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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像データの入力元から一つを選択する入力選択手段と、
　前記入力選択手段により選択された入力元から入力された画像データに関して編集する
編集手段と、
　複数の画像データの出力先から一つを選択する出力選択手段と、
　前記入力選択手段により選択された入力元から入力された画像データを入力し、前記編
集手段により編集された画像データに関する情報に基づいて画像データを前記出力選択手
段により選択された出力先へ出力するように制御する制御手段と、
　前記選択された出力先において前記編集された画像データが画像形成部材の両面に出力
された場合に、前記入力された全ての画像データが各ページへ配置される状態の動画と前
記画像形成部材がめくられた状態における前記画像形成部材の両面の画像データの動画と
を表示する表示手段と
　を有する画像形成装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記編集手段により編集される前後の前記画像データの状態を動画に
よりさらに表示する
　請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　複数の画像データの入力元から一つを選択する入力選択ステップと、
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　前記入力選択手段により選択された入力元から入力された画像データに関して編集する
編集ステップと、
　複数の画像データの出力先から一つを選択する出力選択ステップと、
　前記入力選択手段により選択された入力元から入力された画像データを入力し、前記編
集手段により編集された画像データに関する情報に基づいて画像データを前記出力選択手
段により選択された出力先へ出力するように制御する制御ステップと、
　前記選択された出力先において前記編集された画像データが画像形成部材の両面に出力
された場合に、前記入力された画像データが各ページへ配置される状態の動画と前記画像
形成部材がめくられた状態における前記画像形成部材の両面の画像データの動画とを表示
する表示ステップと
　をコンピュータに実行させるプログラム。
                                                                      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、メインコントローラが、操作画面上のキー操作によって指定された入力
画像と出力形式の組み合わせに応じて、画像入力手段又は画像出力手段であるスキャナ，
画像メモリ，Ｉ／Ｏポート，プロッタのうち、必要な画像入力手段および画像出力手段を
選択すると共に画像転送経路を決定し、その選択した画像入力手段および画像出力手段を
決定した画像転送経路に基づいて使用することにより所要の処理画像を出力させるデジタ
ル複合機を開示する。
　また、原稿画像が入力画像として指定された場合には、原稿読取手段を画像入力手段と
して選択し、その原稿読取手段に原稿画像を読み取らせて画像蓄積手段に蓄積させる。
【０００３】
　特許文献２は、スキャン入力された画像データを自機にてプリント出力させる第１の出
力モード、画像データをボックスに記憶保持させる第２の出力モード、画像データを他の
デジタル複写機にて自動的にプリント出力させる第３の出力モード、画像データを他のデ
ジタル複写機のボックスにて記憶保持させる第４の出力モードのいずれか１つ又は複数を
実行するデジタル複写機を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－４９２５０号公報
【特許文献２】特開２００４－２３２４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、画像データの入力と出力とを自由に組み合わせることができる画像形成装置
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】
