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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して情報処理装置と画像形成装置とが接続される画像形成システムで
あって、
　前記情報処理装置は、
　情報漏洩対策印刷の実行時に可読性を優先させるか又は生産性を優先させるかを示す実
行条件情報を、印刷者の選択操作に応じて作成する作成手段と、
　前記印刷者の個人認証に用いる個人認証情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記印刷者により指定された印刷対象の画像と、前記印刷者を特定するための印刷者特
定情報と、前記受付手段が受け付けた前記個人認証情報と、前記作成手段により作成され
た前記実行条件情報と、を含む印刷要求を前記画像形成装置に送信する送信手段と、を備
え、
　前記画像形成装置は、
　前記情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かを、前記画像形成装置の管理者の選択操
作に応じて設定する設定手段と、
　前記情報処理装置から送信された前記印刷要求を受信する受信手段と、
　前記印刷要求に含まれる前記実行条件情報が可読性の優先を示しているか又は生産性の
優先を示しているかを判断する判断手段と、
　前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され、且つ、前
記判断手段により前記実行条件情報が可読性の優先を示していると判断された場合に、前
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記印刷要求に含まれる前記個人認証情報を用いた個人認証を行う個人認証手段と、
　前記個人認証手段が前記個人認証に成功した場合に、前記印刷要求に含まれる前記印刷
対象の画像に対して、前記印刷要求に含まれる前記印刷者特定情報を透かしとして埋め込
んだ透かし埋め込み画像を生成する透かし埋め込み画像生成手段と、
　前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され、且つ、前
記判断手段により前記実行条件情報が生産性の優先を示していると判断された場合に、前
記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に対して、前記印刷要求に含まれる前記印刷者
特定情報を示す文字を合成した文字合成画像を生成する文字合成画像生成手段と、
　前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制しないことが設定されている場
合に、前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に基づいて、前記印刷者特定情報を用
いない通常印刷画像を生成する通常印刷画像生成手段と、
　前記透かし埋め込み画像又は前記文字合成画像又は前記通常印刷画像の印刷処理を行う
印刷手段と、を備えることを特徴とする画像形成システム。
【請求項２】
　前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像は、ページ単位の画像を含み、
　前記設定手段は、前記情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先させる場合にページ集
約を行うか否かを、前記管理者の選択操作に応じて更に設定し、
　前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され、且つ、前
記判断手段により前記実行条件情報が生産性の優先を示していると判断され、且つ、前記
設定手段により前記ページ集約を行うことが設定されている場合に、前記文字合成画像生
成手段は、前記印刷対象の画像に含まれる複数のページを１ページに集約して、集約単位
毎の前記文字合成画像を生成する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項３】
　前記情報処理装置は、
　前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像を所定の形式の画像に変換して、変換画像
を作成する画像変換手段を更に備え、
　前記透かし埋め込み画像生成手段は、前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行
を強制することが設定され、且つ、前記判断手段により前記実行条件情報が可読性の優先
を示していると判断され、且つ、前記個人認証手段が前記個人認証に成功した場合に、前
記変換画像に対して前記印刷者特定情報を透かしとして埋め込んだ前記透かし埋め込み画
像を生成し、
　前記文字合成画像生成手段は、前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制
することが設定され、且つ、前記判断手段により前記実行条件情報が生産性の優先を示し
ていると判断された場合に、前記変換画像に対して前記印刷者特定情報を示す文字を合成
した前記文字合成画像を生成し、
　前記通常印刷画像生成手段は、前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制
しないことが設定されている場合に、前記変換画像に基づいて、前記印刷者特定情報を用
いない前記通常印刷画像を生成する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成システム。
【請求項４】
　ネットワークを介して情報処理装置と画像形成装置とが接続される画像形成システムに
おいて実行される画像形成方法であって、
　前記情報処理装置が、情報漏洩対策印刷の実行時に可読性を優先させるか又は生産性を
優先させるかを示す実行条件情報を、印刷者の選択操作に応じて作成する作成ステップと
、
　前記情報処理装置が、前記印刷者の個人認証に用いる個人認証情報の入力を受け付ける
受付ステップと、
　前記情報処理装置が、前記印刷者により指定された印刷対象の画像と、前記印刷者を特
定するための印刷者特定情報と、前記受付ステップで受け付けた前記個人認証情報と、前
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記作成ステップで作成した前記実行条件情報と、を含む印刷要求を前記画像形成装置に送
信する送信ステップと、
　前記画像形成装置が、前記情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かを、前記画像形成
装置の管理者の選択操作に応じて設定する設定ステップと、
　前記画像形成装置が、前記情報処理装置から送信された前記印刷要求を受信する受信ス
テップと、
　前記画像形成装置が、前記印刷要求に含まれる前記実行条件情報が可読性の優先を示し
ているか又は生産性の優先を示しているかを判断する判断ステップと、
　前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され、且つ
、前記判断ステップにより前記実行条件情報が可読性の優先を示していると判断された場
