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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ページごとの画像データであるページ画像データがページ順に並ぶ書類画像データを印
刷処理する印刷装置において、
　書類画像データに対する編集処理を選択させる編集処理選択手段と、
　書類を構成する用紙上のページ画像の天地に沿って書類を置いた状態で当該書類を開く
方向である開き方向によって、書類画像データを印刷処理して作成する書類の用紙上のペ
ージ画像の配置が決定される所定の編集処理が、前記編集処理選択手段にて選択されると
、書類の開き方向を、左開き、右開き、上開きから指定させる開き方向指定手段と、
　前記所定の編集処理毎に、開き方向に見合ったページ画像の配置例が予め設定されてお
り、前記開き方向指定手段にて書類の開き方向が指定されると、指定された開き方向に見
合ったページ画像の配置例を表示してその中から選択させるページ画像配置選択手段と、
　前記ページ画像配置選択手段にて選択されたページ画像の配置例に基づいて、書類画像
データに対する編集処理を実施して、書類を構成する用紙上にページ画像を配置する画像
処理手段と、
　前記ページ画像データを基に、ページ画像を含むプレビュー画像であって、前記ページ
画像配置選択手段にて選択されたページ画像の配置例に基づいて用紙上にページ画像が配
置されたプレビュー画像を表示部に表示させるプレビュー画像表示制御手段とを備えるこ
とを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
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　前記所定の編集処理が、Ｎページ分のＮ個のページ画像が１枚の用紙に配置されるＮｉ
ｎ１印刷であり、
　前記画像処理手段が、前記ページ画像配置選択手段にて選択されたページ画像の配置例
に基づいて、書類を構成する各用紙上にＮ個の縮小したページ画像を配置することを特徴
とする請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記所定の編集処理が、用紙の両面にページ画像を形成する両面印刷であり、
　前記画像処理手段が、前記ページ画像配置選択手段にて選択されたページ画像の配置例
に基づいて、書類を構成する各用紙の両面にページ画像を配置することを特徴とする請求
項１に記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記所定の編集処理が、用紙の端部に綴じ代を確保してページ画像を形成する綴じ代印
刷であり、
　前記画像処理手段が、前記ページ画像配置選択手段にて選択されたページ画像の配置例
に基づいて、書類を構成する各用紙上にページ画像を綴じ側とは反対側にずらして配置す
る、あるいはずらすと共に大きさを調整して配置することを特徴とする請求項１に記載の
印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷機能を有するＭＦＰなどの画像処理システムにおけるページ順に並ぶ、
各ページごとの画像データであるページ画像データを、印刷処理する書類画像データの印
刷システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＭＦＰ（Multi Function Peripherals）または複合機などと呼ばれる多機能型の
印刷装置およびパーソナルコンピュータの周辺機器として用いられる印刷装置において、
２ｉｎ１等のＮｉｎ１印刷（「Ｎ」は２以上の自然数）、中綴じ印刷などの応用的な印刷
を行うことができるようになった。
【０００３】
　「Ｎｉｎ１印刷」とは、１枚の用紙の１つの面をＮ領域に分割し、１つの領域に書類（
原稿）の１ページ分のコンテンツを印刷する印刷手法のことである。つまり、２ｉｎ１で
あれば１枚の記録紙の１つの面に２ページ分のコンテンツを印刷し、４ｉｎ１印刷であれ
ば、１枚の記録紙の１つの面を４つの領域に分割し、書類の４ページ分のコンテンツを印
刷する。
【０００４】
　また、「中綴じ印刷」とは、１枚または複数枚の用紙を半分に折ったときの折り代を綴
じ代にして綴じれば小冊子、パンフレット、または週刊誌などの形態に仕上げられるよう
に画像を印刷する印刷手法のことであり、用紙の両面に、２ページ分ずつのコンテンツが
印刷される。「中綴じ印刷」には、半分に折った状態で、綴じ代が左辺に位置して左に開
く左開きと、綴じ代が右辺に位置して右に開く右開き、及び綴じ代が上辺に位置して上に
開く上開きがある。
【０００５】
　このように、近年の印刷装置によると、様々な形態でページを配置して印刷を行うこと
ができる。
【０００６】
　また、ＭＦＰと呼ばれる多機能型の印刷装置およびパーソナルコンピュータの周辺機器
として用いられる印刷装置においては、Ｎｉｎ１印刷や、中綴じ印刷の他、両面印刷や、
用紙の一辺に綴じ代を形成する綴じ代印刷等の機能を有するものもある。
【０００７】
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　両面印刷は、用紙の両面に画像を形成するものであるが、両面印刷物を綴じる方向に応
じて、左開き、右開き、上開きの３種類がある。左開き、右開きの場合は、用紙の表裏に
おいて画像の向きは同じであるが、上開きの場合は、用紙の表裏において画像の向きが逆
となる。
【０００８】
　綴じ代印刷では、綴じ代を確保するために、画像を若干縮小すると共に、用紙に配置す
る画像の位置をずらす処理を行う。なお、両面印刷、綴じ代印刷、Ｎｉｎ１印刷は、複数
選択して組み合わせることも可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－９９７２４号公報（１９９９年４月１３日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記従来の構成は、ページ順に並ぶページ画像データに対して、Ｎｉｎ
