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(57)【要約】
【課題】画像形成装置側において加工した印刷ジョブ中
の印刷環境情報を、以後の印刷ジョブの実行の際にも効
率的に再利用すること。
【解決手段】印刷ジョブの実行により印刷を終えた後に
、その印刷に適用された加工後の印刷環境情報の内容を
、ユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏ上にチェック
ボックス付きで一覧表示する。このユーザ設定情報保存
内容設定画面１２ｏ上でユーザによりチェック操作され
たチェックボックスの印刷環境項目の印刷環境情報を、
ユーザによりチェック操作されたチェックボックスの要
素の要素特定情報（識別情報）と関連付けて、ユーザ設
定情報名１２ｐと共に、ユーザ設定情報として外部記憶
装置１３に記憶させる。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から入力された印刷ジョブ中の印刷環境情報に対する加工を受け付けた場合に、該
受け付けた加工を前記印刷環境情報に施した後の前記印刷ジョブに応じた画像を記録紙に
印刷する画像形成装置において、
　前記受け付けた加工の内容を示す加工情報を、前記受け付けた加工の対象となる前記印
刷環境情報を有する前記印刷ジョブ中の該印刷ジョブを識別するための識別情報に関連付
けて記憶手段に記憶させる書き込み手段と、
　前記印刷ジョブの前記識別情報により前記記憶手段を検索し、該識別情報が前記記憶手
段に前記加工情報と関連付けられて記憶されている場合に、該加工情報を前記記憶手段か
ら読み出させる読み出し手段と、
　外部から前記印刷ジョブが入力された際に前記記憶手段を前記読み出し手段に検索させ
、前記入力された印刷ジョブの前記識別情報に関連付けて前記記憶手段に記憶された前記
加工情報を前記読み出し手段が前記記憶手段から読み出させた場合に、該読み出させた加
工情報が示す内容の加工を前記印刷環境情報に施した後の前記入力された印刷ジョブに応
じた画像を記録紙に印刷させる印刷制御手段と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記印刷環境情報に対する加工を受け付ける度に、前記受け付けた加工の対象となる前
記印刷環境情報を有する前記印刷ジョブに含まれる、該印刷ジョブに関連する複数の要素
をそれぞれ特定する複数の要素特定情報の中から、所望の要素の前記要素特定情報を選択
指示する要素選択指示手段をさらに備えており、
　前記書き込み手段は、前記印刷環境情報に対する加工を受け付ける度に、前記受け付け
た加工の対象となる前記印刷環境情報を有する前記印刷ジョブ中の、前記要素選択指示手
段によって選択指示された前記要素の前記要素特定情報を、前記識別情報として、関連す
る前記加工情報と共に前記記憶手段に記憶させ、
　前記読み出し手段は、前記記憶手段に前記加工情報と関連付けられて前記識別情報とし
て記憶された、前記要素選択指示手段によって選択指示された前記要素の前記要素特定情
報の内容に、前記印刷ジョブの前記識別情報に含まれる対応する前記要素の前記要素特定
情報の内容が一致した場合に、該内容が一致した前記要素の前記要素特定情報を前記識別
情報として、該識別情報に関連付けて記憶された前記加工情報を前記記憶手段から読み出
させる、
　ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記印刷環境情報は、複数の印刷環境項目についてそれぞれ設定されており、
　前記各印刷環境項目についてそれぞれ設定された前記印刷環境情報の中から、所望の項
目の前記印刷環境情報を選択指示する項目選択指示手段をさらに備えており、
　前記書き込み手段は、前記印刷環境情報に対する加工を受け付けた際、前記項目選択指
示手段によって前記所望の項目の前記印刷環境情報が選択指示される毎に、該選択指示さ
れた前記印刷環境情報に対する加工の内容を示す前記加工情報を、前記要素選択指示手段
によって選択指示された前記要素の前記要素特定情報に関連付けて前記記憶手段に記憶さ
せる、
　ことを特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記書き込み手段により前記加工情報を前記識別情報に関連付けて前記記憶手段に記憶
させるか否かを指定する書き込み指定手段をさらに備えており、
　前記書き込み手段は、前記書き込み指定手段により前記記憶手段に記憶させると指定さ
れた前記加工情報のみを、前記識別情報に関連付けて前記記憶手段に記憶させる、
　ことを特徴とする請求項１、２又は３記載の画像形成装置。
【請求項５】
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　前記読み出し手段により前記記憶手段から読み出させた前記加工情報が示す内容の加工
を、前記入力された印刷ジョブ中の前記印刷環境情報に施すか否かを指定する加工指定手
段をさらに備えており、
　前記印刷制御手段は、前記読み出し手段が前記記憶手段から読み出させた前記加工情報
のうち、前記加工指定手段により前記入力された印刷ジョブ中の前記印刷環境情報に施す
と指定された前記加工情報に限って、該加工情報が示す内容の加工を前記入力された印刷
ジョブ中の前記印刷環境情報に施す、
　ことを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記記憶手段に記憶された前記加工情報を、該加工情報と関連付けられて前記記憶手段
に記憶された前記識別情報と共に、他の前記画像形成装置における前記記憶手段にインポ
ート可能なデータ形式で可搬型記憶媒体にエクスポートさせるエクスポート手段をさらに
備えていることを特徴とする請求項１、２、３、４又は５記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部から入力された印刷ジョブ中の印刷環境情報に対する加工を受け付けた
場合に、該受け付けた加工を印刷環境情報に施した後の前記印刷ジョブに応じた画像を記
録紙に印刷する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、パーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」と略記する。）においてアプリケー
ションプログラム（以下、「アプリ」と略記することがある。）を用いて作成した印刷デ
ータを画像形成装置において印刷する場合には、ＰＣにインストールしたプリンタドライ
バにおいてその印刷データを中間コードに変換し、ＬＡＮ等のネットワークを介して接続
された画像形成装置に印刷ジョブとして入力させている。
【０００３】
　その際、アプリ上で作成された印刷データの画像を画像形成装置における印刷によって
可能な限り忠実に再現するために、プリンタドライバから画像形成装置に入力される印刷
ジョブには、用紙サイズに関する情報や、フォームオーバーレイに関するフォーム情報、
色調整に関するカラー情報等の印刷環境情報が多数含められる。
【０００４】
　上述した印刷環境情報には、各アプリに対応して標準の設定内容であるデフォルト設定
が用意されているが、アプリによっては、又は、作成された印刷データによっては、標準
的な設定内容ではユーザの意図する画像を画像形成装置の印刷で再現できない場合がある
。そこで、プリンタドライバには、デフォルトの印刷環境情報の内容を変更設定できる機
能が設けられている。
【０００５】
　また、変更設定した印刷環境情報を記憶しておき、各アプリにおける印刷環境情報の使
用頻度や、各アプリにおける印刷環境情報の最終利用履歴等に応じて、次回の印刷ジョブ
を画像形成装置に出力する際に使用する印刷データの印刷環境情報を、過去に記憶された
ものの中から自動的に選択するプリンタドライバも、過去に提案されている（例えば、特
許文献１）。
【０００６】
　また、プリンタドライバにおいて設定した印刷環境情報をそのプリンタドライバ（をイ
ンストールしたＰＣ）ではなく画像形成装置側で保存し、次の印刷ジョブの発生時に、Ｐ
Ｃからユーザを指定して画像形成装置に要求することで、保存された印刷環境情報を画像
形成装置から要求元のＰＣに呼び出せるようにして、使用するＰＣが変わっても過去に設
定した印刷環境情報を再利用できるようにする提案も、過去に行われている（例えば、特
許文献２）。
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【０００７】
　ところが、印刷データから中間データへのデータ変換ロジックの特性や、画像形成装置
において中間データをラスタライズ（ビットマップ化）するロジックの特性等に起因して
、印刷環境情報をいくら細かく設定しても、画像形成装置の印刷により再現される画像の
レイアウトがユーザの満足できる精度に収まらない場合がある。また、印刷データがスキ
ャナによって読み取られたイメージデータである場合に、読み取り元の画像が本や冊子の
一部であるときには、スキャナによって読み込まれてしまう綴じ代の部分の陰影を印刷の
際に消去しなければならないことがある。
【０００８】
　これらの状況に対処するためには、中間データへの変換によってデジタル化された印刷
データを画像形成装置においてラスタライズ（ビットマップ化）した後に、その印刷デー
タによる画像の印刷を画像形成装置において繰り返しながら、画像のレイアウトや画像の
不要部分の消去に関する印刷環境情報の修正（加工）を画像形成装置において入力設定せ
ざるを得ない。元々の印刷データの画像の色と画像形成装置において印刷される画像の色
とに相違がある場合にも、色指定に関する印刷環境情報の修正（加工）は、画像形成装置
において入力設定せざるを得ない。
【０００９】
　このような、画像形成装置において入力設定される印刷環境情報の保存、再利用に関し
ては、過去に入力設定した印刷環境情報の修正（加工）内容をユーザ毎に分けて画像形成
装置に保存しておいて、以後、同じユーザからの印刷ジョブが入力された際に、そのユー
ザについて保存されている内容に、入力された印刷ジョブの印刷環境情報を修正（加工）
して、画像の印刷を行う提案が、過去に行われている（例えば、特許文献３）。
【特許文献１】特開２００１－７５７６２号公報
【特許文献２】特開２００６－５３７１７号公報
【特許文献３】特開平７－１４１１３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　画像形成装置において行った印刷環境情報の修正（加工）内容を再利用することを前提
とした場合、プリンタドライバにおいて変更設定した印刷環境情報を保存しておく従来技
術は、保存する対象が異なるので、利便性の向上に貢献するものは何ら存在しない。
【００１１】
　また、画像形成装置において過去に入力設定した印刷環境情報の修正（加工）内容をユ
ーザ毎に分けて保存する従来技術は、その印刷環境情報の修正（加工）内容を過去に入力
設定したユーザが再利用できるだけに止まるものであって、同一ユーザ限定という枠組み
を超えた汎用性がない。
【００１２】
　一方、画像形成装置において印刷環境情報の修正（加工）内容を入力設定する必要に迫
られる原因はユーザ毎に異なる場合もあるが、それだけに限られるわけではなく、むしろ
、それ以外のファクタが原因で、画像形成装置において印刷環境情報の修正（加工）内容
を入力設定する必要に迫られることも、無視できないほど多数に及ぶ。
【００１３】
　本発明は前記事情に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、外部から入力された印
刷ジョブ中の印刷環境情報を画像形成装置側において加工して記録紙への印刷を行った場
合に、その加工内容を以後の印刷ジョブの実行の際にも効率的に再利用することができる
画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載した本発明の画像形成装置は、外部から入
