
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿から読み取られた画像を印刷出力する画像形成装置において、
　特殊原稿の画像を読み取る第１の読取手段と、
　この第１の読取手段で読み取られた画像情報を記憶する記憶手段と、
　所望のページ位置に予め定められたシートを挿入した普通原稿の画像を連続的に読み取
る第２の読取手段と、
　この第２の読取手段で普通原稿の画像を読み取る際に、前記シートを検出して、そのシ
ートの挿入されたページ位置を認識する認識手段と、
　前記第２の読取手段で連続的に読み取られた画像情報を印刷出力する出力手段と、
　この出力手段で印刷出力される印刷物の前記認識手段で認識されたページ位置に前記記
憶手段に記憶された画像情報を印刷出力して挿入する挿入手段と、
　を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　原稿から読み取られた画像を印刷出力する画像形成装置において、
　特殊原稿の画像に対する特殊処理を指定する指定手段と、
　特殊原稿の画像を読み取る第１の読取手段と、
　この第１の読取手段で読み取られた画像に対し前記指定手段で指定された特殊処理を施
す画像処理手段と、
　この画像処理手段で処理された画像情報を記憶する記憶手段と、
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　所望のページ位置に予め定められたシートを挿入した普通原稿の画像を連続的に読み取
る第２の読取手段と、
　この第２の読取手段で普通原稿の画像を読み取る際に、前記シートを検出して、そのシ
ートの挿入されたページ位置を認識する認識手段と、
　前記第２の読取手段で連続的に読み取られた画像情報を印刷出力する出力手段と、
　この出力手段で印刷出力される印刷物の前記認識手段で認識されたページ位置に前記記
憶手段に記憶された画像情報を印刷出力して挿入する挿入手段と、
　を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　原稿から読み取られた画像を印刷出力する画像形成装置において、
　印刷部数に等しい枚数の予め定められたシートが挿入されて区切られた複数のジョブの
それぞれの原稿を連続的に読み取る読取手段と、
　この読取手段で原稿の画像を読み取る際に、前記シートを検出して、各ジョブの区切り
および印刷部数を認識する認識手段と、
　この認識手段で認識される各ジョブの区切りを基に判断される前記各ジョブ毎に、前記
指定手段で指定された部数だけ、前記読取手段で読み取られた画像情報を印刷出力する出
力手段と、を具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　前記認識手段は、前記シートを、そのサイズあるいは特徴に基づき検出することを特徴
とする
【請求項５】
　原稿から読み取られた画像を印刷出力する際に、障害が発生した際、その障害に関する
情報を出力する手段をさらに具備したことを特徴とする

【請求項６】
　原稿から読み取られた画像の試し刷り結果に関する情報を出力する手段と、前記試し刷
り結果に関する情報に基づき、原稿から読み取られた画像を印刷出力する際の所定の設定
変更を行う手段と、をさらに具備したことを特徴とする

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル複写機等の画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デジタル複写機等の読取手段（スキャナ）と画像形成手段（プリンタ）をもつ画像
形成装置で、同じ入出力方式、処理方法で対応できない異種の原稿やデータを１つのジョ
ブとしてしあげる場合、それぞれの原稿に応じた処理・複写を行い、その後ユーザがペー
ジ挿入などを行ってジョブの仕上げを行っていた。また、特殊処理を有する原稿に特殊処
理を施す要求があった場合、その処理が他の原稿のコピーしあげに影響を与えないのであ
れば、全ての原稿を特殊処理にて仕上げを行っていた。
【０００３】
最近では、インストラクションシートなどの手段にて複写器や画像処理機器に動的に指示
を与える方法も提案されている（特願平５－１１２０６４号、特願平５－２８９４５６号
、特願平６－２０２４１５号参照）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、特殊な画像処理等を行う原稿を含む原稿束の複写処理は、特殊原稿を普通原
稿とは別々に複写し、その後ユーザがマニュアルで挿入等を行うために手間と時間がかか
るという問題点があった。
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請求項１乃至３のいずれか１つに記載された画像形成装置。

請求項１乃至３のいずれか１つに
記載された画像形成装置。

請求項１乃至３のいずれか１つに
記載された画像形成装置。



【０００５】
また全ての処理を特殊の処理にて行うと、処理時間がかかるため複写速度が落ちるという
問題が有り、さらに、消耗品などを使う処理であれば、コストが高くなるという問題点が
ある。
【０００６】
さらに、従来提案されているインストラクションシートによる指示方法では、そのシート
に記載された指示内容を認識するためにＯＣＲ（文字認識処理）といった高度な技術を用
いているため、その認識処理が複雑で、処理時間がかかり、さらに、ユーザがそのような
シートを作成するために手間がかかるという問題もある。
【０００７】
そこで、本発明は、ユーザが所望する複写処理の指示と、その指示内容の認識処理を簡略
化して、ユーザの利便性の向上が図れ、さらに、コスト低減、処理速度の高速化が可能と
なり、生産性の向上が図れる画像形成装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　

【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態ついて図面に参照して説明する。
【００１８】
（１）　画像形成装置の構成
図１は、本実施形態に係る画像形成装置、具体的には電子写真式の複写機（以下、簡単に
複写機と呼ぶ）の構成を概略的に示したものである。
【００１９】
図１に示すように、複写機は、自動原稿送り（ＡＤＦ）手段１０１と、画像読み取り手段
１０２と、ユーザが画像処理装置に様々な処理情報を入力できる操作手段１０３と、予め
処理の様々な設定値や操作手段１０３からの入力やセパレータシート認識結果などを記憶
するための設定値記憶手段１０４と、セパレータシートを認識するセパレータシート認識
手段１０５、設定に応じて画像加工の制御を行う画像加工制御手段１０６と、画像加工制
御手段１０６の指示に従って画像処理を行う画像加工手段１０７と、入力画像を一時的に
蓄えるための画像遅延手段１０８と、加工された画像を格納するための画像記憶手段１１
０と、画像記憶手段１１０と外部の処理やデータ供給手段とのやり取りを行う画像記憶制
御手段１０９と、コピー仕上げを行うコピー仕上げ手段１１２と、コピー仕上げ手段１１
２の制御を行うコピー仕上げ制御手段１１１と、加工・処理された画像を出力する出力手
段１１３と、出力された画像をジョブ（ＪＯＢ）毎に仕分けを行うＪＯＢ仕分け手段１１
５とＪＯＢ仕分け手段１１５の制御を行うＪＯＢ仕分け制御手段１１４と、文書画像の簡
易ファイリングを行う画像ファイリング手段１１７と、その制御を行う画像ファイル制御
手段１１６と、システム全体の制御・管理を行うシステム制御・管理手段１１８と、原稿
の自動識別を行い、原稿の種類、複雑度などの情報を必要な処理ブロックに供給する自動
識別手段１１９から構成される。
【００２０】
次に各ブロックの詳細について説明を行う。
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本発明の画像形成装置は、原稿から読み取られた画像を印刷出力する画像形成装置にお
いて、特殊原稿の画像を読み取る第１の読取手段と、この第１の読取手段で読み取られた
画像情報を記憶する記憶手段と、所望のページ位置に予め定められたシートを挿入した普
通原稿の画像を連続的に読み取る第２の読取手段と、この第２の読取手段で普通原稿の画
像を読み取る際に、前記シートを検出して、そのシートの挿入されたページ位置を認識す
る認識手段と、前記第２の読取手段で連続的に読み取られた画像情報を印刷出力する出力
手段と、この出力手段で印刷出力される印刷物の前記認識手段で認識されたページ位置に
前記記憶手段に記憶された画像情報を印刷出力して挿入する挿入手段と、を具備したこと
を特徴とする画像形成装置である。