合に、前記画像形成装置が、前記印刷要求に含まれる前記個人認証情報を用いた個人認証
を行う個人認証ステップと、
　前記個人認証ステップによる前記個人認証に成功した場合に、前記画像形成装置が、前
記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に対して、前記印刷要求に含まれる前記印刷者
特定情報を透かしとして埋め込んだ透かし埋め込み画像を生成する透かし埋め込み画像生
成ステップと、
　前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され、且つ
、前記判断ステップにより前記実行条件情報が生産性の優先を示していると判断された場
合に、前記画像形成装置が、前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に対して、前記
印刷要求に含まれる前記印刷者特定情報を示す文字を合成した文字合成画像を生成する文
字合成画像生成ステップと、
　前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の実行を強制しないことが設定されてい
る場合に、前記画像形成装置が、前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に基づいて
、前記印刷者特定情報を用いない通常印刷画像を生成する通常印刷画像生成ステップと、
　前記画像形成装置が、前記透かし埋め込み画像又は前記文字合成画像又は前記通常印刷
画像の印刷処理を行う印刷ステップと、を含むことを特徴とする画像形成方法。
【請求項５】
　前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像は、ページ単位の画像を含み、
　前記設定ステップでは、前記情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先させる場合にペ
ージ集約を行うか否かを、前記管理者の選択操作に応じて更に設定し、
　前記文字画像合成ステップでは、前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の実行
を強制することが設定され、且つ、前記判断ステップにより前記実行条件情報が生産性の
優先を示していると判断され、且つ、前記設定ステップにより前記ページ集約を行うこと
が設定されている場合に、前記画像形成装置が、前記印刷対象の画像に含まれる複数のペ
ージを１ページに集約して、集約単位毎の前記文字合成画像を生成する
ことを特徴とする請求項４に記載の画像形成方法。
【請求項６】
　前記情報処理装置が、前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像を所定の形式の画像
に変換して、変換画像を作成する画像変換ステップを更に含み、
　前記透かし埋め込み画像生成ステップでは、前記設定ステップにより前記情報漏洩対策
印刷の実行を強制することが設定され、且つ、前記判断ステップにより前記実行条件情報
が可読性の優先を示していると判断され、且つ、前記個人認証ステップによる前記個人認
証に成功した場合に、前記画像形成装置が、前記変換画像に対して前記印刷者特定情報を
透かしとして埋め込んだ前記透かし埋め込み画像を生成し、
　前記文字合成画像生成ステップでは、前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の
実行を強制することが設定され、且つ、前記判断ステップにより前記実行条件情報が生産
性の優先を示していると判断された場合に、前記画像形成装置が、前記変換画像に対して
前記印刷者特定情報を示す文字を合成した前記文字合成画像を生成し、
　前記通常印刷画像生成ステップでは、前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の
実行を強制しないことが設定されている場合に、前記変換画像に基づいて、前記印刷者特
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定情報を用いない前記通常印刷画像を生成する
ことを特徴とする請求項４または５に記載の画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成システム及び画像形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オフィス内において印刷物を不用意に扱うことによって生じる情報漏洩が問題と
なっている。例えば印刷物をプリンタなどの画像形成装置に置き忘れたり、机の上に放置
したりすると、覗き見られたり盗難されたりすることで、情報が漏洩してしまう。印刷物
の置き忘れや放置などをしないよう、ユーザに対し教育を行っても、その効果は限定的で
あり、管理者としては、何らかの対策を行う必要がある。情報の漏洩に対する抑止対策と
して、「セキュアプリント」と「トレースプリント」との２つの印刷方法が従来から提案
されている。これらの各印刷方法によって行う印刷をまとめて情報漏洩対策印刷という。
【０００３】
　「セキュアプリント」とは、画像形成装置に接続されるＰＣ（Personal Computer）か
ら印刷の指示があっても印刷をすぐに開始せず、ユーザが画像形成装置のある場所まで行
き、画像形成装置上で個人認証を行なって初めて印刷を開始する機能である。個人認証と
しては、ＩＣカードをカードリーダにかざしたり、パスワードなどの個人認証情報を操作
パネルから入力したりする方法がある（例えば、特許文献１参照）。この方法は、机上へ
の放置には効果がないが、画像形成装置への置き忘れを低減させることができるので、中
程度のセキュリティが得られる機能と言える。一方、生産性には問題がある。セキュアプ
リントでなければ、印刷完了までの間、ユーザはＰＣのある場所で別の作業が行えるが、
セキュアプリントだと、画像形成装置の前で印刷完了を待つこととなり、別の作業が行え
ないからである。
【０００４】
　「トレースプリント」とは、印刷を指示したユーザ（印刷者という）を特定する情報（
特定情報という）を印刷物に付加する機能である。画像形成装置へ置き忘れたり机上へ放
置されたりした印刷物を管理者が回収して、その印刷者を特定すれば懲罰やルールの徹底
などの再発防止策が立てられる。また懲罰などを印刷者に事前告知すれば、印刷物の扱い
が慎重になるという心理効果も期待できる。
【０００５】
　ところで、トレースプリントにおいて特定情報を印刷物に付加する方法としては、「透
かし」や「文字合成」などいくつかの種類がある。「透かし」とは、特定情報に基づいて
、人間が判読できない加工を画像自体に加える方法である（例えば、特許文献２参照）。
具体的には、電子透かしの技術や、透明インクなどを用いた印刷技術で実現される。「文
字合成」とは、ページ単位の画像の端部に特定情報を表す文字を合成する方法である（例
えば、特許文献３参照）。いわゆるヘッダやフッタなどと呼ぶものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　「透かし」は、画像形成装置などの機械が解読して特定情報を取り出すものなので、取