力された印刷ジョブ中の印刷環境情報に対する加工を受け付けた場合に、該受け付けた加
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工を前記印刷環境情報に施した後の前記印刷ジョブに応じた画像を記録紙に印刷する画像
形成装置において、
　前記受け付けた加工の内容を示す加工情報を、前記受け付けた加工の対象となる前記印
刷環境情報を有する前記印刷ジョブ中の該印刷ジョブを識別するための識別情報に関連付
けて記憶手段に記憶させる書き込み手段と、
　前記印刷ジョブの前記識別情報により前記記憶手段を検索し、該識別情報が前記記憶手
段に前記加工情報と関連付けられて記憶されている場合に、該加工情報を前記記憶手段か
ら読み出させる読み出し手段と、
　外部から前記印刷ジョブが入力された際に前記記憶手段を前記読み出し手段に検索させ
、前記入力された印刷ジョブの前記識別情報に関連付けて前記記憶手段に記憶された前記
加工情報を前記読み出し手段が前記記憶手段から読み出させた場合に、該読み出させた加
工情報が示す内容の加工を前記印刷環境情報に施した後の前記入力された印刷ジョブに応
じた画像を記録紙に印刷させる印刷制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１５】
　上記した請求項１に記載した本発明の画像形成装置において、「印刷ジョブ」は、印刷
する原稿（写真や図形、文字等）の画像データと共に、「印刷環境情報」を含んでいる。
この「印刷環境情報」は、「印刷ジョブ」中の画像データによる原稿を画像形成装置にお
いて印刷する際の印刷環境を、「印刷ジョブ」の出力元（例えば、画像形成装置に接続さ
れたクライアント端末）から指定するための情報である。
【００１６】
　また、「印刷ジョブ」は、上述した原稿の画像データや「印刷環境情報」の他に、「識
別情報」を含んでいる。この「識別情報」は、個々の「印刷ジョブ」を識別（特定）する
ためのものである。「識別情報」としては、例えば、画像形成装置に入力される「印刷ジ
ョブ」の出力元であるクライアント端末のコンピュータに登録されているコンピュータの
ユーザ名、クライアント端末のコンピュータに登録されているコンピュータの名前である
ＰＣ名、この「印刷ジョブ」のジョブ名（例えば、「印刷ジョブ」中の画像データのファ
イル名に中間データの識別子を付けたもの）、あるいは、印刷対象の原稿の画像データを
生成したアプリケーションプログラムを示すアプリ名、等が挙げられる。
【００１７】
　さらに、上記した請求項１に記載した本発明の画像形成装置においては、「識別情報」
と共に「印刷ジョブ」に含まれる「印刷環境情報」に対する加工が受け付けられる場合が
ある。この加工とは、画像形成装置の外部から入力された時点における「印刷環境情報」
の内容を、それとは異なる内容に加工することを意味する。受け付けられた加工の内容は
、「加工情報」によって示される。この「加工情報」は、狭義では、純粋に変更された内
容のみを示すものであり、広義では、変更後の「印刷環境情報」の内容を示すものである
。請求項１に記載した本発明の画像形成装置における「加工情報」は、狭義、広義どちら
の概念のものであってもよい。
【００１８】
　そして、上記した請求項１に記載した本発明の画像形成装置においては、入力された「
印刷ジョブ」の「印刷環境情報」に対する加工が受け付けられた場合、受け付けられた加
工の内容を示す「加工情報」は、「印刷ジョブ」の識別情報と関連付けて記憶手段に必ず
記憶させるようにしてもよく、そうではなく必要に応じて記憶させるようにしてもよい。
例えば、繰り返して発生した同じ内容の「印刷ジョブ」の「印刷環境情報」に、それぞれ
同じ内容の加工が受け付けられた場合を考える。この場合、各「印刷ジョブ」の「印刷環
境情報」に関する「加工情報」を識別情報と関連付けてその都度記憶手段に記憶させると
、内容が全く同じ識別情報及び「加工情報」の組み合わせを、記憶手段に複数組記憶させ
ることになる。そのようにすることは、記憶手段の記憶容量をむやみに消耗しないように
する上で、避けることが望ましい場合がある。そこで、「印刷環境情報」に対する加工を
受け付けた「印刷ジョブ」が入力されても、その内容次第で、入力された「印刷ジョブ」
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の識別情報と関連付けて「印刷環境情報」に関する「加工情報」を記憶手段に記憶させな
いようにしてもよい。
【００１９】
　ところで、外部から入力された「印刷ジョブ」が、「印刷環境情報」に加工を加えずに
実行された場合、その「印刷ジョブ」の「印刷環境情報」に対する「加工情報」は存在し
ない。「加工情報」が存在しないことから、その「印刷ジョブ」の識別情報が「加工情報
」と関連付けて記憶手段に記憶されることもない。したがって、請求項１に記載した本発
明の画像形成装置において、外部から入力された「印刷ジョブ」には、「加工情報」と関
連付けて識別情報が記憶手段に記憶される「印刷ジョブ」と、そうでない「印刷ジョブ」
とが存在することになる。このように、画像形成装置の外部から入力される「印刷ジョブ
」は、加工情報と共に記憶手段に記憶される識別情報によって特定（識別）される「印刷
ジョブ」も、そうでない「印刷ジョブ」も含むので、単に「印刷ジョブ」という文言で、
画像形成装置の外部から入力される「印刷ジョブ」を表現することができない。
【００２０】
　そこで、本発明の画像形成装置においては、上述した請求項１のみならず、特許請求の
範囲の全体を通して、「画像形成装置の外部から入力された印刷ジョブ」を、特に、「外
部から入力された印刷ジョブ」、「外部から前記印刷ジョブが入力された際に」、又は、
「前記入力された印刷ジョブ」という文言で、画像形成装置の外部から入力される「印刷
ジョブ」を表現している。
【００２１】
　そして、請求項１に記載した本発明の画像形成装置によれば、外部から入力された印刷
ジョブ中の印刷環境情報に対する加工を受け付けて、その加工を印刷環境情報に施した後
の印刷ジョブに応じた画像を記録紙に印刷する際に、受け付けた加工の内容を示す加工情
報が、その加工を施す対象となった印刷環境情報を含む印刷ジョブ中の、その印刷ジョブ
を識別するための識別情報に関連付けて、書き込み手段によって記憶手段に記憶される。
【００２２】
　また、その後に外部から印刷ジョブが入力された際には、読み出し手段が記憶手段を検
索する。そして、加工情報に関連付けて記憶手段に記憶されている、過去に入力された印
刷ジョブの識別情報の中に、今回入力された印刷ジョブの識別情報と同じ識別情報が存在
する場合には、その識別情報と関連付けられた、過去に入力された印刷ジョブの印刷環境
情報に加えた加工の内容を示す加工情報を、読み出し手段が記憶手段から読み出させる。
【００２３】
　そして、印刷制御手段の制御によって、読み出し手段により記憶手段から読み出した加
工情報によって示される内容の加工が、今回外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情
報に対して施され、さらに、この加工が施された後の印刷ジョブに応じた画像が記録紙に
印刷される。
【００２４】
　したがって、過去に外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報について受け付けた
加工の内容が、その加工を印刷環境情報に施した過去の印刷ジョブの識別情報と一致する
識別情報を有する印刷ジョブが後に入力された時に記憶手段から読み出されて、その印刷
ジョブの印刷環境情報の加工に再利用されることになる。
【００２５】
　このため、過去の印刷ジョブと識別情報の内容が共通する印刷ジョブの印刷環境情報を
、過去の印刷ジョブの実行時に行ったのと同じ内容で加工する際に、改めて印刷環境情報
の加工内容を画像形成装置において入力設定する必要を無くし、過去の加工内容を他のユ
ーザを含めて効率的に再利用することができる。
【００２６】
　また、請求項２に記載した本発明の画像形成装置は、請求項１に記載した本発明の画像
形成装置において、
　前記印刷環境情報に対する加工を受け付ける度に、前記受け付けた加工の対象となる前
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記印刷環境情報を有する前記印刷ジョブに含まれる、該印刷ジョブに関連する複数の要素
をそれぞれ特定する複数の要素特定情報の中から、所望の要素の前記要素特定情報を選択
指示する要素選択指示手段をさらに備えており、
　前記書き込み手段は、前記印刷環境情報に対する加工を受け付ける度に、前記受け付け
た加工の対象となる前記印刷環境情報を有する前記印刷ジョブ中の、前記要素選択指示手
段によって選択指示された前記要素の前記要素特定情報を、前記識別情報として、関連す
る前記加工情報と共に前記記憶手段に記憶させ、
　前記読み出し手段は、前記記憶手段に前記加工情報と関連付けられて前記識別情報とし
て記憶された、前記要素選択指示手段によって選択指示された前記要素の前記要素特定情
報の内容に、前記印刷ジョブの前記識別情報に含まれる対応する前記要素の前記要素特定
情報の内容が一致した場合に、該内容が一致した前記要素の前記要素特定情報を前記識別
情報として、該識別情報に関連付けて記憶された前記加工情報を前記記憶手段から読み出
させる、
　ことを特徴とする。
【００２７】
　請求項２に記載した本発明の画像形成装置においては、「識別情報」が複数の「要素特
定情報」を有していることになる。各「要素特定情報」は、印刷ジョブに関連する「要素
」を特定するもので、ここで言う「要素」としては、例えば、上述したユーザ名、ＰＣ名
、ジョブ名、及び、アプリ名等の項目がある。したがって、各「要素特定情報」は、例え
ば、上述したユーザ名、ＰＣ名、ジョブ名、及び、アプリ名等の具体的な内容である。
【００２８】
　そして、請求項２に記載した本発明の画像形成装置によれば、請求項１に記載した本発
明の画像形成装置において、外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工
を受け付ける度に書き込み手段が記憶手段に書き込む加工情報と関連付ける識別情報は、
印刷ジョブに関連する複数の要素特定情報（例えば、ユーザ名、ＰＣ名、ジョブ名、及び
、アプリ名等の具体的な内容）のうち、要素選択指示手段によってその都度選択指示され
た種類の要素特定情報である。
【００２９】
　よって、１番目に外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工を受け付
けた際に、要素選択指示手段によって選択指示された要素特定情報と、２番目に外部から
入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工を受け付けた際に、要素選択指示手段
によって選択指示された要素特定情報とが、それぞれ異なる要素についてのものである場
合には、１番目の印刷ジョブについて受け付けた印刷環境情報に対する加工情報と関連付
けられて記憶手段に記憶される要素特定情報と、２番目の印刷ジョブについて受け付けた
印刷環境情報に対する加工情報と関連付けられて記憶手段に記憶される要素特定情報とは
、各印刷ジョブ毎に異なる。
【００３０】
　したがって、外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工を受け付けた
際に書き込み手段によって記憶手段に記憶させる加工情報は、外部から以後入力される印
刷ジョブのうち、特定の要素についての要素特定情報の内容が一致する印刷ジョブに限っ
て、その印刷環境情報の加工に利用されることになる。
【００３１】
　例えば、１番目に外部から入力された印刷ジョブの加工情報を記憶手段に記憶させる場
合と２番目に外部から入力された印刷ジョブの加工情報を記憶手段に記憶させる場合とで
、各印刷ジョブの識別情報としてそれぞれの加工情報に関連付けて記憶手段に記憶させる
