
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像入力に基づき用紙上に画像形成を行う画像形成装置であって、
　手差しで用紙を給紙するための手差し給紙手段を含む複数の給紙手段と、
　前記複数の給紙手段の中からいずれか１つの給紙手段を選択する選択手段と、
　前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択した場合に前記手差し給紙手段から給紙する
用紙の 用紙情報を指定する用紙指定手段と、
　前記用紙指定手段により指定された用紙情報を記憶する用紙情報記憶手段と、
　前記画像形成装置の操作者が前記画像形成装置を操作するための画面を表示する表示手
段と、
　前記表示手段を制御する制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択したことに応じて、前記用
紙指定手段が前記手差し給紙手段についての前記用紙情報を指定するための用紙情報指定
画面を表示させるとともに、前記用紙指定手段が

前記用紙情報を指定したことに応じて、前記用紙情報指定画面を、前記選択手段が
給紙手段を選択するための画面であって前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択したこ
とを確認可能な給紙手段選択画面に切換えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記選択手段は、前記手差し給紙手段に用紙がセットされた場合に前記手差し給紙手段
を選択することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
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【請求項３】
　前記制御手段は、前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択したことに応じて、前記画
像形成装置の電源投入に伴って前記表示手段に表示される標準画面を、前記用紙情報指定
画面に切換えることを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記表示手段が前記給紙手段選択画面を表示させている際の前記操作
者の指示に応じて前記手差し給紙手段を選択することを特徴とする請求項１に記載の画像
形成装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択したことに応じて、前記給
紙手段選択画面を、前記用紙情報指定画面に切換えることを特徴とする請求項４に記載の
画像形成装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記画像形成装置の電源投入に伴って前記表示手段に表示される標準
画面を前記表示手段が表示させている際の前記操作者の指示に応じて前記給紙手段選択画
面に切換えることを特徴とする請求項４又は５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　画像入力に基づき用紙上に画像形成を行う画像形成装置の制御方法であって、
　手差しで用紙を給紙するための手差し給紙部を含む複数の給紙部の中からいずれか１つ
の給紙部を選択する選択工程と、
　前記選択工程が前記手差し給紙部を選択した場合に前記手差し給紙部から給紙する用紙
の 用紙情報を指定する用紙指定工程と、
　前記用紙指定工程において指定された用紙情報を記憶する用紙情報記憶工程と、
　前記画像形成装置の操作者が前記画像形成装置を操作するための画面を表示する表示工
程とを有し、
　前記表示工程は、前記選択工程が前記手差し給紙部を選択したことに応じて、前記用紙
指定工程が前記手差し給紙部についての前記用紙情報を指定するための用紙情報指定画面
を表示させるとともに、前記用紙指定工程が

前記用紙情報を指定したことに応じて、前記用紙情報指定画面を、前記選択工程が前記
給紙部を選択するための画面であって前記選択工程が前記手差し給紙工程を選択したこと
を確認可能な給紙部選択画面に切換えることを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【請求項８】
　前記選択工程は、前記手差し給紙部に用紙がセットされた場合に前記手差し給紙部を選
択することを特徴とする請求項７に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項９】
　前記表示工程は、前記選択工程が前記手差し給紙部を選択したことに応じて、前記画像
形成装置の電源投入に伴って表示される標準画面を、前記用紙情報指定画面に切換えるこ
とを特徴とする請求項８に記載の画像形成装置の制御方法。
【請求項１０】
　前記選択工程は、前記表示工程が前記給紙部選択画面を表示させている際の前記操作者
の指示に応じて前記手差し給紙部を選択することを特徴とする請求項７に記載の画像形成
装置の制御方法。
【請求項１１】
　前記表示工程は、前記選択工程が前記手差し給紙部を選択したことに応じて、前記給紙
部選択画面を、前記用紙情報指定画面に切換えることを特徴とする請求項１０に記載の画
像形成装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記表示工程は、前記画像形成装置の電源投入に伴って表示される標準画面を表示させ
ている際の前記操作者の指示に応じて前記給紙部選択画面に切換えることを特徴とする請
求項１０又は１１に記載の画像形成装置の制御方法。

10

20

30

40

50

(2) JP 4011817 B2 2007.11.21

属性に関する

前記用紙情報指定画面を介した入力に基づい
て



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、画像形成装置及びその制御方 関し、特に、デバイスまたはジョブとして
手差し用紙サイズを指定する操作手段を備えた画像形成装置及びその制御方 関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デバイスとしての手差しの用紙サイズを指定する手段、ジョブとしての手差しの用
紙サイズを指定する手段、転写紙を選択する給紙段指示として手差し給紙を指定する手段
を有し、前記各手段による指定に基づきコピー機能を実行する画像形成装置が知られてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来技術においては下記のような問題があった。即ち、上記従来
の画像形成装置においては、手差し用紙でジョブを実行させる場合、上記手差しの用紙サ
イズを指定する手段による手差し用紙サイズの指示と、上記手差し給紙を指定する手段に
よる給紙段の指示に基づきジョブ実行を行っていたため、ユーザが手差しの用紙サイズを
指定したところで給紙段も選択してしまったと勘違いした場合、即ち、ユーザが手差しの
用紙サイズの指定だけで給紙段の指定は行わなかった場合、画像形成装置においてはユー
ザの意図しない給紙段から用紙を給紙してプリント出力するプリント処理が実行されてし
まうことがあるという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり、ユーザの設定忘れを防止し、意図し
ない給紙段からプリント処理を行ってしまわないようにすると共に、手差し以外の給紙を
行いたい場合にすぐに変更できるようにした操作を提供可能とした画像形成装置及びその
制御方 提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、画像入力に基づき用紙上に画像形成
を行う画像形成装置であって、手差しで用紙を給紙するための手差し給紙手段を含む複数
の給紙手段と、前記複数の給紙手段の中からいずれか１つの給紙手段を選択する選択手段
と、前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択した場合に前記手差し給紙手段から給紙す
る用紙の 用紙情報を指定する用紙指定手段と、前記用紙指定手段により指定
された用紙情報を記憶する用紙情報記憶手段と、前記画像形成装置の操作者が前記画像形
成装置を操作するための画面を表示する表示手段と、前記表示手段を制御する制御手段と
を有し、前記制御手段は、前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択したことに応じて、
前記用紙指定手段が前記手差し給紙手段についての前記用紙情報を指定するための用紙情
報指定画面を表示させるとともに、前記用紙指定手段が