り出し誤りを犯す可能性があり、中程度のセキュリティが得られる。「文字合成」は、人
間が解読するだけなので、誤りを犯す可能性は低く、画像形成装置への置き忘れと机上へ
の放置との両方に効果があるので、強度のセキュリティ効果が得られる。しかし、「文字
合成」では、印刷対象の画像が文章を表すものである場合、本文としての文章の他に、特
定情報を表す他の文字が混入するので、人間にとって文章が読みづらくなると言う可読性
の問題がある。人間が判読できない加工を行う「透かし」には、このような問題はない。
【０００７】
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　セキュアプリントと「透かし」によるトレースプリントと「文字合成」によるトレース
プリントとの各情報漏洩対策印刷における特質をまとめると、図１２に示されるようにな
る。セキュアプリントやトレースプリントは、印刷を指示するユーザではなく、管理者の
ための機能なので、セキュアプリントやトレースプリントを実行させるか否かの設定や、
トレースプリントとして透かし又は文字合成のいずれかを選択する設定は従来、管理者の
みが行えるようになっていることが一般的であった。管理者による設定なので、通常、頻
繁な設定変更は行われない運用となる。一方、印刷者は、さまざまな要求を持っている。
生産性を重視する場合、可読性を重視する場合など、印刷者又は印刷対象の画像によって
、さまざまな要求が発生する。ところが各情報漏洩対策印刷では、図１２に示されるよう
な特性を持っているので、セキュアプリントや「透かし」によるトレースプリントに設定
すると、高いセキュリティを望む管理者の要求を満たすことが困難である。「文字合成」
によるトレースプリントに設定すると、可読性を重視する印刷者の要求を満たすことが困
難である。このように、従来では、どの設定にしていても、管理者又は印刷者のいずれか
の要求を満たすことが困難であるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、管理者の要求に応じて、情報漏洩の抑
止が可能でありつつ、印刷時の生産性又は可読性に関し、印刷を指示する印刷者の要求を
満たすことが可能な画像形成システム及び画像形成方法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】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、ネットワークを介して情報
処理装置と画像形成装置とが接続される画像形成システムであって、前記情報処理装置は
、情報漏洩対策印刷の実行時に可読性を優先させるか又は生産性を優先させるかを示す実
行条件情報を、印刷者の選択操作に応じて作成する作成手段と、前記印刷者の個人認証に
用いる個人認証情報の入力を受け付ける受付手段と、前記印刷者により指定された印刷対
象の画像と、前記印刷者を特定するための印刷者特定情報と、前記受付手段が受け付けた
前記個人認証情報と、前記作成手段により作成された前記実行条件情報と、を含む印刷要
求を前記画像形成装置に送信する送信手段と、を備え、前記画像形成装置は、前記情報漏
洩対策印刷の実行を強制するか否かを、前記画像形成装置の管理者の選択操作に応じて設
定する設定手段と、前記情報処理装置から送信された前記印刷要求を受信する受信手段と
、前記印刷要求に含まれる前記実行条件情報が可読性の優先を示しているか又は生産性の
優先を示しているかを判断する判断手段と、前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の
実行を強制することが設定され、且つ、前記判断手段により前記実行条件情報が可読性の
優先を示していると判断された場合に、前記印刷要求に含まれる前記個人認証情報を用い
た個人認証を行う個人認証手段と、前記個人認証手段が前記個人認証に成功した場合に、
前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に対して、前記印刷要求に含まれる前記印刷
者特定情報を透かしとして埋め込んだ透かし埋め込み画像を生成する透かし埋め込み画像
生成手段と、前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され
、且つ、前記判断手段により前記実行条件情報が生産性の優先を示していると判断された
場合に、前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に対して、前記印刷要求に含まれる
前記印刷者特定情報を示す文字を合成した文字合成画像を生成する文字合成画像生成手段
と、前記設定手段により前記情報漏洩対策印刷の実行を強制しないことが設定されている
場合に、前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に基づいて、前記印刷者特定情報を
用いない通常印刷画像を生成する通常印刷画像生成手段と、前記透かし埋め込み画像又は
前記文字合成画像又は前記通常印刷画像の印刷処理を行う印刷手段と、を備えることを特
徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、ネットワークを介して情報処理装置と画像形成装置とが接続される画
像形成システムにおいて実行される画像形成方法であって、前記情報処理装置が、情報漏
洩対策印刷の実行時に可読性を優先させるか又は生産性を優先させるかを示す実行条件情
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報を、印刷者の選択操作に応じて作成する作成ステップと、前記情報処理装置が、前記印
刷者の個人認証に用いる個人認証情報の入力を受け付ける受付ステップと、前記情報処理
装置が、前記印刷者により指定された印刷対象の画像と、前記印刷者を特定するための印
刷者特定情報と、前記受付ステップで受け付けた前記個人認証情報と、前記作成ステップ
で作成した前記実行条件情報と、を含む印刷要求を前記画像形成装置に送信する送信ステ
ップと、前記画像形成装置が、前記情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かを、前記画
像形成装置の管理者の選択操作に応じて設定する設定ステップと、前記画像形成装置が、
前記情報処理装置から送信された前記印刷要求を受信する受信ステップと、前記画像形成
装置が、前記印刷要求に含まれる前記実行条件情報が可読性の優先を示しているか又は生
産性の優先を示しているかを判断する判断ステップと、前記設定ステップにより前記情報
漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され、且つ、前記判断ステップにより前記実行
条件情報が可読性の優先を示していると判断された場合に、前記画像形成装置が、前記印
刷要求に含まれる前記個人認証情報を用いた個人認証を行う個人認証ステップと、前記個
人認証ステップによる前記個人認証に成功した場合に、前記画像形成装置が、前記印刷要
求に含まれる前記印刷対象の画像に対して、前記印刷要求に含まれる前記印刷者特定情報
を透かしとして埋め込んだ透かし埋め込み画像を生成する透かし埋め込み画像生成ステッ