１印刷や、両面印刷、用紙の一辺に綴じ代を形成する綴じ代印刷等を行うにあたり、印刷
物である書類の開き方向を指定させるようにはなっていない。そのため、印刷物を手にと
って確認した場合に、ページ画像の配置が、開き方向に合わない、視認しづらい配置とな
っている場合があり、やり直しが必要となるなど、使い勝手が悪いといった問題がある。
【００１１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ページ順に並ぶペ
ージ画像データに対して、Ｎｉｎ１印刷や、両面印刷、綴じ代印刷等を行うにあたり、た
とえ装置に不慣れなユーザであっても、簡単に、見やすい状態で印刷出力させることので
きる、使い易い書類画像データの印刷システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の書類画像データの印刷システムは、上記課題を解決するために、ページごとの
画像データであるページ画像データがページ順に並ぶ書類画像データを印刷処理する書類
画像データの印刷システムにおいて、書類画像データを印刷処理してなる印刷物である書
類の開き方向をユーザに指定させるための開き方向指定手段と、用紙上における各ページ
画像の配置が所定の配置例から決定される印刷形態について、前記開き方向指定手段にて
指定された開き方向に基づいて、所定の配置例の中から候補を抽出し、抽出した候補の中
からユーザに選択させるためのページ画像配置選択手段を備えることを特徴としている。
【００１３】
　上記構成では、開き方向指定手段が、書類画像データを印刷処理してなる印刷物である
書類の開き方向をユーザに指定させる。開き方向としては、例えば、左開き、右開き、上
開きの何れかを指定させる。また、ページ画像配置選択手段が、用紙上における各ページ
画像の配置が所定の配置例から決定される印刷形態について、前記開き方向指定手段にて
指定された開き方向に基づいて、所定の配置例の中から候補を抽出し、抽出した候補の中
からユーザに選択させる。
【００１４】
　用紙上における各ページ画像の配置が所定の配置例の中から決定される印刷形態の場合
、開き方向によって、好ましくない配置例もあるが、慣れないユーザは、好ましくない配
置例を選択する可能性があり、印刷ミスとなる。
【００１５】
　本発明では、ページ画像配置選択手段が、指定された開き方向に基づいて、前記所定の
配置例の中より候補を抽出し、抽出した中からユーザに選択させるので、好ましくない配
置例を予め選択させないようにして、印刷ミスを未然に回避することができる。
【００１６】
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　本発明の書類画像データの印刷システムは、さらに、前記ページ画像データを基に、ペ
ージ画像を含む前記印刷形態に応じたプレビュー画像であって、前記ページ画像配置選択
手段にて選択される各ページ画像の配置例が反映されたプレビュー画像を表示部に表示さ
せるプレビュー画像表示制御手段を備える構成とすることが好ましい。
【００１７】
　これによれば、プレビュー画像表示制御手段が、ページ画像データを基に、ページ画像
を含む前記印刷形態に応じたプレビュー画像であって、前記ページ画像配置選択手段にて
選択される各ページ画像の配置例が反映されたプレビュー画像を表示部に表示させるので
、ユーザはプレビュー画像を確認することで、印刷を実行するよりも前に、印刷結果をイ
メージとして取得することができ、装置になれないユーザであっても、より容易に所望の
印刷物を所得することができる。
【００１８】
　用紙上における各ページ画像の配置が、所定の配置例の中から決定される印刷形態とし
ては、例えば、Ｎページ分の各ページ画像が１枚の用紙に配置されるＮｉｎ１印刷、用紙
の両面にページ画像を形成する両面印刷、用紙の端部に綴じ代を確保してページ画像を形
成する綴じ代印刷がある。
【発明の効果】
【００１９】
　これにより、ページ順に並ぶページ画像データに対して、Ｎｉｎ１印刷や、両面印刷、
綴じ代印刷等を行うにあたり、たとえ装置に不慣れなユーザであっても、簡単に、見やす
い状態で印刷出力させることのできる、使い易い書類画像データの印刷システムを提供す
ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の書類画像データの入力システムを適用した実施の一形態の画像形成装置
の機能を示す機能ブロック図である。
【図２】上記画像形成装置の全体構成を示す概略図である。
【図３】上記画像形成装置のハードウェア構成の例を示すブロック図である。
【図４】上記画像形成装置の操作パネルの平面図である。
【図５】上記画像形成装置における中綴じ原稿の書類を読み取り、異なる形態にてコピー
したり、異なる形態で送信したりする処理のフローチャートである。
【図６】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、読み取った原稿画像のプレビュー
画像を含む、原稿を表紙／裏表紙から読み取ったか、中央から読み取ったかを、ユーザに
選択させるためのプレビュー付き読み取り開始面指定画面を示す説明図である。
【図７】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、読み取った原稿画像のプレビュー
画像を含む、中綴じ原稿が、左開きか、右開きか、或いは上開きかを、ユーザに選択させ
るためのプレビュー付き開き方向指定画面を示す説明図である。
【図８】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、中綴じ原稿を読み取らせた向きを
補正するための回転処理をユーザに選択させるためのプレビュー付き回転処理選択画面を
示す説明図である。