【００２１】
（２）自動原稿送り（ＡＤＦ）手段、画像読み取り手段
自動原稿送り手段１０１は、対象原稿や画像処理装置に何らかの指示を与えるセパレータ
シート等を画像読み取り手段１０２の読み取り原稿台に送るもので、画像読み取り手段１
０２は、自動原稿送り手段１０１にて送られてくる原稿や原稿台上に直接置かれる原稿を
読み取り光学系・ＣＣＤセンサにて読み取り、光電変換を行いディジタル画像データとし
て次のブロックに供給するものである。
【００２２】
自動原稿送り手段１０１と、画像読み取り手段１０２の構成をより詳細に説明する。
【００２３】
図２、図３に示すように、複写機は、装置本体１０を備え、装置本体１０内には、主にＡ
ＤＦ手段１０１と画像読み取り手段１０２として機能する画像読取部４が設けられている
。
【００２４】
画像読取部４は、読取対象物、つまり原稿Ｄが載置される透明なガラスからなる原稿載置
台１２と、原稿載置台１２の一端に配置され、原稿Ｄが配置されるべき位置を示すサイズ
板１２ａとを備えている。
【００２５】
装置本体１０の上面には自動原稿送り装置８０（以下、ＡＤＦと称する）が配設され、こ
のＡＤＦは、原稿載置台１２上に原稿を自動的に送るとともに、原稿載置台に対して開閉
可能に配設され原稿位置台に載置された原稿Ｄを原稿載置台１２に密着させる原稿押さえ
としても機能する。
【００２６】
ＡＤＦ８０は、原稿Ｄが載置される原稿トレイ８２と、原稿の有無を検出するエンプティ
センサ８１、原稿トレイ８２から原稿を一枚ずつ取り出すピックアップローラ８３、取り
出された原稿を搬送する給紙ローラ８４、原稿の先端を整位するアライニングローラ対８
５、アライニングローラ対の上流側に設けられ原稿の到達を検出するアライニングセンサ
８６を備えている。
【００２７】
また、ＡＤＦ８０は、原稿載置台１２のほぼ全体を覆うように配設された搬送ベルト８８
を備え、給紙ローラ８４およびアライニングローラ対８５によりサイズ板１２ａ側から原
稿載置台１２に給紙された原稿Ｄは、搬送ベルト８８により原稿載置台上の所定の位置に
送られ位置決めされる。
【００２８】
ＡＤＦ８０において、搬送ベルト８８を挟んでアライニングローラ対８５と反対側の端部
には、反転ローラ９０、非反転センサ９３、フラッパ９１、排紙ローラ９２が配設されて
いる。装置本体１０の原稿読取部４により原稿の画像情報が読み取られた後、原稿Ｄは搬
送ベルト８８により原稿載置台１２上から送り出され、反転ローラ９０、フラッパ９１、
および排紙ローラ９２を介してＡＤＦ８０上面の原稿排紙部９４上に排出される。
【００２９】
原稿Ｄの裏面を読み取る場合、フラッパ９１を切換えることにより、搬送ベルトＳＳによ
り搬送されてきた原稿は、反転ローラ９０によって反転された後、再度搬送ベルト８８に
より原稿載置台１２上の所定位置に送られる。
【００３０】
なお、ＡＤＦ８０は、ピックアップローラ８３、給紙ローラ８４、アライニングローラ対
８５を駆動する給紙モータ９５と、搬送ベルト８８、反転ローラ９０、排紙ローラ９２を
駆動する搬送モータ９６と、を備えている。
【００３１】
装置本体１０内に配設された画像読取部４は、原稿載置台１２に載置された原稿Ｄを照明
する照明ランプ１４および原稿Ｄからの反射光を所定の方向に偏向する第１のミラー１５
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を有し、これらの照明ランプおよび第１のミラーは、装置本体１０内において原稿載置台
１２の下方に配設された第１のキャリッジ１６に取り付けられている。
【００３２】
第１のキャリッジ１６は、原稿載置台１２と平行に移動可能に配置され、図示しない歯付
きベルト等を介して図示しないパルスモータによって、原稿載置台に沿って平行に移動さ
れる。また、原稿載置台１２の下方には、原稿載置台と平行に移動可能な第２のキャリッ
ジ１８が配設されている。
【００３３】
第２のキャリッジ１８には、第１のミラー１５により偏向された原稿Ｄからの反射光を順
に偏向する第２および第３のミラー２０、２１が互いに直角に取り付けられている。第２
のキャリッジ１８は、第１のキャリッジ１６を駆動する歯付きベルト等によって、第１の
キャリッジ１６に対して従動されるとともに、第１のキャリッジに対して、１／２の速度
で原稿載置台１２に沿って平行に移動される。
【００３４】
また、原稿載置台１２の下方には、第２のキャリッジ１８上の第３のミラー２１からの反
射光を集束する結像レンズ２２と、結像レンズにより集束された反射光を折返して後述す
る感光体ドラムへ導く固定の第４ないし第６のミラー２３、２４、２５とが設けられてい
る。結像レンズ２２は、第３のミラー２１により偏向された光の光軸を含む面内に、駆動
機構を介して移動可能に配設され、自身が移動することで反射光を所望の倍率で結像する
。
【００３５】
このような構成の画像読取部４にて複数毎の原稿の読取動作について説明する。
【００３６】
まず、ＡＤＦ８０により原稿トレイ８２上の一枚目の原稿が装置本体１０の原稿載置台１
２上の所定位置に給紙され、次いで、装置本体の一方の用紙カセット４８（あるいは５０
）からコピー用紙Ｐが取り出され、給紙ローラ５７によりレジスト前センサー５９がオン
するまでレジストローラ対５８に向かって搬送される。レジスト前センサ５９がオンする
と、給紙動作は一時停止される。
【００３７】
次に、ＡＤＦ制御部は、ＡＤＦ８０内のアライニングセンサ８６、反転センサ９３等によ
り原稿ジャムの有無を判断する。原稿Ｄのジャムがない場合、主制御部の制御の下、画像
読取部４により原稿載置台１２上の原稿から画像情報が読み取られ、読み取った画像情報
に応じてＣＣＤセンサにて光電変換される。
【００３８】
（３）操作手段
操作手段１０３はコントロールパネル（コンパネ）上にタッチパネルＬＣＤ等の表示装置
を備えたものでその構成を図４に示す。
【００３９】
コンパネ３０１上の各種キー、タッチパネルの押下状況を制御キーマイコン３１４により
認識し、制御キーマイコン３１４は、押下状況を制御基板３０２のマイコン３２１に通信
する。マイコン３２１はこの情報やその他の紙センサ、トナー濃度センサ等の様々なセン
サの出力に基づき、ＲＯＭ３２３、ＲＡＭ３２２とデータアクセスし、液晶コントローラ
３２４はデータを通信する。ＲＯＭ３２３には、表示画面のデータ、プログラムデータ等
、ＲＡＭ３２２には、画面切り換え時間などが記憶されている。
【００４０】
また、内部処理のパラメータや処理切り換え情報などはマイコン３２１を通して設定値記
憶手段１０４に供給される。
【００４１】
また、同時に状況に応じて、モータの駆動などの出力を行い、処理誤設定、紙センサ、廃
トナーセンサ、トナー濃度センサなどの信号からジャム処理、トナー補給処理等の検知を
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行い、必要に応じてコントロールパネル上のブザーを鳴らす。
【００４２】
液晶コントローラ３２４は、マイコン３２１からの信号に基づいた信号をグラフィックス
表示装置３１１へ送信し、これによって、グラフィックス表示がなされる。
【００４３】
（４）設定値記憶手段
設定値記憶手段１０４を図５を参照しながら説明する。
【００４４】
設定値記憶手段１０４は、設定データバンクＲＯＭ１０４ａと、処理設定値ＲＡＭ１０４
ｂと、制御用マイコン１０４ｄと、データ入出力Ｉ／Ｆ１０４ｃから構成される。
【００４５】
設定データバンクＲＯＭ１０４ａには様々な処理に必要な設定値が何らかな形で整理され
て、記憶される。例えば文字専用処理ようの設定は「ａａａ」番地から「ａｂｃ」番地ま
で等対応が予め決められ、そのモードになるとマイコン制御により対応するＲＯＭ１０４
ａのデータが処理設定ＲＡＭ１０４ｂにダウンロードされ、それが現行設定となり、その
後データ入出力Ｉ／Ｆ１０４ｃにより対応する処理ブロックのパラメータが設定される。
【００４６】
データ入出力Ｉ／Ｆ１０４ｃはセパレータシート認識手段１０５とそれ以外のブロックと
のやりとりを行うインターフェースで、各ブロックの設定値などの読み取り、書き込みな
どを可能とするものである。
【００４７】
また、操作手段１０３による設定あるいはセパレータシートによる一時設定によって送ら
れてくる設定データはそれらのブロックから割り込み信号が出され、制御用マイコン１０
４ｄが入力待ち状態になり、その後マイコンからの制御信号を出力し、対応するブロック
からの情報をデータバスを通して受け取る。
【００４８】
制御用マイコン１０４ｄは外部各手段とのやりとりをデータ入出力Ｉ／Ｆ１０４ｃを通し
て行い、必要に応じて設定データバンクＲＯＭ１０４ａから対応するパラメータを処理設
定用ＲＡＭ（バッファ）１０４ｂにダウンロードや、予め指示された何らかの計算を行い
その結果を処理設定用ＲＡＭ（バッファ）に供給する。必要なデータのみをデータ入出力
Ｉ／Ｆ１０４ｃを通して各手段の設定を行う。
【００４９】
また、前述のように操作手段１０４やセパレータシート認識手段１０５によって入力され
る情報に応じて設定値の切り換えや修正などを行う。さらに、必要に応じて、出力手段１
１３に原稿毎やＪＯＢ毎に処理設定情報や、後述のユーザカスタマイズ機能である処理群
のＩＤ登録に対応するＩＤをビットマップデータとして供給し、出力手段１１３はそれを
出力する。
【００５０】
（５）セパレータシート認識手段
セパレータシート認識手段１０５の構成例を図６に示す。
【００５１】
図６に示すように、セパレータシート認識手段１０５は、サイズ検知センサ手段５０１、
サイズによる認識手段５０２、紙の特徴、例えば、色や透過率等の特性を検知する特徴検
知センサ手段５０３と、特徴に基づく認識手段５０４と、セパレータシート上のＩＤパタ
ーンなどを入力画像から読み取るＩＤ解読手段５０５と、これらの結果からセパレータシ
ートを認識し、対応するブロックにその情報を送るセパレータ通知手段５０６と、セパレ
ータシートのＩＤを通知するセパレータＩＤ通知手段５０７により構成される。
【００５２】
サイズ検知センサ手段５０１は図７に示す様に紙幅センサ５０１ａと紙セット時間センサ
５０１ｄから構成されており、それぞれ紙の幅情報と長さ情報を出力する。
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【００５３】
紙幅センサ５０１ａは後述のフォトイントラプター５０１ｂとエンコーダ５０１ｃから構
成されている。
【００５４】
フォトイントラプター５０１ｂは、図８に示すように原稿台５０１１の下に赤外線発光ダ
イオード（ＬＥＤ）ＰＩ１～ＰＩ３とフォトトランジスタで構成される反射型フォトイン
タラプタが配置されている。原稿ガラス上に原稿がある時には、ＬＥＤの光は原稿で反射
されるため、反射光の有無によってフォトトランジスタのオン・オフ状態になり原稿の有
無の検知が可能となる。
【００５５】
例えば、図９に示すようにＬＥＤに矩形波の電波を流すとＬＥＤをある周波数で発光させ
、それに対するフォトトランジスタの反応を調べ、原稿がある場合図８に示すようなフォ
トトランジスタのアウトプットが得られ、原稿がない場合はその出力が「０」となる。
【００５６】
エンコーダ５０１ｃは、図１０に示すように、センサＰＩ１、ＰＩ２、ＰＩ３のＯＮ／Ｏ
ＦＦ状態に応じて、対応する出力ＰＯ１～ＰＯ３をＨｉｇｈ（Ｈ＝１）かＬｏｗ（Ｌ＝１
）の状態にする。例えば、ＰＩ１のフォトインタラプタに反射光によってフォトトランジ
スタが図９の様に応答すると対応する出力ＰＯ１がＨ（１）になり、そうでない場合はＬ
（０）となる。同様にセンサＰＩ２の反応に対応してＰＯ２、またＰＩ３の反応に対応し
てＰＯ３それぞれがＨ（１）かＬ（０）になる。それを紙の幅情報として図６のサイズに
よる認識手段５０２に供給する。
【００５７】
紙セット時間センサ５０１ｄは、ＡＤＦによる紙セットに必要な時間を計測し、それを長
さ情報として図６のサイズによる認識手段５０２に供給する。例えばＡＤＦによる原稿台
上の紙セット時間はＴｓｅｃで、その紙セットスピードはＳｍｍ／ｓｅｃとすると、紙の
長さはＳ×Ｔに比例するのでだいたいの紙の長さが推定される。
【００５８】
サイズによる検知手段５０１は、図１１に示すようにサイズ検知センサ手段５０１から紙
の幅と長さ情報を受け、それを予め設定された情報と比較し、セパレータの大きさと同じ
であれば、セパレータ検知信号（セパレータ＝１、それ以外＝０）と、その対応するサイ
ズ（例えば、対応する入力をそのまま）を出力する。
【００５９】
セパレータシートをそのサイズに基づき検知する場合の具体例を、図１２、図１３に示す
。
【００６０】
本実施形態では、簡単のために、幅情報と長さ情報の１つの組み合わせで定義した１つの
セパレータシートのみの例を挙げたが、複数のセパレータシートを組み合わせて定義する
ことも考えられる。またコピー対象原稿のサイズ以外のものを定義することも可能である
。例えば、Ａ４の原稿に対してＡ３をセパレータシートにするなどである。
【００６１】
次に、図６の特性検知センサ５０３と特徴による認識手段５０４について説明する。ここ
で、特性とは、セパレータシートの紙の特徴、例えば、色、透過率等である。
【００６２】
まず、色検知によるセパレータシートを認識する場合について説明する。この場合、特徴
検知センサ５０３は、紙の下地色を検知するセンサで、特徴による認識手段５０４は検知
された下地がセパレータであるか否かを認識するものである。
【００６３】
セパレータシートの下地色センサ５０３は、図１４に示すように、キャリッジ５０４２上
の１または複数箇所に色センサ５０４３～５０４５を設け、キャリッジが移動する際に、