プと、前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定され、
且つ、前記判断ステップにより前記実行条件情報が生産性の優先を示していると判断され
た場合に、前記画像形成装置が、前記印刷要求に含まれる前記印刷対象の画像に対して、
前記印刷要求に含まれる前記印刷者特定情報を示す文字を合成した文字合成画像を生成す
る文字合成画像生成ステップと、前記設定ステップにより前記情報漏洩対策印刷の実行を
強制しないことが設定されている場合に、前記画像形成装置が、前記印刷要求に含まれる
前記印刷対象の画像に基づいて、前記印刷者特定情報を用いない通常印刷画像を生成する
通常印刷画像生成ステップと、前記画像形成装置が、前記透かし埋め込み画像又は前記文
字合成画像又は前記通常印刷画像の印刷処理を行う印刷ステップと、を含むことを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、管理者の要求に応じて、情報漏洩の抑止が可能でありつつ、印刷時の
生産性又は可読性に関し、印刷を指示する印刷者の要求を満たすことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、一実施の形態にかかる画像形成システムの構成を例示する図である。
【図２】図２は、画像形成装置６０のハードウェア構成を例示する図である。
【図３】図３は、各情報漏洩対策印刷における特質をまとめた図である。
【図４】図４は、画像形成装置６０の機能的構成を例示する図である。
【図５】図５は、第１初期設定画面ＳＧ１を例示する図である。
【図６】図６は、第２初期設定画面ＳＧ２を例示する図である。
【図７】図７は、第１プロパティ画面ＰＧ１を例示する図である。
【図８】図８は、第２プロパティ画面ＰＧ２を例示する図である。
【図９】図９は、画像形成装置６０の行う印刷処理の手順を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、透かしが埋め込まれる前の画像Ｇ１と、透かしが埋め込まれた画像
Ｇ２と、透かしえお読取る際の画像Ｇ３とを表す図である。
【図１１】図１１は、特定情報が合成される前の画像Ｇ４と、特定情報が合成された後の
画像Ｇ５とを表す図である。
【図１２】図１２は、各情報漏洩対策印刷における特質をまとめた図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像形成装置、画像形成システム、情報
処理装置、プログラム及び記憶媒体の実施の形態を詳細に説明する。図１は、本実施の形
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態にかかる画像形成システムの構成を例示する図である。同図に示される画像形成システ
ムは、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）５０と、画像形成装置６０とを備え、これらがネ
ットワークＮＴ１を介して接続される。ネットワークＮＴ１とは、例えば、ＬＡＮ（Loca
l Area Network）、イントラネット、イーサネット（登録商標）又はインターネットなど
である。ＰＣ５０は、ユーザの操作入力に応じて、印刷対象の画像と共に印刷条件を表す
印刷データを、ネットワークＮＴ１を介して画像形成装置６０に送信し、画像形成装置６
０は、印刷データを受信すると、当該印刷データに応じて、画像処理を行なって、画像を
印刷媒体に形成することにより、印刷を行なう。印刷対象の画像は、ページ単位の画像を
含み、複数のページの画像を含み得る。印刷が行われた印刷媒体を印刷物という。印刷デ
ータは、例えば、ＰＤＬ(Page Description Language)言語を用いて表されている。
【００１７】
　図２は、本実施の形態にかかる画像形成装置６０のハードウェア構成を例示する図であ
る。画像形成装置６０は、装置全体を制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）６１
と、各種データや各種プログラムを記憶するＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭ（Rand
om Access Memory）等の主記憶部６２と、各種データや各種プログラムを記憶するＨＤＤ
（Hard Disk Drive）やＣＤ（Compact Disk）ドライブ装置等の補助記憶部６３と、画像
処理部６６と、通信Ｉ／Ｆ（interface）６４と、操作・表示部６５と、画像出力部６７
と、これらを接続するバスとを備えている。操作・表示部６５は、ユーザの指示入力を受
け付けるキーボードやマウス等の操作入力部と、情報を表示する表示部とが一体化したも
のである。通信Ｉ／Ｆ６４は、ＰＣ５０などの外部装置の通信を制御する。画像処理部６
６は、例えば、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）やＤＳＰ(Digita
l Signal Processor)などで構成され、通信Ｉ／Ｆ６４を介してＰＣ５０から受信した印
刷データによって表される画像に対して、ラスタライズや誤差拡散やガンマ変換等の各種
画像処理を行う。画像出力部６７は、白黒プロッタ、１ドラムカラープロッタ、４ドラム
カラープロッタ、スキャナ又はファックスユニット等で構成され、画像処理部６６が画像
処理を行った画像を印刷媒体に形成することにより、印刷を行なう。この画像形成装置６
０は、印刷を行なう機能として、セキュアプリントやトレースプリントなどの情報漏洩対
策印刷を実行する機能や、減色変換やページ集約の各機能を有している。
【００１８】
　このような構成の画像形成システムにおいて、情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否
かを管理者に設定させ、一方、情報漏洩対策印刷の実行時に可読性を優先させる又は生産
性を優先させるのかを、ＰＣ５０において印刷を指示するユーザ（印刷者）に選択させて
設定させる。画像形成装置６０は、可読性を優先させる場合には、（Ａ）セキュアプリン
トと透かしの埋め込みによるトレースプリントとを併せて実行し、生産性を優先させる場
合には、（Ｂ）文字合成によるトレースプリントを実行する。このような構成によれば、
図３に示されるように、（Ａ）の方法では、セキュアプリントと透かしの埋め込みによる
トレースプリントとの各々セキュリティ強度を併せられるため、個別に実行する場合より
も、セキュリティ強度を高められる。また、生産性については、セキュアプリントの方の
生産性が維持される。可読性については、セキュアプリントと透かしの埋め込みによるト
レースプリントとのいずれの可読性も良好であるため、それが維持される。従って、（Ａ
）の方法では、セキュリティ強度及び可読性に優れている。一方、（Ｂ）の方法では、図
１２に示したものと同様であり、セキュリティ強度及び生産性に優れている。以上のこと
から、（Ａ），（Ｂ）いずれの方法であってもセキュリティ強度は高いため、トレースプ
リントの実行を強制することを設定した場合には、情報漏洩を抑止したいという管理者の
要求を満たすことはできる。一方、情報漏洩対策印刷の実行時に可読性又は生産性のいず
れかを優先させるかは、印刷者が選択可能であるため、印刷者の要求を満たすこともでき