【図９】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、並べ替えた後の１ページ目のプレ
ビュー画像を含む、編集処理をユーザに選択させるためのプレビュー付き編集処理選択画
面を示す説明図である。
【図１０】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、２ｉｎ１のレイアウトを選択さ
せるためのプレビュー付きレイアウト選択画面を示す説明図である。
【図１１】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、４ｉｎ１のレイアウトを選択さ
せるためのプレビュー付きレイアウト選択画面を示す説明図である。
【図１２】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、両面印字の方向を選択させるた
めのプレビュー付き両面印字の方向選択画面を示す説明図である。
【図１３】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、綴じ代の位置を選択させるため
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のプレビュー付きと綴じ代位置選択画面を示す説明図である。
【図１４】上記画像形成装置における「とじしろ」の編集手法をしめす説明図である。
【図１５】上記画像形成装置における、左開き中綴じ原稿、右開き中綴じ原稿、および上
開き中綴じ原稿を、原稿セットトレイ上に、表紙／背表紙の面から読み取りを開始した場
合の処理例を示す説明図である。
【図１６】上記画像形成装置における、左開き中綴じ原稿、右開き中綴じ原稿、および上
開き中綴じ原稿を、原稿セットトレイ上に、中央の面から読み取りを開始した場合の処理
例を示す説明図である。
【図１７】上記画像形成装置における、半サイズ原稿を有する、左開き中綴じ原稿、右開
き中綴じ原稿、および上開き中綴じ原稿を、原稿セットトレイ上に、表紙／背表紙の面か
ら読み取りを開始した場合の処理例を示す説明図である。
【図１８】上記画像形成装置における、半サイズ原稿を有する、左開き中綴じ原稿、右開
き中綴じ原稿、および上開き中綴じ原稿を、原稿セットトレイ上に、中央の面から読み取
りを開始した場合の処理例を示す説明図である。
【図１９】上記画像形成装置における、左開き中綴じ原稿を、表紙／裏表紙の面より読み
取らせた場合の、プレビュー画像にて表示される読み取り先頭画像と、読み取り結果の全
体、及び、ユーザに指定させる選択条件である「開き方」、「読み取り開始の面」、及び
「回転処理」、及び指定された条件に基づいて実施される、分割、回転、並べ替え処理の
方法を示す説明図である。
【図２０】上記画像形成装置における、右開き中綴じ原稿を、表紙／裏表紙の面より読み
取らせた場合の、プレビュー画像にて表示される読み取り先頭画像と、読み取り結果の全
体、及び、ユーザに指定させる選択条件である「開き方」、「読み取り開始の面」、及び
「回転処理」、及び指定された条件に基づいて実施される、分割、回転、並べ替え処理の
方法を示す説明図である。
【図２１】上記画像形成装置における、上開き中綴じ原稿を、表紙／裏表紙の面より読み
取らせた場合の、プレビュー画像にて表示される読み取り先頭画像と、読み取り結果の全
体、及び、ユーザに指定させる選択条件である「開き方」、「読み取り開始の面」、及び
「回転処理」、及び指定された条件に基づいて実施される、分割、回転、並べ替え処理の
方法を示す説明図である。
【図２２】上記画像形成装置における、半サイズ原稿を有する左開き中綴じ原稿を、表紙
／裏表紙の面より読み取らせた場合の、プレビュー画像にて表示される読み取り先頭画像
と、読み取り結果の全体、及び、ユーザに指定させる選択条件である「開き方」、「読み
取り開始の面」、及び「回転処理」、及び指定された条件に基づいて実施される、分割、
回転、並べ替え処理の方法を示す説明図である。
【図２３】上記画像形成装置における、半サイズ原稿を有する右開き中綴じ原稿を、表紙
／裏表紙の面より読み取らせた場合の、プレビュー画像にて表示される読み取り先頭画像
と、読み取り結果の全体、及び、ユーザに指定させる選択条件である「開き方」、「読み
取り開始の面」、及び「回転処理」、及び指定された条件に基づいて実施される、分割、
回転、並べ替え処理の方法を示す説明図である。
【図２４】上記画像形成装置における、半サイズ原稿を有する上開き中綴じ原稿を、表紙
／裏表紙の面より読み取らせた場合の、プレビュー画像にて表示される読み取り先頭画像
と、読み取り結果の全体、及び、ユーザに指定させる選択条件である「開き方」、「読み
取り開始の面」、及び「回転処理」、及び指定された条件に基づいて実施される、分割、
回転、並べ替え処理の方法を示す説明図である。
【図２５】上記画像形成装置における、並べ替え後の「２ｉｎ１」、「４ｉｎ１」処理に
おける、選択の種類と、開き方と、開き方によるデフォルト、及び開き方により限定され
る選択種類を示す説明図である。
【図２６】上記画像形成装置における、並べ替え後の「両面印字」、「綴じ代」処理にお
ける、選択の種類と、開き方と、開き方によるデフォルト、及び開き方により限定される
選択種類を示す説明図である。
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【図２７】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、２ｉｎ１のレイアウトを指定さ
れた開き方向に適したものを絞り込んで選択させるためのプレビュー付きページ画像配置
選択画面を示す説明図である。
【図２８】上記画像形成装置の操作パネルに表示される、４ｉｎ１のレイアウトを指定さ
れた開き方向に適したものを絞り込んで選択させるためのプレビュー付きページ画像配置
選択画面を示す説明図である。