原稿台５０４１上に置かれたセパレータシート５０４６の先端の何ラインかの反射光のＲ
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ＧＢ性質を読み取り、それを平均して下地色情報として、特徴による認識手段５０４に供
給する。
【００６４】
例えば、図１４に示すように、セパレータシート５０４６に対応して中央とセパレータシ
ートの両端の付近に色センサ５０４３～５０４５を設け、キャリッジ５０４２が読み取り
動作時に移動する際に最初の何ラインか（例えば５０）において各ラインの対応する位置
の反射光からＲ、Ｇ、Ｂを読み取り、それを平均してシートの下地色として出力する。
【００６５】
特徴による認識手段５０４は、検知された下地がセパレータであるか否かを判断するもの
で、図１５に示すように色検知センサ５０３からの平均ＲＧＢ情報と予め設定されたセパ
レータのＲＧＢ成分とを比較して予め定められた誤差の範囲内であるか否かによってセパ
レータシートであるか否かを判断する。
【００６６】
すなわち、ＲＧＢ空間で、ベクトルＳがセパレータシート、ベクトルＭが計測された平均
色特徴を表すとすれば、ベクトルＳとベクトルＭの差分ベクトルＤのＲ、Ｇ、Ｂ各成分Ｄ
Ｒ、ＤＧ、ＤＢそれぞれが、
｜ＤＲ｜＜εＲ　　ここでεＲはＲ成分の誤差範囲
｜ＤＧ｜＜εＧ　　ここでεＧはＧ成分の誤差範囲
｜ＤＢ｜＜εＢ　　ここでεＢはＢ成分の誤差範囲
であればセパレータシートと認識される。
【００６７】
また、セパレータシートによってＲ、Ｇ、Ｂそれぞれの誤差範囲を別々に設定することも
できれば、正と負の成分に別々の範囲を設定することもできる。
【００６８】
さらに、特徴による認識手段５０４は、セパレータであればセパレータ検知信号（セパレ
ータ＝１、それ以外＝０）と、その対応する色情報（例えば、対応する計測された平均Ｒ
ＧＢそのまま、または対応するセパレータシートのＲＧＢ等を）出力する。
【００６９】
ここでは、ある大きさのセパレータシートに限定して述べたが、例えば、キャリッジ５０
４２上の色センサの個数を様々な幅のセパレータシートに対応できるように増やして、幅
とセンサの情報からセパレータを認識することもできれば、センサを動く構成にして、そ
の位置をユーザ設定に伴って行い、ユーザの希望に応じたセパレータシートの認識も可能
である。
【００７０】
次に、図６の特性検知センサ５０３と特徴による認識手段５０４の他の例について説明す
る。ここでは、例えば、透過率の高い紙や媒体をセパレータシートとして使用し、検知対
象の透過率に基づきセパレータシートを検知する場合を例にとる。この場合、原稿内のエ
リア指定まで行うことができる。
【００７１】
セパレータシートの透過率検知センサ５０３は、図１６に示すように、前述のサイズ検知
センサと同様に反射率のセンサで、反射光の量で、紙の有無と共にセパレータシートの検
知が可能である。
【００７２】
図１６に示すセンサの図９に示したセンサと異なる部分は、フォトトランジスタが反射光
を増幅させるものとなっている点で、反射光をそのまま次の特徴による認識手段５０４に
供給するようになっている。
【００７３】
特徴による認識手段５０４は、図１７に示すような構成となっており、いくつかの閾値（
この場合は２つの閾値Ｔｈｎ、Ｔｈｐ、Ｔｈｎ＜Ｔｈｐ）と透過率検知センサ５０３の出
力とを比較器ＣＯＭ１、ＣＯＭ２でそれぞれ比較して、その比較結果からさらにセパレー
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タシートか否かを判断する。
【００７４】
反射光がほとんどない場合は「原稿なし」の場合で、図１７に示すＴｈｎとの比較を行う
比較器ＣＯＭ２と、Ｔｈｐとの比較を行う比較器ＣＯＭ２の両方の出力が「０」となる。
【００７５】
反射光がある程度ある場合は（Ｔｈｎ＜入力＜Ｔｈｐ）、比較器ＣＯＭ２の出力は入力の
変化に応じて、入力がＴｈｎより小さいとき「０」となり、入力がＴｈｎ以上のとき「１
」となる。この場合は、比較器ＣＯＭ１の出力が「０」となり、セパレータシートとして
判断される。
【００７６】
反射光が大きい場合、すなわち、ＴｈｎおよびＴｈｐより大きい場合は、両方の比較器Ｃ
ＯＭ１、ＣＯＭ２の出力がいずれも大きくなるため、原稿として判断される。
【００７７】
このようにして透過率の高い媒体をセパレータシートとして認識することもできれば、前
述の色検知センサと組み合わせて色のついた透過率の高いものもセパレータシートとして
検知する手段も考えられる。
【００７８】
また、このような透過率の高いものを原稿上に置き、原稿内のエリアをマーカーなどで囲
み、特定のエリアを指定する事ができ、原稿内にエリアに応じた処理や編集の指定も考え
られる。
【００７９】
エリアに対応する処理指示は、前述の操作手段１０３による指示または後述のＩＤ指定指
示などが考えられ、そのほかに、読み取りＣＣＤがカラーセンサである場合は、色マーカ
ーによる指定も考えられる。
【００８０】
さて、図６の説明に戻り、ＩＤ解読手段５０５は、後述するこの装置から出力されたＩＤ
を読み取るものである。ＩＤパターンは、図１８に示すように、主走査方向の周期パター
ンとなっている。
【００８１】
ＩＤ解読手段５０５は、そのパターンの個数例えば、白黒パターンの場合は白と黒の個数
とその幅などを開始ラインから副走査方向の所定の長さまで各ライン毎に解読し、それが
ライン毎にほぼ同じで、主走査方向に予め設定された同じ幅の周期的なパターンであれば
、その個数からＩＤを認識する。例えば、図１８では処理ＩＤが「４」となる。
【００８２】
図６のセパレータ通知手段５０６は、サイズによる認識手段５０２と、特徴による認識手
段５０４、ＩＤ解読手段５０５の判定結果からそのセパレータの意味を、内部に予め記憶
された認識テーブルを参照して認識し、対応する外部ブロックへ指示を与える。例えば、
ページ挿入を示すセパレータシートであれば、後述のコピー仕上げ制御手段１１１に挿入
や挿入位置の指示を与え、画像加工の切り替えであれば、画像加工制御手段１０６や、前
述の設定値記憶手段１０４にその情報を通知する。
【００８３】
このように、セパレータシートに応じて対応する後段の処理手段にその通知を行う。
【００８４】
セパレータＩＤ通知手段５０７は、処理ＩＤが検知されると、直接、その情報を設定値記
憶手段１０４に通知しすることにより、設定値記憶手段１０４が対応する設定を行うよう
になっている。
【００８５】
（６）画像加工制御手段
図１の画像加工制御手段１０６は、特殊原稿に応じて画像処理の経路やパラメータを切り
替えるものである。図１９に示すように、設定値記憶手段１０４（図１を参照）とのイン
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ターフェース（Ｉ／Ｆ）部１０６１、標準モードパラメータテーブル１０６２、特殊モー
ドパラメータテーブル１０６３と、特殊モード判断部１０６４と、標準モード処理情報記
憶部１０６５と、特殊モード処理情報記憶部１０６６と、パラメータセレクタ１０６７と
、処理セレクタ１０６８から構成されており、普段は標準モードに対応するパラメータや
処理情報を画像加工手段１０７に供給する。
【００８６】
標準モードや特殊モードにおけるパラメータや処理情報は、設定値記憶手段１０４からイ
ンターフェース手段１０６１を介して、標準モードパラメータテーブル１０６２、特殊モ
ードパラメータテーブル１０６３、標準モード処理情報記憶部１０６５、特殊モード処理
情報記憶部１０６６にダウンロードされる。
【００８７】
特殊モードに関する情報は予めわかっている場合（例えば操作手段１０３を介して設定さ
れる場合）、このように、前もって、ダウンロードされるが、例えば、セパレータシート
により指示される場合は、セパレータシート認識手段１０５での認識結果に応じて、その
都度、動的にダウンロードされる。
【００８８】
特殊モード判断手段１０６４は、操作手段１０３やセパレータシート認識手段１０５から
の情報を基に、特殊処理か否かを判断するもので、特殊処理の場合は必要なパラメータ、
処理情報などが設定値記憶手段１０４からインターフェース部１０６１を介して、特殊モ
ードパラメータテーブル１０６３、特殊モード処理情報記憶部１０６６に書き込まれ、パ
ラメータセレクタ１０６７と処理セレクタ１０６８が、特殊処理用のパラメータと処理情
報を選択して、画像加工手段１０７（図１を参照）に供給する。
【００８９】
また、特殊処理が終了すると特殊モード判断手段１０６４は、標準モードに対応するパラ
メータや処理情報をセレクトできるような信号をパラメータセレクタ１０６７、処理セレ
クタ１０６８に出力する。
【００９０】
（７）画像加工手段
図１の画像加工手段１０７は、例えば、図２０に示すように、モノクロ用画像加工処理部
１０７ａとカラー用画像加工処理部１０７ｂと、処理セレクタ１０７ｃから構成され、処
理セレクタ１０７ｃにて、モノクロ用画像加工処理部１０７ａとカラー用画像加工処理部
１０７ｂのいずれか一方に切り替えられるようになっている。例えば、複数原稿のうちの
１つのみをカラー処理によって行う場合、その原稿が処理されるときのみカラー処理を施
し、それ以外はモノクロ処理を施すよう、切り替えられる。
【００９１】
モノクロ用画像加工部１０７ａの構成例を図２１に示す。
【００９２】
図２１において、モノクロ用画像加工部１０７ａは、画像読取手段１０２で読み取された
画像に対し、ノイズ除去、エッジ強調などを施すためのフィルタリング処理部１０７１、
入出力系の非線形特性を補正するためのγ補正処理部１０７２、出力系の階調数に合わせ
て階調再現を行う階調処理部１０７３、また原稿上の原稿の外側、本の厚み等の不要の部
分を除去する不要領域除去処理部１０７４から構成される。
【００９３】
フィルタリング処理部１０７１におけるフィルタリング処理の一例を図２２に示す。
【００９４】
大きさ３×３のフィルタＦを画素ｇ（ｉ、ｊ）に施した場合、画素ｇ（ｉ、ｊ）のフィル
タリング処理結果は、フィルタ係数と画像の畳み込みによって表現することができ、次式
（１）で表される。
【００９５】
【数１】
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【００９６】
フィルタの係数に応じてどの周波数成分を強調するか、または除去するかを決定できる。
例えば、文字原稿などの場合はハイパスフィルタを強調し、写真などの場合はロパスフィ
ルタを強調するなども考えられる。このように、原稿に応じてフィルタパラメータを変え
ることにより適切な出力が得られる。
【００９７】
γ補正処理部１０７２におけるγ補正処理の一例を図２３、図２４を参照して説明する。
【００９８】
γ補正とは、入出力の非線形特性を補正するもので、図２３に示すように、入出力系デバ
イスの非線形入出力特性カーブＡの逆カーブＢに対応する値を図２４に示すようにテーブ
ルとして記憶しておき、入力される値をそのテーブルのアドレスとし、そのアドレスに対
応する値が、補正値として出力するようになっている。なお、このγ補正を文字原稿に施
さず、写真原稿のみ施すといった実施形態も考えられる。
【００９９】
階調処理部１０７３における階調処理の一例を図２５を参照して説明する。
【０１００】
図２５はに示した階調処理部１０７３の構成では、入力される各画素をある閾値と比較し
、その閾値より大きいか否かによって「１」か「０」を出力（２値出力）するようになっ
ている。
【０１０１】
階調を有する原稿に対しては、図２５に示すようなディザなどの周期的な閾値マトリック
スを用いて疑似的に階調を再現し、他方、文字原稿などのエッジ保存を有する原稿に対し
ては固定閾値を用いるといった具合に、文字原稿、写真原稿それぞれに適した出力を行う
ことが可能である。
【０１０２】
ここでは、簡単のためにディザ処理を例にとり述べたが、階調処理としてそれ以外に、例
えば、誤差拡散等の様々な方法が考えられる。しかも、全ての原稿に同じ階調処理を施し
、文字や写真などの原稿における細かい調整を前述のフィルタリング処理部１０７１やγ
補正処理部１０７２によって行うこともできる。
【０１０３】
不要領域除去処理部１０７４は、図２６に示すように、原稿の外側、本の影などのコピー
の際に不要な領域を除去する処理で、上述したように、セパレータシートにて指定された
原稿内のコピー対象のエリアや、あるいは、構造解析などの自動識別方式（参考文献：）
などを用いて、原稿中の不要領域を判別するようにしてもよい。
【０１０４】
図２０のカラー用画像処理手部１０７ｂは、図２７に示すように、原稿から読み込まれる
画素毎の入力値レッド（Ｒ）、グリーン（Ｇ）、ブルー（Ｂ）を、まず、色変換部１０８
１にて、カラー記録用の色材料を制御する３原色の色データイエロー（Ｙ）、マゼンタ（
Ｍ）、シアン（Ｃ）、および、ブラック（Ｋ）に色変換するものである。
【０１０５】
その後、色変換された各色成分データＹ、Ｍ、Ｃ、Ｋ（チャネル）のそれぞれに対し、画
像加工部１０８２において前述のモノクロ用画像加工部１０７ａとほぼ同様な処理を施す
。このような処理により、後述の出力手段１１３（図１を参照）にて４色出力を行えばカ
ラー画像出力が可能となる。
【０１０６】
（８）画像遅延手段
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図１の画像遅延手段１０８は、画像読取手段１０２で読み取られた画像（入力画像）を一
時的に記憶するもので、ＤＲＡＭやＦＩＦＯなどから構成される。
【０１０７】
