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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示装置において、
　ページ単位で複数ページの原稿の画像データを入力する画像データ入力手段と、
　前に入力された原稿の原稿形態に基づく画像データと後に入力された原稿の原稿形態に
基づく画像データとに変化があった場合に、前に入力された原稿の原稿形態と後に入力さ
れた原稿の原稿形態とが異なることを表示手段に表示する表示制御手段と、
を備え、
　前記表示制御手段は、
　前記前に入力された原稿の原稿形態に基づく画像データと前記後に入力された原稿の原
稿形態に基づく画像データとに変化があった場合には、後に入力された原稿を排出し、前
記画像データ入力手段による画像データの入力処理を中断して、前記後に入力された原稿
の原稿形態が前記前に入力された原稿の原稿形態と異なることを前記表示手段に画像で表
示することを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記前に入力された原稿の原稿形態と前記後に入力された原稿の原稿形態とで原稿形態
が異なることを文字で前記表示手段に表示することを特徴とする請求項１に記載の画像表
示装置。
【請求項３】
　前記前に入力された原稿の原稿形態と前記後に入力された原稿の原稿形態とで原稿形態
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が異なることと、原稿読み取り動作取り消しキーを前記表示手段に表示し、前記原稿読み
取り動作取消しキーを選択すると、前記画像データ入力手段による画像データの入力処理
をキャンセルすることを特徴とする請求項１から２のうち何れか一項に記載の画像表示装
置。
【請求項４】
　画像形成装置に用いることを特徴とする請求項１から３のうち何れか一項に記載の画像
表示装置。
【請求項５】
　画像表示装置を動作させる制御プログラムであって、
　コンピュータにより、
　ページ単位で複数ページの原稿の画像データを入力する機能と、
　前に入力された原稿の原稿形態に基づく画像データと後に入力された原稿の原稿形態に
基づく画像データとに変化があった場合に、前に入力された原稿の原稿形態と後に入力さ
れた原稿の原稿形態とが異なることを表示手段に表示する機能と、
　前記前に入力された原稿の原稿形態に基づく画像データと前記後に入力された原稿の原
稿形態に基づく画像データとに変化があった場合には、後に入力された原稿を排出し、画
像データの入力処理を中断して、前記後に入力された原稿の原稿形態が前記前に入力され
た原稿の原稿形態と異なることを画像で前記表示手段に表示する機能と、
を実行させることを特徴とする制御プログラム。
【請求項６】
　前記前に入力された原稿の原稿形態と前記後に入力された原稿の原稿形態とで原稿形態
が異なることを文字で前記表示手段に表示する機能を実行させることを特徴とする請求項
５に記載の制御プログラム。
【請求項７】
　前記前に入力された原稿の原稿形態と前記後に入力された原稿の原稿形態とで原稿形態
が異なることと、原稿読み取り動作取り消しキーを前記表示手段に表示し、前記原稿読み
取り動作取消しキーを選択すると、前記画像データの入力処理をキャンセルする機能を実
行させることを特徴とする請求項５から６のうち何れか一項に記載の制御プログラム。
【請求項８】
　画像形成装置に搭載されて画像表示装置に用いることを特徴とする請求項５から７のう
ち何れか一項に記載の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機やプリンタ、ファクシミリ等の電子写真方式の画像形成装置に用いら
れる画像表示装置及び制御プログラムに係り、特に、複数ページの原稿画像をプレビュー
表示可能な画像表示装置及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成部やスキャナ等を備えたデジタル複合機は、スキャナから入力される原
稿画像を画像データとして取り込み、その画像データをメモリに蓄えた状態で利用者が設
定した部数などの条件に基づき画像記録を行い、記録物として完成させている。
【０００３】
　このデジタル複合機において、スキャナにセットされる原稿が複数ページから構成され
る場合は、従来から提供されている自動原稿送り装置の原稿トレイ上に原稿束をセットす
ることで、スキャナの原稿読取部に向かって１枚ずつ供給され原稿の画像が読み取られる
構成となっている。
【０００４】
　このとき、順次読み取られる原稿において、前後する原稿を比較して、原稿画像の色（
カラーまたは白黒）や原稿サイズ等が変化したことが確認されると、従来では、その時点
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でオペレータに対して実行確認を求めるなどの対応が装置側の処理として行われている。