【図２９】本発明の他の実施形態を示すもので、画像形成装置の全体構成を示す概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の一実施形態について図１ないし図２８に基づいて説明すると以下の通りである
。
【００２２】
　図２は、本発明の書類画像データの入力システムを適用した実施の一形態の画像形成装
置（デジタル複合機、ＭＦＰ）の全体構成を示す概略図である。
【００２３】
　この画像形成装置１００は、原稿から読み取られた画像データを取得したり、或いは、
外部から受信した画像データを取得したりして、この画像データによって示されるモノク
ロ画像を記録紙に形成するものである。その構成を大別すると、画像形成装置１００は、
自動原稿搬送装置（ＡＤＦ）よりなる原稿搬送部１０１と、スキャナユニットよりなる画
像読み取り部１０２と、印字ユニットよりなる、印字部１０３、記録紙搬送部１０４及び
給紙部１０５とからなる。
【００２４】
　原稿搬送部１０１では、少なくとも１枚の原稿が原稿セットトレイ１１にセットされる
と、上面のものから１枚ずつ引き出して搬送し、この原稿を画像読み取り部１０２の原稿
読み取り窓１０２ａに導いて通過させる。片面原稿であれば、原稿読み取り窓１０２ａを
通過した原稿は、そのまま排紙トレイ１２にフェースダウンで排出する。
【００２５】
　一方、両面原稿であれば、原稿読み取り窓１０２ａを通過した原稿は、排出トレイ１２
の上方に配された中段トレイ６１に途中まで排紙され、原稿の後端が排紙ローラ６２に至
った時点で、排紙ローラ６２が逆回転駆動されることでスイッチバック搬送され、再び、
原稿読み取り窓１０２ａに導かれ、そのあと、排紙トレイ１２に排出される。
【００２６】
　画像読み取り部１０２は、原稿が原稿読み取り窓１０２ａを通過する際に、第１走査ユ
ニット１５のランプによって原稿表面を露光し、第１及び第２走査ユニット１５、１６の
ミラーによって原稿表面からの反射光を結像レンズ１７へと導き、結像レンズ１７によっ
て原稿表面の画像をＣＣＤ（Charge Coupled Device）１８上に結像する。ＣＣＤ１８は
、原稿表面の画像を主走査方向に繰り返し読み取り、原稿表面の画像を示す画像データを
出力する。
【００２７】
　更に、原稿が画像読取り部１０２上面のプラテンガラス上に置かれた場合は、第１及び
第２走査ユニット１５、１６を相互に所定の速度関係を維持しつつ移動させ、第１走査ユ
ニット１５によってプラテンガラス上の原稿表面を露光し、第１及び第２走査ユニット１
５、１６によって原稿表面からの反射光を結像レンズ１７へと導き、結像レンズ１７によ
って原稿表面の画像をＣＣＤ１８上に結像する。
【００２８】
　ＣＣＤ１８から出力された画像データは、マイクロコンピュータ等の制御回路により各
種の画像処理を施されてから、印刷部１０３に出力される。
【００２９】
　印刷部１０３は、画像データによって示される原稿を用紙に記録するものであって、感



(7) JP 4745405 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

光体ドラム２１、帯電器２２、光書込みユニット２３、現像器２４、転写ユニット２５、
クリーニングユニット２６、及び定着ユニット２７等を備えている。
【００３０】
　感光体ドラム２１は、一方向に回転しており、その表面をクリーニングユニット２６に
よりクリーニングされてから、その表面を帯電器２２により均一に帯電される。帯電器２
２は、チャージャー型のものであっても、感光体ドラム２１に接触するローラ型やブラシ
型のものであっても良い。
【００３１】
　光書込みユニット２３は、２つのレーザ照射部２８ａ、２８ｂ、及び２つのミラー群２
９ａ、２９ｂを備えるレーザスキャニングユニット（ＬＳＵ）である。この光書込みユニ
ット２３では、画像データを入力して、この画像データに応じたレーザ光を各レーザ照射
部２８ａ、２８ｂからそれぞれ出射し、これらのレーザ光を各ミラー群２９ａ、２９ｂ介
して感光体ドラム２１に照射して、均一に帯電された感光体ドラム２１表面を露光し、感
光体ドラム２１表面に静電潜像を形成する。
【００３２】
　この光書込みユニット２３は、高速印字処理に対応するために２つのレーザ照射部２８
ａ、２８ｂを備えた２ビーム方式を採用して、照射タイミングの高速化に伴う負担を軽減
している。
【００３３】
　尚、光書込ユニット２３として、レーザスキャニングユニットの代わりに、発光素子を
アレイ状に並べたＥＬ書き込みヘッドやＬＥＤ書き込みヘッドを用いることもできる。
【００３４】
　現像器２４は、トナーを感光体ドラム２１表面に供給して、静電潜像を現像し、トナー
像を感光体ドラム２１表面に形成する。転写ユニット２５は、感光体ドラム２１表面のト
ナー像を用紙搬送部１０４により搬送されてきた記録紙に転写する。定着ユニット２７は
、記録紙を加熱及び加圧して、記録紙上のトナー像を定着させる。この後、記録紙は、用
紙搬送部１０４により排紙トレイ４７へと更に搬送されて排出される。また、クリーニン
グユニット２６は、現像、転写後に感光体ドラム２１の表面に残留したトナーを除去して
回収する。
【００３５】
　ここで、転写ユニット２５は、転写ベルト３１、駆動ローラ３２、従動ローラ３３、及
び弾性導電性ローラ３４等を備えており、転写ベルト３１を該各ローラ３２～３４と他の
ローラに張架して回転させている。転写ベルト３１は、所定の抵抗値（例えば、１×１０
9～１×１０13Ω／ｃｍ）を有しており、その表面に載せられた記録紙を搬送する。弾性
導電性ローラ３４は、転写ベルト３１を介して感光体ドラム２１表面に押し付けられてお
り、転写ベルト３１上の記録紙を感光体ドラム２１表面に押し付ける。この弾性導電性ロ
ーラ３４には、感光体ドラム２１表面のトナー像の電荷とは逆極性の電界が印加されてお
り、この逆極性の電界により感光体ドラム２１表面のトナー像が転写ベルト３１上の記録
紙に転写される。例えば、トナー像が（－）極性の電荷を有している場合は、弾性導電性