要素特定情報の要素の種類（パターン）を異ならせると、加工情報を記憶手段から読み出
して印刷環境情報の加工に利用する印刷ジョブの対象が、１番目の印刷ジョブの加工情報
と２番目の印刷ジョブの加工情報とでは、必ずしも一致しないことになる。
【００３２】
　具体的に例示すると、１番目に外部から入力された印刷ジョブの加工情報に関連付けて
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、例えば、ジョブ名とアプリ名という２つの要素についての要素特定情報を要素選択指示
手段により選択指示して、識別情報として記憶手段に記憶させたものとする。また、２番
目に外部から入力された印刷ジョブの加工情報に関連付けて、例えば、ユーザ名という１
つの要素についての要素特定情報だけを要素選択指示手段により選択指示して、識別情報
として記憶手段に記憶させたものとする。
【００３３】
　この場合に、３番目以降に外部から入力される印刷ジョブが、１番目の印刷ジョブの識
別情報として記憶手段に記憶されている２つの要素についての要素特定情報（ジョブ名及
びアプリ名の内容）と内容が一致する要素特定情報（ジョブ名及びアプリ名の内容）を、
識別情報中に有する印刷ジョブであれば、それら２つの要素についての要素特定情報と関
連付けて記憶手段に記憶されている加工情報によって示される内容の加工が、その印刷ジ
ョブの印刷環境情報に反映されることになる。
【００３４】
　また、３番目以降に外部から入力される印刷ジョブが、２番目の印刷ジョブの識別情報
として記憶手段に記憶されている１つの要素についての要素特定情報（ユーザ名の内容）
と内容が一致する要素特定情報（ユーザ名の内容）を、識別情報中に有する印刷ジョブで
あれば、その１つの要素についての要素特定情報と関連付けて記憶手段に記憶されている
加工情報によって示される内容の加工が、その印刷ジョブの印刷環境情報に反映されるこ
とになる。
【００３５】
　したがって、過去に入力されて印刷環境情報に対する加工を受け付けた印刷ジョブの加
工情報と関連付けて、その印刷ジョブの識別情報として記憶手段に記憶させる要素特定情
報の要素を、各印刷ジョブ毎に異ならせることで、今後入力される印刷ジョブのうち、記
憶手段の加工情報と同じ内容の加工を印刷環境情報に対して施す対象の印刷ジョブを、そ
の加工情報と関連付けて記憶手段に記憶された要素特定情報と内容が一致する要素特定情
報を識別情報中に有する印刷ジョブに限定することができる。
【００３６】
　なお、請求項２に記載した本発明の画像形成装置においては、外部から入力された印刷
ジョブの印刷環境情報に対する加工を受け付けた際に、要素選択指示手段によって、例え
ば、ジョブ名とアプリ名という２つの要素のうちジョブ名の要素特定情報を選択指定し、
これを加工情報に関連付けて書き込み手段により記憶手段に記憶させた後に、今度は要素
選択指示手段によってアプリ名の要素特定情報を選択指定し、これを同じ加工情報に関連
付けて書き込み手段により記憶手段に記憶させる場合もある。つまり、ある印刷ジョブの
印刷環境情報に対する加工を受け付けた場合に、要素選択指示手段が所望の要素の要素特
定情報を選択指示する機会は、必ずしも１回だけであるとは限らず、複数回である場合も
ある。
【００３７】
　さらに、請求項３に記載した本発明の画像形成装置は、請求項２に記載した本発明の画
像形成装置において、
　前記印刷環境情報が、複数の印刷環境項目についてそれぞれ設定されており、
　前記各印刷環境項目についてそれぞれ設定された前記印刷環境情報の中から、所望の項
目の前記印刷環境情報を選択指示する項目選択指示手段をさらに備えており、
　前記書き込み手段が、前記印刷環境情報に対する加工を受け付けた際、前記項目選択指
示手段によって前記所望の項目の前記印刷環境情報が選択指示される毎に、該選択指示さ
れた前記印刷環境情報に対する加工の内容を示す前記加工情報を、前記要素選択指示手段
によって選択指示された前記要素の前記要素特定情報に関連付けて前記記憶手段に記憶さ
せる、
　ことを特徴とする。
【００３８】
　請求項３に記載した本発明の画像形成装置においては、「印刷環境情報」が、複数の「
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印刷環境項目」についてそれぞれ設定されていることになる。各「印刷環境項目」として
は、例えば、印刷速度、印刷濃度、印刷位置、及び、分版エリア（画像形成装置が多色孔
版印刷装置である場合）等が挙げられる。
【００３９】
　そして、請求項３に記載した本発明の画像形成装置によれば、請求項２に記載した本発
明の画像形成装置において、外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工
を受け付けた際、項目選択指示手段によって、複数の印刷環境項目の印刷環境情報（例え
ば、印刷速度、印刷濃度、印刷位置、及び、分版エリアに関する印刷環境情報）のうち所
望の印刷環境項目の印刷環境情報が選択指示される毎に、選択指示された印刷環境項目の
印刷環境情報に対して受け付けた加工に関する加工情報が、複数の要素特定情報（例えば
、ユーザ名、ＰＣ名、ジョブ名、及び、アプリ名等の具体的な内容）のうち要素選択指示
手段によって選択指示された要素の要素特定情報に関連付けて、書き込み手段によって記
憶手段に書き込まれる。
【００４０】
　このため、１つの印刷ジョブに関する印刷環境情報に対する加工が受け付けられると、
項目選択指示手段により所望の印刷環境項目の印刷環境情報が選択指示される毎に、項目
選択指示手段によって選択指示された印刷環境項目の印刷環境情報に対する加工情報が、
要素選択指示手段によって選択指示された要素の要素特定情報と関連付けて、その都度記
憶手段に記憶されることになる。
【００４１】
　よって、１つの印刷ジョブに関する印刷環境情報に対する加工が受け付けられた際に、
外部から今後入力される印刷ジョブの印刷環境情報に対して適用する加工の内容を示す加
工情報を、これと関連付けて記憶手段に記憶される要素特定情報によって特定される適用
対象の印刷ジョブとの組み合わせで、複数パターン記憶させておくことができる。
【００４２】
　なお、請求項３に記載した本発明の画像形成装置では、例えば、ある印刷ジョブの印刷
濃度についての印刷環境情報に対する加工を受け付けた場合に、印刷濃度についての印刷
環境情報を項目選択指示手段によって選択指示し、この印刷濃度についての印刷環境情報
を、ジョブ名の要素特定情報とアプリ名の要素特定情報とのそれぞれに関連付けて、書き
込み手段により記憶手段に記憶させる場合がある。この場合には、ジョブ名の要素特定情
報と関連付ける印刷環境情報として、印刷濃度の印刷環境情報を項目選択指示手段によっ
て選択指示し、これとは別に、アプリ名の要素特定情報と関連付ける印刷環境情報として
、印刷濃度の印刷環境情報を項目選択指示手段によって選択指示することになる。つまり
、特定の項目の印刷環境情報を、互いに異なる要素の要素特定情報にそれぞれ関連付けて
記憶手段に記憶させる場合には、各要素の要素特定情報にそれぞれ関連付けて記憶手段に
記憶させる度に、特定の項目の印刷環境情報を項目選択指示手段によって選択指示するこ
とになる。
【００４３】
　さらに、請求項４に記載した本発明の画像形成装置は、請求項１、２又は３に記載した
本発明の画像形成装置において、
　前記書き込み手段により前記加工情報を前記識別情報に関連付けて前記記憶手段に記憶
させるか否かを指定する書き込み指定手段をさらに備えており、
　前記書き込み手段が、前記書き込み指定手段により前記記憶手段に記憶させると指定さ
れた前記加工情報のみを、前記識別情報に関連付けて前記記憶手段に記憶させる、
　ことを特徴とする。
【００４４】
　請求項４に記載した本発明の画像形成装置によれば、請求項１、２又は３に記載した本
発明の画像形成装置において、印刷環境情報に対する加工を受け付けた印刷ジョブについ
ては、その加工の内容を示す加工情報を毎回必ず記憶手段に記憶させる訳ではなく、書き
込み手段により記憶手段に記憶させると指定された印刷ジョブの加工情報のみを、識別情
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報に関連付けて記憶手段に記憶させることになる。
【００４５】
　このため、今後外部から入力される印刷ジョブの印刷環境情報の加工に利用する必要の
ある加工情報のみを、選択的に記憶手段に記憶させておくことができる。
【００４６】
　また、請求項５に記載した本発明の画像形成装置は、請求項１、２、３又は４に記載し
た本発明の画像形成装置において、
　前記読み出し手段により前記記憶手段から読み出させた前記加工情報が示す内容の加工
を、前記入力された印刷ジョブ中の前記印刷環境情報に施すか否かを指定する加工指定手
段をさらに備えており、
　前記印刷制御手段が、前記読み出し手段が前記記憶手段から読み出させた前記加工情報
のうち、前記加工指定手段により前記入力された印刷ジョブ中の前記印刷環境情報に施す
と指定された前記加工情報に限って、該加工情報が示す内容の加工を前記入力された印刷
ジョブ中の前記印刷環境情報に施す、
　ことを特徴とする。
【００４７】
　請求項５に記載した本発明の画像形成装置によれば、請求項１、２、３又は４に記載し
た本発明の画像形成装置において、外部からの印刷ジョブの入力に伴って読み出し手段が
記憶手段を検索した結果、入力された印刷ジョブの識別情報と一致する識別情報に関連付
けた加工情報が記憶手段から１又は複数読み出されても、加工指定手段により指定された
加工情報しか、入力された印刷ジョブの印刷環境情報の加工には利用されない。
【００４８】
　そのため、識別情報が一致する過去の印刷ジョブの印刷環境情報に対して行われた加工
の内容を示す加工情報が記憶手段から読み出し手段によって読み出されても、今回の印刷
ジョブにおいて印刷環境情報の加工に利用するか否かをその都度決めて、不要な場合には
過去の加工の内容を印刷環境情報の加工に利用しないようにすることができる。
【００４９】
　請求項６に記載した本発明の画像形成装置は、請求項１、２、３、４又は５に記載した
本発明の画像形成装置において、前記記憶手段に記憶された前記加工情報を、該加工情報
と関連付けられて前記記憶手段に記憶された前記識別情報と共に、他の前記画像形成装置
においてインポート可能なデータ形式で可搬型記憶媒体にエクスポートさせるエクスポー
ト手段をさらに備えていることを特徴とする。
【００５０】
　請求項６に記載した本発明の画像形成装置によれば、請求項１、２、３、４又は５に記
載した本発明の画像形成装置において、外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報に
対する加工を受け付ける度に、識別情報に関連付けて書き込み手段によって記憶手段に書
き込まれた加工情報が、エクスポート手段によって識別情報と共に、他の画像形成装置に
おける前記記憶手段にインポート可能なデータ形式で可搬型記憶媒体にエクスポートされ
ることになる。
【００５１】
　したがって、ある画像形成装置のエクスポート手段によってエクスポートされて可搬型
記憶媒体に記録された、その画像形成装置の記憶手段に記憶、蓄積された加工情報とこれ
に関連付けられた識別情報とを、他の画像形成装置においてインポートさせてその画像形
成装置の記憶手段に記憶させることができるようになる。
【００５２】
　このため、ある画像形成装置の記憶手段に記憶、蓄積された加工情報とこれに関連付け
られた識別情報とを、他の画像形成装置においても利用できるようにして、複数の画像形
成装置による加工情報の共有化を図ることができる。
【発明の効果】
【００５３】
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　本発明によれば、識別情報の内容が共通する印刷ジョブの印刷環境情報を過去の印刷ジ
ョブの実行時に行ったのと同じ内容で加工する際に、改めて印刷環境情報の加工内容を画