遅延時間としては、セパレータシート認識手段１０５にてセパレータシートを認識するに
かかる時間は最小限必要であり、後述のエラー処理などの対策として１または複数ページ
に相当する記憶容量が必要である。
【０１０８】
画像遅延手段１０８の構成例を図２８に示す。
【０１０９】
図２８に示すように、画像遅延手段１０８は、記憶部１０８ａと、書き込み制御部１０８
ｂ、読み出し制御部１０８ｃから構成され、画像読み取り手段１０２（図１を参照）から
供給される入力画像が書き込み制御部１０８ｂの制御のもと、記憶部１０８ａに書き込ま
れ、読み出し制御部１０８ｃにて所定の遅延時間後、ファストイン・ファストアウト（書
き込まれた順に読み出す）形式で、記憶部１０８ａから読み出され、画像加工手段１０７
（図１を参照）に供給するようになっている。
【０１１０】
なお、画像読み取り手段１０２（図１を参照）の出力は、直接、セパレータシート認識手
段１０５にも供給される。
【０１１１】
（９）画像記憶制御手段
次に、画像記憶制御手段１０９について説明する。画像記憶制御手段１０９は、図２９に
示すように、主に、画像加工手段１０７およびコピー仕上げ手段１１２とのインターフェ
ース部１０９ａと、外部ネットワークインターフェース部１０９ｂと、画像ファイル手段
とのインターフェース部１０９ｃと、制御部１０９ｄと、画像記憶手段とのインターフェ
ース部１０９ｆから構成される。
【０１１２】
インターフェース部１０９ａ、１０９ｂ、１０９ｃ、１０９ｆは、制御部１０９ｄの制御
のもと、対応する処理手段、ネットワーク、画像ファイリング手段や画像記憶手段と画像
データのやりとりを行うようになっている。
【０１１３】
（１０）画像記憶手段
図１の画像記憶手段１１０は、画像加工手段１０７で処理された画像、画像ファイリング
手段１１７でにファイリングされた画像、外部からネットワークを通じて供給される画像
データを画像記憶制御手段１０９を通して記憶し、必要に応じて、記憶されたデータを画
像加工手段１０７、コピー仕上げ手段１１２、画像ファイリング手段１１７やネットワー
クへ画像記憶制御手段１０９を通して供給する。
【０１１４】
（１１）コピー仕上げ制御手段
図１のコピー仕上げ制御手段１１１は、図３０に示すように、操作手段１０３を介して指
定され設定値記憶手段１０４に記憶された設定値、セパレータシート認識手段１０５で認
識された内容に従って、例えば、特殊処理の施された画像の挿入、必要な画像加工指示、
画像データの挿入経路等をコピー仕上げ手段１１２に与えるものである。
【０１１５】
（１２）コピー仕上げ手段
図１のコピー仕上げ手段１１２は、コピー仕上げ制御手段１１１より挿入、加工、データ
の経路などの指示を受けそれを画像記憶手段１１０に通知し、所望のコピー仕上げを行う
ものである。
【０１１６】
図３１を参照してコピー仕上げの手順の一例を説明する。
【０１１７】
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図３１において、通常のコピー仕上げでは、画像加工手段１０７から出力された画像デー
タがコピー仕上げ手段１１２に送られる（Ｒ１）。この通常のコピー仕上げの画像と同一
ジョブの挿入画像データは、画像加工手段１０７から画像記憶制御手段１０９を介して一
時、画像記憶手段１１０に格納される（Ｒ２）。このとき、コピー仕上げ手段１１１の動
作は一時停止となる。コピー処理中（Ｒ１）に予め指示された挿入位置に達したとき、す
なわち、挿入モードになると（Ｒ３）、Ｒ２で予め格納された画像データを対応するアド
レスから読み出して挿入する（Ｒ４）。Ｒ４で挿入される画像データは、外部からのデー
タやファイリングされたデータやＭａｎｙ－ｉｎ－１等の特殊処理において、一旦データ
を必要に応じて画像加工行ったものである。
【０１１８】
（１３）出力手段、ＪＯＢ仕分け手段、ＪＯＢ仕分け制御手段
出力手段１１３、ＪＯＢ仕分け制御手段１１４、ＪＯＢ仕分け手段１１５について、図３
、図３２、図３３を参照して説明する。
【０１１９】
まず、図３を参照して装置本体１０内の出力手段１１３として機能する各部の動作説明を
行う。
【０１２０】
コピー仕上げ手段１１２から出力される画像加工等の処理済みの画像データ（電気信号）
は、図３に示すように、レーザ書込部１１３ａによりレーザ光で感光体ドラム３６上にト
ナー像が形成される。すなわち、画像形成動作に対して所定のタイミングで、レジストロ
ーラ対５８が所定時間（例えばコピー用紙がＡ４の場合、０．５秒間）駆動される。それ
により、コピー用紙Ｐは感光体ドラム３６と転写チャージャ４０との間の転写部を通って
搬送され、コピー用紙Ｐにトナー像が転写される。コピー用紙Ｐは、更に、搬送ベルト６
０により定着装置５３へ搬送され、トナー像の定着後、排紙ローラ６２へ搬送される。
【０１２１】
次に、図３、図３２、図３３を参照して装置本体１０内のＪＯＢ仕分け制御手段１１４、
ＪＯＢ仕分け手段１１５として機能する各部の動作説明を行う。
【０１２２】
レジストローラ対５８の駆動と同時に、ソレノイド９５が励磁されフラッパ９４が仕分け
位置へ切り換えられるとともに、ソータ７１内の種々のローラおよび搬送ベルト９８が駆
動される。なお、仕分けヘッド９６は、コピー動作開始時、最上部の仕分けトレイ（第１
の仕分けトレイ）７５と対向する位置に保持されている。
【０１２３】
それにより、排出ローラ対６２により装置本体１０の排出口５４から排出されソータ７１
内へ送られたコピー用紙は、フラッパ９４およびガイドローラ９７により仕分け通路１０
５へ送られ、更に、搬送ベルト９８によって仕分けヘッド９６まで搬送される。そして、
コピー用紙Ｐは、仕分けヘッド９６の送りローラ９６ａにより第１の仕分けトレイ７５へ
集積される。
【０１２４】
ピックアップローラ５６により第１あるいは第２の用紙カセット４８、５０から１枚ずつ
取り出された用紙Ｐは、給紙ローラ対５７によりレジストローラ対５８へ送られる。そし
て、コピー用紙Ｐは、レジストローラ対５８により先端が整位された後、転写部に送られ
る。転写部において、感光体ドラム３６上に形成された現像剤像、つまり、トナー像が、
転写チャージ４０により用紙Ｐ上に転写される。
【０１２５】
トナー像の転写されたコピー用紙Ｐは、剥離チャージャ３９からのＡＣコロナ放電および
剥離爪４２の作用により感光体ドラム３６表面から剥離され、搬送路５２の一部を構成す
る搬送ベルト６０を介して定着装置５３に搬送される。そして、定着装置５３によって現
像剤像がコピー用紙Ｐに溶融定着された後、用紙Ｐは、給紙ローラ対６１および排紙ロー
ラ対６２により排出口５４から排出される。
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【０１２６】
また、搬送路５２の下方には、定着装置５３を通過したコピー用紙Ｐを反転して再びレジ
ストローラ対５８へ送る反転機構６４が設けられている。反転機構６４は、コピー用紙Ｐ
を一時的に集積する一時集積部６５と、搬送路５２から分岐し、定着装置５３を通過した
コピー用紙Ｐを反転して一時集積部６５に導く反転路６６と、一時集積部に集積されたコ
ピー用紙Ｐを一枚ずつ取り出すピックアップローラ６７と、取り出された用紙を搬送路６
８を通してレジストローラ対５８へ給紙する給紙ローラ６９と、を備えている。また、搬
送路５２と反転器６６との分岐部には、コピー用紙Ｐを排出口５４あるいは反転器６６に
選択的に振り分ける振り分けゲート７０が設けられている。
【０１２７】
両面コピーを行う場合、定着装置５３を通過したコピー用紙Ｐは、振り分けゲート７０に
より反転路６６に導かれ、反転された状態で一時集積部６５に一時的に集積された後、ピ
ックアップローラ６７および給紙ローラ対６９により、搬送路６８を通してレジストロー
ラ対５８へ送られる。そして、用紙Ｐはレジストローラ対５８により整位された後、再び
転写部に送られ、コピー用紙Ｐの裏面にトナー像が転写される。その後、コピー用紙Ｐは
、搬送路５２、定着装置５３および排紙ローラ６２を介して排紙トレイ５５上に排紙され
る。
【０１２８】
図３および図３２に示すように、複写機は装置本体１０の排出口５４から排出された複写
済みの多数枚のコピー用紙Ｐを任意に仕分けして集積するソータ７１を備えている。
【０１２９】
ソータ７１は、排出口５４に接続されているとともに装置本体１０に並んで配置された筐
体７２を有している。装置本体１０の反対側に位置した筐体７２の側面は開口７３を有し
ている。また、筐体７１には、装置本体１０から排出されたコピー用紙Ｐを集積するため
の多数のトレイが垂直方向に沿って積層状態に取り付けられている。これらのトレイは、
最上部に位置したノンソートトレイ７４、およびノンソートトレイの可能に所定の隙間を
持って積層された多数の仕分けトレイ７５を含んでいる。そして、これらのノンソートト
レイ７４および仕分けトレイ７５は、開口７３から筐体７２の外方へ延出している。
【０１３０】
また、筐体７２内には、排出口５４に隣接して位置した入口ローラ対７６、入口ローラ７
６により排出路７７を通して送られたコピー用紙Ｐをノンソートトレイ７４上に排出する
出口ローラ対７８、入口ローラ対と出口ローラ対との間に位置した振り分け手段としての
フラッパ９４、入口ローラはフラッパとの間に位置しコピー用紙Ｐの到達を検出する用紙
センサ１０３が設けられている。
【０１３１】
フラッパ９４は、入口ローラ７６から送られてきたコピー用紙Ｐを出口ローラ７８に導く
図３３に示す排出位置と、入口ローラ７６から送られてきたコピー用紙を仕分けトレイ７
５側へ導く仕分け位置との間を回動自在に設けられ、ソレノイド９５により両位置間を切
り換えられる。
【０１３２】
図３、図３２、図３３に示すように、ソータ７１は、筐体７２内において、仕分けトレイ
７５の積層方向、つまり、垂直方向に沿って仕分けトレイ基端部近傍を移動自在に設けら
れた仕分けヘッド９６と、入口ローラ７６とフラッパ９４との間に設けられたガイドロー
ラ９７と、ガイドローラ９７の下方に垂直方向に沿って配設された搬送ベルト９８と、を
備えている。入口ローラ７６、出口ローラ８７、ガイドローラ９７および搬送ベルト９８
は後述する送りモータ１０６により駆動される。
【０１３３】
仕分け手段として作用する仕分けヘッド９６は、垂直方向に延びるガイドロッド１００に
支持され、後述する昇降モータ１０２によって昇降駆動される。また、仕分けヘッド９６
には、一対の送りローラ９６ａが取り付けられている。仕分けヘッド９６とフラッパ９４
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との間には、仕分けヘッドの昇降動作に応じて伸縮されるガイドシート１０４が設けられ
、このガイドシートとガイドローラ９７および搬送ベルト９８との間に、フラッパ９４か
ら仕分けヘッド９６まで延びる仕分け通路１０５が形成されている。
【０１３４】
そして、図３２に示すように、フラッパ９４が仕分け位置に切り換えられた状態において
、装置本体１０の排出口５４から排出されたコピー用紙Ｐは、入口ローラ７６により送ら
れ、フラッパ９４およびガイドローラ９７により仕分け通路１０５へ導かれる。更に、コ
ピー用紙Ｐは、搬送ベルト９８により仕分けヘッド９６まで送られた後、送りローラ９６
ａによって、仕分けヘッド９６と対向する仕分けトレイ７５上に排出される。
【０１３５】
ノンソートトレイ７４および各仕分けトレイ７５の基端部にはそれぞれ位置検出センサ１
０８が取り付けられている。そして、これらの位置検出センサ１０８により、仕分けヘッ
ド９６の位置が検出される。
【０１３６】
ＪＯＢ仕分け手段１１４は、スタック、打ち合い等のソータの機能や、ジョブ単位のステ
ープルといった機能を具備するものである。
【０１３７】
（１４）画像ファイル制御手段
図１の画像ファイル制御手段１１６は、操作手段１０３やセパレータシート認識手段１０
５などの指示に応じて予めファイルされたドキュメントデータを画像ファイリング手段１
１７から読み出し、前述の画像記憶制御手段１０９を通して画像記憶手段１１０に格納し
、それがコピー仕上げ手段１１２にて読み出され、必要であれば画像加工などを行い、フ
ァイリングされたドキュメントの挿入や再出力を可能とするものである。
【０１３８】
（１５）画像ファイリング手段
画像ファイリング手段１１７は良く知られている簡易画像ファイル手段であり、各ジョブ
にＩＤ、日付などを付与し、一時記録するものである。ファイル容量が少なくなると、古
い順から除去し、新たなジョブを次々と格納する。
【０１３９】
（１６）システム制御／管理手段
システム制御／管理手段１１８は、本装置全体の制御／管理を行うもので、全てのブロッ
クにおけるクロック、制御信号、ブロック間のやりとりのタイミング制御信号などを発生
し、それぞれのブロックに供給するようになっている。
【０１４０】
（１７）自動識別手段
自動識別手段１１９は、入力原稿の特徴、複雑度などを検知し、その検知情報を設定値記
憶手段１０４、画像加工手段１０７などとやり取りを行い、ユーザの指示に誤りが有るか
否かをチェックし、もしあれば、対応する最適な設定における試し刷りなどを要求するよ
うになっている。また、複雑度の高い原稿においても試し刷りを要求するものである。
【０１４１】
次に、図１の画像形成装置（複写機）の動作について説明する。
【０１４２】
まず、以下の説明において用いる用語を定義する。
【０１４３】
普通原稿とは、主に、ＡＤＦに対応できる読みとり対象の原稿をいう。
【０１４４】
普通コピーとは、主に、普通原稿の画像を所定の用紙に複写したものをいう。
【０１４５】
特殊原稿とは、ＡＤＦに対応できない、例えば、本／雑誌等の原稿、特殊処理を施す必要