【０００５】
　従来技術として、例えば、画像形成装置において、操作されたコピースタートキーの色
（カラーまたは白黒）と、実際に読み取られた原稿画像の色（カラーまたは白黒）とが異
なる場合に、警告を報知して利用者に確認を求めるようにした技術が開示されている（特
許文献１を参照）。
【０００６】
　また、その他の例として、複数の原稿のスキャン中に原稿の特徴（共通の特徴：原稿サ
イズ、カラー原稿または白黒原稿）に変化が確認されると、読み取りを停止してその結果
を利用者に報知して原稿の確認を求めるようにした技術や（特許文献２を参照）、スキャ
ン中の原稿がカラーか白黒か判定しておき、カラー原稿についてのみ画像をプレビュー表
示するようにした技術が開示されている（特許文献３を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１８９５３７号公報
【特許文献２】特開平７－２３１４７号公報
【特許文献３】特開２００９－８８６９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した従来技術によると、利用者に対して原稿のサイズや色（カラー
または白黒）の確認を求めるように報知するようにしたものであって、原稿の状況を報知
した上での確認を求めるものではなかった。従って、利用者は原稿がどのような状況であ
るかを確認する必要があった。
【０００９】
　本発明は、上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、複数の画像データが入力され
た際に、入力された画像データの原稿のサイズや色などの要件が変化したことを容易に確
認できる画像表示装置及び制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、画像表示装置において、ページ単位で複数ページの画像データを入力する画
像データ入力手段と、入力された画像データの入力要件と後に入力された画像データの入
力要件に変化があった場合に、変化があったことを表示手段に表示する表示制御手段と、
を備え、前記表示制御手段により、前に入力された画像データの入力要件と後に入力され
た画像データの入力要件に変化があった場合には、前記画像データ入力手段による画像デ
ータの入力処理を中断して、前に入力された画像データと後に入力された画像データとの
変化の内容を前記表示手段に表示することを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明は、前に入力された画像データと後に入力された画像データとの変化の内
容を文字で表示手段に表示することが好ましい。
【００１２】
　また、本発明は、前に入力された画像データと後に入力された画像データとの変化の内
容を画像で表示手段に表示することが好ましい。
【００１３】
また、本発明は、前に入力された画像データと後に入力された画像データとの変化の内容
と、原稿読み取り動作取り消しキーを表示手段に表示し、原稿読み取り動作取消しキーを
選択すると、画像データ入力手段による画像データの入力処理をキャンセルすることが好
ましい。
【００１４】
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また、本発明は、画像表示装置を画像形成装置に用いることが好ましい。
【００１５】
また、本発明は、画像表示装置を動作させる制御プログラムであって、コンピュータによ
り、ページ単位で複数ページの画像データを入力する機能と、入力された画像データの入
力要件と後に入力された画像データの入力要件に変化があった場合に、変化があったこと
を表示する機能と、前に入力された画像データの入力要件と後に入力された画像データの
入力要件に変化があった場合には、画像データの入力処理を中断して、前に入力された画
像データと後に入力された画像データとの変化の内容を表示する機能と、を実行させるこ
とを特徴とするものである。
【００１６】
また、本発明は、前に入力された画像データと後に入力された画像データとの変化の内容
を文字で表示手段に表示する機能を実行させるようにすることが好ましい。
【００１７】
また、本発明は、前に入力された画像データと後に入力された画像データとの変化の内容
を画像で表示手段に表示する機能を実行させるようにすることが好ましい。
【００１８】
また、本発明は、前に入力された画像データと後に入力された画像データとの変化の内容
と、原稿読み取り動作取り消しキーを表示手段に表示し、原稿読み取り動作取消しキーを
選択すると、画像データ入力手段による画像データの入力処理をキャンセルする機能を実
行させるようにすることが好ましい。
【００１９】
　また、本発明は、画像形成装置に搭載されて画像データをページ単位で表示する画像表
示装置に用いることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の画像表示装置によれば、画像データをページ単位で表示する画像表示装置にお