像形成装置において入力設定する必要を無くし、過去の加工内容を他のユーザを含めて効
率的に再利用できるようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００５５】
　図１は、本発明による画像形成装置の一実施形態に係る孔版印刷装置の概略構成を示す
説明図、図２は図１の孔版印刷装置とこの孔版印刷装置に印刷ジョブを出力するクライア
ント端末との電気的な概略構成を示すブロック図である。
【００５６】
　図１に示す本実施形態の孔版印刷装置１は、中間搬送部８を用いて給紙部５の記録紙Ｐ
を排紙部６に搬送する間に、第１及び第２の２つのドラム１０ａ，１０ｂを有する印刷部
４において、２色の孔版印刷を記録紙Ｐに対して行うものである。
【００５７】
　そのために、孔版印刷装置１は、第１及び第２の２つのドラム１０ａ，１０ｂにおいて
それぞれ使用する孔版原紙（図示せず）を製版する製版部３と、第１ドラム１０ａにおい
て使用した孔版原紙を使用後に回収、収容する第１排版部７ａと、第２ドラム１０ｂにお
いて使用した孔版原紙を使用後に回収、収容する第２排版部７ｂと、搬送中の記録紙Ｐを
第１ドラム１０ａや第２ドラム１０ｂにそれぞれ圧接させるプレスローラ１１ａ，１１ｂ
とを備えている。
【００５８】
　なお、本実施形態の孔版印刷装置１は、不図示の原稿上の画像を読み取って記録紙Ｐに
複写する機能も有している。そのために、装置の上部には原稿読取部２が設けられている
。
【００５９】
　また、装置の上部には、原稿読取部２の他に、装置の動作や設定に関する状態を表示し
たり、ユーザの操作による各種設定入力を受け付けるための操作パネル部１２が設けられ
ている。この操作パネル部は、後に図面を用いて説明するように、表示内容が可変なディ
スプレイとその表示面を覆うユーザ操作検出用のタッチパネルとによって構成することが
できる。
【００６０】
　上述した原稿読取部２、製版部３、印刷部４（第１ドラム１０ａ、第２ドラム１０ｂ）
、給紙部５，排紙部６、第１排版部７ａ、第２排版部７ｂ、中間搬送部８、及び、操作パ
ネル部１２は、いずれも電気的に制御される要素を含んでいる。これらの要素の動作は、
孔版印刷装置１の内部に設けられた図２の制御部９によって制御される。
【００６１】
　次に、外部から入力される印刷ジョブ（請求項中における「外部から入力された印刷ジ
ョブ」、又は、「前記入力された印刷ジョブ」に相当）にしたがって孔版印刷装置１が記
録紙Ｐに画像を印刷することを前提に、制御部９の詳細な構成について、図２を参照して
説明する。
【００６２】
　制御部９は、ＲＯＭ１５に格納された制御プログラムに基づいて各種の処理を実行する
ＣＰＵ１６と、ＣＰＵ１６のワーキングエリアとして機能するＲＡＭ１７とを備えている
。ＣＰＵ１６には、上述の原稿読取部２、製版部３、印刷部４（第１ドラム１０ａ、第２
ドラム１０ｂ）、給紙部５，排紙部６、第１排版部７ａ、第２排版部７ｂ、中間搬送部８
、及び、操作パネル部１２の他に、外部記憶装置１３（請求項中の記憶手段に相当）、外
部インターフェイス部１４、及び、セットされた可搬型のメモリカード４０（請求項中の
可搬型記憶媒体に相当）に対するデータのリードライトを行うリーダライタ１８が接続さ
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れている。
【００６３】
　外部インターフェイス部１４には、ＬＡＮ等のネットワーク回線２０を介してクライア
ント端末３０の外部インターフェイス部３７が接続されている。クライアント端末３０は
、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等によって構成されるものであり、ＲＯＭ３２に格納
された制御プログラムに基づいて各種の処理を実行するＣＰＵ３１と、ＣＰＵ３１のワー
キングエリアとして機能するＲＡＭ３３と、キーボードやマウス等から構成される入力部
３４と、液晶ディスプレイ等から構成される出力部３５とを備えている。
【００６４】
　ＣＰＵ３１には、上述した外部インターフェイス部３７の他に、外部記憶装置３６が接
続されている。外部記憶装置３６には、画像データを生成するためのアプリケーションプ
ログラムの格納領域や、孔版印刷装置１のプリンタドライバプログラムの格納領域、アプ
リケーションプログラムを用いて生成された画像データのデータベース領域、及び、プリ
ンタドライバプログラムにおける印刷環境情報の、標準的な内容やユーザによってカスタ
マイズされた内容等のデータベース領域が確保されている。
【００６５】
　ＣＰＵ３１は、入力部３４から入力される起動要求にしたがって外部記憶装置３６のア
プリケーションプログラムを起動させ、また、入力部３４からのパラメータ入力等により
指示された内容の画像データ（文字や記号等のキャラクタのみによる画像データを含む）
を、起動されたアプリケーションプログラム上において生成する。生成された画像データ
は出力部３５において表示出力され、また、入力部３４から保存要求が入力された場合に
は、外部記憶装置３６の画像データのデータベース領域に記憶される。
【００６６】
　外部記憶装置３６のデータベース領域に記憶された画像データは、アプリケーションプ
ログラムの起動中に入力部３４からの読み出し要求が入力された場合に、外部記憶装置３
６から読み出される。読み出された画像データは、出力部３５に表示出力することができ
、また、アプリケーションプログラム上において加工して新たな画像データに生成し直す
こともできる。
【００６７】
　また、ＣＰＵ３１は、アプリケーションプログラム上において生成した画像データによ
る画像の印刷要求が入力部３４から入力された場合に、外部記憶装置３６のプリンタドラ
イバプログラムを起動させる。また、ＣＰＵ３１は、起動されたプリンタドライバプログ
ラムにおいて、画像の印刷に必要な印刷環境情報として、外部記憶装置３６の印刷環境情
報のデータベース領域に格納されている、標準的な内容の印刷環境情報やユーザによって
カスタマイズされた印刷環境情報の内容を読み出させる。
【００６８】
　そして、ＣＰＵ３１は、アプリケーションプログラムの起動中に入力部３４から印刷指
令が入力された場合に、印刷対象の画像の画像データを印刷環境情報と共に、孔版印刷装
置１に対応する中間データに変換した印刷ジョブを、外部インターフェイス部３７からネ
ットワーク回線２０を介して制御部９の外部インターフェイス部１４に出力する。
【００６９】
　なお、印刷ジョブには、印刷ジョブを識別（特定）するための識別情報が含まれる。こ
の識別情報は、印刷ジョブに関連する複数の要素についてその内容をそれぞれ特定する複
数の要素特定情報を含んでいる。ここで、要素とは、例えば、クライアント端末３０にお
いて登録されて外部記憶装置３６に記憶されているユーザ名、外部記憶装置３６に予め記
憶、登録されているクライアント端末３０の名前であるＰＣ名、この印刷ジョブのジョブ
名（例えば、印刷ジョブ中の画像データのファイル名に中間データの識別子を付けたもの
）、及び、印刷対象の画像の画像データを生成したアプリケーションプログラムを示すア
プリ名を含んでいる。そして、要素特定情報とは、ユーザ、ＰＣ、ジョブ、及び、アプリ
ケーションプログラムの各要素の内容を特定する情報である。
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【００７０】
　また、印刷ジョブの印刷環境情報は、複数の印刷環境項目について設定される。印刷環
境項目には、例えば、印刷速度、印刷濃度、印刷位置、及び、分版エリアが含まれる。こ
のうち、印刷速度は、孔版印刷装置１においてこの印刷ジョブによる画像データの画像を
印刷する速度を示すものである。印刷環境情報に相当する印刷速度の値は、要求される画
像の印刷品質が高ければ高いほど、低い値に設定される。また、印刷環境項目の一つであ
る印刷濃度は画像の印刷時の濃淡、同じく印刷環境項目の一つである印刷位置は、記録紙
Ｐのサイズや向き、余白設定等に応じて定まる画像の標準印刷位置に対する、実際の画像
の印刷位置である。印刷環境情報に相当する印刷位置の値は、記録紙Ｐの天地左右方向の
ずれ量によって規定される。
【００７１】
　さらに、印刷環境項目の一つである分版エリアについて詳説する。印刷ジョブを実行し
て画像を２色印刷する図１の孔版印刷装置１は、印刷部４の第１及び第２の２つの回転ド
ラム１０ａ，１０ｂが各色の印刷を分担して行う（分版）。このとき、画像中のどの領域
を第１及び第２の各回転ドラム１０ａ，１０ｂでそれぞれ印刷するかは、第１及び第２の
各回転ドラム１０ａ，１０ｂにそれぞれ割り当てられた印刷色に応じて、印刷する画像を
色分解することによって決定される。
【００７２】
　そこで、印刷環境情報中の分版エリアに関する印刷環境情報は、第１及び第２の各回転
ドラム１０ａ，１０ｂにそれぞれ割り当てる印刷色と、それに応じて決定された第１及び
第２の各回転ドラム１０ａ，１０ｂによる画像の印刷領域との設定内容を、その内容とし
ている。
【００７３】
　なお、上述した色分解は、図２のクライアント端末３０においてＣＰＵ３１が実行する
プリンタドライバプログラム上において自動的に行われる。この色分解の結果は、プリン
タドライバプログラムの起動中に出力部３５に表示されるプリンタドライバ画面（図示せ
ず）のマニュアル分版メニューを選択することで、出力部３５にポップアップ表示される
、図３のマニュアル分版設定画面３５ａにおいて確認、変更することができる。
【００７４】
　次に、上述した印刷ジョブが図２の外部インターフェイス１３を介してＣＰＵ１６に入
力される孔版印刷装置１の制御部９は、図１の操作パネル部１２に、図４の基本メニュー
画面１２Ａを表示している。この基本メニュー画面１２Ａは、設定内容に応じた複数のタ
ブを有しており、デフォルトで表示されるのは図４の「基本」のタブ画面である。基本メ
ニュー画面１２Ａにおける入力によって、クライアント端末３０から受け取った印刷ジョ
ブ中の印刷環境情報に対する加工を要求することができる。
【００７５】
　例えば、印刷環境情報中の分版エリアについての加工を要求する場合には、基本メニュ
ー画面１２Ａの「基本」のタブ画面にある「デジタイザ」のボタン１２Ｂをタッチ操作す
ることで、ＣＰＵ１６によって、図５のデジタイザ画面１２ａを操作パネル部１２に表示
させることができる。このデジタイザ画面１２ａには、クライアント端末３０において決
定されて印刷ジョブの印刷環境情報中の分版エリアに関する印刷環境情報として現在設定
されている内容で、第１及び第２の各回転ドラム１０ａ，１０ｂによる２色の印刷を分担
して行った場合に、記録紙Ｐ上に印刷されるであろう印刷予想画像Ｉの内容が、表示され
る。
【００７６】
　図５のデジタイザ画面１２ａに表示された印刷予想画像Ｉは、元々、「あ」が赤色、「
い」が黒色、「う」が青色、「え」が薄紫色、「お」が茶色である画像である。ここで、
入力された印刷ジョブの印刷環境情報中の分版エリアに関する印刷環境情報として、例え
ば、第１回転ドラム１０ａの印刷色が黒色、第２回転ドラム１０ｂの印刷色が赤色、とい
う内容がそれぞれ設定されているものとする。すると、分版結果は、第１回転ドラム１０
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ａによって「い」、「う」、「え」を印刷し、第２ドラム１０ｂで「あ」、「お」を印刷
するという割り当てになる。
【００７７】
　これに対して、ユーザの希望は、「え」の部分がより鮮明となるような、第１回転ドラ
ム１０ａによって「い」、「う」を印刷し、第２ドラム１０ｂで「あ」、「え」、「お」
を印刷するという割り当てであるとすると、「え」の割り当てを第１回転ドラム１０ａか
ら第２回転ドラム１０ｂに修正する必要が生じる。
【００７８】
　そこで、図５のデジタイザ画面１２ａのツールメニュー１２ａ´中にあるポインタ１２
ｂによって、ユーザが印刷予想画像Ｉ上の「え」の部分を範囲指定して、印刷予想画像Ｉ