ローラ３４に印加されている電界の極性が（＋）極性にされる。
【００３６】
　定着ユニット２７は、加熱ローラ３５及び加圧ローラ３６を備えている。加熱ローラ３
５内部には、該加熱ローラ３５表面を所定温度（定着温度：概ね１６０～２００℃）に設
定するための熱源を設けている。また、加熱ローラ３５に対して加圧ローラ３６が所定圧
で圧接されるように、加圧ローラ３６の両端に図示しない加圧部材を配置している。加熱
ローラ３５と加圧ローラ３６間の圧接部（定着ニップ部と称される）に記録紙が搬送され
て来ると、各ローラ３５、３６により記録紙が搬送されつつ、記録紙上の未定着トナー像
が加熱溶融され加圧されて、トナー像が記録紙上に定着される。
【００３７】
　用紙搬送部１０４は、記録紙を搬送するための複数対の搬送ローラ４１、一対のレジス
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トローラ４２、搬送経路４３、反転搬送経路４４、複数の分岐爪４５、及び一対の排紙ロ
ーラ４６等を備えている。
【００３８】
　搬送経路４３では、記録紙を給紙部１０５から受け取り、記録紙の先端がレジストロー
ラ４２に達するまで該記録紙を搬送する。このときレジストローラ４２を一時的に停止さ
せているので、記録紙の先端がレジストローラ４２に達して当接し、記録紙が撓む。この
撓んだ記録紙の弾性力により該記録紙の先端をレジストローラ４２と平行に揃える。この
後、レジストローラ４２の回転を開始して、レジストローラ４２により記録紙を印字部１
０３の転写ユニット２５へと搬送し、更に排紙ローラ４６により記録紙を排紙トレイ４７
へと搬送する。
【００３９】
　レジストローラ４２の停止及び回転は、レジストローラ４２と駆動軸間のクラッチをオ
ンオフに切り替えたり、レジストローラ４２の駆動源であるモータをオンオフに切り替え
たりしてなされる。
【００４０】
　また、記録紙の裏面にも画像を記録する場合は、複数の分岐爪４５を回転させて、搬送
経路４３と反転搬送経路４４の分岐路を切り替え、反転搬送経路４４で記録紙の表裏を反
転させてから、記録紙を反転搬送経路４４を介して搬送経路４３のレジストローラ４２へ
と戻す。これにより、記録紙の裏面にも画像が記録される。
【００４１】
　搬送経路４３及び反転搬送経路４４においては、記録紙の位置等を検出するセンサーを
各所に配置し、各センサーにより検出された記録紙の位置に基づいて搬送ローラやレジス
トローラを駆動制御して、記録紙の搬送及び位置決めを行っている。
【００４２】
　給紙部１０５は、複数の給紙トレイ５１を備えている。各給紙トレイ５１は、記録紙を
蓄積しておくためのトレイであり、画像形成装置１００の下方に設けられている。また、
各給紙トレイ５１は、記録紙を一枚ずつ引き出すためのピックアップローラ等を備えてお
り、引き出した記録紙を用紙搬送部１０４の搬送経路４３へと送り出す。
【００４３】
　本実施形態の画像形成装置１００は高速印字処理を目的としているため、各給紙トレイ
５１には、定型サイズの記録紙を５００～１５００枚収納可能な容積を確保している。
【００４４】
　また、画像形成装置１００の側面には、複数種の記録紙を多量に収納可能な大容量給紙
カセット（ＬＣＣ）５２、及び主として不定型サイズの記録紙を供給するための手差しト
レイ５３を設けている。
【００４５】
　排紙トレイ４７は、手差しトレイ５３とは反対側の側面に配置されている。この排紙ト
レイ４７に代えて、排紙用紙の後処理装置（ステープル、パンチ処理等々）や、複数段の
排紙トレイをオプションとして配置することも可能な構成となっている。
【００４６】
　図３に、上記画像形成装置１００のハードウェア構成の例を示す。図３に示すように、
画像形成装置１００は、ＣＰＵ１０ａ、ＲＡＭ１０ｂ、ＲＯＭ１０ｃ、ハードディスク１
０ｄ、制御用回路１０ｅ、操作パネル１０ｆ、スキャナユニット１０ｇ、印刷ユニット１
０ｈ、通信インタフェース１０ｊ、および自動原稿搬送装置１０ｋなどによって構成され
る。
【００４７】
　制御用回路１０ｅは、ハードディスク１０ｄ、スキャナユニット１０ｇ、印刷ユニット
１０ｈ、通信インタフェース１０ｊ、および操作パネル１０ｆなどを制御するための回路
である。
【００４８】
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　スキャナユニット１０ｇは、上記した画像読み取り部１０２であり、印刷ユニット１０
ｈは、上記した印字部１０３、記録紙搬送部１０４及び給紙部１０５である。通信インタ
フェース１０ｊは、他の装置と通信を行うためのＮＩＣ（Network Interface Card）また
はモデムなどである。
【００４９】
　自動原稿搬送装置１０ｋは、上記した原稿搬送部１０１である。自動原稿搬送装置１０
ｋは、書類を構成する１枚または複数枚の用紙を順にスキャナユニット１０ｇに送る。ま
た、いわゆる両面原稿に対応しており、原稿の表裏を反転することで、ＣＣＤ１８にて原
稿表面及び裏面の画像を読み取ることができる。
【００５０】
　以下、本画像形成装置１００が処理の対象とする書類において、書類を構成する用紙の
うち、コンテンツが描かれている面を「原稿面」と記載する。一般に、「印刷面」と呼ば
れることもある。用紙の両面にコンテンツが描かれている場合（いわゆる両面原稿の場合
）は、用紙の表裏それぞれが原稿面であり、用紙の片面のみにコンテンツが描かれている
場合（いわゆる片面原稿の場合）は、その描かれている面のみが原稿面である。また、原
稿面の全体に描かれている画像を「原稿面画像」と記載する。
【００５１】
　操作パネル１０ｆは、図４に示すように、キー操作部１０１および表示操作部１０２に
よって構成される。キー操作部１０１としては、テンキー、スタートキー、リセットキー
、クリアキーなどが用いられ、表示操作部１０２としては液晶ディスプレイのタッチパネ
ルが用いられる。
【００５２】