いて、ページ単位で複数ページの画像データを入力する画像データ入力手段と、入力され
た画像データの入力要件と後に入力された画像データの入力要件に変化があった場合に、
変化があったことを表示手段に表示する表示制御手段と、を備え、前記表示制御手段によ
り、前に入力された画像データの入力要件と後に入力された画像データの入力要件に変化
があった場合には、前記画像データ入力手段による画像データの入力処理を中断して、変
化があったことを前記表示手段に表示することで、画像データの入力要件に変化があった
と判定された画像データと、基準となる画像データ、すなわち前記画像データの直前に入
力された画像データ（前ページに位置する画像データ）とを併せて前記表示手段に表示す
ることができるので、入力された画像データの入力要件がとのように変化したのかを容易
に確認することができる。
【００２１】
　また、本発明の制御プログラムによれば、画像データをページ単位で表示する画像表示
装置を動作させる制御プログラムであって、コンピュータにより、ページ単位で複数ペー
ジの画像データを入力する機能と、入力された画像データを記憶する機能と、入力された
画像データの入力要件と後に入力された画像データの入力要件に変化があった場合に、変
化があったことを表示する機能と、前に入力された画像データの入力要件と後に入力され
た画像データの入力要件に変化があった場合には、画像データの入力処理を中断して、変
化があったことを表示する機能と、を実行させることで、入力された画像データの入力要
件がどのように変化したのかを容易に確認することができ、原稿画像に応じて最適な画像
出力を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る画像表示装置が用いられた画像形成装置の全体の構成を
示す説明図である。
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【図２】前記画像形成装置の構成を示すブロック図と通信回線を介して前記画像形成装置
に接続される端末コンピュータを示す説明図である。
【図３】（ａ）は前記画像形成装置により読取る複数の原稿において原稿画像の色が異な
る原稿が混在する例を示す説明図、（ｂ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準原稿と
原稿画像の色が異なる原稿と直前に読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示した状
態を示す説明図、（ｃ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準原稿と原稿画像の色が異
なる原稿とその前後で読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示した状態を示す説明
図である。
【図４】（ａ）は前記画像形成装置により読取る複数の原稿において原稿サイズが異なる
原稿が混在する例を示す説明図、（ｂ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準原稿と原
稿サイズが異なる原稿と直前に読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示した状態を
示す説明図、（ｃ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準原稿と原稿サイズが異なる原
稿とその前後で読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示した状態を示す説明図であ
る。
【図５】前記画像形成装置における画像表示装置による複数原稿の読み取りと判定結果に
基づきプレビュー表示を行う処理工程を示すフローチャートである。
【図６】前記画像形成装置における画像表示装置によるプレビュー表示後の画像データの
処理工程を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の第実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は発明を実施する形態の一例であって、本発明の実施形態に係る画像表示装置が用
いられた画像形成装置の全体の構成を示す説明図である。
【００２４】
　本発明の実施形態は、図１に示すように、画像データを入力するスキャナ部（画像デー
タ入力手段）１０２と、スキャナ部１０２で読取られて入力される画像データをプレビュ
ー表示する表示パネル（表示手段）１３２を備えた操作部１０３とを具備して、画像デー
タをページ単位で表示する画像表示装置１を備えた画像形成装置１００において、画像表
示装置１として、本発明に係る特徴的な画像表示装置の構成を採用したものである。
【００２５】
　なお、本実施形態では、表示パネル１３２に表示される複数の原稿画像は、画像形成装
置１００のスキャナ部１０２などから取り込まれた原稿の画像データ（処理単位毎の原稿