る。従って、管理者及び印刷者の双方の要求を満たすことができる。
【００１９】
　次に、このようなハードウェア構成において、画像形成装置６０のＣＰＵ６１が主記憶
部６２や補助記憶部６３に記憶された各種プログラムを実行することにより実現される各
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種機能について説明する。図４は、画像形成装置６０の機能的構成を例示する図である。
画像形成装置６０は、印刷データ受信処理部６００と、印刷データスプール処理部６０１
と、印刷データ解析処理部６０２と、設定部６０３と、個人認証処理部６０４と、ビット
マップ画像作成処理部６０５と、文字合成処理部６０６と、透かし埋込処理部６０７と、
減色変換処理部６０８と、ページ集約処理部６０９と、印刷処理部６１０とを有する。こ
れらの各部は、ＣＰＵ６１のプログラム実行時にＲＡＭなどの主記憶部６２上に生成され
るものである。
【００２０】
　印刷データ受信処理部６００は、通信Ｉ／Ｆ６４を介して、印刷データをＰＣ５０から
受信する。印刷データスプール処理部６０１は、印刷データ受信処理部６００が受信した
印刷データを、ＨＤＤなどの補助記憶部６３にスプールする。設定部６０３は、操作・表
示部６５を介して、情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かを設定すると共に、情報漏
洩対策印刷の実行時に生産性を優先する場合に、減色変換を行うか、ページ集約を行なう
か又はいずれも行なわないかを設定する。具体的には、例えば、設定部６０３は、操作・
表示部６５に、図５に示されるような第１初期設定画面ＳＧ１を表示させる。そして、こ
の第１初期設定画面ＳＧ１において、情報漏洩対策印刷の実行を強制することを選択する
操作入力を操作・表示部６５を介して受け付けた場合、設定部６０３は、情報漏洩対策印
刷の実行を強制することを設定する。また、設定部６０３は、操作・表示部６５に、図６
に示されるような第２初期設定画面ＳＧ２を表示させる。そして、この第２初期設定画面
ＳＧ２において、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先する場合に、減色変換を行う
か、ページ集約を行なうか又はいずれも行なわないかを選択する操作入力を操作・表示部
６５を介して受け付けた場合、設定部６０３は、当該操作入力に応じて、減色変換を行う
、ページ集約を行なう又はいずれも行なわないことのうちいずれかを設定する。尚、設定
の内容は、例えば、設定情報としてＨＤＤなどの補助記憶部６３に記憶される。尚、第１
初期設定画面ＳＧ１及び第２初期設定画面ＳＧ２における設定は、管理者のみが行うこと
が可能であり、印刷者には行えないように、例えば、パスワードの入力を要するように構
成することが好ましい。
【００２１】
　図４の説明に戻る。印刷データ解析処理部６０２は、印刷データ受信処理部６００が受
信した印刷データについて、ＰＤＬ言語を解釈することにより、当該印刷データを解析す
る。印刷データには、上述したように印刷条件が含まれている。印刷条件としては、例え
ば、画像の印刷に用いる色や、紙などの印刷媒体のサイズや印刷部数などが含まれる。更
に、本実施の形態においては、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先することがＰＣ
５０において設定された場合に、印刷条件によって、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性
を優先することが指定される。また、情報漏洩対策印刷の実行時に可読性を優先すること
がＰＣ５０において設定された場合に、印刷条件によって、情報漏洩対策印刷の実行時に
可読性を優先することが指定される。ＰＣ５０におけるこれらの設定については後述する
。印刷データ解析処理部６０２は、印刷データによって表される画像を抽出すると共に、
印刷データによって表されるこのような印刷条件を解析する。
【００２２】
　個人認証処理部６０４は、設定情報及び当該印刷データ解析処理部６０２の解析結果を
参照して、情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定されている場合且つ情報漏洩対
策印刷の実行時に可読性の優先が指定されている場合、操作・表示部６５を介して、ユー
ザの個人認証を行うための個人認証情報が入力されると、当該個人認証情報を用いて個人
認証を行う。個人認証を行なう方法については、例えば、特許文献１に記載されている方
法を用いても良いし、その他周知の方法を用いても良い。例えば、個人認証情報としては
、印刷者がＰＣ５０において入力したパスワードなどの情報であり、印刷データに印刷条
件の１つとして含まれる。そして、個人認証処理部６０４は、当該パスワードと、操作・
表示部６５を介して入力されたパスワードとを照合することにより、個人認証を行う。そ
の他、ＩＣカードを用いて個人認証を行なう場合には、ＩＣカードに個人認証情報を予め
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記憶させており、ＰＣ５０においてＩＣカードから取得した個人認証情報が印刷データに
含まれる。一方、画像形成装置６０がカードリーダを備え、操作・表示部６５ではなく、
カードリーダを介してＩＣカードから個人認証情報を取得し、当該個人認証情報と、印刷
データに含まれる個人認証情報とを照合するようにしても良い。又は、ＰＣ５０において
印刷者について予め記憶されているメールアドレスなどの情報を個人認証情報として印刷
データに含まれるようにしても良い。個人認証処理部６０４の照合の結果、双方が一致し
ない場合には、印刷処理を中止させる。
【００２３】
　ビットマップ画像作成処理部６０５は、印刷データ解析処理部６０２が抽出した画像を
ラスタライズする画像処理を行って、ビットマップ形式の画像に変換した画像（変換画像
）を作成する。文字合成処理部６０６は、設定情報及び当該印刷データ解析処理部６０２
の解析結果を参照して、情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定されている場合且
つ情報漏洩対策印刷の実行時に生産性の優先が指定されている場合、ビットマップ画像作
成処理部６０５が作成した画像に対して、特定情報を合成した合成画像を作成する。特定
情報を合成した合成画像を作成する方法は、例えば、特許文献３に示されるように、ヘッ
ダやフッタに特定情報を文字として合成するする方法を用いても良いし、ページ内の背景
全面に、特定情報を網点で表現した大きな文字を合成する方法を用いても良いし、その他
周知の方法を用いても良い。尚、特定情報は、印刷データに印刷条件の１つとして含まれ
る。特定情報としては、印刷者の名前やユーザＩＤなどの印刷者を特定可能な情報であり
、ＰＣ５０において入力される又は予め記憶されたものである。このような特定情報を文
字として表したものをビットマップ画像作成処理部６０５が作成した画像のうち例えばヘ
ッダやフッタなどに合成した合成画像を文字合成処理部６０６は作成する。
【００２４】
　透かし埋込処理部６０７は、情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定されている