前記用紙情報を指定したことに応じて、前記用紙情報指定画面を、前記選択
手段が給紙手段を選択するための画面であって前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択
したことを確認可能な給紙手段選択画面に切換えることを特徴とする。
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項２記載の発明は、

。
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項３記載の発明は、

。
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請求項１記載の発明において、前記
選択手段は、前記手差し給紙手段に用紙がセットされた場合に前記手差し給紙手段を選択
することを特徴とする

請求項２記載の発明において、前記
制御手段は、前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択したことに応じて、前記画像形成
装置の電源投入に伴って前記表示手段に表示される標準画面を、前記用紙情報指定画面に
切換えることを特徴とする



【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項４記載の発明は、

。
【０００９】
　上記目的を達成するため、請求項５記載の発明は、

。
【００１０】
　上記目的を達成するため、請求項６記載の発明は、

。
【００１３】
　上記目的を達成するため、請求項７記載の発明は、画像入力に基づき用紙上に画像形成
を行う画像形成装置の制御方法であって、手差しで用紙を給紙するための手差し給紙部を
含む複数の給紙部の中からいずれか１つの給紙部を選択する選択工程と、前記選択工程が
前記手差し給紙部を選択した場合に前記手差し給紙部から給紙する用紙の 用
紙情報を指定する用紙指定工程と、前記用紙指定工程において指定された用紙情報を記憶
する用紙情報記憶工程と、前記画像形成装置の操作者が前記画像形成装置を操作するため
の画面を表示する表示工程とを有し、前記表示工程は、前記選択工程が前記手差し給紙部
を選択したことに応じて、前記用紙指定工程が前記手差し給紙部についての前記用紙情報
を指定するための用紙情報指定画面を表示させるとともに、前記用紙指定工程が

前記用紙情報を指定したことに応じて、前記用紙情
報指定画面を、前記選択工程が前記給紙部を選択するための画面であって前記選択工程が
前記手差し給紙工程を選択したことを確認可能な給紙部選択画面に切換えることを特徴と
する。
【００１４】
　上記目的を達成するため、請求項 記載の発明は、

。
【００１５】
　上記目的を達成するため、請求項 記載の発明は、

。
【００１６】
　上記目的を達成するため、請求項 記載の発明は、

。
【００１７】
　上記目的を達成するため、請求項 記載の発明は、

。
【００１８】
　上記目的を達成するため、請求項 記載の発明は、

。
【００３３】
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請求項１記載の発明において、前記
選択手段は、前記表示手段が前記給紙手段選択画面を表示させている際の前記操作者の指
示に応じて前記手差し給紙手段を選択することを特徴とする

請求項４記載の発明において、前記
制御手段は、前記選択手段が前記手差し給紙手段を選択したことに応じて、前記給紙手段
選択画面を、前記用紙情報指定画面に切換えることを特徴とする

請求項４又は５記載の発明において
、前記制御手段は、前記画像形成装置の電源投入に伴って前記表示手段に表示される標準
画面を前記表示手段が表示させている際の前記操作者の指示に応じて前記給紙手段選択画
面に切換えることを特徴とする

属性に関する

前記用紙
情報指定画面を介した入力に基づいて

８ 請求項７記載の発明において、前記
選択工程は、前記手差し給紙部に用紙がセットされた場合に前記手差し給紙部を選択する
ことを特徴とする

９ 請求項８記載の発明において、前記
表示工程は、前記選択工程が前記手差し給紙部を選択したことに応じて、前記画像形成装
置の電源投入に伴って表示される標準画面を、前記用紙情報指定画面に切換えることを特
徴とする

１０ 請求項７記載の発明において、前
記選択工程は、前記表示工程が前記給紙部選択画面を表示させている際の前記操作者の指
示に応じて前記手差し給紙部を選択することを特徴とする

１１ 請求項１０記載の発明において、
前記表示工程は、前記選択工程が前記手差し給紙部を選択したことに応じて、前記給紙部
選択画面を、前記用紙情報指定画面に切換えることを特徴とする

１２ 請求項１０又は１１記載の発明に
おいて、前記表示工程は、前記画像形成装置の電源投入に伴って表示される標準画面を表
示させている際の前記操作者の指示に応じて前記給紙部選択画面に切換えることを特徴と
する