のある原稿をいう。
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【０１４６】
特殊コピーとは、特殊原稿の画像を所定の用紙に複写したものをいう。
【０１４７】
特殊処理とは、複数毎の原稿のうちの数枚の原稿に対しては、他の原稿とは異なる画像加
工処理を施す場合、その数枚の原稿に施す画像加工処理をいう。
【０１４８】
ジョブ（ＪＯＢ）とは、複写機にて複写処理を実行する際の１処理単位で、ユーザにより
指定されるものである。
【０１４９】
（１８）動作説明Ａ：ＡＤＦにて対応できない原稿のコピーを操作手段で指定された位置
に挿入
ＡＤＦ（自動紙送り）手段１０１にて複数枚（例えば１００枚）の原稿（普通原稿）をコ
ピーし、それに、ＡＤＦ（自動紙送り）手段１０１で対応できない本／雑誌などの原稿（
特殊原稿）のコピー（特殊コピー）を挿入する場合を例にとり、図１の画像形成装置（複
写機）の動作について、図３４に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１５０】
ステップＳ１：　図１の操作手段１０３から図３５（ａ）に示すように特殊複写モードで
ある挿入モードを選択し、特殊コピーの挿入ページ数（図３５（ｂ）参照）、挿入位置（
図３５（ｃ）参照）等の情報を指定すると、その設定値が設定値記憶手段１０４に記憶さ
れる。
【０１５１】
ステップＳ２：　画像読み取り手段１０２の原稿台に本／雑誌等の特殊原稿を置き、その
特殊原稿の画像を読み取り、画像加工手段１０７にて所定の画像加工を行った後、画像記
憶制御手段１０９を介して画像記憶手段１１０に保存する。
ステップＳ３～ステップＳ６：　ＡＤＦ手段１０１と画像読み取り手段１０２にて複数枚
の普通原稿を読み取り、画像加工手段１０７にて所定の画像加工を行い、コピー仕上げ手
段１１２を介して出力手段１１３から出力する。
【０１５２】
ステップＳ４：　普通原稿の処理中、予め設定された特殊コピーの挿入位置にに合わせて
ＡＤＦ手段１０１、画像読み取り手段１０２が一時停止される。
【０１５３】
ステップＳ９：　設定値記憶手段１０４から特殊コピーの挿入に関する情報がコピー仕上
げ制御手段１１１に供給され、さらに、コピー仕上げ制御手段１１１からコピー仕上げ手
段１１０に特殊コピーの挿入指示が与えられる。
【０１５４】
ステップＳ１０：　コピー仕上げ手段１１２は、事前に画像記憶手段１１０に保存されて
いる特殊原稿の画像を画像記憶制御手段１０９を介して読み出し、コピー出力手段１１３
から特殊コピーとして出力する。
【０１５５】
ステップＳ７～ステップＳ８：　特殊コピーの挿入操作が終わると、再びＡＤＦ手段１０
１、画像読み取り手段１０２が動作を開始し、普通原稿の連続読み取り、画像加工、出力
を再開する。セットされた原稿がなくなるまで、ステップＳ４～ステップＳ７を繰り返す
。
【０１５６】
このようにして、操作手段１０３で、普通コピー中の特殊コピーの挿入位置、挿入ページ
等を予め指示することにより、複数の特殊コピーを連続して、あるいは、別々の位置にペ
ージ挿入することが簡単な指示で行うことができ、従来行われていたコピー後の仕上げの
整理時間と特殊コピーの挿入指示にかかる手間を省くことが可能となり、特に、複数枚の
特殊コピーを挿入する必要がある場合や、部数が多い場合には、ユーザの利便性の向上が
図れる。
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【０１５７】
（１９）動作説明Ｂ：ＡＤＦにて対応できない原稿のコピーをセパレータシートの挿入位
置に挿入
ＡＤＦ（自動紙送り）手段にて複数枚（例えば１００枚）の原稿（普通原稿）をコピーし
、それに、ＡＤＦ（自動紙送り）手段１０１で対応できない本／雑誌などの原稿（特殊原
稿）のコピー（特殊コピー）を挿入する場合を例にとり、図１の画像形成装置（複写機）
の動作について、図３６に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１５８】
ステップＳ１１：　図１の操作手段１０３から図３５（ａ）に示すように特殊複写モード
である挿入モードを選択する。
【０１５９】
ステップＳ１２：　画像読み取り手段１０２の原稿台に本／雑誌等のや特殊原稿を置き、
その特殊原稿の画像を読み取り、画像加工手段１０７にて画像加工を行った後、画像記憶
制御手段１０９を介して画像記憶手段１１０に保存する。
【０１６０】
ステップＳ１３～ステップＳ１６：　普通原稿束中の特殊コピーの挿入位置に図３７に示
すようにセパレータシートを挿入して、その原稿束をＡＤＦ手段１０１の所定の位置にセ
ットし、画像読み取り手段１０２にて複数枚の原稿を読み取り、画像加工手段１０７にて
所定の画像加工を行い、コピー仕上げ手段１１２を介して出力手段１１３から出力する。
【０１６１】
ステップＳ１４、ステップＳ１９：普通原稿の処理中、セパレータシート認識手段１０５
にてセパレータシートが認識された場合、その挿入位置等の情報がコピー仕上げ制御手段
１１１に供給され、さらに、コピー仕上げ制御手段１１１からコピー仕上げ手段１１０に
特殊コピーの挿入指示が与えられる。
【０１６２】
ステップＳ２０：　コピー仕上げ手段１１２は、事前に画像記憶手段１１０に保存されて
いる特殊原稿を画像記憶制御手段１０９を介して読み出し、コピー出力手段１１３から特
殊コピーとして出力する。
【０１６３】
ステップＳ１７～ステップＳ１８：　特殊コピーの挿入操作が終わると、再びＡＤＦ手段
１０１、画像読み取り手段１０２にて、ＡＤＦ手段１０１にセットされた次の原稿からの
連続読み取り、画像加工、出力を続行する。セットされた原稿がなくなるまで、ステップ
Ｓ１４～ステップＳ１７を繰り返す。
【０１６４】
このようにして、原稿束中の所望の位置にセパレータシートを挿入することにより、複数
の特殊コピーを連続して、あるいは、別々の位置にページ挿入することが簡単な指示で行
うことができ、従来行われていたコピー後の仕上げの整理時間や、特殊コピーの挿入指示
にかかる手間を省くことが可能となり、特に、複数枚の特殊コピーを挿入する必要がある
場合や、部数が多い場合には、ユーザの利便性の向上が図れる。
【０１６５】
（２０）動作説明Ｃ：特殊原稿の特殊処理および挿入を操作手段で指定する場合複数枚の
原稿のうちの例えば１枚の原稿に対しては他の原稿の画像加工とは異なる画像加工を施す
（例えば、他の原稿がモノクロの画像加工を施すの対し、その１枚の原稿にはカラーの画
像加工を施す）場合について、図３４に示すフローチャートを参照して説明する。このよ
うな複数毎の原稿のうちの一部の原稿に対し、他の原稿とは異なる画像加工処理を施す場
合、ここでは、その一部の原稿に施す画像加工処理を特殊処理と呼ぶことにする。特殊処
理としては、例えば、不要領域除去処理等であってもよい。
【０１６６】
ステップＳ１：　図１の操作手段１０３から図３８（ａ）に示すように特殊処理モードを
選択し、特殊処理を施す原稿（特殊原稿）のページ数（図３８（ｂ）参照）、特殊処理（
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図３８（ｃ）参照）、特殊処理を施した特殊コピーの挿入位置（図３８（ｄ）参照）等の
情報を指定すると、その設定値が設定値記憶手段１０４に記憶される。
【０１６７】
ステップＳ２：　ＡＤＦ手段１０１と画像読み取り手段１０２にて特殊原稿の画像を読み
取り、画像加工制御手段１０６は、設定値記憶手段１０４に記憶された値を基に画像加工
処理の設定を行い、その設定に従って、画像加工手段１０７にて特殊処理を行った後、画
像記憶制御手段１０９を介して画像記憶手段１１０に保存する。
【０１６８】
ステップＳ３～ステップＳ６：　ＡＤＦ手段１０１と画像読み取り手段１０２にて複数枚
の普通原稿を読み取り、画像加工手段１０７にて所定の画像加工を行い、コピー仕上げ手
段１１２を介して出力手段１１３から出力する。
【０１６９】
ステップＳ４：　普通原稿の処理中、予め設定された特殊コピーの挿入位置にに合わせて
ＡＤＦ手段１０１、画像読み取り手段１０２が一時停止される。
【０１７０】
ステップＳ９：　設定値記憶手段１０４から特殊コピーの挿入に関する情報がコピー仕上
げ制御手段１１１に供給され、さらに、コピー仕上げ制御手段１１１からコピー仕上げ手
段１１０に特殊コピーの挿入指示が与えられる。
【０１７１】
ステップＳ１０：　コピー仕上げ手段１１２は、事前に画像記憶手段１１０に保存されて
いる特殊原稿の画像を画像記憶制御手段１０９を介して読み出し、コピー出力手段１１３
から特殊コピーとして出力する。
【０１７２】
ステップＳ７～ステップＳ８：　特殊コピーの挿入操作が終わると、再びＡＤＦ手段１０
１、画像読み取り手段１０２が動作を開始し、普通原稿の連続読み取り、画像加工、出力
を再開する。セットされた原稿がなくなるまで、ステップＳ４～ステップＳ７を繰り返す
。
【０１７３】
このようにして、操作手段１０３で、普通コピー中の特殊コピーの挿入位置、挿入ページ
等を予め指示することにより、特殊コピーの特殊処理と挿入指示の簡略化が図れ、従来の
ように、特殊コピーの挿入操作の手間や、一部の原稿のみに不要領域除去処理等の特殊処
理を施せばよいところを全ての原稿にそのような特殊処理を行わなければならなといった
無駄が省け、処理時間の短縮が図れるとともに、複写動作が効率よく行える。また、ユー
ザの利便性の向上が図れる。
【０１７４】
（２１）動作説明Ｄ：　特殊処理を施す特殊原稿のコピーの挿入位置をセパレータシート
の挿入位置にて指定する場合
複数枚の原稿のうちの例えば１枚の原稿に対しては他の原稿の画像加工とは異なる画像加
工を施す（例えば、他の原稿がモノクロの画像加工を施すの対し、その１枚の原稿にはカ
ラーの画像加工を施す）場合について、図３６に示すフローチャートを参照して説明する
。
【０１７５】
ステップＳ１１：　図１の操作手段１０３から図３９（ａ）に示すように特殊複写モード
である挿入モードを選択し、特殊処理を施す原稿（特殊原稿）のページ数（図３９（ｂ）
参照）、特殊処理（図３８（ｃ）参照）等の情報を指定すると、その設定値が設定値記憶
手段１０４に記憶される。
【０１７６】
ステップＳ１２：　ＡＤＦ手段１０１と画像読み取り手段１０２にて挿入順に特殊原稿の
画像を読み取り、画像加工制御手段１０６は、設定値記憶手段１０４に記憶された値を基
に画像加工処理の設定を行い、その設定に従って、画像加工手段１０７にて特殊処理を行
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った後、画像記憶制御手段１０９を介して画像記憶手段１１０に保存する。
【０１７７】
ステップＳ１３～ステップＳ１６：　普通原稿束中の特殊コピーの挿入位置に図３７に示
すようにセパレータシートを挿入して、その原稿束をＡＤＦ手段１０１の所定の位置にセ
ットし、画像読み取り手段１０２にて複数枚の原稿を読み取り、画像加工手段１０７にて
所定の画像加工を行い、コピー仕上げ手段１１２を介して出力手段１１３から出力する。
【０１７８】
ステップＳ１４、ステップＳ１９：普通原稿の処理中、セパレータシート認識手段１０５
にてセパレータシートが認識された場合、その挿入位置等の情報がコピー仕上げ制御手段
１１１に供給され、さらに、コピー仕上げ制御手段１１１からコピー仕上げ手段１１０に
特殊コピーの挿入指示が与えられる。
【０１７９】
ステップＳ２０：　コピー仕上げ手段１１２は、事前に画像記憶手段１１０に保存されて
いる特殊原稿の画像を画像記憶制御手段１０９を介して読み出し、コピー出力手段１１３
から特殊コピーとして出力する。
【０１８０】
ステップＳ１７～ステップＳ１８：　特殊コピーの挿入操作が終わると、再びＡＤＦ手段
１０１、画像読み取り手段１０２にて、ＡＤＦ手段１０１にセットされた次の原稿からの
連続読み取り、画像加工、出力を続行する。セットされた原稿がなくなるまで、ステップ
Ｓ１４～ステップＳ１７を繰り返す。
【０１８１】
このようにして、操作手段１０３で普通コピー中に挿入される特殊コピーの投手処理を指
定して、その徒手コピーの挿入位置をセパレータシートの挿入位置にて指示することによ
り、特殊コピーの特殊処理と挿入指示の簡略化が図れ、従来のように、特殊コピーの挿入
操作の手間や、一部の原稿のみに不要領域除去処理等の特殊処理を施せばよいところを全
ての原稿にそのような特殊処理を行わなければならなといった無駄が省け、処理時間の短
縮が図れ、効率よく複写動作が行える。また、ユーザの利便性の向上が図れる。
【０１８２】
（２２）動作説明Ｅ：　原稿中に挿入されたセパレータシートにて特殊原稿の特殊処理を
指定する場合
ＡＤＦ（自動紙送り）手段１０１にセットされる複数枚の原稿のうちの数枚の原稿に対し
ては他の原稿の画像加工とは異なる画像加工を施す（例えば、他の原稿がモノクロの画像
加工を施すの対し、その数枚の原稿にはカラーの画像加工を施す）場合について、図４０
に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１８３】
ステップＳ３１：　図１の操作手段１０３から特殊処理（例えば、カラーの画像加工処理
、不要領域除去処理等）とセパレータシートとを対応付ける。
【０１８４】
例えば、赤のセパレータシートが写真用の画像加工処理、青のセパレータシートが不要領
域除去処理と対応づけておく。ここで設定された対応付けは、例えば、セパレータシート
認識手段１０５のセパレータ通知手段５０６に具備された認識テーブルに登録される。
【０１８５】