【０００６】
　請求項１に係る本発明は、複数の画像データの入力元から一つを選択する入力選択手段
と、複数の画像データの出力先から一つを選択する出力選択手段と、前記入力選択手段に
より選択された入力元から入力された画像データを入力し、前記出力選択手段により選択
された出力先へ画像データを出力するように制御する制御手段とを有する画像形成装置で
ある。
【０００７】
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　請求項２に係る本発明は、前記入力選択手段により選択された入力元から入力された画
像データに関して編集する編集手段をさらに有し、前記制御手段は、前記編集手段により
編集された画像データに関する情報に基づいて画像データを前記出力選択手段により選択
された出力手段へ出力するように制御する請求項１に記載の画像形成装置である。
【０００８】
　請求項３に係る本発明は、前記編集手段により編集される前の状態および前記編集手段
により編集された後の状態の少なくとも一方を表示する表示手段をさらに有する請求項２
に記載の画像形成装置である。
【０００９】
　請求項４に係る本発明は、前記表示手段は、前記編集手段により編集される前後の状態
を動画により表示する請求項３に記載の画像形成装置である。
【００１０】
　請求項５に係る本発明は、複数の画像データの入力元から一つを選択する入力選択ステ
ップと、複数の画像データの出力先から一つを選択する出力選択ステップと、前記入力選
択手段により選択された入力元から入力された画像データを入力し、前記出力選択手段に
より選択された出力先へ画像データを出力するように制御する制御ステップとをコンピュ
ータに実行させるプログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に係る本発明によれば、画像データの入力元と出力先とを自由に組み合わせる
ことができる。
【００１２】
　請求項２に係る本発明によれば、請求項１に係る発明により得られる効果に加えて、本
構成を有しない場合に比較して、入力された画像データに関して自由に編集することがで
きる。
【００１３】
　請求項３に係る本発明によれば、請求項２に係る発明により得られる効果に加えて、本
構成を有しない場合に比較して、編集作業を容易にすることができる。
【００１４】
　請求項４に係る本発明によれば、請求項３に係る発明により得られる効果に加えて、本
構成を有しない場合に比較して、編集前後の状態をより分かりやすく表示することができ
る。
【００１５】
　請求項１に係る本発明によれば、画像データの入力元と出力先とを自由に組み合わせる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明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】本発明に係る画像形成装置およびデータ送受信装置の構成を示す図である。
【図３】図１に示した画像形成装置、データ送受信装置、サーバおよび端末装置のハード
ウェア構成を例示する図である。
【図４】図１に示した画像形成装置により実行される画像形成プログラムの構成を示す図
である。
【図５】図４に示した操作画面表示部が、入力表示部に表示する操作画面である。
【図６】図５に示した操作画面のスキャンボタンが押下された場合に、動画表示部が表示
エリアに表示するプレビューを示す図である。
【図７】図５に示した操作画面のページ編集ボタンが押下された場合に、動画表示部が表
示エリアに表示するプレビューを示す図である。
【図８】図５に示した操作画面の両面編集ボタンが押下された場合に、動画表示部が表示
エリアに表示するプレビューを示す図である。
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【図９】図５に示した操作画面のステープル編集ボタンが押下された場合に、動画表示部
が表示エリアに表示するプレビューを示す図である。
【図１０】図９に示した留め具で綴じられた用紙がタッチパネルにより操作された場合に
、動画表示部が表示エリアに表示するプレビューを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