【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３４】
図１は本発明の実施の形態に係るデジタル複写機（画像形成装置）の構成を示すブロック
図である。本発明の実施の形態に係るデジタル複写機は、操作部１０２、リーダ部１０３
、プリンタ部１０４を有するデジタル複写機本体１０１と、ファクシミリ部１０６、コン
ピュータインタフェース部１０７、画像メモリ１０８、制御部１０９を有する画像入出力
制御部１０５とを備えており、デジタル複写機本体１０１のリーダ部１０３に画像入出力
制御部１０５の制御部１０９が接続されている。図中１１０はパーソナルコンピュータま
たはワークステーション（ＰＣ／ＷＳ）、１２０は電話回線である。尚、本発明の実施の
形態では画像形成装置としてデジタル複写機の場合を例に上げ説明するが、本発明の適用
はデジタル複写機に限定されるものではない。
【００３５】
上記構成を詳述すると、デジタル複写機本体１０１において、操作部１０２は、デジタル
複写機本体１０１及び画像入出力制御部１０５を操作するために使用するものであり、後
述の図３に示す各種キーやタッチパネル等を備えている。リーダ部１０３は、デジタル複
写機にセットされた原稿の画像を読み取り、原稿画像に応じた画像データをプリンタ部１
０４及び画像入出力制御部１０５へ出力するものであり、後述の図２に示す構成を備えて
いる。プリンタ部１０４は、リーダ部１０３及び画像入出力制御部１０５からの画像デー
タに応じた画像を記録紙上に記録（印刷）するものであり、後述の図２に示す構成を備え
ている。
【００３６】
画像入出力制御部１０５において、ファクシミリ部１０６は、電話回線１２０を介して受
信した圧縮画像データを伸長すると共に、伸長された画像データを制御部１０９へ転送し
、また、制御部１０９から転送された画像データを圧縮すると共に、圧縮された圧縮画像
データを電話回線１２０を介して送信する。ファクシミリ部１０６により受信した圧縮画
像データは、画像メモリ（ハードディスク）１０８に一時的に保存することができる。コ
ンピュータインタフェース部１０７は、ＰＣ／ＷＳ１１０と制御部１０９の間のインタフ
ェースであり、ＰＣ／ＷＳ１１０から転送された画像を表すコードデータ（ＰＤＬ： Page
 Description Language）をプリンタ部１０４で記録できる画像データに展開して制御部
１０９に渡す。画像メモリ１０８は、ハードディスク等から構成されており、画像データ
を保存する。
【００３７】
制御部１０９は、リーダ部１０３、ファクシミリ部１０６、コンピュータインタフェース
部１０７、画像メモリ１０８のそれぞれの間のデータの流れを制御するものであり、本発
明のプログラムに基づき、操作部１０２のタッチパネル（図３参照）に対する後述の図６
～図１２に示す各種表示制御を行う。制御部１０９は、入力した画像データを画像メモリ
１０８に順次記憶させ、プリンタ部１０４に順次プリント出力を実行させる制御、デバイ
スまたはジョブとしての用紙サイズを指定された場合は手差しトレイ２２２を給紙元とし
て指定可能か否かを判断し、指定可能と判断した場合に手差しトレイ２２２を給紙元とし
て指定する制御、デバイスまたはジョブとしての用紙サイズを指定された場合は指定終了
時に手差しトレイ２２２を給紙元として指定したことを確認／変更可能な用紙選択画面を
操作部１０２のタッチパネル３１６に表示する制御を行う。
【００３８】
パーソナルコンピュータまたはワークステーション（ＰＣ／ＷＳ）１１０は、上記のデジ
タル複写機の画像入出力制御部１０５が備えるコンピュータインタフェース部１０７との
間でデータ通信を行うものであり、上記の画像を表すコードデータ（ＰＤＬ）をデジタル
複写機のコンピュータインタフェース部１０７を介して制御部１０９へ転送する。
【００３９】
図２は本発明の実施の形態に係るデジタル複写機のリーダ部１０３及びプリンタ部１０４
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の内部構造を示す構成図である。本発明の実施の形態に係るデジタル複写機のリーダ部１
０３は、原稿給送装置（ＲＤＦ）２０１、プラテンガラス（原稿台ガラス）２０２、ラン
プ２０３、スキャナユニット２０４、ミラー２０６、２０７、レンズ２０８、ＣＣＤイメ
ージセンサ（以下ＣＣＤと呼称する）２０９を備え、プリンタ部１０４は、レーザ発光部
２１０、感光ドラム２１１、現像器２１２、カセット２１３、２１４、転写部２１５、定
着部２１６、排出ローラ２１７、フラッパ２１８、再給紙搬送路２１９、ソータ２２０、
レーザドライバ２２１、手差しトレイ２２２を備えている。尚、図２ではカセットは便宜
上２段のみ図示しているが、後述する如くカセットは例えば５段装備されている。
【００４０】
上記構成を動作と共に詳述すると、リーダ部１０３において、原稿給送装置２０１は、原
稿を最終順に１枚ずつプラテンガラス２０２上へ給送し、原稿の読み取り動作終了後、プ
ラテンガラス２０２上の原稿を排出するものである。原稿がプラテンガラス２０２上に給
送されると、ランプ２０３を点灯した後、スキャナユニット２０４の移動を開始させて、
原稿を露光走査する。この時の原稿からの反射光は、ミラー２０５、２０６、２０７及び
レンズ２０８によってＣＣＤ２０９へ導かれる。このように走査された原稿の画像はＣＣ
Ｄ２０９によって読み取られ、ＣＣＤ２０９から出力される画像データは所定の処理が施
された後、ＨＤＤなどの記憶手段に記憶し、プリンタ部１０４及び画像入出力制御部１０
５の制御部１０９へ転送される。
【００４１】
プリンタ部１０４において、レーザドライバ２２１は、レーザ発光部２１０を駆動するも
のであり、リーダ部１０３から出力された画像データに応じたレーザ光をレーザ発光部２