ステップＳ３２～ステップＳ３５：　特殊原稿の前に図４１に示すように、原稿束中の特
殊原稿の前に特殊処理に対応するセパレータシートを挿入し、その原稿束をＡＤＦ手段１
０１の所定の位置にセットし、画像読み取り手段２にて複数枚の原稿を読み取り、画像加
工手段７にて画像加工を行い、コピー仕上げ手段１２を通して出力手段１３にて出力され
る。
【０１８６】
ステップＳ３３、ステップＳ３８～４１：　普通原稿の処理中、セパレータシート認識手
段１０５にてセパレータシートが認識された場合、その色に対応する特殊処理に関する情
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報を認識テーブルから読み出して、設定値記憶手段１０４、画像加工制御手段１０６に供
給し、次の特殊原稿に対して施すべき処理への切り換えやパラメータ設定を行う。その後
、画像読取手段１０２で読み取られた特殊原稿の画像に対し、画像加工手段１０７で指定
された特殊処理が施された後、出力手段１１３から出力される。
【０１８７】
ステップＳ３６～ステップＳ３７：　特殊原稿の画像に対する特殊処理が終わると、再び
画像加工制御手段１０７は従来の処理設定やパラメータに切り換え、通常のコピー仕上げ
に入る。そして、ＡＤＦ手段１０１にセットされた次の原稿からの連続読み取り、画像加
工、出力を続行する。セットされた原稿がなくなるまで、ステップＳ３３～ステップＳ３
７を繰り返す。
【０１８８】
このようにして、操作手段１０３から特殊処理（例えば、カラーの画像加工処理、不要領
域除去処理等）とセパレータシートとの対応付けを行い、原稿束中の特殊原稿の前に特殊
処理に対応するセパレータシートを挿入することにより、特殊原稿の位置と、その特殊原
稿に対する特殊処理の指示の簡略化が図れるとともに、普通コピーの束にユーザが特殊コ
ピーを挿入するといあった手間を省くことが可能となる。さらに、特殊コピーの挿入処理
、特殊処理を施した画像を一時格納する格納メモリなども不要となる。また、特殊処理が
時間のかかるものであれば、全ての原稿を特殊処理にしてしまうとコピースピードが落ち
るという観点から考えても、この方法を取り入れることにより効率のよい複写動作が可能
となる。
【０１８９】
（２３）動作説明Ｆ：セパレータシートに付与されたＩＤにて特殊処理を指定する場合
ＡＤＦ（自動紙送り）手段１０１にセットされる複数枚の原稿のうちの数枚の原稿に対し
ては他の原稿の画像加工とは異なる画像加工を施す（例えば、他の原稿がモノクロの画像
加工を施すの対し、その数枚の原稿にはカラーの画像加工を施す）場合について、図４２
に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１９０】
ステップＳ５１：図１の操作手段１０３から、所望の画像加工処理を組み合わせて、その
組み合わせに対し識別情報（ＩＤ）を対応付ける。さらに、その組み合わされた各処理の
パラメータを設定する。このように設定された内容は、設定値記憶手段１０４に、例えば
、図３６に示したようなテーブル形式で記憶される。
【０１９１】
図４３に示すように、ハイパスのフィルタリング処理、γ補正処理、階調処理を組み合わ
せて、１つのＩＤ「１」を付与した場合、その各処理のパラメータは、フィルタ係数、処
理の要／不要、ディザ／誤差拡散となる。
【０１９２】
ステップＳ５２～ステップＳ５３：　ユーザが操作手段１０３に表示された処理の組み合
わせから所望の組み合わせのＩＤを選択して、セパレータシートの出力を指示すると、設
定値記憶手段１０４は、選択されたＩＤを、例えば、図４４に示したように、周期的なパ
ターンに展開し、それを出力手段１１３に供給して、所定の用紙に印刷することにより、
セパレータシートを出力する。
【０１９３】
ステップＳ３２～ステップＳ３７：　以下の処理は、図４０とほぼ同様であるが、異なる
のは、ステップＳ３８で、セパレータシートが認識されると、セパレータ認識手段にてセ
パレータシート上のＩＤも検知され、その検知されたＩＤに関する情報を設定値記憶手段
１０４に供給される。
【０１９４】
設定値記憶手段１０４は、供給されたＩＤに関する情報を基に、ＩＤに対応する処理の組
み合わせ、処理のパラメータ等を画像加工制御手段６に供給し、画像加工制御手段６は次
の特殊原稿に対して施すべき処理への切り換えやパラメータ設定を行う。
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【０１９５】
このようにして、所望の画像加工処理を組み合わせて１つのＩＤを付与し、このＩＤをセ
パレータシートに印刷して、原稿束中の特殊原稿の前に適当なセパレータシートを挿入す
ることにより、特殊原稿の位置と、その特殊原稿に対する特殊処理の指示の簡略化が図れ
るとともに、普通コピーの束にユーザが特殊コピーを挿入するといあった手間を省くこと
が可能となる。また、ユーザの好みの細かい画像加工処理の設定等が可能となり、普通コ
ピーの束にユーザが特殊コピーを挿入するといあった手間を省くことが可能となる。さら
に、特殊コピーの挿入処理、特殊処理を施した画像を一時格納する格納メモリなども不要
となる。また、特殊処理が時間のかかるものであれば、全ての原稿を特殊処理にしてしま
うとコピースピードが落ちるという観点から考えても、この方法を取り入れることにより
効率のよい複写動作が可能となる。
【０１９６】
以上の動作説明Ａ～Ｆは、１つのジョブの場合を例にとり説明したが、次に、複数ジョブ
の場合について説明する。すなわち、複数の複写ジョブを仕上げる場合、従来はそれらを
一度に実行することができず、それぞれのジョブを別個に行っていた。
【０１９７】
そこで、以下の動作説明Ｇ～Ｉに、複数のジョブを１回のコピー操作で仕上げ、各ジョブ
毎にコピー出力を仕分ける場合を説明する。
【０１９８】
（２４）動作説明Ｇ：操作手段からの部数の指示、セパレータシートにてジョブの区切り
を指示
手順１：　複数ジョブに必要な部数情報を操作手段１０３から入力する。例えば１００枚
の原稿のうち、最初の２０枚をＪＯＢ１、次の３０枚をＪＯＢ２と、残りの５０枚をＪＯ
Ｂ３とし、それぞれのＪＯＢを３部ずつ、あるいは、ＪＯＢ１を３部、ＪＯＢ２を５部、
ＪＯＢ３を１０部必要とした場合、部数に関する情報を操作手段１０３から入力する。こ
の入力値は設定値記憶手段１０４に格納される。
【０１９９】
手順２：　各ジョブの区切りあるいは次のジョブの始まりを指示するためにセパレータシ
ートを図４５、図４６に示すように挿入する。
【０２００】
手順３：　ＡＤＦ手段１０１と、画像読み取り手段１０２にて読み取られた原稿の画像を
画像加工手段１０７にて画像処理を行い、それを出力手段１１３にて出力し、操作手段１
０３、設定値記憶手段１０４から与えられる各ジョブの部数情報に応じて同じ原稿の読み
込み、出力を繰り返す。
【０２０１】
ＪＯＢ仕分け手段１１５は、繰り返し出力されるコピーをソータにて仕分けする。
【０２０２】
手順４：　以上の複写処理中に、セパレータシート認識手段１０５で読み取り画像がジョ
ブの区切り／始まりを示すセパレータシートであることが認識されると、ジョブの区切り
／始まりを認識した旨をＪＯＢ仕分け制御手段１１５に通知する。
【０２０３】
手順５：　ＪＯＢ仕分け制御手段１１５は、セパレータシート認識手段１０５から与えら
れたジョブの区切り／始まり情報からＪＯＢ仕分け手段１１４の制御を行い、そのジョブ
の最終仕上げ（例えば、ステープル）を行い、操作手段１０３、設定値記憶手段１０４か
ら与えられる部数情報を基に、次のジョブの処理に移る。以下、前述同様に、全てのジョ
ブについて、ＪＯＢ仕分け手段１１４はＪＯＢの仕分け制御手段１１５の指示に従って仕
分けを行う（図４７、図４８参照）。
【０２０４】
このようにして、操作手段１０３から各ジョブの部数を指定し、セパレータシートを原稿
束に挿入してジョブの区切り／始まりを指示することにより、ＡＤＦ手段１０１を用いて
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、複数ジョブの一括複写処理が簡単な指示を与えるだけで容易に行える。
【０２０５】
（２５）動作説明Ｈ：セパレータシートにてジョブの区切りと各ジョブの部数を指示
手順１：　例えば１００枚の原稿のうち、最初の２０枚をＪＯＢ１、次の３０枚をＪＯＢ
２と、残りの５０枚をＪＯＢ３とし、それぞれのＪＯＢを３部ずつ、或いは、ＪＯＢ１を
３部、ＪＯＢ２を５部、ＪＯＢ３を１０部必要とした場合、各ＪＯＢの始まり位置にセパ
レータシートを挿入することで各ジョブの始まりを指示し、また、各ジョブの部数は、図
４９に示すように、セパレータシートに印刷された、例えば周期パターンコード（ＩＤ）
により、あるいは、図５０に示したように、必要部数分だけセパレータシートを挿入する
ことにより指示する。
【０２０６】
手順２：　ＡＤＦ手段１０１と、画像読み取り手段１０２にて読み取られた画像を画像加
工手段１０７にて画像処理を行い、セパレータシート認識手段５にて入力された画像がジ
ョブの始まりを示すセパレータシートであることが認識されたとき、その旨と部数情報を
ＪＯＢ仕分け制御手段１１５と画像入力手段１０２に与える。
【０２０７】
手順３：　画像入力手段１０２は、部数情報に対応して同じ原稿の読み込みを繰り返す。
ＪＯＢ仕分け制御手段１１５はセパレータシート認識手段１０５から与えられたジョブの
始まり情報と部数情報を基にＪＯＢ仕分け手段１１４の制御を行い、ＪＯＢ仕分け手段１
１４はそれに対応してそのジョブの仕分けを行う。
このようにして、セパレータシートに部数情報（部数を表したＩＤの付与、必要部数と同
一枚数のセパレータシートを挿入）を付与し、このセパレータシートを原稿束に挿入して
、各ジョブの始まりと各ジョブの部数を指示することにより、ＡＤＦ手段１０１を用いて
、複数ジョブの一括複写処理が簡単な指示を与えるだけで容易に行える。
【０２０８】
（２６）動作説明Ｉ：セパレータシートにてジョブの区切りと各ジョブの部数を指示（電
子ソータ機能を具備した複写機の場合）
手順１：　例えば１００枚の原稿のうち、最初の２０枚をＪＯＢ１、次の３０枚をＪＯＢ
２と、残りの５０枚をＪＯＢ３とし、それぞれのＪＯＢを３部ずつ、或いは、ＪＯＢ１を
３部、ＪＯＢ２を５部、ＪＯＢ３を１０部必要とした場合、各ＪＯＢの始まり位置にセパ
レータシートを挿入することで、各ジョブの始まりを指示し、また、各ジョブの部数は、
図４９に示すように、セパレータシートに印刷された、例えば周期パターンコード（ＩＤ
）により、あるいは、図５０に示したように、必要部数分だけセパレータシートを挿入す
ることにより指示する。手順２：　ＡＤＦ手段１０１と、画像読み取り手段１０２にて読
み取られた画像を画像加工手段７にて画像処理を行い、画像記憶制御手段９を経由して画
像記憶手段１０に記憶する。
【０２０９】
手順３：　セパレータシート認識手段１０５にて、読み取った原稿の画像がジョブの始ま
りを示すセパレータシートであるが認識されたとき、その旨と部数情報をＪＯＢ仕分け制
御手段１１５とコピー仕上げ制御手段１１１に与える。
【０２１０】
手順４：　コピー仕上げ制御手段１１１は、ジョブ開始情報と部数情報に対応してコピー
仕上げ手段１１２を制御し、コピー仕上げ制御手段１１２は、画像記録手段１０から同じ
原稿情報を繰り返して読み出し、コピー出力手段１３にて出力する。
【０２１１】
手順５：　ＪＯＢ仕分け制御手段１１５は、セパレータシート認識手段１０５から与えら
れたジョブの始まり情報と、部数情報を基にＪＯＢ仕分け手段１１４の制御を行い、ＪＯ
Ｂ仕分け手段１１４はそれに対応してそのジョブの仕分けを行う（図５１、図５２参照）
。
【０２１２】
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このようにして、セパレータシートに部数情報（部数を表したＩＤの付与、必要部数と同
一枚数のセパレータシートを挿入）を付与し、このセパレータシートを原稿束に挿入して
、各ジョブの始まりと各ジョブの部数を指示することにより、ＡＤＦ手段１０１を用いて
、複数ジョブの一括複写処理が簡単な指示を与えるだけで容易に行える。
【０２１３】
また、全ての原稿の画像を読み取って、所定の画像加工処理を施したものを一時、画像記
憶手段１１０に記憶し、最終的に予め与えられた各ジョブの部数に応じた出力を行う際に
、コピー仕上げ手段１１２で画像記憶手段１１０から同じ原稿画像を繰り返して読み出す
（電子ソータ機能）ことにより、機械的なソータの設備を具備する必要がなく、仕分け順
の管理、スキャナ駆動によるノイズの抑制が図れる。
【０２１４】
（２７）動作説明Ｊ：セパレータシートの紙サイズで各種指示を行う場合
セパレータシート認識手段１０５の説明で述べたように、複写対象の原稿と異なるサイズ
の用紙をセパレータシートとして使用し、挿入指示などの様々な指示に用いることも可能
である。
【０２１５】
例えば、原稿がＡ４の場合Ａ４以外の用紙、例えば、Ｂ５、Ａ３、または標準でないサイ
ズなど、さらに、Ａ４Ｒをセパレータシートとして、予め操作手段１０３から指示して設
定値記憶手段１０４に登録する。
【０２１６】
このようにして登録された、複写対象の原稿と異なるサイズの紙をセパレータシートとし
て使用することにより、普通紙でもセパレータシートとして用いることも可能である。
【０２１７】
（２８）動作説明Ｋ：セパレータシートの特徴で各種指示を行う場合
セパレータシート認識手段１０５の説明で述べたように、複写対象の原稿と異なる性質の
紙や媒体をセパレータシートとして使用し、挿入指定、特殊処理の指示等の様々な指示に