束）をプレビュー表示するものとして説明するが、画像形成装置１００に取り込まれる画
像データは、ネットワーク経由で接続される外部の端末コンピュータとの通信により入力
される画像データや、メモリカードスロットや無線による通信で外部メモリに記憶されて
いる画像データであってもよい。
【００２６】
　また、本実施形態に係る画像形成装置１００は、画像表示装置１が搭載された画像形成
装置であって、本発明に係る画像表示装置の適用は、このような画像形成装置以外の画像
処理装置または電子機器であっても構わない。
【００２７】
　この画像形成装置１００は、電子写真方式により記録用紙に画像を形成する。
　また、画像形成装置１００は、動作モードとして、コピーモード、ファクシミリモード
（ＦＡＸモード）、ドキュメントファイリングモード（スキャンした画像を画像形成装置
内部の記憶装置に記憶するモード）およびメールモード（スキャンした画像を電子メール
に添付する形式で送信するモード）を備える。なお、この画像形成装置１００は、さらに
ネットワークプリンタモードを備えていても構わない。
【００２８】
　まず、本発明の実施形態に係る画像形成装置１００について説明する。
　本実施形態に係る画像形成装置１００は、図１に示すように、主にスキャナ部１０２及
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び操作部１０３を備えて構成される画像表示装置１、プリンタ部１０４、給紙部１０６及
び排紙部（排紙処理装置）１０８を備えて構成されている。
【００２９】
　スキャナ部１０２は、装置本体上部に搭載されて原稿の画像情報を読取る。
　操作部１０３は、装置本体上部の操作側（前面側）に設けられ、タッチパネルディスプ
レイ１３０と表示操作部１４０とを備えている。
【００３０】
　タッチパネルディスプレイ１３０は、液晶パネル等で構成された表示パネル１３２と、
表示パネル１３２に重ねて配置されたユーザの指で押圧された位置を検出するタッチパネ
ル１３４とで構成される。
【００３１】
　表示操作部１４０は、表示灯１４２と、電源キー１４４と、省エネルギーキー（以下「
省エネキー」と記載）１４６と、動作モードを選択するホーム画面ヘタッチパネルディス
プレイ１３０の表示画面を戻すためのホームキー１４８とで構成される。
【００３２】
　このように画像形成装置１００は、主たる操作デバイスとしてタッチパネルディスプレ
イ１３０を備えるとともに、ハードウェアキーおよび表示灯により構成される表示操作部
１４０を備える。表示操作部１４０のキー（電源キー１４４、省エネキー１４６、ホーム
キー１４８）は、タッチパネルディスプレイ１３０により構成されるソフトウェアボタン
と対比して、ハードウェアボタンとして構成されている。
【００３３】
　なお、画像形成装置１００は、このような構成の表示操作部１４０を備えるものに限定
されず、タッチパネルディスプレイ１３０のみを備えるものであってもよい。
【００３４】
　排紙部１０８では、複数の記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出する処理、
各記録用紙にパンチングする処理、および各記録用紙にステープルする処理を施す。例え
ば、複数部の印刷物を作成する場合は、各排紙トレイ１１０に印刷物の一部ずつが割り当
てられるように、各記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出し、排紙トレイ１１
０毎に、排紙トレイ１１０上の各記録用紙に対しパンチング処理またはステープル処理を
施して印刷物を作成する。
【００３５】
　次に、本実施形態の特徴的な画像形成装置１００の構成についてブロック図を参照して
説明する。
　図２は本実施形態の画像形成装置の構成を示すブロック図と通信回線を介して前記画像
形成装置に接続される端末コンピュータを示す説明図である。
【００３６】
　本実施形態に係る画像形成装置１００は、図２に示すように、スキャナ部１０２、操作
部１０３、プリンタ部１０４、記憶部１０５、給紙部１０６、制御部１０７、排紙部１０
８、通信部１０９を備えている。
【００３７】
　画像表示装置１は、主にスキャナ部１０２、操作部１０３、記憶部１０５、及び制御部
１０７により構成されている。
【００３８】
　スキャナ部１０２は、装置本体の上部に配置されて原稿の画像を読み取る。
　操作部１０３は、装置に対する画像形成条件や開始指示を受け付けるとともに、表示パ
ネル１３２を介して装置側から利用者に対して通知すべき情報などを通知する。
【００３９】
　記憶部１０５は、図示しないＣＰＵによる演算および処理の結果を一時的に記憶するワ
ーキングメモリとしての機能と、画像データを記憶するフレームメモリとしての機能とを
有する。そして、装置外部から端末コンピュータなどによって装置に入力された画像デー
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タやスキャナ部１０２により読み取られた原稿の画像データなどを記憶する。