場合且つ情報漏洩対策印刷の実行時に可読性の優先が指定されている場合、個人認証処理
部６０４の個人認証の結果に応じて、ビットマップ画像作成処理部６０５が作成した画像
に対して、特定情報を透かしとして埋め込む。透かしを埋め込む方法は、例えば、特許文
献２に示されるように、不可視インクを用いて印字を行なう方法を用いても良いし、電子
透かしのように、ビットマップ形式の画像を特定情報で変調する方法であっても良いし、
その他周知の方法を用いても良い。
【００２５】
　減色変換処理部６０８は、設定情報及び当該印刷データ解析処理部６０２の解析結果を
参照して、情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定されている場合、情報漏洩対策
印刷の実行時に生産性の優先が指定されている場合且つ減色変換が設定されている場合、
文字合成処理部６０６が作成した合成画像を表現する色を減色する減色変換処理を適宜行
う。この場合、具体的には、減色変換処理部６０８は、文字合成処理部６０６が作成した
合成画像がフルカラーの画像であれば、即ち、合成画像を表現する色が所定数（例えば４
色）以上あれば、当該合成画像を表現する色を１色（黒など）（又は２色（黒と赤など）
）に減らした画像（減色画像という）に当該合成画像を変換する。尚、文字合成処理部６
０６が作成した合成画像の色が１色（又は２色）である場合には、減色変換処理部６０８
は、減色変換処理を行わなくても良いし、行っても良い。
【００２６】
　ページ集約処理部６０９は、設定情報及び当該印刷データ解析処理部６０２の解析結果
を参照して、情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定されている場合、情報漏洩対
策印刷の実行時に生産性の優先が指定されている場合且つページ集約を行うことが設定さ
れている場合、文字合成処理部６０６が作成した合成画像について、複数のページ（集約
単位という）の画像を縮小して１ページに集約して、集約単位毎の画像を作成する。集約
単位のページ数については、予め定められていても良いし、操作・表示部６５を介して管
理者が指定可能にしても良い。
【００２７】
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　印刷処理部６１０は、文字合成処理部６０６が作成した合成画像、減色変換処理部６０
８が作成した画像、ページ集約処理部６０９が作成した画像又は透かし埋込処理部６０７
が透かしを埋め込んだ画像を用いて、印刷データ解析処理部６０２が解析した印刷データ
によって表される印刷条件に従って、紙などの印刷媒体に印刷を行なう。ここで、印刷処
理部６１０は、対象の画像に対して、誤差拡散やガンマ変換等の各種画像処理を行っても
良い。
【００２８】
　次に、ＰＣ５０のハードウェア構成について説明する。ＰＣ５０は、装置全体を制御す
るＣＰＵと、各種データや各種プログラムを記憶するＲＯＭやＲＡＭ等の主記憶部と、各
種データや各種プログラムを記憶するＨＤＤやＣＤドライブ装置等の補助記憶部と、これ
らを接続するバスとを備えており、通常のコンピュータを利用したハードウェア構成とな
っている。また、ＰＣ５０には、情報を表示する表示部と、ユーザの指示入力を受け付け
るキーボードやマウス等の操作入力部と、外部装置の通信を制御する通信Ｉ／Ｆとが有線
又は無線により各々接続される。本実施の形態においては、ＲＯＭ又はＨＤＤには、操作
入力部を介したユーザの操作入力に応じて、画像形成装置６０に印刷データを送信するた
めのプリンタドライバが記憶されている。このような構成において、ＰＣ５０は、プリン
タドライバの機能により、操作入力部を介して印刷対象の画像を指定して、例えば色や印
刷媒体のサイズや印刷部数などの印刷条件を指定し、印刷を指示する操作入力がユーザ（
印刷者）によって行われると、当該操作入力を受け付け、印刷対象の画像を表すと共に、
印刷条件を表す印刷データを作成して、これを画像形成装置６０に送信する。このとき、
本実施の形態においては、ＰＣ５０は、図７に示される第１プロパティ画面ＰＧ１を表示
部に表示させ、情報漏洩対策印刷の実行時に可読性を優先させる又は生産性を優先させる
のかを、操作入力部を介して選択させて、当該操作入力に応じて、情報漏洩対策印刷の実
行時に可読性を優先させる又は生産性を優先させることのいずれかを指定する実行条件情
報を作成してこれを印刷条件の１つとする。また、ＰＣ５０は、図８に示される第２プロ
パティ画面ＰＧ２を表示部に表示させ、個人認証を行う場合に用いる個人認証情報として
パスワードを、操作入力部を介して入力させて、当該操作入力に応じて、個人認証情報を
印刷条件の１つとする。更に、ＰＣ５０は、情報漏洩対策印刷の実行時に用いる特定情報
を印刷条件の１つとする。この特定情報は、上述したように、印刷者の名前やユーザＩＤ
などの印刷者を特定可能な情報であり、操作入力部を介して印刷者に入力されるようにし
ても良いし、主記憶部や補助記憶部に予め記憶されたものであっても良い。このようにし
て、ＰＣ５０は、印刷者の操作入力に応じて、印刷対象の画像と共に印刷条件として個人
認証情報と、特定情報と、可読性を優先させる又は生産性を優先させることのいずれかを
指定する実行条件情報とを少なくとも表す印刷データを作成してこれを画像形成装置６０
に送信する。
【００２９】
　次に、本実施の形態にかかる画像形成装置６０の行う印刷処理の手順について図９を用
いて説明する。ここでは、上述の第１初期設定画面ＳＧ１及び第２初期設定画面ＳＧ２を
介して管理者により設定が行われ、設定の内容を表す設定情報が補助記憶部６３に既に記
憶されているものとする。画像形成装置６０は、印刷対象の画像と共に印刷条件として個
人認証情報と、特定情報と、可読性を優先させる又は生産性を優先させることのいずれか
を指定する実行条件情報とを少なくとも表す印刷データをＰＣ５０から受信すると（ステ
ップＳ１）、補助記憶部６３に記憶された設定情報を参照して、情報漏洩対策印刷の実行
を強制することが設定されているか否かを判定する（ステップＳ２）。情報漏洩対策印刷
の実行を強制することが設定されていない場合（ステップＳ２：ＮＯ）、画像形成装置６
０は、ステップＳ１で受信した印刷データを解析して、当該印刷データによって表される
画像をラスタライズして、ビットマップ形式の画像を作成して（ステップＳ５）、当該画
像を用いて、当該印刷データによって表される印刷条件に従って、印刷を行なう（ステッ
プＳ１５）。尚、この場合、印刷データによって表される個人認証情報、特定情報及び実
行条件情報は用いられずに、印刷が行われる。
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【００３０】
　一方、情報漏洩対策印刷の実行を強制することが設定されている場合（ステップＳ２：
ＹＥＳ）、画像形成装置６０は、ステップＳ１で受信した印刷データを解析して、印刷条
件の１つとして、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性又は可読性のうちどちらが優先する
ことが指定されているかを判定する（ステップＳ３）。可読性が優先することが指定され