用いることも可能である。
【０２１８】
例えば、図１４、図１５を参照して説明したように、特定の色を持つ紙をセパレータシー
トとして使用する場合、その色性質と指示内容を予め操作手段１０３を介して設定値記憶
手段１０４に登録する。
【０２１９】
例えば、赤を写真原稿対応処理、青を不要領域除去処理などと対応付け、その色の紙をセ
パレータシートとして用いる。
【０２２０】
これにより、詳細な指示を与えることができる。紙サイズと色との組み合わせによっても
、より詳細な指示を与えることもできる。
【０２２１】
（２９）動作説明Ｌ：透過率の高いセパレータシートを用いて原稿内の領域指定を行う場
合
動作説明Ｋでは、セパレータシートの特定の特徴を用いて各種指示を行う場合について説
明したが、透過率の高い媒体をセパレータシートとして使用することも可能である。これ
によりページ単位の指示だけではなく、原稿内のエリア指定も可能である。例えば、図５
３（ａ）（ｂ）に示すように、透過率の高いものを原稿の上におき、特徴のあるマーカー
などで必要な領域を囲み、それをセパレータシートとして使用し、対応する処理などを操
作手段１０３から入力し、セパレータシートを原稿の直前においてＡＤＦなどにて読み出
しを行い、セパレータ認識手段１０５は、セパレータシート内のエリアを認識し、それを
画像加工制御手段１０６に通知し、画像加工制御手段１０６は設定値記憶手段１０４とセ
パレータシート認識手段１０５からの情報をもとに次の原稿に対して指示された処理を行
った後出力する。
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【０２２２】
図４６では、エリア内の画像のみ再現する例を示す。
【０２２３】
このようにして、原稿内のエリア毎に適応的に処理を切り換えることが可能となる。
【０２２４】
（３０）動作説明Ｍ：セパレータシートを用いてデータの挿入・合成を指示する場合
ＡＤＦ手段１０１にて複数枚の原稿をコピーし、それに、例えば、装置外部から送られて
きたデータをページ単位あるいはエリア単位に挿入を行う場合について、図５４を参照し
て説明する。
【０２２５】
手順１：　図１の操作手段１０３にて挿入モードを指示する。
【０２２６】
手順２：　外部から送られてきたデータを画像記憶制御手段１０９を介して画像記憶手段
１１０に保存する。
【０２２７】
手順３：　動作説明Ｌで述べたように、原稿上に透過率の高いセパレータシートをおき、
所定のマーカーペン等で挿入エリアを指定する。
【０２２８】
手順４：　そのセパレータシートを原稿の直前におき、ＡＤＦ手段１０１と画像読み取り
手段１０２にて複数枚の原稿を連続的に読み取り、画像加工手段１０７にて画像加工を行
い、コピー仕上げ手段１１２を通して出力手段１１３から出力する。
【０２２９】
手順５：　セパレータシート認識手段１０５にて、セパレータシートが認識されると、さ
らに、その挿入エリアの大きさなど認識され、その情報が画像加工手段１０７と、コピー
仕上げ制御手段１１１に通知され、次の原稿が読み込まれると同時に画像記憶手段１１０
から対応する挿入すべきデータが画像記憶制御手段１０９を介して画像加工手段１０７に
供給される。
【０２３０】
画像加工手段１０７内にその挿入データが原稿の画像のセパレータシートして指定された
エリアに適宜拡大あるいは縮小されて合成され、その後出力手段１１３から出力される。
【０２３１】
手順６：　指定されたエリアへの挿入データの挿入操作が終わると、再びＡＤＦ手段１０
１、画像読み取り手段１０２にて次の原稿を読み取り、通常の仕上げに入る。
【０２３２】
このようにして、通常の用紙より透過率の高いセパレータシートを用いることにより、原
稿から読み取られた画像に他のデータあるいは画像を挿入するエリア指定が容易に行え、
従って、複数枚数の原稿の複写処理時に所望のデータあるいは画像の合成も同時にしかも
容易に行える。
【０２３３】
（３１）動作説明Ｎ：原稿とセパレータシートの排紙
ＡＤＦ手段１０１にて、セパレータシートと原稿をわけて排紙する方法について説明する
。
【０２３４】
図２を参照して説明したように、原稿が搬送ベルト８８により原稿台１２上から送り出さ
れ、反転ローラ９０、フラッパ９１、及び排紙ローラ９２を通してＡＤＦ８０上面の原稿
排紙部９４に排出される。
【０２３５】
ところで、その排紙ローラの回転やそれに対応するベレキを制御することにより排出する
位置の制御が可能となる。例えばセパレータシートを排出するときは、ローラの回転速度
を早める、またはブレーキを弱めることにより力強く排出し、通常の原稿を排出する場合
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と比べて排出方向の進んだ位置で排出される。これによりＡＤＦ８０上面にセパレータシ
ートと原稿が異なる位置に排出することが可能となる。
【０２３６】
さらに、図５５に示すように、紙排出口にフラッパ２００１とセパレータシート排紙トレ
イ２００２を設け、普段はフラッパ２００１は下向きで原稿がＡＤＦ８０上面に排紙され
るように排紙経路が設定されている。セパレータシートを排紙する場合は、フラッパ２０
０１を図５５に示すように上向きに切り替え、セパレーシートをトレイ２００２に排出す
るよう排紙に経路が設定される。
【０２３７】
（３２）動作説明Ｏ：セパレータシートの登録
前述のように操作手段１０３からある特定の色やサイズの用紙をセパレータシートとして
登録できるが、ユーザの好みの色やサイズのものをセパレータシートとして登録すること
も可能である。
【０２３８】
図１の画像読み取り手段１０２にて、セパレータシートからサイズ、その他の特徴情報を
センサ等を用いて読み取り、それをセパレータシートと判断するための判断情報として設
定値記憶手段１０４に登録する。このようにして登録された用紙や媒体は、次の複写処理
実行時にセパレータシート認識手段１０５でセパレータシートを認識するために用いられ
る。
【０２３９】
例えば、まず操作手段１０３にてセパレータシート登録アイテムを選択し、ＡＤＦ手段１
０１にて、画像読み取り手段１０２の原稿台上にセパレータシートとして登録したい用紙
を送り、図７～図１１に説明したサイズ検知手段にてその用紙の幅や長さ情報を計測し、
それをセパレータシートとして登録することができる。さらに、操作手段１０３にて、そ
のセパレータシートに対応付ける複写機への指示内容（挿入指示、特殊処理の指示等）も
登録することが可能である。
【０２４０】
同様にして、図１４、図１５に説明した色検知手段を用いて、ある特定の色の用紙をセパ
レータシートとして設定値記憶手段１０４に登録できれば、図１６、図１７の高透過率媒
体をセパレータシートとして登録することもできる。
【０２４１】
このようにして、ユーザが自分の好みの特徴あるものをセパレータシートとして登録でき
るだけではなく、入力系やセンサなどのばらつきなどもある程度吸収することができ、実
際の複写処理時に、より正確にセパレータシートの認識が可能となる。
【０２４２】
（３３）処理動作Ｐ：処理内容詳細出力
１つのジョブの複写処理が終わると、ユーザの要求しとて操作手段１０３から指示があれ
ば、そのジョブの処理内容の詳細を設定値記憶手段１０４から読み出してユーザに提示す
ることもできる。
【０２４３】
例えば、設定値記憶手段１０４から読み出された設定値が内部マイコンにてビット展開さ
れて、図５６に示すように、出力される。
【０２４４】
このようにして出力された詳細情報のシートの内容を、図１の画像読み取り手段１０２か
ら読み取り、図１の画像ファイリング手段１１７に格納しておく。
【０２４５】
この画像ファイリング手段１１７に格納された詳細情報のシートの内容を他のジョブに仕
上げの際に用いることもできる。
【０２４６】
例えば、ジョブの開始時に操作手段１０３から画像ファイリング手段１１７に格納された
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詳細情報のシートを選択すると、画像ファイリング手段１１７から選択された詳細情報の
シートの内容が画像ファイル制御手段１１６、画像記憶制御手段１０９を介して読み出さ
れ、画像記憶手段１１０に格納される。ジョブが開始されると、コピー仕上げ手段１１２
は、画像記憶手段１１０から、その選択された詳細情報のシートの内容を読み出して、そ
れを基に所定の設定を行ってコピー仕上げを行い、出力手段１１３から出力する。
【０２４７】
画像ファイリング手段１１７に格納された詳細情報のシートを新たに選択しなければ、次
のジョブを実行する際には、前回のジョブのときと同じ設定になり、原稿をもう一回読み
込むだけで、前回と同じ仕上げを行うことが可能である。
【０２４８】
（３４）動作説明Ｑ：エラー出力
１つのジョブ実行中に、例えば、設定エラーが起きた場合は、そのジョブの詳細設定が設
定値記憶手段１０４から読み出されて内部マイコンにてビット展開され、さらに、様々の
センサや判断にてそのエラーを追求し、それを図５７に示すように、エラーの発生したペ
ージ毎に区別して、そのエラーの現象や原因等を操作手段１０３に表示、あるいは所定の
用紙に印刷して（処理詳細記録紙として）出力手段１１３から出力するようにしてもよい
。
【０２４９】
ユーザは、このようなエラーメッセージを参照することにより、発生したエラーへの対応
が容易に行える。
【０２５０】
エラーの発生原因としては、例えば、
・　パラメータの極端な設定（入力画像変化に限らず出力はいつも白、または黒）
・　要求するサイズの用紙切れ
・　ファイルから読み込み要求の画像情報ファイルから消えている。
【０２５１】
等が考えられる。
例えば、あるジョブの中で１つだけがＡ３出力のもので、それ以外はＡ４出力の場合、も
しＡ３の用紙が切れた場合、その情報をエラーとして出力する。
【０２５２】
（３５）動作説明Ｒ：試し刷り
多くの部数を仕上げる際、試し刷りの機能があると便利である。ここでは、このような場
合の試し刷り処理手順について説明する。
【０２５３】
手順１：　操作手段１０３から試し刷りのための所定の指示を行い、設定値記憶手段１０
４を介してセパレータシート認識手段１０５に対して所定の設定を行う。
【０２５４】
手順２：　ＡＤＦ手段１０１、画像読み取り手段１０２にて原稿を読み取り、セパレータ
シート、原稿を別々に排紙する。
【０２５５】
手順３：　試し刷りを行い、同時に、設定値記憶手段１０４に記憶されているそのジョブ
に対する詳細情報を、図５６に示したように所定の用紙に印刷し出力手段１１３から出力
する。
【０２５６】
手順４：　ユーザは試し刷りを見て、変更があれば、先に出力された用紙に印刷されたジ
ョブの詳細情報の該当する箇所に所定のマークを付ける。
【０２５７】
手順５：　このマーク付きの用紙と、それに対応する変更を指示するためのセパレータシ
ートを画像読み取り手段１０２から読み取り（または、操作手段１０３による設定を行い
）、その指示された変更箇所に応じた設定変更のみを行った後、必要な部数だけを仕上げ
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る。
【０２５８】
このようにして、紙などの資源の無駄を省くとともに、所望の複写環境への設定が容易に
行える。
【０２５９】
（３６）動作説明Ｓ：エラー発生時のジョブスキップ、セパレータシートによるエラー箇
所の通知
１つのジョブ実行中に、例えば、設定エラーが起きた場合は、その実行中のジョブや原稿
の出力をスキップし、対応する出力の場所にセパレータシートを挿入し、ジョブ終了後、
処理詳細記録紙や表示にてその内容をユーザに知らせるようにしてもよい。
【０２６０】
エラー原因として、
・　パラメータの極端な設定（入力画像変化に限らず出力はいつも白、または黒）
・　要求するサイズの用紙切れ
・　ファイルから読み込み要求の画像情報ファイルから消えている。
【０２６１】
等が考えられる。
【０２６２】
例えば、あるジョブの中で１つだけがＡ３出力のもので、それ以外はＡ４の出力の場合、
もしＡ３の用紙が切れた場合、その場所にセパレータシートを挿入しておき、次の原稿や
ジョブに進む。
【０２６３】
処理後、前述の処理詳細記録紙を設定値記憶手段１０４に記憶された情報をもとに出力手
段１１３から出力する。
【０２６４】
セパレータシートとして、１つの紙トレイにセパレータシートをセットすることもできれ
ば、対象原稿以外の用紙を挿入することが考えられる。例えばこの場合はＡ４原稿で１つ
だけＡ３である場合、かつＡ３の紙切れとなっており、セパレータシートとして、Ｂ４、
Ａ４ＲなどのＡ４より大きい用紙をセパレータシートとして使用することができる。
【０２６５】
このように、ジョブ実行時にエラーが発生した場合は、エラーメッセージ等を印刷したセ
パレータシートを挿入出力することにより、エラーが発生してもジョブ実行が中止される
ことなく、しかもエラー箇所が容易に発見できるため、ユーザは単にエラーの原稿のみの
コピー仕上げを行えばよい。
【０２６６】
（３７）動作説明Ｔ：画像記憶メモリ使用したエラー処理対策
１つのジョブ実行中に、例えば、設定エラーが起きた場合は、そのジョブの原稿のコピー
の出力を行わないで、正常に整理された原稿の画像を画像記憶手段１１０に記憶し、ジョ
ブ終了後、処理詳細記録紙や表示にてエラーの内容をユーザに知らせる。
【０２６７】
エラー原因として、上記のように様々なことが考えられる。
【０２６８】
ユーザは、通知されたエラーメッセージから発生したエラーへの対応を行う。その際、ジ
ョブ終了後、または途中割り込みであってもよい。