【００４０】
　制御部１０７は、装置全体の動きを制御するとともに画像表示装置１の動作を制御する
。そして、制御部１０７には、画像表示装置１に係る入力要件判定手段１１１と表示制御
手段１１２とが具備されている。
【００４１】
　入力要件判定手段１１１は、装置に取り込まれた原稿画像の画像データをページ単位で
確認し、それぞれの原稿画像のページ単位で比較判定を行い、１ジョブの原稿画像中にお
けるページ単位の画像データの入力要件（例えば、原稿サイズ、原稿画像の色（カラーま
たは白黒）など）に変化があるか否かの判定を行う。すなわち、入力要件判定手段１１１
は、スキャナ部１０２により前後して読取られる原稿の画像データの入力要件を比較して
、それらの画像データの入力要件に変化があるか否かの判定を行う。
【００４２】
　本実施形態では、入力要件判定手段１１１は、スキャナ部１０２により読み取られた原
稿の画像データの入力要件を判定する機能として、原稿サイズ情報に基づいて原稿サイズ
が変化したか否かを判定する機能（原稿サイズ判定機能）と、画像データの色情報（例え
ば、カラーまたは白黒）に基づいて原稿画像の色が変化したか否かを判定する機能（原稿
画像色判定機能）を備えている。
【００４３】
　表示制御手段１１２は、取り込まれた原稿画像の画像データ（入力要件を含む）を入力
要件判定手段１１１によりページ単位で確認して、その入力要件判定手段の判定結果に基
づき、入力された画像データの入力要件に変化があったと判定された場合に、画像データ
の入力要件に変化があったと判定された画像データと該画像データの直前に入力された画
像データとを併せて表示パネル１３２に表示するように制御する。
【００４４】
　なお、表示制御手段１１２は、入力要件判定手段１１１により画像データの入力要件に
変化があったと判定された場合に、判定された画像データの直後に入力された画像データ
とを併せて表示パネル１３２に表示するように制御する機能を備えたものであってもよい
。以上のように、画像表示装置１は構成されている。
【００４５】
　プリンタ部１０４は、装置に入力される画像データに基づき画像の形成を行う。
　給紙部１０６は、装置内部の用紙カセット（図示省略）に収納された記録用紙、または
装置外部の手差トレイ（図示省略）に載置された記録用紙を１枚ずつ引出してプリンタ部
１０４へ送り出す。
　排紙部１０８は、装置において画像が形成された記録物を排出する。
【００４６】
　通信部１０９は、外部の端末コンピュータＰＣと接続されて通信を可能にする。
　具体的には、画像形成装置１００の通信部１０９には、画像データの送受信用に公衆回
線が接続され、図示しないネットワークインターフェイスには、ネットワーク回線が接続
されている。このネットワーク回線には、この画像形成装置１００をネットワーク対応の
プリンタとして使用する外部の端末コンピュータＰＣが接続されたり、インターネットを
介して指定されたＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）により
特定されるコンピュータ等が接続されたりする。このようにインターネットに接続される
と、画像形成装置１００は、インターネットを介して、必要な情報を取得することができ
る。
【００４７】
　次に、本実施形態の画像形成装置１００における原稿を読み込む時の画像表示装置１に
よる特徴的な原稿画像のプレビュー表示について図面を参照して具体的に説明する。
【００４８】
（実施例１）
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　まず、画像形成装置１００において、読取る複数の原稿の中に原稿画像の色が異なる原
稿が混在する場合について説明する。
　図３（ａ）は本実施形態の画像形成装置により読取る複数の原稿において原稿画像の色
が異なる原稿が混在する例を示す説明図、（ｂ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準
原稿と原稿画像の色が異なる原稿と直前に読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示
した状態を示す説明図、（ｃ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準原稿と原稿画像の
色が異なる原稿とその前後で読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示した状態を示
す説明図である。
【００４９】
　実施例１では、画像形成装置１００に読取られる複数の原稿は、図３（ａ）に示すよう
に、原稿Ａ１，Ｂ１，Ｄ１はカラーの原稿であり、原稿Ｃ１は白黒の原稿である。
【００５０】
　原稿Ａ１，Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１の画像データは、画像表示装置１のスキャナ部１０２に順