上の「え」の部分を加工対象に指定すると、ＣＰＵ１６は、デジタイザ画面１２ａに表示
するツールメニュー１２ａ´の内容を、図５に示す範囲指定用のメニューから図６に示す
加工内容入力用のメニューに切り替える。
【００７９】
　そして、ＣＰＵ１６がメニューを切り替えたツールメニュー１２ａ´中にある色指定ボ
タン１２ｂ´をユーザがタッチ操作すると、ＣＰＵ１６は、図７の色指定画面１２ｃを操
作パネル部１２に表示する。この色指定画面１２ｃには、第１回転ドラム１０ａに設定さ
れた印刷色の黒色と、第２回転ドラム１０ｂに設定された印刷色の赤色とが、ボタン１２
ｄ，１２ｅの形式で表示される。
【００８０】
　そして、黒色（ブラック）と表示された第１回転ドラム１０ａのボタン１２ｄが、色指
定画面１２ｃ上でユーザによりタッチ操作され、さらに、確認ボタン１２ｋがタッチ操作
されると、ＣＰＵ１６は、図５のデジタイザ画面１２ａのポインタ１２ｂによって範囲指
定された印刷予想画像Ｉ上の「え」の部分を、第１回転ドラム１０ａにおいて黒色で印刷
する設定に、印刷環境情報中の分版エリアに関する印刷環境情報の内容を変更（加工）す
る。
【００８１】
　また、図７の色指定画面１２ｃの赤色（レッド）と表示された第２回転ドラム１０ｂの
ボタン１２ｅが、色指定画面１２ｃ上でユーザによりタッチ操作され、さらに、確認ボタ
ン１２ｋがタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、図５のデジタイザ画面１２ａのポインタ
１２ｂによって範囲指定された印刷予想画像Ｉ上の「え」の部分を、第２回転ドラム１０
ｂにおいて赤色で印刷する設定に、印刷環境情報中の分版エリアに関する印刷環境情報の
内容を変更（加工）する。
【００８２】
　さらに、図７の色指定画面１２ｃ上でボタン１２ｄ，１２ｅのどちらかがユーザにより
タッチ操作され、さらに、確認ボタン１２ｋがタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、印刷
環境情報中の分版エリアに関する印刷環境情報の内容に対する、印刷予想画像Ｉ上の「え
」の部分についてユーザが指定した変更（加工）内容を確定させる。そして、ＣＰＵ１６
は、操作パネル部１２の表示を、図７の色指定画面１２ｃから図８の分版結果問い合わせ
画面１２ｃ´に切り替える。ここで、分版結果を表示しない「いいえ」のボタン１２ｅ´
がユーザによりタッチ操作された場合は、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示を図８
の分版結果問い合わせ画面１２ｃ´から図６のデジタイザ画面１２ａに切り替える。
【００８３】
　一方、分版結果を表示する「はい」のボタン１２ｄ´がユーザによりタッチ操作された
場合は、ＣＰＵ１６は、図９（ａ）に示すように、ユーザによりタッチ操作されたボタン
１２ｄ，１２ｅに応じた内容に印刷環境情報中の分版エリアに関する印刷環境情報の内容
を変更した後の、記録紙Ｐ上に印刷されるであろう印刷予想画像Ｉのうち、第１回転ドラ
ム１０ａにおいて黒色で印刷されるであろう部分の印刷予想部分画像Ｉａを示す分版結果
画面１２ｆを、操作パネル部１２に表示する。
【００８４】
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　また、分版結果画面１２ｆのメニューボタン中の第２回転ドラムボタン１２ｉがユーザ
によりタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示を、図９（ｂ）に示
すように、ユーザによりタッチ操作されたボタン１２ｄ，１２ｅに応じた内容に印刷環境
情報中の分版エリアに関する印刷環境情報の内容を変更した後の、記録紙Ｐ上に印刷され
るであろう印刷予想画像Ｉのうち、第２回転ドラム１０ｂにおいて赤色で印刷されるであ
ろう部分の印刷予想部分画像Ｉｂを示す分版結果画面１２ｇに切り替える。分版結果画面
１２ｇのメニューボタン中の第１回転ドラムボタン１２ｈがユーザによりタッチ操作され
ると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示を図９（ａ）の分版結果画面１２ｆに切り
替える。
【００８５】
　そして、図９（ａ）や図９（ｂ）の分版結果画面１２ｆ，１２ｇにおいて、黒色と赤色
で記録紙Ｐ上にそれぞれ印刷されるであろう印刷予想部分画像Ｉａ，Ｉｂの内容を確認し
て、問題がないと判断したユーザにより、分版結果画面１２ｆ，１２ｇのメニューボタン
中の「ＯＫ」ボタン１２ｊがタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表
示を、図６のデジタイザ画面１２ａに切り替える。
【００８６】
　以上のようにして操作パネル部１２の操作により入力された分版エリアの情報内容に対
するユーザの加工要求は、図６のデジタイザ画面１２ａにおける「ＯＫ」ボタン１２ｂ″
のタッチ操作によって確定される。ユーザによって「ＯＫ」ボタン１２ｂ″がタッチ操作
されると、ＣＰＵ１６は、デジタイザ画面１２ａに表示するツールメニュー１２ａ´の内
容を、図６の加工内容入力用のメニューから図５の範囲指定用のメニューに切り替える。
そして、ユーザによって編集終了ボタン１２ａ″がタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、
操作パネル部１２の表示を上述した図４の基本メニュー画面１２Ａに切り替える。
【００８７】
　そして、基本メニュー画面１２Ａ上で印刷開始を指示する入力がユーザによって行われ
ると、ＣＰＵ１６は、現在の各印刷環境項目に関する印刷環境情報の設定内容にしたがっ
た記録紙Ｐに対する画像の印刷を、孔版印刷装置１において実行させる。
【００８８】
　また、ＣＰＵ１６は、孔版印刷装置１における記録紙Ｐに対する画像の印刷の実行後に
、図１０に示す印刷ジョブ終了確認画面１２ｌを操作パネル部１２に表示する。この印刷
ジョブ終了確認画面１２ｌには、実行した印刷の印刷環境情報中の、加工（内容変更）し
た印刷環境項目に関する印刷環境情報の内容を、ユーザ設定情報として保存するか否かを
問い合わせるメッセージと、「保存する」ボタン１２ｍ及び「保存しない」ボタン１２ｎ
とを含んでいる。
【００８９】
　印刷ジョブ終了確認画面１２ｌ上で「保存しない」ボタン１２ｎがユーザによってタッ
チ操作されると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示を上述した図４の基本メニュー
画面１２Ａに切り替える。さらに、印刷ジョブ終了確認画面１２ｌ上で「保存する」ボタ
ン１２ｍがユーザによってタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示
を、図１１に示すユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏに切り替える。
【００９０】
　このユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏには、印刷ジョブ中の識別情報として入力
されたユーザ名、ＰＣ名、ジョブ名、及び、アプリ名の各項目とそれらの内容である要素
特定情報や、今回の印刷に適用された最終的な印刷速度、印刷濃度、印刷位置、及び、分
版エリアの各印刷環境項目とそれらの内容である印刷環境情報が、チェックボックス付き
でそれぞれ表示される。また、ユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏには、ＣＰＵ１６
が自動的に付与するユーザ設定情報名１２ｐが表示される。
【００９１】
　そこで、ユーザが、ユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏ上で、識別情報の各要素の
うち所望の要素のチェックボックスと、印刷環境情報の各項目のうち印刷環境情報を加工
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（内容変更）した所望の項目のチェックボックスと、を適宜選択してチェック操作すると
、図１２に示すように、ＣＰＵ１６は、チェック操作されたチェックボックスにチェック
マークをそれぞれ表示させる。これと共に、無効表示状態としていた「保存する」ボタン
１２ｑを有効表示状態とする。
【００９２】
　そして、ユーザが有効表示状態の「保存する」ボタン１２ｑをタッチ操作すると、ＣＰ
Ｕ１６は、チェックマークがチェックボックスに表示された要素の要素特定情報（識別情
報）と、チェックマークがチェックボックスに表示された印刷環境項目の印刷環境情報と
を関連付けて、ユーザ設定情報名１２ｐと共に、外部記憶装置１３に記憶させ、操作パネ
ル部１２の表示を、図１３に示すように、チェックボックスにチェックマークが全く表示
されていないデフォルト状態のユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏに切り替える。こ
のとき、ＣＰＵ１６は、ユーザ設定情報名１２ｐを新たに自動付与し、ユーザ設定情報保
存内容設定画面１２ｏに表示させる。また、ＣＰＵ１６は、「保存する」ボタン１２ｑを
無効表示状態とする。
【００９３】
　なお、ユーザが有効表示状態の「保存する」ボタン１２ｑをタッチ操作する前に、操作
パネル部１２に同時に表示される入力キー（図示せず）のタッチ操作によって、ユーザの
好みの名前を入力することで、ユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏに表示されるユー
ザ設定情報名１２ｐ（「保存する」ボタン１２ｑのタッチ操作により外部記憶装置１３に
記憶されるユーザ設定情報名１２ｐ）を、図１２に示すように、ＣＰＵ１６が自動的に付
与する内容から変更することができる。
【００９４】
　そして、ユーザが改めて、ユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏ上で、識別情報の各
要素のうち所望の要素のチェックボックスと、印刷環境情報の各項目のうち印刷環境情報
を加工（内容変更）した所望の項目のチェックボックスと、を別のパターンで適宜選択し
てチェック操作すると、図１４に示すように、ＣＰＵ１６は、チェック操作されたチェッ
クボックスにチェックマークをそれぞれ表示させる。これと共に、無効表示状態としてい
た「保存する」ボタン１２ｑを有効表示状態とする。
【００９５】
　したがって、ユーザが有効表示状態の「保存する」ボタン１２ｑをタッチ操作すること
で、チェックマークがチェックボックスに表示された要素の要素特定情報（識別情報）と
、チェックマークがチェックボックスに表示された印刷環境項目の印刷環境情報とを関連
付けて、ユーザ設定情報名１２ｐと共に、ＣＰＵ１６によって外部記憶装置１３に新たに
記憶させることができる。
【００９６】
　必要な内容のユーザ設定情報を保存させ終わった時点でユーザがユーザ設定情報保存内
容設定画面１２ｏ上の「終了」ボタン１２ｒボタンをタッチ操作すると、ＣＰＵ１６は、
操作パネル部１２の表示を上述した図４の基本メニュー画面１２Ａに切り替える。
【００９７】
　以上のようなユーザの操作パネル部１２上における一連のタッチ操作等によって、ユー
ザ設定情報保存内容設定画面１２ｏ上でチェックマークがチェックボックスに表示された
印刷環境項目の印刷環境情報を、ユーザ設定情報保存内容設定画面１２ｏ上でチェックマ
ークがチェックボックスに表示された要素の要素特定情報（識別情報）と関連付けて、ユ
ーザ設定情報名１２ｐと共に、ユーザ設定情報として外部記憶装置１３に記憶させること
ができる。
【００９８】
　また、外部記憶装置１３にユーザ設定情報として記憶させた印刷環境項目の印刷環境情
報は、その印刷環境情報と関連付けて外部記憶装置１３に記憶された要素の要素特定情報
（識別情報）と内容が一致する要素特定情報（識別情報）を有する印刷ジョブが、以後に