１０に発光させる。このレーザ光は感光ドラム２１１に照射され、感光ドラム２１１には
レーザ光に応じた潜像が形成される。この感光ドラム２１１の潜像の部分には現像器２１
２によって現像剤が付着される。そして、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、
カセット２１３、カセット２１４の何れかから記録紙を給紙して転写部２１５へ搬送し、
感光ドラム２１１に付着された現像剤を記録紙に転写する。現像剤の乗った記録紙は定着
部２１６に搬送され、定着部２１６の熱と圧力により現像剤は記録紙に定着される。定着
部２１６を通過した記録紙は排出ローラ２１７によって排出され、ソータ２２０は排出さ
れた記録紙をそれぞれのビンに収納して記録紙の仕分けをしたり、仕分けされた記録紙の
ステイプルを行う。手差しトレイ２２２は、用紙を手差しで給紙するためのものである。
【００４２】
尚、ソータ２２０は仕分けが設定されていない場合は、最上ビンに記録紙を収納する。ま
た、両面記録が設定されている場合は、排出ローラ２１７の配設箇所まで記録紙を搬送し
た後、排出ローラ２１７の回転方向を逆転させ、フラッパ２１８によって再給紙搬送路２
１９へ導く。多重記録が設定されている場合は、記録紙を排出ローラ２１７まで搬送しな
いようにフラッパ２１８によって再給紙搬送路２１９へ導く。再給紙搬送路２１９へ導か
れた記録紙は上述したタイミングで転写部２１５へ給紙される。プリント動作中でも上記
リーダ部１０３からの読み込みが終了していれば次の読み込みの動作は受付可能となり、
上記リーダ部１０３からの読み込みデータはＨＤＤなどの記憶手段に記憶される。
【００４３】
図３は本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部１０２のキー配列及びタッチパ
ネルの構成を示す正面図である。本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部は、
電源スイッチ３０１、予熱キー３０２、コピーモードキー３０３、ファックスモードキー
３０４、パーソナルボックスキー３０５、拡張キー３０６、コピースタートキー３０７、
ストップキー３０８、リセットキー３０９、ガイドキー３１０、ユーザモードキー３１１
、割り込みキー３１２、テンキー３１３、クリアキー３１４、ＩＤキー３１５、タッチパ
ネル（液晶表示操作部）３１６、タリーランプ３１７を備えている。
【００４４】
上記構成を詳述すると、電源スイッチ３０１は、その操作に基づきデジタル複写機への通
電を制御する。予熱キー３０２は、予熱モードのＯＮ／ＯＦＦに使用する。コピーモード
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キー３０３は、デジタル複写機の複数の機能の中からコピーモードを選択するときに使用
する。ファックスモードキー３０４は、デジタル複写機の複数の機能の中からファックス
モードを選択するときに使用する。パーソナルボックスキー３０５は、デジタル複写機の
複数の機能の中からパーソナルボックスモードを選択するときに使用する。パーソナルボ
ックス機能とは、ユーザ個人や部署毎に複写機内のメモリに記憶領域を持ち、そこにＰＤ
Ｌやスキャン画像を入れておき、好きなときに出力する機能である。
【００４５】
拡張キー３０６は、ＰＤＬに対する操作を行うときに使用する。コピースタートキー３０
７は、コピーの開始を指示するときに使用する。また、操作部１０２の適所に指紋検出セ
ンサを備え、コピー開始指示時同時にコピー指紋データを検出する。ストップキー３０８
は、コピーを中断したり、中止したりするときに使用する。リセットキー３０９は、スタ
ンバイ中は標準モードに復帰させるキーとして動作する。ガイドキー３１０は、各機能を
知りたいときに使用する。ユーザモードキー３１１は、ユーザがシステムの基本設定を変
更するときに使用する。割り込みキー３１２は、コピー中に割り込みしてコピーしたいと
きに使用する。
【００４６】
テンキー３１３は、数値の入力を行うときに使用する。クリアキー３１４は、数値をクリ
アするときに使用する。ＩＤキー３１５は、複写機を使用する場合にＩＤの入力モードに
移行するときに使用する。タッチパネル（液晶表示操作部）３１６は、液晶画面とタッチ
センサの組み合わせからなるものであり、各モード毎に個別の設定画面が表示され、更に
、描画されたキーに触れることで各種の詳細な設定を行うことが可能である。タリーラン
プ３１７は、ネットワークの通信状態を示すものであり、通常緑色で、通信しているとき
は緑色で点滅し、ネットワークエラーの場合には赤色になる。
【００４７】
図４は本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部１０２のタッチパネル（液晶表
示操作部）３１６に表示されるコピー標準画面を示す説明図である。図中４００ａは標準
画面（基本画面）で、電源投入時、上記図３に示したリセットキー３０９の押下後、コピ
ー動作終了等の標準状態におけるタッチパネル３１６に表示される画面である。４０１は
状態表示欄で、デジタル複写機、デジタル複写機に装備されているＲＤＦ（原稿給送装置
）２０１、デジタル複写機に装備されているソータ２２０等の状態、設定されている置数
、設定されている倍率、指定した用紙サイズ等が表示される。４０２は縮小キーで、定形
サイズを他の定形サイズに縮小したいときに押下する。４０３は等倍キーで、１００％の
等倍コピーを行いたいときに押下する。４０４は拡大キーで、定形サイズを他の定形サイ
ズに拡大したいときに押下する。
【００４８】
４０５はすこし小さめキーで、設定してある倍率に対し、少し小さい倍率でコピーを行い