次読み込まれて記憶部１０５に記憶される。そして、記憶された画像データ（原稿ページ
データ）に基づき、入力要件判定手段１１１によって原稿画像の入力要件である原稿画像
の色が前後する原稿の間で変化したか否かが順次判定される。
【００５１】
　そして、入力要件判定手段１１１により、前ページまでの原稿Ａ１，Ｂ１の原稿画像が
カラーであり、原稿Ｃ１の原稿画像が白黒であることで、原稿Ｃ１が前ページの原稿Ｂ１
と原稿画像の色が異なることが判定される。
【００５２】
　そして、その入力要件判定手段１１１の判定結果に基づき表示制御手段１１２によって
、図３（ｂ）に示すように、表示パネル１３２上に原稿画像の色が他の原稿画像とは異な
る白黒の原稿Ｃ１のプレビュー画像ＰＣ１と比較対象となる原稿Ｂ１のプレビュー画像Ｐ
Ｂ１が表示される。
【００５３】
　この時、表示パネル１３２には、確認を求める原稿Ｃ１のプレビュー画像ＰＣ１を示す
矢印Ｈ１と、矢印Ｈ１に近接して原稿の確認を促す、例えば、「異なる原稿が検出されま
した。ご確認ください。」というコメントＨ２が表示される。
【００５４】
　図中の符号１３５，１３６は、プレビュー表示を確認した利用者が原稿の読み取りを有
効とするか、無効とするか確認入力を行うための「取消しキー」、「ＯＫキー」である。
【００５５】
　以上のように、実施例１では、画像表示装置１により、原稿の入力要件である原稿画像
の色の比較対象となる２枚目の原稿Ｂ１のプレビュー画像ＰＢ１と、確認を求める３枚目
の原稿Ｃ１のプレビュー画像ＰＣ１を同時に表示している。これにより、複数ページから
なる原稿Ａ１，Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１の中で比較対象となる原稿Ｂ１と確認を求める原稿Ｃ１
の原稿画像の色が異なることを容易に対比確認することができる。
【００５６】
　なお、実施例１の変形例として、表示制御手段１１２によるプレビュー表示は、図３（
ｃ）に示すように、確認を求める原稿Ｃ１の前ページの原稿Ｂ１のプレビュー画像ＰＢ１
に加えて、後ページの原稿Ｄ１のプレビュー画像ＰＤ１を、確認を求めるプレビュー画像
ＰＣ１を挟むように並べて表示するようにしてもよい。これにより、複数ページからなる
原稿Ａ１，Ｂ１，Ｃ１，Ｄ１の中で確認を求める原稿Ｃ１が比較対象となる原稿Ｂ１，Ｄ
１とどのように異なるかをさらに容易に確認することができる。
【００５７】
（実施例２）
　次に、画像形成装置１００において、読取る複数の原稿の中に原稿サイズが異なる原稿
が混在する場合について説明する。
　図４（ａ）は本実施形態の画像形成装置により読取る複数の原稿において原稿サイズが
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異なる原稿が混在する例を示す説明図、（ｂ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準原
稿と原稿サイズが異なる原稿と直前に読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示した
状態を示す説明図、（ｃ）は前記画像形成装置の表示パネルに基準原稿と原稿サイズが異
なる原稿とその前後で読取られた原稿のプレビュー画像を並べて表示した状態を示す説明
図である。
【００５８】
　実施例２では、画像形成装置１００に読取られる複数の原稿は、図４（ａ）に示すよう
に、原稿Ａ２，Ｂ２，Ｄ２はＡ４サイズの原稿であり、原稿Ｃ２はＢ５サイズの原稿であ
る。
【００５９】
　原稿Ａ２，Ｂ２，Ｃ２，Ｄ２の画像データは、画像表示装置１のスキャナ部１０２に順
次読み込まれて記憶部１０５に記憶される。そして、記憶された画像データ（原稿ページ
データ）に基づき、入力要件判定手段１１１によって原稿画像の入力要件である原稿サイ
ズが前後する原稿の間で変化したか否かが順次判定される。
【００６０】
　そして、入力要件判定手段１１１により、前ページまでの原稿Ａ２，Ｂ２の原稿サイズ
がＡ４サイズであり、原稿Ｃ２の原稿サイズがＢ５サイズであることで、原稿Ｃ２が前ペ
ージの原稿Ｂ２と原稿サイズが異なることが判定される。
【００６１】
　そして、その入力要件判定手段１１１の判定結果に基づき表示制御手段１１２によって
、図４（ｂ）に示すように、表示パネル１３２上に原稿画像の色が他の原稿画像とは異な
る原稿サイズの原稿Ｃ２のプレビュー画像ＰＣ２と比較対象となる原稿Ｂ２のプレビュー
画像ＰＢ２が表示される。
【００６２】
　この時、表示パネル１３２には、確認を求める原稿Ｃ２のプレビュー画像ＰＣ２を示す
矢印Ｈ１と、矢印Ｈ１に近接して原稿の確認を促す、例えば、「異なる原稿が検出されま
した。ご確認ください。」というコメントＨ２が表示される。
【００６３】
　以上のように、実施例２では、画像表示装置１により、原稿の入力要件である原稿サイ
ズの比較対象となる２枚目の原稿Ｂ２のプレビュー画像ＰＢ２と、確認を求める３枚目の