［画像形成システム１］
　以下、本発明に係る画像形成システム１を説明する。
　図１は、本発明にかかる画像形成システム１の構成を例示する図である。
　図１に示すように、画像送受信システム１は、公衆回線網、インターネット網等の通信
回線網１００を介して相互に接続された画像形成装置１０、データ送受信装置１１、サー
バ１２および端末装置１３から構成される。
　なお、以下の各図において、実質的に同じ構成部分・処理には、同じ符号が付される。
【００１８】
　画像形成装置１０は、印刷機能、複写機能、ファクシミリ送受信機能、電子メール送受
信機能、画像読取機能などを有する。
　データ送受信装置１１は、印刷機能、ファクシミリ送受信機能などを有し、画像送信装
置１０からファクシミリ送信された画像データを、通信回線網１００を介して受信して、
用紙などに印刷して出力する。
　サーバ１２は、画像形成装置１０から、通信回線網１００を介して受信した画像データ
を記憶する。
　端末装置１３は、電子メール送受信機能を有し、画像形成装置１０から送信された電子
メールを、通信回線網１００を介して受信する。
【００１９】
　図２は、本発明に係る画像形成装置１０およびデータ送受信装置１１の構成を示す図で
ある。
　図２に示すように、画像形成装置１０およびデータ送受信装置１１は、画像形成装置本
体１４、画像読取装置１５及び後処理装置１６を有する。
【００２０】
　画像形成装置本体１４は、複数（例えば３段）の用紙供給部２０を有し、これら用紙供
給部２０のそれぞれには供給ヘッド２２が設けられている。
　複数の用紙供給部２０は、寸法及び向きが同じ、またはいずれかが異なる、または全て
が異なる用紙をそれぞれ供給する。
　例えば、３段の用紙供給部２０はそれぞれ、Ａ３、Ａ４及びＢ５のサイズの用紙を供給
する。
　したがって、用紙は、供給ヘッド２２が作動して選択された用紙供給部２０から用紙搬
送路２４を介して像形成部２６に供給される。
　このようにして、用紙供給部２０は、記録媒体供給手段を構成する。
【００２１】
　像形成部２６は、例えばゼログラフィからなり、用紙搬送路２４を搬送される用紙に画
像を形成する。
　より具体的には、像形成部２６は、像保持体２８と、この像保持体２８の表面を一様に
帯電させる帯電ロール３０と、像保持体２８に潜像を書き込むレーザ書込み装置３２と、
書き込まれた潜像を現像する現像装置３４と、現像されたトナー像を用紙に転写する転写
ロール３６と、残留トナーをとるクリーナ３８と、用紙のトナー像を定着させる定着装置
４０とを有する。
　したがって、像保持体２８の表面が帯電ロール３０により一様に帯電され、潜像がレー
ザ書込み装置３２により形成され、この潜像が現像装置３４により現像され、転写ロール
３６により用紙に転写され、定着装置４０により定着され、用紙が用紙排出路４２から後
処理装置１６に出力される。
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　このようにして、像形成部２６は、画像形成部を構成する。
【００２２】
　両面印刷が設定されている場合、定着装置４０により一面が定着された用紙は、用紙排
出路４２から反転装置４６に送られ、この反転装置４６で反転され、用紙反転路４８に送
られ、再び用紙搬送路路２４に戻され、像形成部２６に送られて他面の印刷がなされる。
【００２３】
　画像読取装置１５は、ＡＤＦ（Auto Document Feeder）等の自動原稿送り装置５０と、
この自動原稿送り装置５０により送られた原稿を読取走査するスキャナ５２とを有する。
　自動原稿送り装置５０により原稿はプラテン５４に送られ、プラテン５４上でスキャナ
５２により原稿の画像が読み取られる。
　画像形成装置１０により複写が設定された場合、画像読取装置１５で読み取られた画像
が画像形成装置本体１４により印刷されて複写される。
【００２４】
　後処理装置１６は、例えばソータ７２、ステープラ５８及びパンチャ６０を有する。
　ソータ７２は、画像形成装置本体１４から出力された印刷済みの用紙を分配路６２に導
き、複数のビン６４に分配する。
　ステープラ５８は、画像形成装置本体１４から出力された印刷済みの用紙を搬送路６６