たいときに押下する（少し小さめの初期倍率は９３％であり、変更はオペレータモード内
の仕様設定にて行う）。４１６は倍率キーで、倍率を設定してコピーを行うとき、原稿サ
イズと用紙サイズから自動的に倍率を計算して行うオートズーム機能または原稿上での長
さと出力する時の長さを指定して倍率の計算を行うズームプログラム機能を行うときに押
下する。４０７はうすくキーで、コピー濃度を薄くしたいときに押下する。４０８はＡＥ
キーで、原稿の濃度に対してコピー濃度を自動的に調整したいときに押下する。４０９は
こくキーで、コピー濃度を濃くしたいときに押下する。
【００４９】
４１０は用紙選択キーで、原稿サイズと複写倍率とから自動的に用紙を選択する自動用紙
選択（ＡＰＳ）機能を使用するとき、または用紙サイズを指定するときに押下する。４１
１はソータキーで、ソータ２２０がデジタル複写機に装着されている場合にのみ表示され
、ソータ２２０の出力形態（ノンソート、ソート、グループソート、ステイプルソート等
）、ステイプルの位置の設定等を行うときに押下する。４１２は両面キーで、転写紙の両
面に読み取った原稿画像を出力したり両面原稿を扱う場合に押下する。４１３は応用モー
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ドキーで、デジタル複写機が有する種々の機能を行うときに押下するものであり、応用モ
ードキー４１３を押下すると後述する図５に示される応用モード画面４００ｂが表示され
る。
【００５０】
４１４は両面設定内容表示欄で、両面の設定ありの場合（両面キー４１２が反転している
場合）、両面の種類が表示される。４１４、４１５はお好みキーで、オペレータモード内
でお好み機能を設定した場合、お好み機能設定１ではお好みキー４１４で示した部分に設
定したキーが表示され、お好み機能設定２ではお好みキー４１５で示した部分に設定した
キーが表示される。ここでは、お好み機能設定１に「とじ代」、お好み機能設定２に「枠
消し」を設定した場合の表示画面を示す。
【００５１】
図５は本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部１０２のタッチパネル（液晶表
示操作部）３１６に表示されるコピー応用モード画面を示す説明図である。４００ｂは応
用モード画面であり、上述したように応用モードキー４１３を押下した場合に表示される
画面である。４３０は枠消しキーで、モードに合わせて枠消しを行うときに押下する。モ
ードは、シート枠消し（シートサイズに合わせて枠を作成する）、原稿枠消し（原稿サイ
ズに合わせて枠を作成する。原稿サイズの指定を行う）、ブック枠消し（ブックの見開き
サイズに合わせて枠と中央に空白を作成する。ブック見開きサイズ指定を行う）、パンチ
穴消し（パンチ穴の開いた原稿をコピーする場合に穴の影がコピーされないようにパンチ
部分を空白にする。パンチ穴の幅設定を行う）等がある。
【００５２】
４３１はとじ代キーで、用紙の一端（上下左右）にとじ代を作成したいときに押下する。
４３２は表紙／合紙キーで、出力結果に表紙、裏表紙、合紙を挿入するときに押下する。
４３３は縮小レイアウトキーで、複数の原稿を１枚に拡大縮小して複写を行うときに押下
する。例えば４枚の原稿を１枚の転写紙にコピーする場合には４ｉｎ１を、２枚の原稿を
１枚の転写紙にコピーする場合は２ｉｎ１を指定する。４３４はＯＨＰ中差しキーで、Ｏ
ＨＰ用紙にコピーを行うときに中差しを自動的に行うモードを設定するときに押下するも
のであり、中差し用紙にコピーする／しないも設定できる。
【００５３】
４３５はページ連写キーで、上記図２に示したプラテンガラス（原稿台ガラス）２０２面
上に載置される原稿の複写領域を左右に２分割し、該２分割されたそれぞれの画像を自動
的に２枚の転写紙にコピーする連続複写を行いたいときに押下する（例えば右開き本、左
開き本、反転排紙等の設定を行う）。４３６は拡大レイアウトキーで、縮小レイアウトモ
ードでコピーされた原稿を元に戻すモードの設定を行う場合に押下する。４３７は多重キ
ーで、多重モード、ページ連写多重モード等で連写する際に押下する。４３８は原稿混載
キーで、上記図２に示したＲＤＦ（原稿給送装置）２０１を使用してコピーを行う際に、
ＲＤＦ２０１に異なったサイズの原稿を混載したときに押下する。
【００５４】
４３９は写真キーで、写真原稿を複写する場合に押下する。４４０はモードメモリキーで
、オペレータが設定したコピー枚数、濃度、倍率等任意のモードの組み合わせ（複写モー
ド）を記憶するときに押下したり、記憶してある複写モードを呼び出すときに使用する。
４４１は終了キーで、応用モード画面４００ｂを終了する場合に押下するものであり、こ
のキーを押下すると、上記図４に示した標準画面４００ａがタッチパネル３１６に表示さ
れる。尚、上記図４に示した標準画面４００ａで表示されているお好みキー４１４、４１
５の「とじ代」、「枠消し」は、図５に示した応用モード画面４００ｂで表示されるとじ
代キー４３１、枠消しキー４３０と同じ機能を持つキーである。
【００５５】
図１４は本発明のプログラム及び関連データが記憶媒体から装置に供給される概念例を示
す説明図である。本発明のプログラム及び関連データは、フロッピディスクやＣＤ－ＲＯ
Ｍ等の記憶媒体１４０１を装置１４０２に装備された記憶媒体ドライブ挿入口１４０３に
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挿入することで供給される。その後、本発明のプログラム及び関連データを記憶媒体１４
０１から一旦ハードディスクにインストールしハードディスクからＲＡＭにロードするか
、或いはハードディスクにインストールせずに直接ＲＡＭにロードすることで、本発明の
プログラム及び関連データを実行することが可能となる。