原稿Ｃ２のプレビュー画像ＰＣ２を同時に表示している。これにより、複数ページからな
る原稿Ａ２，Ｂ２，Ｃ２，Ｄ２の中で、比較対象となる原稿Ｂ２と、確認を求める原稿Ｃ
２とがどのように異なるかを容易に対比確認することができる。
【００６４】
　なお、実施例２の変形例として、表示制御手段１１２によるプレビュー表示は、図４（
ｃ）に示すように、確認を求める原稿Ｃ２の前ページの原稿Ｂ２のプレビュー画像ＰＢ２
に加えて、後ページの原稿Ｄ２のプレビュー画像ＰＤ２を、確認を求めるプレビュー画像
ＰＣ２を挟むように並べて表示するようにしてもよい。これにより、複数ページからなる
原稿Ａ２，Ｂ２，Ｃ２，Ｄ２の中で確認を求める原稿Ｃ２が比較対象となる原稿Ｂ２，Ｄ
２の原稿サイズが異なることをさらに容易に確認することができる。
【００６５】
　次に、本実施形態の画像形成装置１００における複数原稿の読み取り時の原稿の判定に
ついて、フローチャートに沿って説明する。
　図５は本実施形態の画像形成装置における画像表示装置による複数原稿の読み取りと判
定結果に基づきプレビュー表示を行う処理工程を示すフローチャートである。
【００６６】
　図５に示すように、画像形成装置１００において、画像表示装置１により複数原稿の読
取が開始されると、スキャナ部１０２により原稿がページ単位で読み取られ（ステップＳ
１）、記憶部１０５に原稿の画像データが記録される（ステップＳ２）。
【００６７】
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　そして、読取られた原稿が１ページ目であるか否かが判断される（ステップＳ３）。
　ステップＳ３において、原稿が１ページ目であると判断された場合は、ステップＳ４に
進み、原稿読取りが終了したか否かが判断される。
【００６８】
　ステップＳ４において、原稿読取りが終了している場合は、原稿の読取り処理は終了す
る。ステップＳ４において、原稿読取りが終了していないと判断された場合は、ステップ
Ｓ１に戻り、再び原稿が読取られる。
【００６９】
　一方、ステップＳ３において、原稿が１ページ目ではないと判断された場合は、入力要
件判定手段１１１により、その原稿の画像データと先に読取られた原稿（前ページの原稿
）の画像データとが比較されて（ステップＳ５）、その原稿と先に読取られた原稿の特徴
、すなわち、入力要件（原稿サイズ、原稿画像の色（カラーまたは白黒）など）が同じか
否か判定される（ステップＳ６）。
【００７０】
　ステップＳ６において、その原稿と先に読取られた原稿の特徴、すなわち、入力要件（
原稿サイズ、原稿画像の色（カラーまたは白黒）など）が同じと判定された場合は、ステ
ップＳ４に戻る。
【００７１】
　一方、ステップＳ６において、その原稿と先に読取られた原稿の入力要件が異なると判
定された場合は、後に読取られた原稿を排出した後に、先に読取られた比較のための原稿
画像（前ページの原稿画像）とともに入力要件が異なると判定された原稿画像が表示パネ
ル１３２上にプレビュー表示される（ステップＳ７）。これにより、利用者は、入力要件
が異なると判定された原稿が他の原稿とどうのように違うのかを容易に確認することがで
きる。なお、後に読取られた原稿の排出を停止した後に、入力要件が異なると判定された
原稿画像を表示パネル１３２上にプレビュー表示するようにしてもよい。
【００７２】
　そして、ステップＳ８において、ＯＫキー１３６を押すか否かを選択する。ＯＫキー１
３６を押すとステップＳ４に戻る。ＯＫキー１３６を押さない場合は、取消しキー１３５
を押すか否かを選択する（ステップＳ９）。
【００７３】
　取消しキー１３５を押すと原稿の読取り動作がキャンセルされて（ステップＳ１０）、
原稿の読取り処理が終了する。取消しキー１３５を押さない場合は、ステップＳ８に戻り
、装置は指示待ちの待機状態となる。
【００７４】
　以上のようにして、画像表示装置１により複数の原稿読取りが行われ、読取られた原稿
の入力要件の違いがあるか否かが判定されて表示パネル１３２上に表示されるので、利用
者は容易に読取られた原稿の違いを確認することができる。
【００７５】
　なお、本実施形態では、ステップＳ４において、原稿読取りが終了していない場合は、
ステップＳ１に戻って、原稿を読取るようにしているが、本発明は、原稿の読取る手順を
限定するものではなく、例えば、スキャナ部１０２において複数の原稿を読取り、読取っ
た複数の原稿の画像データを記憶部１０５に記録して、比較する画像データを記憶部１０
５より順次抽出して比較するようにしてもよい。
【００７６】
　次に、上述した原稿の判定に続いて、画像形成装置１００における画像表示装置１によ
るプレビュー表示後の画像データの処理について、フローチャートに沿って説明する。
　図６は本実施形態の画像形成装置における画像表示装置によるプレビュー表示後の画像
データの処理工程を示すフローチャートである。
【００７７】
　図６に示すように、画像表示装置１において、スキャナ部１０２において読取られた原