　ユーザは、キー操作部１０１を操作することによって、画像形成装置１００に対して、
処理の実行開始または中断などの指令を与え、データの宛先、印刷条件、またはスキャン
条件などの処理条件を指定し、その他種々の事項を指定することができる。
【００５３】
　表示操作部１０２には、ユーザに対してメッセージまたは指示を与えるための画面、ユ
ーザが所望する処理の種類および処理条件を入力するための画面、および画像形成装置１
００で実行された処理の結果を示す画面などが表示される。ユーザが処理の種類や処理条
件等の指示を入力する画面では、ユーザは画面をタッチ操作することで、指示を入力する
ことができる。
【００５４】
　なお、ここでは、タッチパネルを用いたが、表示機能のみを有するパネルを用い、表示
部と操作部とを分けた構成でもよい。また、キー操作部を設けず、操作パネル１０ｆ全体
が、タッチパネルよりなる表示操作部にて構成されていてもよい。このように、操作パネ
ル１０ｆは、画像形成装置１を操作するユーザのためのユーザインタフェースの役割を果
たしている。
【００５５】
　ハードディスク１０ｄには、図１ HYPERLINK "JP-A-2007-13799.files/000006.jpg" に
示すような、パネル制御部１１１、キー操作部制御部１１２、画像取得制御部１１３、画
像処理部１１４、印刷データ生成部１１５、送信データ生成部１１６、送信制御部１１７
などの各機能を実現するためのプログラムおよびデータなどが格納されている。
【００５６】
　これらのプログラムは必要に応じてＲＡＭ１０ｂに読み出され、ＣＰＵ１０ａによって
プログラムが実行される。これらのプログラムまたはデータの一部または全部を、ＲＯＭ
１０ｃに記憶させておいてもよい。または、図１に示す機能の一部または全部を、制御用
回路１０ｅによって実現するようにしてもよい。
【００５７】
　次に、図１に示す画像形成装置１００の各機能部の処理内容などについて詳細に説明す
る。
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【００５８】
　画像取得制御部１１３は、自動原稿搬送装置１０ｋの原稿セットトレイにセットされた
書類の各原稿面の原稿面画像を取得するために、スキャナユニット１０ｇおよび自動原稿
搬送装置１０ｋなどのハードウェアを制御するものである。スキャナユニット１０ｇにて
読み取られた画像は、画像取得制御部１１３より、パネル制御部１１１と、画像処理部１
１４とに送られる。
【００５９】
　パネル制御部１１１は、上記操作パネル１０ｆにおける表示操作部１０２を制御するも
のであり、プレビュー画像生成部１１１ａ、表示制御部１１１ｂ、および指示取得部１１
１ｃを備える。
【００６０】
　表示制御部１１１ｂは、表示操作部１０２に、ユーザに対してメッセージまたは指示を
与えるための画面、ユーザが所望する処理の種類および処理条件を入力するための画面、
および画像形成装置１００で実行された処理の結果を示す画面などを表示させるための制
御を行う。
【００６１】
　例えば、表示操作部１０２に、初期メニュー画面が表示されているときに、ジョブキー
として「イメージ送信」の表示キーを押し、続いて、読み取り原稿が「中綴じ原稿」であ
ることを選択する表示キーを押し、ステートキーを押すと、セット原稿の読み取りが開始
され、図６に示すような、読み取った原稿画像のプレビュー画像を含む、原稿を表紙／裏
表紙から読み取ったか、中央から読み取ったかを、ユーザに選択させるための読み取り開
始面指定画面Ｄ１を表示させる。
【００６２】
　また、用紙上における各ページ画像の配置が所定の配置例から決定される印刷形態につ
いて、開き方向を指定させる画面を表示し、指定された開き方向に基づいて、図２７に示
すような、所定の配置例の中から候補を抽出し、抽出した候補の中からユーザに選択させ
るためのページ画像配置選画面Ｄ９を表示させる。
【００６３】
　指示取得部１１１ｃは、ユーザが画面を表示操作部１０２の画面を操作したり、キー操
作部１０１にてキー操作したりして入力した、所望する処理の種類や条件等の指示を取得
し、画像処理部１１４、送信データ生成部１１６、及び送信制御部１１７等に出力するも
のである。
【００６４】
　本発明における開き方向指定手段、読み取り開始面指定手段、回転処理選択手段、ペー
ジ画像配置選択手段は、表示制御部１１１ｂ、指示取得部１１１ｃにて構成されている。
【００６５】
　プレビュー画像生成部１１１ａは、画像取得制御部１１３より入力される書類の各原稿
面の原稿面画像を用いて、原稿面画像のプレビュー画像を生成するものである。また、プ
レビュー表示の仕様として、「ソート結果のプレビュー表示を行う」を選択設定すること
で、画像処理部１１４における後述するページ画像並べ替え部１１４ｃから入力されるペ
ージ順に並べ返られた画像データを基に、並べ替え結果を示すプレビュー画像も作成する
ようになっている。並べ替え結果を示すプレビュー画像は、例えば、後述する図１５～図
１８にて、一番下に記載する、分割、並び替え結果のようなものである。
【００６６】
　本発明におけるプレビュー画像表示制御手段は、プレビュー画像生成部１１１ａ、表示
制御部１１１ｂ、指示取得部１１１ｃにて構成されている。
【００６７】
　画像処理部１１４は、画像取得制御部１１３より入力される書類の各原稿面の原稿面画
像に対して、各種の画像処理を施すものであり、ここでは、回転処理部１１４ａ、画像分
割部１１４ｂ、ページ画像並べ替え部１１４ｃ、および画像編集部１１４ｂを備える。
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【００６８】
　回転処理部１１４ａは、書類の各原稿面の原稿面画像に対して、必要に応じて回転処理
を施すものである。画像分割部１１４ｂは、書類の各原稿面の原稿面画像に対して、１ペ
ージ分のコンテンツに分割するものである。例えば、原稿面画像が、２ｉｎ１印刷された