【００５６】
この場合、本発明の実施の形態に係るデジタル複写機において本発明のプログラムを実行
する場合は、例えば上記図１４に示したようなコンピュータ等の装置を介してデジタル複
写機に本発明のプログラム及び関連データを供給するか、或いはデジタル複写機に予め本
発明のプログラム及び関連データを格納しておくことで、プログラム実行が可能となる。
【００５７】
図１３は本発明のプログラム及び関連データを記憶した記憶媒体の記憶内容の構成例を示
す説明図である。本発明の記憶媒体は、例えばボリューム情報１３０１、ディレクトリ情
報１３０２、プログラム実行ファイル１３０３、プログラム関連データファイル１３０４
等の記憶内容で構成される。本発明のプログラムは、後述するデジタル複写機における動
作手順に基づきプログラムコード化されたものである。
【００５８】
尚、本発明の特許請求の範囲における各構成要件と、本発明の実施の形態に係るデジタル
複写機における各部との対応関係は下記の通りである。手差し給紙手段は手差しトレイ２
２２に対応し、画像入力手段はリーダ部１０３（画像読取手段）、ファクシミリ部１０６
（ファクシミリ通信手段）、コンピュータインタフェース部１０７（インタフェース手段
）に対応し、画像記憶手段は画像メモリ１０８に対応し、画像出力手段はプリンタ部１０
４に対応し、第一の用紙指定手段、第二の用紙指定手段、表示手段は操作部１０２に対応
し、用紙記憶手段、制御手段は制御部１０９に対応する。
【００５９】
次に、上記の如く構成された本発明の実施の形態に係るデジタル複写機に設けられている
手差しトレイ（図示略）に用紙をセットした場合に用紙サイズ／用紙タイプの指定を行う
際に上記図３に示したタッチパネル（液晶表示操作部）３１６に表示される画面の各々に
ついて、図６～図８を参照しながら説明する。図６～図８はデバイスとしての手差しトレ
イの用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際にタッチパネル３１６に表示される各画面の一
例を示す説明図である。
【００６０】
図６（ａ）は手差しトレイに用紙をセットした場合にサイズ選択画面としてタッチパネル
３１６に表示される。図６（ａ）において用紙サイズの指定をすると、図７（ｃ）の用紙
タイプ選択画面がタッチパネル３１６に表示される。図７（ｃ）の用紙タイプ選択画面で
用紙タイプの指定をさせる。
【００６１】
上記表示条件は、
・手差しトレイに用紙を置いた場合表示する。
・電源投入時に用紙が置いてあった場合表示する。
・通常画面の最上位にいつでも表示する（コピーに限り標準画面、用紙選択画面、応用モ
ード画面の３つのみ）。
・ジョブ中など実行中ダイアログ表示中や、ユーザモード、システム状況、カウンタ画面
、ステータス画面（ジャムや、部門ＩＤ、コントロールカード、ガイド等の画面）を表示
している場合はクローズした時点で表示する。
・予約ジョブで［手差し変更予約］されている時（サイズ／タイプ指定済み時）も、ジョ
ブ投入時、手差しトレイに用紙セットで表示し再入力を促す。
【００６２】
サイズ入力後、ＯＫボタン押下でポップアップは閉じる。戻り先は用紙選択画面ではない
ポップアップする直前の画面に戻る。このとき、ジョブに対しての手差しサイズには影響
しない。デバイスに対してのみサイズ登録がされる。また、カセット給紙段も手差しトレ
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イへは自動的には設定されない。但し、コピー標準画面／コピー応用画面／用紙選択画面
（コピー標準画面の用紙選択ボタン押下での）の画面表示中にポップアップされた場合は
、ジョブに対しての手差しサイズも同時にデバイスと同じサイズが設定される。更に、カ
セット給紙段も手差しトレイへ自動的に設定され、手差しに変更したことが確認できるよ
うに、指定終了後、用紙選択画面を表示し、手差しを選択したことを確認させ、もし手差
し以外の給紙を行いたい場合にすぐに変更できるように、図７（ｄ）の用紙選択画面とな
る。
【００６３】
コピーの場合、手差しサイズ設定画面を閉じると、用紙選択画面が手差しを選択した状態
で表示される。デバイスの手差し変更は、用紙の抜き差しで行うものとする（［手差し変
更予約］キーはデバイスの状態から変更予約する場合に使用する）。
【００６４】
次に、本発明の実施の形態に係るデジタル複写機においてジョブとしての手差し用紙サイ
ズ、用紙タイプ設定を行う際にタッチパネル（液晶表示操作部）３１６に表示される画面
の各々について、図９～図１２を参照しながら説明する。図９～図１２はジョブとしての
手差し用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際にタッチパネル３１６に表示される各画面の
一例を示す説明図である。
【００６５】
標準画面において用紙選択キーが押下された場合に、図９（ａ）がタッチパネル３１６に
表示される。図９（ａ）の［用紙選択］画面において、６０１は手差しトレイにセットさ
れている用紙（サイズ／タイプ／残量）表示を行う。手差しトレイに紙なし時は、手差し
アイコン＋残量アイコン（空表示）を表示し、カセットの場合と同様でステータス行に「
用紙がありません」と表示する。手差しトレイに紙あり時は、上記図６の［手差し用紙指
定］画面で指定された用紙サイズ／用紙タイプアイコン（含む、用紙向きアイコン）、手
差しアイコン＋残量アイコン（１枚でもあれば３本線のアイコン表示）を表示する。
【００６６】
６０２は自動用紙選択キーであり、用紙選択時を原稿サイズと設定倍率に合わせて用紙サ
イズを選択する設定を行う場合に押下する。６０３は［手差し変更予約］キーであり、こ
れから投入するジョブについての用紙サイズ、用紙タイプを設定させる場合に押下する。