を介してコンパイラトレイ６８に次々と導き、このコンパイラトレイ６８に重ねられた用
紙束の所定位置に針により固定し、スタッカ７０に排出する。
　このようにして、ステープラ５８は、用紙を綴じる綴じ手段を構成する。
　パンチャ６０は、コンパイラトレイ６８に重ねられた用紙束の所定位置にパンチ穴を開
け、スタッカ７０に排出する。
【００２５】
　入力表示部５６は、例えばタッチパネルからなり、画像形成装置本体１４の例えば上部
に設けられている。
　入力表示部５６は、使用者からの入力を受け入れて、画像形成装置本体１４、画像読取
装置１５及び後処理装置１６の処理内容を選択し、かつ表示するようになっている。
【００２６】
　［ハードウェア構成］
　図３は、図１に示した画像形成装置１０、データ送受信装置１１、サーバ１２および端
末装置１３のハードウェア構成を例示する図である。
　図３に示すように、画像形成装置１０およびデータ送受信装置１１は、画像形成装置本
体１４、画像読取装置１５、後処理装置１６、入力表示部５６、ＣＰＵ(Central Process
ing Unit)１０２、メモリ１０４、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の記憶装置１０
６、外部のコンピュータなどとデータの送信および受信を行う通信装置１０８を有する。
　これらの構成要素は、バス１１０を介して互いに接続されている。
　サーバ１２および端末装置１３は、ＣＰＵ１０２、メモリ１０４、記憶装置１０６、通
信装置１０８および入力表示部５６を有する。
【００２７】
　［画像形成プログラム２］
　図４は、図１に示した画像形成装置１０により実行される画像形成プログラム２の構成
を示す図である。
　図４に示すように、画像形成プログラム２は、操作画面表示部２００、画像データ取込
部２０２、画像データ記憶部２０４、編集部２０６、出力部２０８、動画表示部２１０、
印刷部２２０、ファクシミリ送信部２２２、電子メール送信部２２４、サーバ保存部２２
６およびボックス保存部２２８から構成される。
　画像形成プログラム２は、例えば、メモリ１０４に記憶されて画像形成装置１０に供給
され、画像形成装置１０のＯＳ（図示せず）上で、画像形成装置１０のハードウェア資源
を具体的に利用して実行される（以下の各プログラムについても同様）。
　画像形成プログラム２は、これらの構成により、機能を実行するための操作画面および
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画像のプレビュー画面を、画像形成装置１０の入力表示部５６に表示する。
【００２８】
　図５は、図４に示した操作画面表示部２００が、入力表示部５６に表示する操作画面３
である。
　図５に示すように、操作画面３は、入力操作ボタン群３００、編集操作ボタン群３２０
、出力操作ボタン群３４０および表示エリア３６０を含む。
　入力操作ボタン群３００は、スキャンボタン３０２、ファックスボタン３０４、サーバ
読込ボタン３０６およびボックス読込ボタン３０８を含む。
　編集操作ボタン群３２０は、ページ編集ボタン３２２、両面編集ボタン３２４およびス
テープル編集ボタン３２６を含む。
　出力操作ボタン群３４０は、印刷ボタン３４２、送信ボタン３４４、サーバ保存ボタン
３４６およびボックス保存ボタン３４８を含む。
【００２９】
　スキャンボタン３０２は、画像読取装置１５から、画像データを読み込むためのボタン
である。
　ファックスボタン３０４は、ファクシミリ受信した画像データを読み込むためのボタン
である。
　サーバ読込ボタン３０６は、サーバ１２の記憶装置１０６などに記憶されている画像デ
ータを読み込むためのボタンである。
　ボックス読込ボタン３０８は、画像形成装置１０の記憶装置１０６などに記憶されてい
る画像データを読み込むためのボタンである。
【００３０】
　ページ編集ボタン３２２は、１ページに複数画像を配置する設定を行うためのボタンで
ある。
　両面編集ボタン３２４は、用紙の両面に画像を配置する設定を行うためのボタンである
。
　ステープル編集ボタン３２６は、用紙を留め具で綴じる設定を行うためのボタンである
。
【００３１】
　印刷ボタン３４２は、画像データを用紙に印刷するためのボタンである。