制御部９に入力された際に、ＣＰＵ１６によって外部記憶装置１３から読み出させて、そ
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の印刷ジョブを実行する際に適用することができる。
【００９９】
　例えば、外部記憶装置１３に記憶された要素の要素特定情報（識別情報）と内容が一致
する要素特定情報（識別情報）を有する印刷ジョブを、ユーザがクライアント端末３０か
ら孔版印刷装置１に出力したものとする。すると、制御部９のＣＰＵ１６は、図１７のユ
ーザ設定情報復元確認画面１２ｓを操作パネル部１２に表示させる。
【０１００】
　このユーザ設定情報復元確認画面１２ｓには、外部記憶装置１３に記憶されたユーザ設
定情報中の要素特定情報（識別情報）と内容が全項目一致する、制御部９に入力された印
刷ジョブ中の要素特定情報（識別情報）の要素と、これと関連付けて外部記憶装置１３に
記憶された印刷環境項目の印刷環境情報とが表示される。
【０１０１】
　また、要素特定情報（識別情報）の各要素と印刷環境情報の各印刷環境項目は、チェッ
クマーク付きのチェックボックスと共に表示される。即ち、デフォルトでは、外部記憶装
置１３から読み出された要素特定情報（識別情報）の各要素と印刷環境情報の全印刷環境
項目が選択された状態にある。これらのうち印刷環境情報の各印刷環境項目は、ユーザ設
定情報復元確認画面１２ｓ上でユーザがチェックボックスをチェック操作してチェックマ
ークを外すことで、項目毎に選択解除することができる。
【０１０２】
　ＣＰＵ１６は、印刷環境情報が最低１つの印刷環境項目だけでも選択されていれば、ユ
ーザ設定情報復元確認画面１２ｓに表示されている「復元する」ボタン１２ｔを有効表示
状態とし、そうでなければ「復元する」ボタン１２ｔを無効表示状態とする。
【０１０３】
　そして、ユーザ設定情報復元確認画面１２ｓ上で「復元しない」ボタン１２ｔ´がユー
ザによってタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示を基本メニュー
画面における図１５の「機能一覧」のタブ画面に切り替える。
【０１０４】
　一方、ユーザ設定情報復元確認画面１２ｓ上で有効表示状態の「復元する」ボタン１２
ｔがユーザによってタッチ操作されると、ＣＰＵ１６は、チェックボックスにチェックマ
ークが表示された印刷環境項目に関する印刷環境情報を、制御部９に入力された印刷ジョ
ブの対応する印刷環境項目に関する印刷環境情報の内容に上書きして、操作パネル部１２
の表示を基本メニュー画面における図１５の「機能一覧」のタブ画面に切り替える。
【０１０５】
　さらに、図４の基本メニュー画面１２Ａ上で印刷開始を指示する入力がユーザによって
行われると、ＣＰＵ１６は、現在の各印刷環境項目に関する印刷環境情報の設定内容にし
たがった記録紙Ｐに対する画像の印刷を、孔版印刷装置１において実行させる。
【０１０６】
　上述したように、本実施形態の孔版印刷装置１においては、ある印刷ジョブの実行の際
にユーザが操作パネル部１２上で入力した印刷環境項目についての加工後の印刷環境情報
の内容を、ユーザが選択した要素の要素特定情報（識別情報）と関連付けて、ユーザ設定
情報として外部記憶装置１３に記憶させ、このユーザ設定情報中の要素特定情報（識別情
報）と内容が一致する要素特定情報（識別情報）を有する印刷ジョブが以後に入力された
際に、外部記憶装置１３からユーザ設定情報を読み出させて、読み出させたユーザ設定情
報によって設定された印刷環境項目についての加工後の印の印刷環境情報を、入力された
印刷ジョブの実行時に、同じ印刷環境項目の印刷環境情報として適用させることができる
。
【０１０７】
　また、要素特定情報（識別情報）と関連付けてユーザ設定情報として外部記憶装置１３
に記憶させた印刷環境項目についての加工後の印刷環境情報の内容は、メモリカード４０
（図２参照）にエクスポートさせ、さらに、他の孔版印刷装置１において外部記憶装置１
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３にインポートさせることで、その孔版印刷装置１に入力される印刷ジョブの実行時に、
同じ印刷環境項目の印刷環境情報として適用させることもできる。
【０１０８】
　この場合には、ユーザは、孔版印刷装置１の操作パネル部１２において、基本メニュー
画面１２Ａ中の「機能一覧」のタブをタッチ操作する。これにより、制御部９のＣＰＵ１
６は、操作パネル部１２の表示を、図４の「基本」のタブ画面から図１５の「機能一覧」
のタブ画面に切り替えさせる。
【０１０９】
　さらに、ユーザは、「機能一覧」のタブ画面上にある印刷環境情報のボタン１２Ｃをタ
ッチ操作する。これにより、制御部９のＣＰＵ１６は、図１６の印刷環境情報画面１２Ｄ
を操作パネル部１２に表示させる。そして、ユーザが、印刷環境情報画面１２Ｄ上にある
データエクスポートのボタン１２Ｆをタッチ操作した上で、画面右上の確認ボタン１２Ｉ
をタッチ操作する。これにより、制御部９のＣＰＵ１６は、図１８のユーザ設定情報書き
出し内容確認画面１２ｕを操作パネル部１２に表示させる。
【０１１０】
　このユーザ設定情報書き出し内容確認画面１２ｕには、外部記憶装置１３に記憶されて
いるユーザ設定情報名１２ｐが、チェックボックス付きで一覧表示される。
【０１１１】
　そこで、ユーザが、ユーザ設定情報書き出し内容確認画面１２ｕ上で、エクスポートす
るユーザ設定情報名１２ｐのチェックボックスを適宜選択してチェック操作すると、ＣＰ
Ｕ１６は、チェック操作されたチェックボックスにチェックマークをそれぞれ表示させる
。これと共に、無効表示状態としていた「選択した項目を書き出す」ボタン１２ｖを有効
表示状態とする。
【０１１２】
　そして、ユーザが有効表示状態の「選択した項目を書き出す」ボタン１２ｖをタッチ操
作すると、ＣＰＵ１６は、チェックマークがチェックボックスに表示されたユーザ設定情
報名１２ｐのユーザ設定情報を、リーダライタ１８（図２参照）にセットされたメモリカ
ード４０に対して外部記憶装置１３から転写、記憶（エクスポート）させる。
【０１１３】
　必要な内容のユーザ設定情報をメモリカード４０に転写、記憶（エクスポート）させ終
わった時点でユーザがユーザ設定情報書き出し内容確認画面１２ｕ上の「終了」ボタン１
２ｗボタンをタッチ操作すると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示を図１６の印刷
環境情報画面１２Ｄに戻す。さらに、印刷環境情報画面１２Ｄの取消ボタン１２Ｈをユー
ザがタッチ操作することで、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示を基本メニュー画面
における図１５の「機能一覧」のタブ画面に切り替える。
【０１１４】
　さらに、本実施形態の孔版印刷装置１では、他の孔版印刷装置１において可搬型のメモ
リカード４０にエクスポートされた、識別情報（要素特定情報）とこれに関連付けられた
印刷環境情報の加工後の内容を、外部記憶装置１３にインポートして、以後入力される印
刷ジョブの実行時に適用させることもできる。
【０１１５】
　この場合には、ユーザは、孔版印刷装置１の操作パネル部１２において、基本メニュー
画面１２Ａ中の「機能一覧」のタブをタッチ操作する。これにより、制御部９のＣＰＵ１
６は、操作パネル部１２の表示を、図４の「基本」のタブ画面から図１５の「機能一覧」
のタブ画面に切り替えさせる。
【０１１６】
　さらに、ユーザは、「機能一覧」のタブ画面上にある印刷環境情報のボタン１２Ｃをタ
ッチ操作する。これにより、制御部９のＣＰＵ１６は、図１６の印刷環境情報画面１２Ｄ
を操作パネル部１２に表示させる。そして、ユーザが、印刷環境情報画面１２Ｄ上にある
データインポートのボタン１２Ｅをタッチ操作した上で、画面右上の確認ボタン１２Ｉを
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タッチ操作する。これにより、制御部９のＣＰＵ１６は、図１９のユーザ設定情報読み込
み内容確認画面１２ｘを操作パネル部１２に表示させる。
【０１１７】
　このユーザ設定情報読み込み内容確認画面１２ｘには、リーダライタ１８にセットされ
たメモリカード４０に記憶されている、識別情報（要素特定情報）と関連付けて外部記憶
装置１３に記憶されている印刷環境情報のユーザ設定情報名１２ｐが、チェックボックス
付きで一覧表示される。
【０１１８】
　そこで、ユーザが、ユーザ設定情報読み込み内容確認画面１２ｘ上で、インポートする
識別情報と印刷環境情報のユーザ設定情報名１２ｐのチェックボックスを適宜選択してチ
ェック操作すると、ＣＰＵ１６は、チェック操作されたチェックボックスにチェックマー
クをそれぞれ表示させる。これと共に、無効表示状態としていた「選択した項目を読み込
む」ボタン１２ｙを有効表示状態とする。
【０１１９】
　そして、ユーザが有効表示状態の「選択した項目を読み込む」ボタン１２ｙをタッチ操
作すると、ＣＰＵ１６は、チェックマークがチェックボックスに表示されたユーザ設定情
報名１２ｐの要素特定情報（識別情報）とこれに関連付けられた印刷環境情報とを、リー
ダライタ１８にセットされたメモリカード４０から、ユーザ設定情報名１２ｐと共に、外
部記憶装置１３に転写、記憶（インポート）させる。
【０１２０】
　必要な内容のユーザ設定情報をメモリカード４０から外部記憶装置１３に転写、記憶（
インポート）させ終わった時点でユーザがユーザ設定情報読み込み内容確認画面１２ｘ上
の「終了」ボタン１２ｚボタンをタッチ操作すると、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の
表示を図１６の印刷環境情報画面１２Ｄに戻す。さらに、印刷環境情報画面１２Ｄの取消
ボタン１２Ｈをユーザがタッチ操作することで、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２の表示
を基本メニュー画面における図１５の「機能一覧」のタブ画面に切り替える。
【０１２１】
　本実施形態の孔版印刷装置１における以上のような動作は、制御部９のＣＰＵ１６がＲ
ＯＭ１５に格納された制御プログラムを実行することで実現される。この制御プログラム
を実行することでＣＰＵ１６が行う処理の手順を、図２０乃至図２６のフローチャートを
参照して説明する。
【０１２２】
　まず、孔版印刷装置１の電源が投入された後、ＣＰＵ１６は、孔版印刷装置１の電源が
切断されるまでの間、印刷ジョブ割込要求確認処理、データエクスポート割込要求確認処
理、及び、データインポート割込要求確認処理を、それぞれに個別に設定された適当な周
期毎に、繰り返し実行する。
【０１２３】
　このうち、印刷ジョブ割込要求確認処理では、図２０に示すように、印刷ジョブが入力
されたか否かを判断し（ステップＳ１ａ）、入力されていない場合は（ステップＳ１ａで
ＮＯ）、ＣＰＵ１６は、印刷ジョブ割込要求確認処理を終了する。一方、印刷ジョブが入
力された場合は（ステップＳ１ａでＹＥＳ）、ＣＰＵ１６は、図２３を参照して後述する
印刷ジョブ実行処理を行った後（ステップＳ１ｂ）、印刷ジョブ割込要求確認処理を終了
する。
【０１２４】
　また、データエクスポート割込要求確認処理では、図２１に示すように、図１６の印刷
環境情報画面１２Ｄ上にあるデータエクスポートのボタン１２Ｆのタッチ操作によって、
ユーザ設定情報のデータエクスポートが要求されたか否かを判断する（ステップＳ３ａ）
。要求されていない場合は（ステップＳ３ａでＮＯ）、データエクスポート割込要求確認
処理を終了する。一方、要求された場合は（ステップＳ３ａでＹＥＳ）、図２５を参照し
て後述するデータエクスポート処理を行った後（ステップＳ３ｂ）、データエクスポート
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割込要求確認処理を終了する。
【０１２５】
　さらに、データインポート割込要求確認処理では、図２２に示すように、図１６の印刷