この指定内容はリセット／オートクリアが働くまで保持される。６０４は手差し給紙選択
キーであり、プリント時の転写紙として手差しトレイからの給紙を選択する場合に押下す
る。
【００６７】
６０５は１段目カセット選択キーであり、プリント時の転写紙として１段目給紙カセット
からの給紙を選択する場合に押下する。６０６は２段目カセット選択キーであり、プリン
ト時の転写紙として２段目給紙カセットからの給紙を選択する場合に押下する。６０７は
３段目カセット選択キーであり、プリント時の転写紙として３段目給紙カセットからの給
紙を選択する場合に押下する。６０８は４段目カセット選択キーであり、プリント時の転
写紙として４段目給紙カセットからの給紙を選択する場合に押下する。６０９は５段目カ
セット選択キーであり、プリント時の転写紙として５段目給紙カセットからの給紙を選択
する場合に押下する。
【００６８】
上記［手差し変更予約］キー６０３は、手差しトレイに用紙なし時でも押下可能（網掛け
しない）であり、また、手差しトレイに用紙あり時は手差しが選択されていなくても押下
可能である。［手差し変更予約］キー６０３が押下されると、図１１（ｃ）の画面がタッ
チパネル３１６に表示される。図１１（ｃ）はこれから投入する手差し給紙指定ジョブに
ついて用紙サイズを設定させる画面で、用紙サイズが設定されると図１１（ｄ）の画面に
移行する。図１１（ｄ）はこれから投入する手差し給紙指定ジョブについて用紙タイプを
設定させる画面で、用紙タイプが設定されると図１２（ｆ）の用紙選択画面に移行する。
【００６９】
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図１２（ｆ）の用紙選択画面では、［手差し］キーに用紙サイズ／用紙タイプアイコン（
含む、用紙向きアイコン）を反映する。用紙サイズ／用紙タイプ指定後は自動的に手差し
トレイが選択される。［手差し］キーが反転する。［手差し変更予約］キーは反転しない
。これは、手差しに変更したことが確認できるように、指定終了後、用紙選択画面を表示
して手差しを選択したことを確認させ、もし手差し以外の給紙を行いたい場合にすぐに変
更できるようにするためである。
【００７０】
上記手差し給紙選択キー６０４は、手差しトレイに紙なし時に「手差し」と表示する。手
差しトレイに紙あり時は、上記図６の［手差し用紙指定］画面で指定された用紙サイズ／
用紙タイプアイコン（含む、用紙向きアイコン）、手差しアイコンを表示する対象となる
手差しトレイには紙の有り無し検知機能しかないため、残量アイコンは表示しない。上記
［手差し変更予約］されている場合は、指定されたサイズ／タイプアイコンを表示する。
これから投入するジョブについての設定のため、現在、手差しトレイにセットされている
用紙と異なる場合があり得る。手差しトレイにセットしている用紙サイズ／タイプは上記
６０１で表示されるものとする。手差し給紙選択キー６０４が押下されると、そのジョブ
について手差しトレイを給紙元として指定する。そのジョブの用紙サイズ属性と用紙タイ
プ属性は［手差し変更予約］画面で指定されたものと同一とする。
【００７１】
以上説明したように、本発明の実施の形態に係るデジタル複写機によれば、画像データを
入力するリーダ部１０３、ファクシミリ部１０６、コンピュータインタフェース部１０７
と、入力した画像データを順次記憶する画像メモリ１０８と、画像メモリ１０８に記憶し
た画像データを読み出し用紙上に順次プリント出力するプリンタ部１０４と、コピー標準
画面、コピー応用モード画面を表示可能な操作部１０２と、入力した画像データを画像メ
モリ１０８に順次記憶させ、プリンタ部１０４に順次プリント出力を実行させる制御、デ
バイスまたはジョブとして手差しの用紙サイズを指定された場合は手差しトレイを給紙元
として指定可能か否か判断し、指定可能な場合は手差しトレイを給紙元として指定する制
御を行い、デバイスまたはジョブとして手差しの用紙サイズを指定された場合は指定終了
時に手差しトレイを給紙元としたことを確認／変更可能な用紙選択画面を操作部１０２に
表示する制御を行う制御部１０９とを備えているため、下記のような効果を奏する。
【００７２】
上記構成において、デジタル複写機の手差しトレイにユーザが用紙をセットした場合、制
御部１０９は、操作部１０２のタッチパネル３１６に用紙サイズ選択画面を表示する。こ
れに伴い、ユーザは用紙サイズ選択画面で用紙サイズを指定する。ユーザが用紙サイズを
指定すると、制御部１０９は、操作部１０２のタッチパネル３１６に用紙タイプ選択画面
を表示する。これに伴い、ユーザは用紙タイプ選択画面で用紙タイプを指定する。
【００７３】
制御部１０９は、操作部１０２のタッチパネル３１６の標準画面でユーザにより用紙選択
キーが押下された場合、用紙選択画面において、手差しトレイにセットされている用紙（
サイズ／タイプ／残量）に関する表示を行う。制御部１０９は、手差しトレイに用紙がな
い場合、操作部１０２のタッチパネル３１６に、手差しアイコン＋残量アイコン（空表示
）、「用紙がありません」を表示し、手差しトレイに用紙がある場合、操作部１０２のタ
ッチパネル３１６に、手差し用紙指定画面で指定された用紙サイズ／用紙タイプアイコン
（含む、用紙向きアイコン）、手差しアイコン＋残量アイコンを表示する。
【００７４】
制御部１０９は、操作部１０２のタッチパネル３１６に、これから投入する手差し給紙指
定ジョブについて用紙サイズを設定させる画面を表示する。ユーザにより用紙サイズが設
定されると、制御部１０９は、操作部１０２のタッチパネル３１６に、これから投入する
手差し給紙指定ジョブについて用紙タイプを設定させる画面を表示する。用紙サイズ／用
紙タイプ指定後は自動的に手差しトレイが選択される。
【００７５】