　送信ボタン３４４は、画像データをファクシミリ送信または電子メール送信するための
ボタンである。
　サーバ保存ボタン３４６は、画像データを、サーバ１２の記憶装置１０６などに記憶す
るためのボタンである。
　ボックス保存ボタン３４８は、画像データを、画像形成装置１０の記憶装置１０６など
に記憶するためのボタンである。
　表示エリア３６０は、入力ボタン群３０の各ボタンが押下されることにより読み込まれ
た画像データを表示する。
【００３２】
　操作画面表示部２００（図３）は、図５に示した操作画面３を入力表示部５６に表示す
る。
　また、操作画面表示部２００は、入力ボタン群３００のボタンが押下されると、押下さ
れたボタンの情報を、画像データ取込部２０２に対して出力する。
　また、操作画面表示部２００は、編集操作ボタン群３２０のボタンが押下されると、押
下されたボタンの情報を、編集部２０６に対して出力する。
　また、操作画面表示部２００は、出力操作ボタン群３４０のボタンが押下されると、押
下されたボタンの情報を、出力部２０８に対して出力する。
　また、操作画面表示部２００は、表示エリア３６０上で、タッチパネルなどにより操作
された場合には、その操作情報を、編集部２０６および動画表示部２１０に対して出力す
る。
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【００３３】
　画像データ取込部２０２は、操作画面表示部２００から入力されたボタンの情報に応じ
て、画像データを読み込み、画像データ記憶部２０４に対して出力する。
　具体的には、画像データ取込部２０２は、スキャンボタン３０２の情報が入力された場
合には、画像読取装置１５から、画像データを読み込む。
　また、画像データ取込部２０２は、ファックスボタン３０４の情報が入力された場合に
は、ファクシミリ受信した画像データを読み込む。
　なお、上述の場合には、ファクシミリ受信した画像データは、例えば、画像形成装置１
０の記憶装置１０６に記憶されている。
　また、画像データ取込部２０２は、サーバ読込ボタン３０６の情報が入力された場合に
は、サーバ１２の記憶装置１０６などに記憶されている画像データを読み込む。
　また、画像データ取込部２０２は、ボックス読込ボタン３０８の情報が入力された場合
には、画像形成装置１０の記憶装置１０６などに記憶されている画像データを読み込む。
【００３４】
　画像データ記憶部２０４は、画像データ取込部２０２から入力された画像データを記憶
する。
　また、画像データ記憶部２０４は、記憶した画像データを、編集部２０６に対して出力
する。
　編集部２０６は、操作画面表示部２００から入力されたボタンの情報および操作情報に
応じて、画像データ記憶部２０４から入力された画像データを編集する。
【００３５】
　具体的には、編集部２０６は、操作画面表示部２００から、ページ編集ボタン３２２の
情報が入力された場合には、画像データを編集して、１ページに複数画像を配置する。
　また、編集部２０６は、操作画面表示部２００から、両面編集ボタン３２４の情報が入
力された場合には、画像データを編集して、画像を用紙の両面に配置する。
　また、編集部２０６は、操作画面表示部２００から、ステープル編集ボタン３２６の情
報が入力された場合には、画像データを編集して、画像が印刷される用紙が留め具で綴じ
られるように設定する。
【００３６】
　また、編集部２０６は、操作画面表示部２００から、留め具で綴じる箇所を示す操作情
報が入力された場合には、画像データを編集して、その箇所が留め具で綴じられるように
設定する。
　また、編集部２０６は、編集した画像データを、出力部２０８に対して出力する。
　また、編集部２０６は、編集した画像データの状態（プレビュー）を表示するための情
報（プレビュー情報）を、動画表示部２１０に対して出力する。
【００３７】
　出力部２０８は、操作画面表示部２００から入力された出力操作ボタン群３４０のボタ
ンの情報に応じて、編集部２０６から入力された画像データを、印刷部２２０、ファクシ
ミリ送信部２２２、電子メール送信部２２４、サーバ保存部２２６およびボックス保存部
２２８のいずれかに対して出力する。
　具体的には、出力部２０８は、印刷ボタン３４２の情報が入力された場合には、編集部