ている場合（ステップＳ３：可読性）、画像形成装置６０は、個人認証を行うべく、操作
・表示部６５を介して、個人認証情報が印刷者によって入力されたか否かを判定する（ス
テップＳ４）。個人認証情報が入力されて、画像形成装置６０は、当該個人認証情報と、
ステップＳ１で受信された印刷データに印刷条件の１つとして表される個人認証情報とを
照合することにより個人認証を行い、これらが照合した場合（ステップＳ４：実施済）、
当該印刷データによって表される画像をラスタライズして、ビットマップ形式の画像を作
成する（ステップＳ６）。次いで、画像形成装置６０は、ステップＳ６で作成した画像に
対して、ステップＳ１で受信された印刷データに印刷条件の１つとして表される特定情報
を透かしとして埋め込んで（ステップＳ７）、透かしを埋め込んだ画像を用いて、当該印
刷データによって表される印刷条件に従って、印刷を行なう（ステップＳ１５）。
【００３１】
　図１０は、透かしが埋め込まれる前の画像Ｇ１と、透かしが埋め込まれた画像Ｇ２と、
透かしを読取る際の画像Ｇ３とを表す図である。同図に示されるように、画像Ｇ１と画像
Ｇ２とでは人間の目では変わりのないように見える。しかし、例えば、特許文献２に示さ
れる方法によって透かしを埋め込んだ場合には、画像Ｇ２に対して特殊光源を照射すると
、画像Ｇ３には、透かしとして埋め込まれた特定情報を表すバーコードが表れるため、当
該バーコードを読み取ることが可能になり、特定情報を抽出することが可能になる。
【００３２】
　一方、ステップＳ３で、生産性を優先することが指定されている場合（ステップＳ３：
生産性）、画像形成装置６０は、ステップＳ１で受信した印刷データによって表される画
像をラスタライズして、ビットマップ形式の画像を作成する（ステップＳ８）。次いで、
画像形成装置６０は、ステップＳ８で作成した画像に対して、ステップＳ１で受信された
印刷データに印刷条件の１つとして表される特定情報を文字として表したものを合成した
合成画像を作成する（ステップＳ９）。
【００３３】
　図１１は、特定情報が合成される前の画像Ｇ４と、特定情報が合成された後の画像Ｇ５
とを表す図である。同図に示されるように、画像Ｇ４に対して画像Ｇ５では、フッタとし
て「printed by satoh」という文字が人間の可読に表されている。「satoh」が、例えば
、印刷者の名前を表すものである。従って、当該画像が印刷された印刷物を管理者が見れ
ば、特定情報である印刷者の名前により、印刷者を特定することが可能になる。
【００３４】
　図９の説明に戻る。ステップＳ９の後、画像形成装置６０は、補助記憶部６３に記憶さ
れた設定情報を参照して、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先する場合に減色変換
を行うことが設定されているか否かを判定する（ステップＳ１０）。減色変換を行うこと
が設定されている場合（ステップＳ１０：ＹＥＳ）、画像形成装置６０は、ステップＳ９
で作成した合成画像がフルカラーの画像であれば、当該合成画像を表現する色を１色（黒
など）（又は２色（黒と赤など））に減らした減色画像に当該合成画像を変換する（ステ
ップＳ１１）。次いで、画像形成装置６０は、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先
する場合にページ集約を行なうことが設定されているか否かを判定する（ステップＳ１２
）。減色変換を行うことが指定されていない場合も（ステップＳ１０：ＮＯ）、同様に、
ステップＳ１２に進む。ページ集約を行なうことが設定されている場合（ステップＳ１２
：ＹＥＳ）、画像形成装置６０は、ステップＳ９で作成した合成画像又はステップＳ１０
の判断結果が否定的である場合はステップＳ８で作成した画像について、複数のページ（
集約単位という）の画像を縮小して１ページに収めて、集約単位毎の画像を作成して（ス
テップＳ１３）、当該集約単位毎の画像を用いて、当該印刷データによって表される印刷
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条件に従って、印刷を行なう（ステップＳ１５）。情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を
優先する場合に減色変換を行うこと及びページ集約を行なうことのいずれも設定されてい
ない場合、画像形成装置６０は、ステップＳ９で作成した画像を用いて、当該印刷データ
によって表される印刷条件に従って、印刷を行なう（ステップＳ１５）。
【００３５】
　以上のように、セキュアプリントを含む情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かを管
理者に設定させ、一方、情報漏洩対策印刷の実行時に可読性を優先させる又は生産性を優
先させるのかを印刷者に選択させることで、管理者の要求に応じて、情報漏洩の抑止が可
能でありつつ、印刷時の生産性又は可読性に関し、印刷者の要求を満たすことが可能にな
る。即ち、印刷物からの情報漏洩が発生しないようセキュリティを高めたいという管理者
の要求を満たすことが可能になる一方で、印刷時に生産性の高さを要求する印刷者や、印
刷時に可読性の高さを要求する印刷者のそれぞれの要求を満たすことができる。前者の場
合として、例えば、外出するために印刷を急いでいる場合などがある。ＰＣ５０のない外
出先で印刷物として印刷された画像を印刷者自身が見るだけの場合には、可読性はあまり
要求されないため、印刷物の見栄えはあまり問われない。後者の場合として例えば、報告
書など他人に見せるための文書を表す画像を印刷する場合などがある。この場合、他人が
見るものなので、時間を多少かけてでも、誤解を生まないような印刷物を手に入れること
が要求される。
【００３６】
　即ち、印刷対象の画像が文章を表すものである場合、文字合成によるトレースプリント
では、トレースプリントを知らない人間が、当該画像に対して文字合成が行われて印刷さ
れた印刷物を見たとき、本文としての文章に続いてフッタの文字を本文の一部として読ん
でしまうという誤解を生む可能性がある。そうでなくても、デザイン上目障りに感じられ
る恐れがある。このため、文字合成によるトレースプリントは透かしによるトレースプリ
ントに比べて可読性がやや劣る。しかし、これ自体で強度のセキュリティ効果を得られる
ため、個人認証を必要としないことで、セキュリティプリントを併せた透かしによるトレ
ースプリントに比べて生産性が優れている。一方で、透かしによるトレースプリントでは
、人間が判読できない加工が行われるため、上述したような誤解を生む可能性は極めて低
い。但し、透かしとして埋め込まれた特定情報の読み取りに関して誤りが生じる可能性が
あることから、セキュアプリントによる個人認証を必要とすることで、印刷に時間が多少
かかり、文字合成によるトレースプリントに比べて生産性がやや劣る。
【００３７】
　また、情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かの設定を、管理者に行わせることによ
り、情報漏洩をより効果的に抑止することができる。例えば、セキュアプリントやトレー
スプリントなどの情報漏洩対策印刷が実行されることは、通常、印刷者にとってはメリッ