10

20

30

40

50

(11) JP 4011817 B2 2007.11.21



更に、制御部１０９は、手差しに変更したことが確認できるように、ユーザによる指定終
了後、操作部１０２のタッチパネル３１６に用紙選択画面を表示し、ユーザに手差しを選
択したことを確認させ、もし手差し以外の給紙を行いたい場合にすぐに変更できるように
、操作部１０２のタッチパネル３１６に用紙選択画面を表示する。
【００７６】
従って、本発明の実施の形態においては、手差しの用紙サイズを指定したところで手差し
の実行要求があるものとして給紙段も手差しトレイに変更することで、ユーザの設定忘れ
を防止し、意図しない給紙段からプリント処理を行ってしまわないようにすることができ
る。また、勝手に手差しに変更したことが確認できるように、指定終了後、用紙選択画面
を表示して手差しを選択したことを確認させ、もし手差し以外の給紙を行いたい場合にす
ぐに変更できるようにした操作を提供することできるという効果を奏する。
【００７７】
［他の実施の形態］
上述した本発明の実施の形態においては、複写機の場合を一例として説明したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、プリンタに適用することも可能であり、コピー機能・
プリンタ機能・ファクシミリ機能等を有する複合複写機等に適用することも可能であり、
プリンタや複合複写機等において上記実施形態を適用するように構成してもよい。この場
合、複合複写機においては、上述したコピーモードだけでなく、印刷モード、ファクシミ
リモード等のプリント処理においても上述したように処理される。
【００７８】
また、上述した本発明の実施の形態においては、複写機、ＰＣ／ＷＳを１台ずつ接続した
場合を例に上げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、複写機（またはプリンタ
または複合複写機）、ＰＣ／ＷＳをネットワークを介して任意台数ずつ接続する場合や、
複写機、プリンタ、複合複写機、ＰＣ／ＷＳをネットワークを介して任意台数ずつ接続す
る場合にも適用することが可能である。
【００７９】
尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装
置に適用してもよい。上述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコー
ドを記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコン
ピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し
実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【００８０】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピディス
ク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テー
プ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００８１】
また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施形
態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼働しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述
した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００８２】
更に、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そ
のプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣ
ＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００８３】
【発明の効果】

10

20

30

40

50

(12) JP 4011817 B2 2007.11.21



　以上説明したように、 によれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の全体構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機のリーダ部及びプリンタ部の内部構造
を示す構成図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部の構成を示す正面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示される
コピー標準画面を示す説明図である。
【図５】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示される
コピー応用モード画面を示す説明図である。
【図６】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示される
用紙を手差しトレイにセットされた場合の用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際に設定す
る画面を示す説明図である。
【図７】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示される
用紙を手差しトレイにセットされた場合の用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際に設定す
る画面を示す説明図である。
【図８】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示される
用紙を手差しトレイにセットされた場合の用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際に設定す
る画面を示す説明図である。
【図９】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示される
ジョブとしての手差し用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際に設定する画面を示す説明図
である。
【図１０】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示され
るジョブとしての手差し用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際に設定する画面を示す説明
図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示され
るジョブとしての手差し用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際に設定する画面を示す説明
図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係るデジタル複写機の操作部のタッチパネルに表示され
るジョブとしての手差し用紙サイズ、用紙タイプ設定を行う際に設定する画面を示す説明
図である。
【図１３】本発明のプログラム及び関連データを記憶した記憶媒体の記憶内容の構成例を
示す説明図である。
【図１４】本発明のプログラム及び関連データが記憶媒体から装置に供給される概念例を
示す説明図である。
【符号の説明】
１０２　操作部
１０３　リーダ部
１０４　プリンタ部
１０６　ファクシミリ部
１０７　コンピュータインタフェース部
１０８　画像メモリ
１０９　制御部
１１０　ＰＣまたはＷＳ
１２０　電話回線
２２２　手差しトレイ
３１６　タッチパネル
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本発明 手差し給紙部から給紙する用紙の用紙情報を指
定した後において、用紙選択画面を表示して手差し給紙部を選択したことを操作者に確認
させるとともに、もし手差し給紙部以外の給紙部で給紙を行いたい場合にすぐに他の給紙
部に変更できるようにすることができる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(14) JP 4011817 B2 2007.11.21
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