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稿の入力要件に基づき判定された原稿の画像が表示パネル１３２上にプレビュー表示さて
いるか否かが判断される（ステップＳ１１）。
【００７８】
　ステップＳ１１において、確認が求められる原稿の画像が表示パネル１３２上にプレビ
ュー表示さている場合は、ＯＫキー１３６を押すか否かを選択する（ステップＳ１２）。
　ステップＳ１２において、ＯＫキー１３６を押した場合は、用紙への画像記録処理が開
始され（ステップＳ１３）、画像データの処理は終了する。
【００７９】
　ステップＳ１２において、ＯＫキー１３６を押さない場合は、取消しキー１３５を押す
か否かを選択する（ステップＳ１４）。
【００８０】
　取消しキー１３５を押すと原稿の読取り動作がキャンセルされてメモリクリアとなり（
ステップＳ１５）、画像データの処理は終了する。取消しキー１３５を押さない場合は、
ステップＳ１２に戻り、装置は指示待ちの待機状態となる。
【００８１】
　以上のようにして、画像表示装置１により、読取られた原稿の違いを明確に確認した後
に、画像出力を行うことができる。
【００８２】
　以上のように構成したので、本実施形態によれば、画像形成装置１００における画像表
示装置１の構成に、入力要件判定手段１１１と表示制御手段１１２とを備えたことで、複
数の原稿を読取る（入力する）場合に、前後する原稿の入力要件を比較して、原稿の入力
要件の比較対象となる原稿のプレビュー画像と、確認を求める原稿のプレビュー画像とを
同時に表示パネル１３２に表示するようにしたので、複数の原稿の中で比較対象となる原
稿と、確認を求める原稿とがどのように異なるかを容易に対比確認することができる。
【００８３】
　また、本実施形態では、入力要件判定手段１１１の構成として、スキャナ部１０２によ
り読み取られた原稿の画像データの入力要件を判定する機能として、原稿サイズ情報に基
づいて原稿サイズが変化したか否かを判定する機能（原稿サイズ判定機能）と、画像デー
タの色情報（例えば、カラー、白黒）に基づいて原稿画像の色が変化したか否かを判定す
る機能（原稿画像色判定機能）を備えたことで、原稿の入力要件として原稿サイズ及び原
稿画像の色の違いを判定することができる。
【００８４】
　そして、表示制御手段１１２により、入力要件判定手段１１１の判定結果に基づき、画
像データの入力要件に変化があったと判定された画像データと、該画像データの直前に入
力された画像データとを併せて表示パネル１３２に表示するようにしたので、入力要件が
異なる原稿とがどのように異なるかを容易に対比確認することができる。
【００８５】
　さらに、表示制御手段１１２の構成として、入力要件判定手段１１１により画像データ
の入力要件に変化があったと判定された場合に、判定された画像データの直後に入力され
た画像データとを併せて表示パネル１３２に表示するように制御する機能を備えることで
、入力要件が異なる原稿とがどのように異なるかをさらに明確に対比確認することができ
る。
【００８６】
　尚、上述した実施形態では、本発明に係る画像表示装置１を図１に示すような画像形成
装置１００に適用した例について説明したが、印刷する前に表示パネル等に原稿画像をプ
レビュー表示するようにした画像形成装置であれば、上述したような構成の画像形成装置
や複写機に限定されるものではなく、その他の画像形成装置等に展開が可能である。
【００８７】
　以上のように、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示し
た範囲で種々の変更が可能である。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内
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において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、すなわち、本発
明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実
施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００８８】
　　１　画像表示装置
１００　画像形成装置
１０２　スキャナ部（画像データ入力手段）
１０３　操作部
１０４　プリンタ部
１０５　記憶部
１０６　給紙部
１０７　制御部
１０８　排紙部
１０９　通信部
１１１　入力要件判定手段
１１２　表示制御手段
１３０　タッチパネルディスプレイ
１３２　表示パネル（表示手段）
１３４　タッチパネル
１３５　取消しキー
１３６　ＯＫキー
１４０　表示操作部
　　Ａ１，Ａ２，Ｂ１，Ｂ２，Ｃ１，Ｃ２，Ｄ１，Ｄ２　原稿
　　Ｈ１　矢印
　　Ｈ２　コメント
　　ＰＢ１，ＰＢ２，ＰＣ１，ＰＣ２，ＰＤ２　プレビュー画像
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