２ｉｎ１原稿のものである場合には、原稿面画像を、１ページ分ずつのコンテンツが描か
れた画像となるように、２つに分割する。
【００６９】
　ページ画像並べ替え部１１４ｃは、ページ画像抽出部１１４ｂにて、１ページ分ずつの
コンテンツが描かれた画像となるように分割された、書類の各原稿面の原稿面画像の各ペ
ージ画像を、書類のページ順になるように並べ替えるものである。
【００７０】
　画像編集部１１４ｄは、ユーザによる編集指示が成された場合に、ページ画像ソート部
１１４ｃにて、ページ順になるように並べ替えられた、書類の各原稿面の原稿面画像の各
ページ画像を、Ｎｉｎ１や中綴じ印刷、両面印刷等の他の形態に対応するように編集する
ものである。なお、編集が不要の場合は、画像編集部１１４ｄは、ページ画像ソート部１
１４より入力された画像データをスルーさせて、印刷ユニット１０ｈ、或いは送信データ
生成部１１６に出力する。
【００７１】
　送信データ生成部１１６は、画像処理部１１４より入力された、書類の各原稿面の原稿
面画像の各ページ画像を、１つのファイルにバインドして、送信用の書類ファイルを生成
するものである。書類ファイルのフォーマットは、指示取得部１１１ｃより指定されるこ
とで決定されるが、例えばＰＤＦ（Portable Document Format）またはＴＩＦＦ（Tagged
 Image File Format）などが用いられる。
【００７２】
　送信制御部１１７は、上記した通信インタフェース１０ｊを制御するものであり、送信
データ生成部１１６で作成された送信用の書類ファイルを、指示取得部１１１ｃより指定
された送信先へと、送信するものである。ここで、送信先としては、通信インタフェース
１０ｊを介して接続されている、サーバ装置や、他の画像形成装置等がある。
【００７３】
　また、ここでは詳細には記載しないが、画像処理部１１４にて、並べ替え、編集処理が
施された画像データを圧縮する構成としておき、予め記憶部に記憶されたE-mailの配信先
の中から所望の配信先をユーザが呼び出し設定した後に、圧縮したデータをE-mailに添付
し、ネットワーク通信部105を介してE-mailを送信したり、或いは、FAX送信部を具備し、
並べ替え、編集処理が施された画像データを、ユーザが決めた所定の送信先にFAX送信す
るようにしてもよい。また、ネットワーク上の所定のサーバや、画像形成装置１００が備
えるＨＤＤ等に、保存するようにしてもよい。
【００７４】
　続いて、本実施形態に係る画像形成装置１００が、処理対象としている、中綴じ原稿の
書類を読み取り、異なる形態にてコピーしたり、異なる形態で送信したりする処理につい
て説明する。
【００７５】
　図５に、中綴じ原稿の書類を読み取り、異なる形態にてコピーしたり、異なる形態で送
信したりする処理のフローを示す。
【００７６】
　上述したように、原稿セットトレイに原稿がセットされ、かつ、表示操作部１０２にて
、初期メニュー画面を表示している状態で、例えば「イメージ送信」の表示キー、および
処理対象の原稿が「中綴じ原稿」であることを選択する表示キーが押された状態で、スタ
ートキーが押されると、原稿の両面読み取りを開始する（Ｓ１）。
【００７７】
　原稿読み取りを完了すると、パネル制御部１１１は、原稿を表紙／裏表紙から読み取っ
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たか、中央から読み取ったかを、ユーザに選択させるための読み取り開始面指定画面を表
示操作部１０２に表示する。そして、本実施形態では、プレビュー表示機能を有しており
、図６に示すような、読み取った原稿画の画像データを基に、読み取りを開始した面の画
像内容を示すプレビュー画像を含む、プレビュー付き読み取り開始面指定画面Ｄ１を表示
操作部１０２に表示する（Ｓ２）。
【００７８】
　このようなプレビュー付き読み取り開始面指定画面の表示は、パネル制御部１１１から
の指示を受けて、画像取得制御部１１３が原稿を読み取らせ、各原稿面画像の画像データ
を基に、プレビュー画像生成部１１１ａが読み取り１枚目の表面の原稿面画像のプレビュ
ー画像を生成し、これを表示制御部１１１ｂが表示操作部１０２に表示させることで実現
する。
【００７９】
　ユーザは、図６に示すようなプレビュー付き読み取り開始面指定画面Ｄ１を用いて、原
稿の読み取りが、表紙／裏表紙からであるか中央からであるかを、表示キーを押圧するこ
とで、選択することができる。
【００８０】
　表紙／裏表紙から、或いは中央からというように、何れか一方側からに、読み取らせ方
が固定されていた場合、原稿セットトレイに対し、中綴じ原稿の表紙／裏表紙を上向きに
置くのか、下向きに置くのかを間違うと、読み直しが必要であったり、おき方の間違いに
気が付くことなく、間違った状態で読み取らせて処理してしまったりする虞があった。し
かしながら、これにより、原稿セットトレイに対し、中綴じ原稿を表紙／裏表紙を上向き
に置いても、下向きに置いても、読み直しが不要となる。
【００８１】
　しかも、ここでは、選択画面Ｄ１に、読み取り１枚目の表面の原稿面画像のプレビュー
画像が表示されるので、ユーザは、原稿の読み取りが、表紙／裏表紙から読み取られたも
のか、中央から読み取られたものであるかを、容易に判断して選択することができる。
【００８２】
　ユーザが、原稿の読み取りを開始した面を選択すると、パネル制御部１１１は、図７に
示すような、読み取った原稿画像のプレビュー画像を含む、中綴じ原稿が、左開きか、右
開きか、或いは上開きかを、ユーザに選択させるためのプレビュー付き開き方向指定画面
Ｄ２を表示操作部１０２に表示する（Ｓ３）。
【００８３】
　ユーザは、図７に示すようなプレビュー付き開き方向指定画面Ｄ２を用いて、処理対象
の原稿が、左開きか、右開きか、或いは上開きかを、表示キーを押圧することで、選択す
ることができる。
【００８４】
　また、ここでも、選択画面Ｄ２には、読み取り１枚目の表面の原稿面画像のプレビュー