環境情報画面１２Ｄ上にあるデータインポートのボタン１２Ｅのタッチ操作によって、ユ
ーザ設定情報のデータインポートが要求されたか否かを判断する（ステップＳ５ａ）。要
求されていない場合は（ステップＳ５ａでＮＯ）、データインポート割込要求確認処理を
終了する。一方、要求された場合は（ステップＳ５ａでＹＥＳ）、図２６を参照して後述
するデータインポート処理を行った後（ステップＳ５ｂ）、データインポート割込要求確
認処理を終了する。
【０１２６】
　そして、ステップＳ１ｂの印刷ジョブ実行処理において、ＣＰＵ１６は、まず、図２３
に示すように、外部記憶装置１３に記憶されているいずれかのユーザ設定情報の印刷環境
情報に関連付けた要素特定情報（識別情報）が、入力された印刷ジョブ中の要素特定情報
（識別情報）と一致するか否かを判断する（ステップＳ１２）。
【０１２７】
　外部記憶装置１３のいずれのユーザ設定情報の要素特定情報（識別情報）も、入力され
た印刷ジョブ中の要素特定情報（識別情報）と一致しない場合は（ステップＳ１２でＮＯ
）、ＣＰＵ１６は、後述するステップＳ１５に処理を移行する。一方、外部記憶装置１３
のいずれかのユーザ設定情報の要素特定情報（識別情報）が、入力された印刷ジョブ中の
要素特定情報（識別情報）と一致する場合は（ステップＳ１２でＹＥＳ）、操作パネル部
１２のユーザによる操作によって入力される、印刷ジョブの実行の際に、同じ印刷環境項
目の印刷環境情報として適用する対象のユーザ設定情報の指定を受け付ける（ステップＳ
１３）。
【０１２８】
　印刷ジョブの実行の際に印刷環境情報を適用するユーザ設定情報の指定は、図１７のユ
ーザ設定情報復元確認画面１２ｓのチェックボックスのチェック操作や「復元する」ボタ
ン１２ｔのタッチ操作によって、受け付けることができる。また、図１７のユーザ設定情
報復元確認画面１２ｓの「復元しない」ボタン１２ｔ´のタッチ操作によって、印刷ジョ
ブの実行の際に印刷環境情報を適用するユーザ設定情報がないことの指定を、受け付ける
ことができる。そして、ＣＰＵ１６は、指定されたユーザ設定情報の印刷環境情報を外部
記憶装置１３から読み出して、入力された印刷ジョブ中の対応する項目の印刷環境情報に
上書きする（ステップＳ１４）。その後、ＣＰＵ１６は、ステップＳ１５に処理を移行す
る。
【０１２９】
　ステップＳ１５において、ＣＰＵ１６は、入力された印刷ジョブ中の印刷環境情報に対
する加工が要求されたか否かを判断する。印刷環境情報に対する加工の要求は、その旨を
要求する入力が操作パネル部１２の基本メニュー画面上において行われたか否かによって
判断することができる。加工が要求されていない場合は（ステップＳ１５でＮＯ）、ＣＰ
Ｕ１６は、後述するステップＳ１９に処理を移行する。一方、印刷環境情報に対する加工
が要求された場合は（ステップＳ１５でＹＥＳ）、ＣＰＵ１６は、操作パネル部１２のユ
ーザによる操作によって入力される、印刷環境項目とその印刷環境項目の印刷環境情報に
対する加工内容を受け付ける（ステップＳ１６）。
【０１３０】
　印刷環境項目とその印刷環境項目の印刷環境情報に対する加工内容は、例えば、図５の
デジタイザ画面１２ａのポインタ１２ｂの操作や、図７の色指定画面１２ｃ上における第
１回転ドラム１０ａや第２回転ドラム１０ｂのボタン１２ｄ，１２ｅ、あるいは、「確定
」ボタン１２ｋの操作等によって受け付けることができる。そして、ＣＰＵ１６は、受け
付けた加工内容を、入力された印刷ジョブ中の対応する印刷環境項目の印刷環境情報に上
書きする（ステップＳ１７）。そして、ＣＰＵ１６は、ＲＡＭ１７の加工フラグエリアの
フラグＦ（デフォルトでは「０」）を「１」に設定した後（ステップＳ１８）、ステップ
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Ｓ１９に処理を移行する。
【０１３１】
　ステップＳ１９では、ＣＰＵ１６は、印刷開始の指示が入力されたか否かを判断する。
印刷開始の指示は、操作パネル部１２の不図示の基本メニュー画面上において印刷開始を
指示する入力がユーザによって行われたか否かによって判断することができる。印刷開始
の指示が入力されていない場合は（ステップＳ１９でＮＯ）、ＣＰＵ１６は、ステップＳ
１２に処理を移行する。印刷開始の指示が入力された場合は（ステップＳ１９でＹＥＳ）
、ＣＰＵ１６は、現在の印刷環境情報の設定内容にしたがった記録紙Ｐに対する画像の印
刷を実行する（ステップＳ２０）。その後、ステップＳ２１に処理を移行する。
【０１３２】
　図２４に示すように、ステップＳ２１では、ＲＡＭ１７の加工フラグＦが「１」である
か否かを確認する。加工フラグＦが「１」でない場合は、ＣＰＵ１６は、印刷ジョブ実行
処理を終了する。加工フラグＦが「１」である場合は、ＣＰＵ１６は、ステップＳ２０で
実行した印刷の印刷環境情報の内容をユーザ設定情報として保存する指示が入力されたか
否かを判断する（ステップＳ２２）。
【０１３３】
　具体的には、図１０の印刷ジョブ終了確認画面１２ｌの「保存する」ボタン１２ｍのタ
ッチ操作を検出することによって、保存指示が入力されたものと判断することができる。
また、印刷ジョブ終了確認画面１２ｌの「保存しない」ボタン１２ｎのタッチ操作を検出
することによって、保存指示が入力されなかったものと判断することができる。
【０１３４】
　ユーザ設定情報の保存指示が入力されなかった場合は（ステップＳ２２でＮＯ）、ＣＰ
Ｕ１６は、ステップＳ２５に処理を移行する。一方、保存指示が入力された場合は（ステ
ップＳ２２でＹＥＳ）、ユーザ設定情報として保存する内容の指定を受け付ける（ステッ
プＳ２３）。ユーザ設定情報として保存する内容の指定は、図１１乃至図１４に示すユー
ザ設定情報保存内容設定画面１２ｏの、チェックボックスのチェック操作や「保存する」
ボタン１２ｑ及び「終了」ボタン１２ｒのタッチ操作等によって受け付けることができる
。そして、ＣＰＵ１６は、指定された内容のユーザ設定情報を外部記憶装置１３に記憶さ
せる（ステップＳ２４）。そして、ＣＰＵ１６は、ＲＡＭ１７の加工フラグＦを「０」に
設定した後（ステップＳ２５）、印刷ジョブ実行処理を終了する。
【０１３５】
　次に、ステップＳ３ｂ（図２１参照）のデータエクスポート処理において、ＣＰＵ１６
は、図２５に示すように、エクスポートするユーザ設定情報の指定を受け付ける（ステッ
プＳ３３）。
【０１３６】
　エクスポートするユーザ設定情報の指定は、図１８のユーザ設定情報書き出し内容確認
画面１２ｕのチェックボックスのチェック操作や「選択した項目を書き出す」ボタン１２
ｖのタッチ操作によって、受け付けることができる。そして、ＣＰＵ１６は、指定された
ユーザ設定情報を外部記憶装置１３から読み出して、リーダライタ１８にセットされたメ
モリカード４０に転写、記憶（エクスポート）させる（ステップＳ３５）。その後、デー
タエクスポート処理を終了する。
【０１３７】
　続いて、ステップＳ５ｂ（図２２参照）のデータインポート処理において、ＣＰＵ１６
は、図２６に示すように、リーダライタ１８にセットされたメモリカード４０に記憶され
ているユーザ設定情報のうち、インポートするユーザ設定情報の指定を受け付ける（ステ
ップＳ５３）。
【０１３８】
　インポートするユーザ設定情報の指定は、図１９のユーザ設定情報読み込み内容確認画
面１２ｘのチェックボックスのチェック操作や「選択した項目を読み込む」ボタン１２ｙ
のタッチ操作によって、受け付けることができる。そして、ＣＰＵ１６は、指定されたユ
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ーザ設定情報を、リーダライタ１８によりメモリカード４０から読み出させて外部記憶装
置１３に書き込む（インポートする、ステップＳ５５）。その後、ＣＰＵ１６は、データ
エクスポート処理を終了する。
【０１３９】
　以上の説明からも明らかなように、本実施形態の孔版印刷装置１においては、図２４の
フローチャートにおけるステップＳ２１乃至ステップＳ２４が、請求項中の書き込み手段
に対応する処理となっている。また、本実施形態の孔版印刷装置１においては、図２３の
フローチャートにおけるステップＳ１２乃至ステップＳ１４が、請求項中の読み出し手段
に対応する処理となっている。さらに、本実施形態の孔版印刷装置１においては、図２３
中のステップＳ１４及びステップＳ２０が、請求項中の印刷制御手段に対応する処理とな
っている。
【０１４０】
　また、本実施形態の孔版印刷装置１においては、図２４中のステップＳ２３の処理を実
行するＣＰＵ１６と操作パネル部１２とによって、請求項中の要素選択指示手段及び項目
選択指示手段がそれぞれ構成されている。さらに、本実施形態の孔版印刷装置１において
は、図２４中のステップＳ２２が、請求項中の書き込み指定手段に対応する処理となって
いる。
【０１４１】
　また、図２３中のステップＳ１３が、請求項中の加工指定手段に対応する処理となって
いる。さらに、本実施形態の孔版印刷装置１においては、図２１のステップＳ３ｂにおい
てデータエクスポート処理として実行される図２５中のステップＳ３３及びステップＳ３
５が、請求項中のエクスポート手段に対応する処理となっている。
【０１４２】
　上述した手順による処理をＣＰＵ１６が実行する本実施形態の孔版印刷装置１によれば
、外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報について受け付けた加工の内容（印刷環
境情報）が、識別情報に関連付けて、印刷の終了後にユーザ設定情報として外部記憶装置
１３に記憶される。
【０１４３】
　そして、外部記憶装置１３に記憶されたユーザ設定情報の識別情報（ユーザの指定した
項目の要素特定情報）と内容が一致する識別情報の印刷ジョブが後に入力されたとき（請
求項中の「外部から前記印刷ジョブが入力された際に」に相当）に、対応付けて記憶され
た印刷環境情報が外部記憶装置１３から読み出されて、その印刷ジョブの印刷環境情報の
加工に再利用されることになる。
【０１４４】
　このため、過去の印刷ジョブと識別情報の内容が共通する印刷ジョブの印刷環境情報を
、過去の印刷ジョブの実行時に行ったのと同じ内容で加工する際に、改めて印刷環境情報
の加工内容を操作パネル部１２の操作等によって入力設定する必要を無くし、過去の加工
内容を効率的に再利用することができる。
【０１４５】
　しかも、本実施形態の孔版印刷装置１によれば、印刷の終了後に外部記憶装置１３に記
憶させる印刷環境情報の加工内容（印刷環境情報）と関連付ける識別情報を、印刷ジョブ
中の識別情報のうち、ユーザの指定した項目の要素特定情報に限定するので、識別情報と
して選択する要素特定情報の種類（パターン）を異ならせることによって、過去の印刷ジ
ョブの印刷環境情報に対して行ったのと同じ加工を印刷環境情報に施す印刷ジョブの対象
を、例えば、その加工の内容（性質）に応じて適切に限定することができる。
【０１４６】
　なお、外部記憶装置１３のユーザ設定情報をメモリカード４０にエクスポートするため
の構成や、メモリカード４０のユーザ設定情報を外部記憶装置１３にインポートするため
の構成は、省略してもよい。しかし、これらの構成を設ければ、ある孔版印刷装置１の外
部記憶装置１３に記憶、蓄積されたユーザ設定情報を他の孔版印刷装置１の外部記憶装置
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１３に複写して利用できるようにし、複数の孔版印刷装置１によってユーザ設定情報の共
有化を図ることができるので、有利である。
【０１４７】
　ちなみに、本実施形態では、図２０の印刷ジョブ割込要求確認処理と、図２１のデータ
エクスポート割込要求確認処理と、図２２のデータインポート割込要求確認処理とを、そ
れぞれに個別の周期で独立してＣＰＵ１６が実行する場合を例に取って説明した。しかし
、これらの割込要求確認処理を同じ周期毎に連続して実行するようにしてもよい。
【０１４８】