【０２６９】
ユーザがエラー設定をし直し、原稿の再入力を画像読み取り手段１０２にて行うと、画像
加工制御手段１０６は、この新たな設定を基に画像加工手段１０７を制御し、画像加工手
段１０７は、その指示に応じた処理を行い、コピー仕上げ手段１１２はその画像を予め保
存されたその他の処理された原稿の対応する位置に挿入して出力を行う。
【０２７０】
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これによって、特に複数部のコピー出力を行う際に無駄のない、効率のよいコピー仕上げ
を行うことが可能である。
【０２７１】
（３８）動作説明Ｕ：画像遅延メモリ・画像記憶メモリ使用したエラー処理対策１つのジ
ョブ実行中に、例えば、設定エラーが起きた場合は、そのエラーの発生した原稿のコピー
出力を行わないで、正常に処理された原稿の画像を画像記憶手段１１０に記憶し、エラー
が起きた原稿の画像のみ、画像加工処理を行わないで、スキャン（生）画像データとして
画像遅延手段１０８に保管し、その内容を画面表示や紙出力してユーザに通知する。
【０２７２】
ジョブ終了後、処理詳細記録紙や表示にて発生したエラーの内容をユーザが知らせる。
【０２７３】
エラー原因として、上記のように様々なことが考えられる。
【０２７４】
ユーザは、通知されたエラーメッセージから発生したエラーへの対応を行う。その際、ジ
ョブ終了後、または途中割り込みであってもよい。
【０２７５】
ユーザがエラー設定をし直すと、画像加工制御手段１０６は新たな設定を基に画像加工手
段１０７を制御し、画像加工手段１０７は画像遅延手段１０８からエラーの発生した画像
を読み出し、画像制御手段１０６の指示に応じて処理を行い、コピー仕上げ手段１１２は
その画像を予め保存されたその他の処理された原稿の対応する位置に挿入して出力を行う
。
【０２７６】
これによって、特に複数部のコピー出力を行う際に無駄のない、効率のよいコピー仕上げ
を行うことが可能である。またエラーの発生した原稿に対する再設定のみを行うだけで、
コピー仕上げが容易に行える。
【０２７７】
（３９）動作説明Ｖ：ブザー、セパレータシートを用いたエラー処理対策
１つのジョブ実行中に、例えば、設定エラーが起きた場合は、ジョブを一時中断し、エラ
ーが発生した旨を操作手段１０１に具備されたブザーを駆動することでユーザに通知する
こともできる。その際、エラーになった設定の理由などを操作手段１０３の画面や紙出力
にて行い、ユーザがある所定の時間以内に対応しない場合は、そのジョブ実行をスキップ
し、対応する出力の場所にセパレータシートを挿入出力してエラー発生の旨を知らせ、次
のジョブ実行へ移る。
【０２７８】
このようにして、例えば、ユーザがすぐそばにいた場合は、エラーが発生してもの対応が
その場で可能となるため、ユーザの負担が軽くなり、スムーズに仕上げを行うこともでき
れば、所定の時間で次のジョブに移るため他のユーザも待たずに利用できると言う特徴を
持つ。
【０２７９】
（４０）動作説明Ｗ：エラー発生時のセパレータシート、原稿排紙の対策
動作説明Ｎでは、セパレータシートにて原稿束内の特殊原稿の位置、特殊コピーの挿入、
仕分けなどの様々の指示を与える場合、ＡＤＦ手段１０１にて原稿とセパレータシートを
別々に排紙することについて述べたが、逆にエラーが発生した場合はそのジョブをスキッ
プし、セパレータシートを原稿トレイに、また原稿を別のトレイに排紙することによって
、エラー原稿の指定を分かりやすくし、別のトレイに排紙されたエラー原稿のみにおいて
再設定、必要に応じて原稿の再入力を行いコピーを仕上げる。
【０２８０】
（４１）動作説明Ｘ：試し刷りをセパレータシートにて指示、特殊原稿のみの試し刷り
多くの部数を仕上げる際、試し刷りの機能があると便利であるが、その際、原稿が大量に
ある場合、全ての原稿を試し刷りにするとその時間がかかり、試し刷りされた出力のチェ
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ックも時間・手間がかかる。
【０２８１】
そこで、試し刷りをしたい原稿の前にセパレータシートを挿入し、ＡＤＦ手段１０１、画
像読み取り手段１０２にて原稿束を読み取り、画像加工手段１０７にて必要な画像加工処
理を行い、画像記憶手段１１０に一時保存する。
【０２８２】
セパレータシート認識手段５にて読み取った画像がセパレータシートと認識されると、そ
の次の原稿やジョブを画像記憶手段１１０に記憶しながら、出力手段１１３にて試し刷り
を行う。
【０２８３】
ユーザが試し刷りをチェックした後、再設定の不要であれば、コピー仕上げ手段１１２に
て、画像記憶手段１１０から全ての原稿の画像を読み込み、部数分だけ出力を行う。
【０２８４】
このようにして、例えば、特殊原稿のみの試し刷りも可能である。
【０２８５】
さらに、図１の自動識別手段１１９にて検知された原稿の複雑度を基に、複雑度の高い原
稿（例えば、複数の原稿を１枚のコピーとして処理する（Ｍａｎｙ　Ｉｎ　Ｏｎｅ）等）
のみの試し刷りを行うことも可能である。、
この場合、まず、ＡＤＦ手段１０１、画像読み取り手段１０２にて原稿を読み込み、画像
加工手段１０７にて必要な画像加工を行い、画像記憶手段１０に一時保存する。セパレー
タシート等で複雑な合成処理の指示された原稿、自動識別手段１１９で複雑度が高いと判
断された原稿やＪＯＢの画像は画像記憶手段１１０に記憶し、それを基に出力手段１１３
にて試し刷りを行う。ユーザが試し刷りをチェックした後、再設定が不要であれば、画像
記憶手段１０からコピー仕上げ手段１２にて全ての原稿が読み込まれ、部数分だけ出力を
行う。
【０２８６】
このとき、ユーザの設定と内部の自動識別手段１１９にて検知されたものが極端に異なる
場合は、ユーザの設定と内部の自動識別による設定にてそれぞれ処理を行い、その試し刷
りと処理の詳細やワーニングの出力や表示を行い、ユーザがその中のうちの１つを選択す
るようにしてもよい。
【０２８７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ユーザが所望する複写処理の指示と、その指示内容
の認識処理を簡略化して、ユーザの利便性の向上が図れ、さらに、コスト低減、処理速度
の高速化が可能となり、生産性の向上が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置（複写機）の電気的な要部の構成を概略的
に示した図。
【図２】本実施形態に係る画像形成装置の機械的な構成例を示したもので、主に、ＡＤＦ
手段、画像読み取り手段の構成を説明するための図。
【図３】本実施形態に係る画像形成装置の機械的な構成例を示したもので、主に、ＡＤＦ
手段、画像読み取り手段、出力手段、ＪＯＢ仕分け手段の構成を説明するための図。
【図４】操作手段の構成例を概略的に示した図。
【図５】設定値記憶手段の構成例を概略的に示した図。
【図６】セパレータシート認識手段の構成例を示した図。
【図７】図６のサイズセンサの構成例を示した図。
【図８】幅センサの一例を示した図。
【図９】図７のフォトイントラプターの構成例を示した図。
【図１０】図７のエンコーダの構成例を示した図。
【図１１】図６のサイズによる認識手段の構成例を示した図。
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【図１２】紙サイズ検知について説明するための図。
【図１３】図６のサイズによる検知手段に具備される紙サイズの検知判断テーブルの記憶
例を示した図。
【図１４】図６の特徴検知センサの一例である色センサの構成例を示した図。
【図１５】図６の特徴による認識手段におけるＲＧＢ空間での色検知方法を説明するため
の図。
【図１６】図６の特徴検知センサの一例である透過率用紙のセンサの構成例を示した図。
【図１７】図６の特徴による認識手段の透過率からセパレータシートを判断するための構
成例を示した図。
【図１８】セパレータシートに印刷されるＩＤパターンの印刷例の一例を示した図。
【図１９】画像加工制御手段の構成例を示した図。
【図２０】画像加工手段の構成例を示した図。
【図２１】図２０のモノクロ用画像加工部の構成例を示した図。
【図２２】図２１のフィルタリング処理部の処理の一例を説明するための図。
【図２３】図２１のγ補正処理部の処理の一例を示した図。
【図２４】図２１のγ補正処理部の構成例を示した図。
【図２５】図２１の階調処理部の構成例を示した図。
【図２６】不要領域除去処理について説明するための概念図。
【図２７】カラー用画像加工部の要部の構成例を示した図。
【図２８】画像遅延手段の構成例を示した図。
【図２９】画像記憶制御手段の構成例を示した図。
【図３０】コピー仕上げ制御手段の機能を説明するための図。
【図３１】コピー仕上げ手段にて制御されるデータの経路を説明するための図。
【図３２】本実施形態に係る画像形成装置の機械的な構成例を示したもので、主に、図１
のＪＯＢ仕分け制御手段、ＪＯＢ仕分け手段として機能する各部（ソータ）の構成を説明
するための図。
【図３３】本実施形態に係る画像形成装置の機械的な構成例を示したもので、主に、図１
のＪＯＢ仕分け制御手段、ＪＯＢ仕分け手段として機能する各部（ソータ）の構成を説明
するための図。
【図３４】図１の画像形成装置の動作について説明するためのフローチャートで、操作手
段から特殊原稿の挿入位置を指定する場合について示している。
【図３５】操作手段の指示入力手順を説明するための図。
【図３６】図１の画像形成装置の動作について説明するためのフローチャートで、セパレ
ータシートにて特殊原稿の挿入位置を指定する場合について示している。
【図３７】原稿束中のセパレータシートの挿入位置について説明するための図。
【図３８】操作手段の指示入力手順を説明するための図。
【図３９】操作手段の指示入力手順を説明するための図。
【図４０】図１の画像形成装置の動作について説明するためのフローチャートで、セパレ
ータシートにて特殊原稿の挿入位置と特殊処理を認識する場合について示している。
【図４１】原稿束中のセパレータシートの挿入位置について説明するための図。
【図４２】図１の画像形成装置の動作について説明するためのフローチャートで、セパレ
ータシートに付与されたＩＤにて特殊処理を認識する場合について示している。
【図４３】設定値記憶手段に具備される画像加工手段の組み合わせとその組み合わせに付
与されたＩＤとの対応を格納するテーブルの記憶例を示した図。
【図４４】ＩＤパターンの印刷されたセパレータシートの一例を示した図。
【図４５】セパレータシートで複数のジョブを区切る場合の一例を示した図。
【図４６】セパレータシートで複数のジョブを区切る場合の他の例を示した図。
【図４７】ＪＯＢ仕分け手段のソータ機能の一例を説明するための図。
【図４８】ＪＯＢ仕分け手段のソータ機能の他の例を説明するための図。
【図４９】セパレータシートで複数のジョブの区切りと各ジョブの部数を指示する場合の
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一例を示した図。
【図５０】セパレータシートで複数のジョブの区切りと各ジョブの部数を指示する場合の
他の例を示した図。
【図５１】ＪＯＢ仕分け手段のソータ機能の他の例を説明するための図。
【図５２】ＪＯＢ仕分け手段のソータ機能のさらに他の例を説明するための図。
【図５３】セパレータシートで原稿内のエリア指定を行う場合について説明するための図
。
【図５４】セパレータシートで原稿内のエリア指定を行って、その指定されたエリアに所
定のデータを合成する場合について説明するための図。
【図５５】本実施形態に係る画像形成装置の機械的な構成例を示したもので、セパレータ
シートと原稿を別個に排紙する場合の要部の構成を説明するためのものである。
【図５６】図１の設定値記憶手段に記憶された設定値の出力例を示した図。
【図５７】ジョブ実行中に発生したエラーに関する情報の出力例を示した図。
【符号の説明】
１０１…ＡＤＦ（自動原稿送り）手段、１０２…画像読み取り手段、１０３…操作手段、
１０４…設定値記憶手段、１０５…セパレータシート認識手段、１０６…画像加工手段、
１０７…画像加工手段、１０８…画像遅延手段、１０９…画像記憶制御手段、１１０…画
像記憶手段、１１１…コピー仕上げ制御手段、１１２…コピー仕上げ手段、１１３…出力
手段、１１４…ジョブ（ＪＯＢ）仕分け制御手段、１１５…ジョブ（ＪＯＢ）仕分け手段
、１１６…画像ファイル制御手段、１１７…画像ファイリング手段、１１８…システム制
御／管理手段、１１９…自動識別手段。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

(34) JP 3748141 B2 2006.2.22



【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】
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【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】

【 図 ４ ９ 】

【 図 ５ ０ 】

【 図 ５ １ 】

【 図 ５ ２ 】

【 図 ５ ３ 】
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【 図 ５ ４ 】 【 図 ５ ５ 】

【 図 ５ ６ 】

【 図 ５ ７ 】
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