２０６から入力された画像データを、印刷部２２０に対して出力する。
【００３８】
　また、出力部２０８は、送信ボタン３４４の情報が入力された場合には、編集部２０６
から入力された画像データを、ファクシミリ送信部２２２または電子メール送信部２２４
に対して出力する。
　また、出力部２０８は、サーバ保存ボタン３４６の情報が入力された場合には、編集部
２０６から入力された画像データを、サーバ保存部２２６に対して出力する。
　また、出力部２０８は、ボックス保存ボタン３４８の情報が入力された場合には、編集
部２０６から入力された画像データを、ボックス保存部２２８に対して出力する。
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【００３９】
　印刷部２２０は、出力部２０８から入力された画像データを、画像形成装置本体１４に
出力し、画像形成装置本体１４に画像データを印刷させる。
　ファクシミリ送信部２２２は、出力部２０８から入力された画像データを、通信装置１
０８を介して、データ送受信装置１１に対してファクシミリ送信をする。
【００４０】
　電子メール送信部２２４は、出力部２０８から入力された画像データを、電子メールに
添付して、通信装置１０８を介して、端末装置１３に対して送信をする。
　サーバ保存部２２６は、出力部２０８から入力された画像データを、通信装置１０８を
介してサーバ１２の記憶装置１０６に出力し、記憶させる。
　ボックス保存部２２８は、出力部２０８から入力された画像データを、画像形成装置１
０の記憶装置１０６に出力し、記憶させる。
【００４１】
　動画表示部２１０は、編集部２０６から入力されたプレビュー情報に基づいて、操作画
面３の表示エリア３６０に、動画によるプレビューを表示する。
　具体的には、動画表示部２１０は、操作画面３（図５）上での操作に応じて、表示エリ
ア３６０にプレビューを表示する。
　つまり、動画表示部２１０により表示されるプレビューは、画像形成装置１０の入力表
示部５６に表示される。
　以下、動画表示部２１０が表示するプレビューを、図６～図１０を参照して説明する。
【００４２】
　図６は、図５に示した操作画面３のスキャンボタン３０２が押下された場合に、動画表
示部２１０が表示エリア３６０に表示するプレビューを示す図である。
　図６に示すように、動画表示部２１０は、操作画面３のスキャンボタン３０２が押下さ
れた場合には、編集部２０６から入力されたプレビュー情報に基づいて、表示エリア３６
０に、動画によるプレビューを表示する。
　具体的には、図６では、「Ａ」～「Ｔ」の２０の画像データが読み込まれる場合の動画
によるプレビューが示されている。
　また、動画表示部２１２は、操作画面３のファックスボタン３０４、サーバ読込ボタン
３０６およびボックス読込ボタン３０８が押下された場合においても、編集部２０６から
入力されたプレビュー情報に基づいて、表示エリア３６０に、動画によるプレビューを表
示する。
【００４３】
　図７は、図５に示した操作画面３のページ編集ボタン３２２が押下された場合に、動画
表示部２１０が表示エリア３６０に表示するプレビューを示す図である。
　図７に示すように、動画表示部２１０は、操作画面３のページ編集ボタン３２２が押下
された場合には、編集部２０６から入力されたプレビュー情報に基づいて、表示エリア３
６０に、動画によるプレビューを表示する。
　図７では、「Ａ」～「Ｔ」の２０枚の画像データについて、１ページに２つの画像が配
置される状態の動画によるプレビューが示されている。
【００４４】
　図８は、図５に示した操作画面３の両面編集ボタン３２４が押下された場合に、動画表
示部２１０が表示エリア３６０に表示するプレビューを示す図である。
　図８に示すように、動画表示部２１０は、操作画面３の両面編集ボタン３２４が押下さ
れた場合には、編集部２０６から入力されたプレビュー情報に基づいて、表示エリア３６
０に、動画によるプレビューを表示する。
　図８では、「Ａ」～「Ｔ」の２０枚の画像データについて、１ページの両面に４つの画
像が配置される状態の動画によるプレビューが示されている。
【００４５】
　図９は、図５に示した操作画面３のステープル編集ボタン３２６が押下された場合に、