　この場合、印刷ジョブ割込要求確認処理において印刷ジョブの入力が確認された場合は
、それに続いて、図２３の印刷ジョブ実行処理を行った後、データエクスポート割込要求
確認処理を行うことになる。また、データエクスポート割込要求確認処理においてユーザ
設定情報のデータエクスポートが要求された場合は、それに続いて、図２５のデータエク
スポート処理を行った後、データインポート割込要求確認処理をを行うことになる。さら
に、データインポート割込要求確認処理においてユーザ設定情報のデータインポートが要
求された場合は、それに続いて、図２６のデータインポート処理を行うことになる。
【０１４９】
　また、本実施形態では、ある印刷ジョブにおいて、（一部又は全部の印刷環境項目に関
する）印刷環境情報に対する加工（図１０に示すジョブナンバー１７の印刷ジョブの場合
は、印刷濃度と印刷位置に対する加工）を受け付けた場合に、その印刷ジョブによる印刷
の終了後に、図１１及び図１２や、図１３及び図１４をそれぞれ参照して説明したような
、ユーザ設定情報の保存操作を繰り返すことで、印刷環境情報の加工情報と印刷ジョブの
要素特定情報（識別情報）とを関連付けたユーザ設定情報を、外部記憶装置１３に複数パ
ターン記憶させることができる。
【０１５０】
　したがって、ジョブＮｏ．１７の印刷ジョブを実行した際に２つのユーザ設定情報（印
刷環境情報Ｎｏ．１０，１１）を記憶させ、次の、ジョブＮｏ．１８の印刷ジョブを実行
した際に３つのユーザ設定情報（印刷環境情報Ｎｏ．１２～１４）を記憶させた場合には
、それら５つのユーザ設定情報（印刷環境情報Ｎｏ．１０～１５）が外部記憶装置１３に
同時に記憶されていることになる。
【０１５１】
　例えば、図２７に示すように、「印刷環境情報Ｎｏ．１０」のユーザ設定情報と、「印
刷環境情報ＮＯ．１２」のユーザ設定情報とは、記憶している「要素特定情報」の対象が
共に「ジョブ名」と「アプリ名」の内容である点で、共通している。そこで、「ジョブ名
」の内容及び「アプリ名」の内容が、「印刷環境情報ＮＯ．１０」と「印刷環境情報ＮＯ
．１２」とで全く同じである場合を仮定する。
【０１５２】
　ここで、今後、「印刷環境情報ＮＯ．１０」や「印刷環境情報ＮＯ．１２」と同じ内容
の「ジョブ名」及び「アプリ名」を「要素特定情報」（識別情報）として有する印刷ジョ
ブが、クライアント端末３０から孔版印刷装置１の制御部９に入力されると、その印刷ジ
ョブの「印刷環境情報」の加工には、外部記憶装置１３にユーザ設定情報として記憶され
ている、「印刷環境情報Ｎｏ．１０」の「加工情報」（「印刷濃度」及び「印刷位置」）
と、「印刷環境情報ＮＯ．１２」の「加工情報」（「印刷速度」、「印刷濃度」、及び、
「印刷位置」）とが、適していることになる。
【０１５３】
　同様に、「要素特定情報」が共に「ユーザ名」である「印刷環境情報Ｎｏ．１１」と「
印刷環境情報Ｎｏ．１３」とが、全く同じ内容の「ユーザ名」であると仮定すると、それ
と同じ内容の「ユーザ名」を「要素特定情報」（識別情報）として有する印刷ジョブが入
力されると、その印刷ジョブの「印刷環境情報」の加工には、外部記憶装置１３の「印刷
環境情報Ｎｏ．１１」の「加工情報」（「印刷濃度」）と、「印刷環境情報ＮＯ．１２」
の「加工情報」（「印刷速度」、「印刷濃度」、及び、「印刷位置」）とが、適している
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ことになる。
【０１５４】
　このように、入力された印刷ジョブの「印刷環境情報」の加工に適したユーザ設定情報
が２つ以上外部記憶装置１３に記憶されている場合は、どのユーザ設定情報の「加工情報
」を適用するかを、例えば、ユーザが操作パネル部１２の表示画面上でタッチ操作により
選択できるようにすることが望ましい。
【０１５５】
　さらに、その選択結果をある程度記憶、蓄積し、以後は、過去の使用頻度を元にした適
用の優先順位を決定して、優先順位が一番高いユーザ設定情報の「加工情報」を入力され
た印刷ジョブの「印刷環境情報」の加工に適用するようにすることもできる。
【０１５６】
　また、本実施形態では、外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工の
要求を受け付けた場合に、その加工内容のうち、印刷の実行後に図１０の印刷ジョブ終了
確認画面１２ｌの「保存する」ボタン１２ｍのタッチ操作によって選択された加工内容の
みを、ユーザ設定情報として外部記憶装置１３に記憶させる構成とした。しかし、外部か
ら入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工の要求を受け付けた場合に、その加
工内容を全て、ユーザ設定情報として外部記憶装置１３に記憶させる構成としてもよい。
【０１５７】
　さらに、本実施形態では、外部記憶装置１３に記憶されたユーザ設定情報の識別情報（
ユーザの指定した項目の要素特定情報）と内容が一致する識別情報の印刷ジョブが後に入
力されたときに、対応付けて外部記憶装置１３に記憶された印刷環境情報のうち、図１７
のユーザ設定情報復元確認画面１２ｓ上で選択された項目の印刷環境情報のみを、入力さ
れた印刷ジョブの実行の際に適用する構成とした。しかし、外部記憶装置１３に記憶され
た全ての項目の印刷環境情報を、入力された印刷ジョブの実行の際に適用する構成として
もよい。
【０１５８】
　また、本実施形態では、外部から入力された印刷ジョブの印刷環境情報に対する加工の
内容が、図５のデジタイザ画面１２ａや図７の色指定画面１２ｃの操作によって入力され
る分版エリアの変更である場合について説明した。しかし、本発明における印刷環境情報
に対する加工とは、分版エリアの変更だけに限らず、印刷ジョブの印刷環境情報に含まれ
る印刷速度、印刷濃度、あるいは、印刷位置に対する加工であってもよい。さらに、印刷
環境情報の内容は、本実施形態で説明した項目に限定されない。同様に、印刷ジョブの識
別情報（要素特定情報）の内容も、本実施形態で説明した項目に限定されない。
【０１５９】
　さらに、本実施形態では、第１及び第２の２つの回転ドラム１０ａ，１０ｂにより２色
分版を行う孔版印刷装置１を例にとって説明した。しかし、本発明は、外部から入力され
た印刷ジョブの実行により画像を記録紙Ｐに印刷する際に印刷ジョブ中の印刷環境情報を
加工することができるものであれば、ドラム交換式を含む他の方式の孔版印刷装置や、電
子写真方式、インクジェット方式等、孔版印刷以外の方式によって印刷する画像形成装置
についても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】本発明による画像形成装置の一実施形態に係る孔版印刷装置の概略構成を示す説
明図である。
【図２】図１の孔版印刷装置とこの孔版印刷装置に印刷ジョブを出力するクライアント端
末との電気的な概略構成を示すブロック図である。
【図３】図１のクライアント端末の出力部に表示されるマニュアル分版メニュー画面を示
す説明図である。
【図４】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される基本メニュー画面のうち「基本
」のタブ画面を示す説明図である。
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【図５】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される分版エリア加工用のデジタイザ
画面を示す説明図である。
【図６】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される分版エリア加工用のデジタイザ
画面を示す説明図である。
【図７】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される色指定画面を示す説明図である
。
【図８】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される分版結果表示問い合わせ画面を
示す説明図である。
【図９】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される分版結果画面を示すもので、（
ａ）は第１回転ドラムの分版結果画面の説明図、（ｂ）は第２回転ドラムの分版結果画面
の説明図である。
【図１０】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される印刷ジョブ終了確認画面を示
す説明図である。
【図１１】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示されるユーザ設定情報保存内容設定
画面を示す説明図である。
【図１２】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示されるユーザ設定情報保存内容設定
画面を示す説明図である。
【図１３】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示されるユーザ設定情報保存内容設定
画面を示す説明図である。
【図１４】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示されるユーザ設定情報保存内容設定
画面を示す説明図である。
【図１５】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される基本メニュー画面のうち「機
能一覧」のタブ画面を示す説明図である。
【図１６】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示される印刷環境情報画面を示す説明
図である。
【図１７】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示されるユーザ設定情報復元確認画面
を示す説明図である。
【図１８】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示されるユーザ設定情報書き出し内容
確認画面を示す説明図である。
【図１９】図１の孔版印刷装置の操作パネル部に表示されるユーザ設定情報読み込み内容
確認画面を示す説明図である。
【図２０】図２の制御部のＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムにしたがって実行する
印刷ジョブ割込要求確認処理の手順を示すフローチャートである。
【図２１】図２の制御部のＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムにしたがって実行する
データエクスポート割込要求確認処理の手順を示すフローチャートである。
【図２２】図２の制御部のＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムにしたがって実行する
データインポート割込要求確認処理の手順を示すフローチャートである。
【図２３】図２０の印刷ジョブ実行処理の手順を示すフローチャートである。
【図２４】図２０の印刷ジョブ実行処理の手順を示すフローチャートである。
【図２５】図２１のデータエクスポート処理の手順を示すフローチャートである。
【図２６】図２２のデータインポート処理の手順を示すフローチャートである。
【図２７】図２の外部記憶装置にユーザ設定情報として記憶される印刷環境情報の印刷環
境項目と印刷ジョブの要素特定情報の要素との組み合わせパターンの一例を示す説明図で
ある。
【符号の説明】
【０１６１】
　１　孔版印刷装置（画像形成装置）
　１２　操作パネル部（要素選択指示手段、項目選択指示手段）
　１６　ＣＰＵ（書き込み手段、読み出し手段、印刷制御手段、要素選択指示手段、項目
選択指示手段、書き込み指定手段、エクスポート手段）
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