トがあまりないため、それを実行するか否かについても印刷者に設定させるとすると、実
行しないことが選択される可能性が高くなったり、その設定がいちいち行われなかったり
する恐れがある。従って、情報漏洩対策印刷の実行の是非は、管理者の要求に応じたもの
ではなくなる恐れがあった。しかし、本実施の形態によれば、管理者の要求に応じて、情
報漏洩対策印刷を確実に実行させることができ、情報漏洩をより効果的に抑止することが
できる。
【００３８】
　更に、トレースプリントの実行時に生産性を優先する場合に減色変換を行うことにより
、使用する色材の消費が低減するので、ランニングコストを低減させることができる。ま
た、トレースプリントの実行時に生産性を優先する場合にページ集約を行うことにより、
使用する用紙の消費が低減するので、同様に、ランニングコストを低減させることができ
る。
【００３９】
[変形例]
　なお、本発明は前記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
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旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、前記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。また、以下に例示するような種々の
変形が可能である。
【００４０】
　上述した実施の形態において、画像形成装置６０で実行される当該各種プログラムを、
インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経
由でダウンロードさせることにより提供するように構成しても良い。また当該各種プログ
ラムを、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキ
シブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）等のコンピュー
タで読み取り可能な記憶媒体に記憶してコンピュータプログラムプロダクトとして提供す
るように構成しても良い。
【００４１】
　上述した実施の形態において、図４に示した画像形成装置６０の有する各部の全部又は
一部は、ハードウェアにより構成されていても良いし、画像処理部６６を構成するＡＳＩ
Ｃにより実現されるようにしても良い。
【００４２】
　上述の実施の形態においては、画像形成装置６０は、上述したプリンタ機能に加え、コ
ピー機能、スキャナ機能及びファクシミリ機能のうち少なくとも１つの機能を有していて
も良い。画像形成装置６０は、スキャナ機能を有する場合には、画像を読取るスキャナを
更に備え、ファクシミリ機能を有する場合には、ファクシミリ送信を行なうためのファク
シミリユニットを更に備える。また、ネットワークＮＴ１を介して画像形成装置６０に接
続されるＰＣ５０の数は、１つであっても良いし、２つ以上であっても良い。
【００４３】
　上述の実施の形態においては、画像形成装置６０は、ＰＣ５０から受信した印刷データ
によって表される画像を、ビットマップ形式の画像に変換したが、これに限らず、この他
の所定の形式の画像に変換しても良いし、変換を行わなくても良い。
【００４４】
　上述の実施の形態においては、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先する場合に減
色変換を行うか、ページ集約を行うか又はいずれも行なわないことを画像形成装置６０に
おいて設定するようにしたが、これを設定しないようにしても良い。又は、情報漏洩対策
印刷の実行時に生産性を優先する場合に減色変換及びページ集約の両方を行うようにして
も良い。また、減色変換やページ集約の他に両面印刷を行なうことを設定可能にしても良
い。これは、印刷媒体の表と裏との両面に印刷を行う処理である。これを行うことで、使
用する用紙の消費が低減して、ランニングコストを低減させることができる。更に、ユニ
バーサルカラー変換を行うことを設定可能にしても良い。これは、印刷対象の画像の色を
、色弱者であっても分別できる色使いに変換する処理である。こうすることで、印刷者が
意識することなく、どんな人にも分かりやすい印刷物を出力することができる。
【００４５】
　上述の実施の形態では、情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かの設定を画像形成装
置６０で行なうようにしたが、これに限らず、ＰＣ５０で行うようにしても良い。このよ
うな構成において、ＰＣ５０は、上述の設定部６０３の機能を有し、図５に示されるよう
な第１初期設定画面ＳＧ１を表示部に表示させ、操作入力部を介した管理者の操作入力に
より、情報漏洩対策印刷の実行を強制するか否かを設定する。そして、ＰＣ５０は、印刷
データを画像形成装置６０に送信する際に、この設定の内容を表す設定情報を印刷条件の
１つとして表す印刷データを画像形成装置６０に送信する。
【００４６】
　更に、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先する場合に、減色変換を行うか、ペー
ジ集約を行なうか又はいずれも行なわないかについての設定も、ＰＣ５０で行うようにし
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ても良い。このような構成において、ＰＣ５０は、図６に示されるような第２初期設定画
面ＳＧ２を表示部に表示させ、操作入力部を介した管理者の操作入力により、情報漏洩対
策印刷の実行時に生産性を優先する場合に、減色変換を行うか、ページ集約を行なうか又
はいずれも行なわないかを設定する。そして、ＰＣ５０は、印刷データを画像形成装置６
０に送信する際に、この設定の内容を表す設定情報を印刷条件の１つとして表す印刷デー
タを画像形成装置６０に送信する。
【００４７】
　一方、画像形成装置６０は、図９に示した印刷処理では、ステップＳ１で印刷データを
ＰＣ５０から受信すると、当該印刷データによって表される設定情報及び当該印刷データ
の解析結果を参照して、ステップＳ２～Ｓ１５の処理を行えば良い。
【００４８】
　上述の実施の形態では、情報漏洩対策印刷の実行時に生産性を優先させるのか又は可動
性を優先させるのかの設定は、印刷対象の画像毎に行うようにしても良いし、印刷者毎に
行うようにしても良い。
【符号の説明】
【００４９】
５０　ＰＣ
６０　画像形成装置
６１　ＣＰＵ
６２　主記憶部
６３　補助記憶部
６４　通信Ｉ／Ｆ
６５　操作・表示部
６６　画像処理部
６７　画像出力部
６００　印刷データ受信処理部
６０１　印刷データスプール処理部
６０２　印刷データ解析処理部
６０３　設定部
６０４　個人認証処理部
６０５　ビットマップ画像作成処理部
６０６　文字合成処理部
６０７　透かし埋込処理部
６０８　減色変換処理部
６０９　ページ集約処理部
６１０　印刷処理部
ＮＴ１　ネットワーク
【先行技術文献】
【特許文献】
【００５０】
【特許文献１】特開２００１－０５１８１３号公報
【特許文献２】特開２００７－１６８２８２号公報
【特許文献３】特開２００６－１４６４９０号公報
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