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動画表示部２１０が表示エリア３６０に表示するプレビューを示す図である。
　図９に示すように、動画表示部２１２は、操作画面３のステープル編集ボタン３２６が
押下された場合には、編集部２０６から入力されたプレビュー情報に基づいて、表示エリ
ア３６０に、動画によるプレビューを表示し、使用者に留め具で綴じる箇所を選択させる
画面を表示する。
　また、動画表示部２１２は、図９に示すように、タッチパネルにより操作された箇所が
、留め具で綴じられる状態の動画によるプレビューを表示する。
【００４６】
　図１０は、図９に示した留め具で綴じられた用紙がタッチパネルにより操作された場合
に、動画表示部２１２が表示エリア３６０に表示するプレビューを示す図である。
　図１０に示すように、動画表示部２１２は、留め具で綴じられた用紙がタッチパネルに
より操作された場合には、タッチパネルの操作に応じてページがめくられる状態の動画に
よるプレビューを表示する。
【００４７】
［画像形成システム１の全体動作］
　１．使用者は、画像形成装置１０の入力表示部５６（図２）に表示された操作画面３（
図５）の入力ボタン群３００のボタンにより、画像データの読み込み指示を行なう。
　２．画像形成プログラム２は、画像形成装置１０の入力表示部５６に、動画によるプレ
ビューを表示する。
　３．使用者は、画像データの編集状態を、操作画面３の編集操作ボタン群３２０のボタ
ンにより、設定する。
　４．画像形成プログラム２は、使用者により押下されたボタンに応じて、画像形成装置
１０の入力表示部５６に、動画によるプレビューを表示する。
　５．使用者は、画像形成装置１０の入力表示部５６に表示されたプレビューを確認して
、操作画面３の出力操作ボタン群３４０のボタンにより、画像データの印刷、ファクシミ
リ送信、電子メール送信、サーバへの保存および画像形成装置１０への保存などを行う。
【符号の説明】
【００４８】
１・・・画像形成システム
　１０・・・画像形成装置
　１１・・・データ送受信装置
　１２・・・サーバ
　１３・・・端末装置
　１４・・・画像形成装置本体
　１５・・・画像読取装置
　１６・・・後処理装置
　２０・・・用紙供給部
　２２・・・供給ヘッド
　２４・・・用紙搬送路
　２６・・・像形成部
　２８・・・像保持体
　３０・・・帯電ロール
　３２・・・レーザ書込み装置
　３４・・・現像装置
　３６・・・転写ロール
　３８・・・クリーナ
　４０・・・定着装置
　４２・・・用紙排出路
　４６・・・反転装置
　４８・・・用紙反転路
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　５０・・・自動原稿送り装置
　５２・・・スキャナ
　５４・・・プラテン
　５６・・・入力表示部
　５８・・・ステープラ
　６０・・・パンチャ
　６２・・・分配路
　６４・・・ビン
　６６・・・搬送路
　６８・・・コンパイラトレイ
　７０・・・スタッカ
　７２・・・ソータ
　　１００・・・通信回線網
　　１０２・・・ＣＰＵ
　　１０４・・・メモリ
　　１０６・・・記憶装置
　　１０８・・・通信装置
２・・・画像形成プログラム
　　２００・・・操作画面表示部
　　２０２・・・画像データ取込部
　　２０４・・・画像データ記憶部
　　２０６・・・編集部
　　２０８・・・出力部
　　２１０・・・動画表示部
　　２２０・・・印刷部
　　２２２・・・ファクシミリ送信部
　　２２４・・・電子メール送信部
　　２２６・・・サーバ保存部
　　２２８・・・ボックス保存部
３・・・操作画面
　３００・・・入力ボタン群
　　３０２・・・スキャンボタン
　　３０４・・・ファックスボタン
　　３０６・・・サーバ読込ボタン
　　３０８・・・ボックス読込ボタン
　３２０・・・編集操作ボタン群
　　３２２・・・ページ編集ボタン
　　３２４・・・両面編集ボタン
　　３２６・・・ステープル編集ボタン
　３４０・・出力操作ボタン群
　　３４２・・・印刷ボタン
　　３４４・・・送信ボタン
　　３４６・・・サーバ保存ボタン
　　３４８・・・ボックス保存ボタン
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