画像が表示されるので、ユーザは、読み取られた原稿が、左開きか、右開きか、或いは上
開きかを、容易に判断して選択することができる。なお、プレビュー表示機能は本発明の
必須の構成要素ではないので、プレビュー画像のついていない、開き方向指定画面であっ
てもよい。
【００８５】
　例えば、図７の選択画面Ｄ２の例では、２ページ分のコンテンツが、中綴じ線に対して
上下に並んでいる。このようなプレビュー画像より、ユーザは簡単に、処理対象の原稿が
上開きであることを容易に把握して、上開きの表示キーを選択することができる。
【００８６】
　このように、選択画面Ｄ２でも、読み取り１枚目の表面の原稿面画像のプレビュー画像
が表示されていることで、ユーザは、読み取られた原稿が、左開きか、右開きか、上開き
かを、容易に判断して選択することができる。
【００８７】
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　なお、図６に示した選択画面Ｄ１に表示されたプレビュー画像の場合であれば、中綴じ
線に対して左右に並び、ページ番号が小さい方のコンテンツが左側に表示されているので
、左開きとなる。右開きの場合は、ページ番号の小さい方のコンテンツが右側に表示され
る。
【００８８】
　次に、ユーザが、原稿の開き方を選択すると、パネル制御部１１１は、図８に示すよう
な、読み取った原稿画像のプレビュー画像を含む、中綴じ原稿を読み取らせた向きを補正
するための回転処理をユーザに選択させるためのプレビュー付き回転処理選択画面Ｄ３を
表示操作部１０２に表示する（Ｓ４）。
【００８９】
　ユーザは、図８に示すようなプレビュー付き回転処理選択画面Ｄ３を用いて、「回転不
要」「右９０°回転」「１８０°回転」「左９０°回転」の何れかの表示キーを押圧する
ことで、選択することができる。
【００９０】
　前記同様、ここでも、選択画面Ｄ３には、読み取り１枚目の表面の原稿面画像のプレビ
ュー画像が表示されるので、ユーザは、読み取った画像に対し、どのような回転処理が必
要であるかを、容易に判断して選択することができる。
【００９１】
　例えば、図８の選択画面Ｄ３の例では、２ページ分のコンテンツが左右に配され、各コ
ンテンツの天地方向が、表示キーの文字の向きでもある操作表示部１０２の天地方向（上
下方向）と逆である。このようなプレビュー画像を視認することで、ユーザは簡単に、読
み取った画像に対し、１８０°回転処理が必要であることを把握して、１８０°回転の表
示キーを選択することができる。
【００９２】
　このように、選択画面Ｄ３でも、読み取り１枚目の表面の原稿面画像のプレビュー画像
が表示されていることで、ユーザは、読み取った原稿に対し、どのような回転処理が必要
であるかを、容易に判断して選択することができる。
【００９３】
　そして、Ｓ２～Ｓ４を経て、中綴じ原稿の読み取り開始面、開き方、および必要な回転
処理が選択されると、画像処理部１１４における回転処理部１１４ａが、各原稿面画像を
必要に応じて回転処理し、画像分割部１１４ｂが１ページ分のコンテンツが含まれるペー
ジ画像に分割し、ページ画像並べ替え部１１４ｃが、画像分割部１１４ｂにて個々のペー
ジ画像に分割されたものを、ページ順に並べ替える（Ｓ５）。なお、Ｓ５で実施する、必
要に応じた回転処理し、画像分割、並べ替え処理の詳細については、後述する。
【００９４】
　Ｓ５にて、並べ替えが終了すると、パネル制御部１１１は、並べ替えた画像に対して、
編集処理を実施するか否かをユーザに選択させる画面（図示せず）を表示する。
【００９５】
　また、前述したように、プレビュー表示の仕様として、「ソート結果のプレビュー表示
を行う」が設定されている場合は、この画面に、ページ順に並べ返られた画像データに基
づく、並べ替え結果のプレビュー画像も併せて表示される。
【００９６】
　ここで、ユーザが、「編集処理を実施しない」を選択すると、Ｓ９に移行し、ページ画
像並べ替え部１１４ｃが並べ替えた順で、印刷処理或いは送信処理を実施する。つまり、
印刷ユニット１０ｆが印刷を実行する、或いは送信データ生成部１１６において送信デー
タを生成して、送信制御部１１７が上記した通信インタフェース１０ｊを制御して、生成
された送信用の書類ファイルを送信する。
【００９７】
　一方、ユーザが、「編集処理を実施する」を選択すると、パネル制御部１１１は、例え
ば、図９に示すような、ページ画像並べ替え部１１４ｃが並べ替えた後の１ページ目のプ
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レビュー画像を含む、編集処理をユーザに選択させるためのプレビュー付き編集処理選択
画面Ｄ４を表示操作部１０２に表示する（Ｓ６）。
【００９８】
　ユーザは、図９に示すようなプレビュー付き編集処理選択画面Ｄ４を用いて、「とじし
ろ」、「両面印字」、「２ｉｎ１」、［４ｉｎ１］の何れかの表示キーを押圧することで
、編集内容を選択することができる。なお、図９の例では、ジョブとして、イメージ送信
ではなく、コピーが選択されている場合を示している。
【００９９】
　例えば、選択画面Ｄ４において、「２ｉｎ１」の表示キーが押されると、パネル制御部
１１１は、図１０に示すような、並べ替えられた１ページ目のコンテンツを左側、２ペー
ジ目のコンテンツを右側に配置したプレビュー画像を含む、レイアウト選択画面Ｄ５を表
示する（Ｓ７）。ここでは、紙面を左右に２分割した２領域のうち、左側に１ページ目の
コンテンツ、右側に２ページ目のコンテンツを配置したものをデフォルトとしている。プ
レビュー画像の横には、コンテンツの配置を切り替える「１　２」、「２　１」の表示キ
ーが表示されており、そのうち、表示されているプレビュー画像の配置を示す「１　２」
の表示キーが、グレー表示されている。この状態で、ＯＫキーをユーザが押すと、編集処
理部１１４ｂが、左側に１ページ目のコンテンツ、右側に２ページ目のコンテンツを配置
した２ｉｎ１印刷となるように画像を編集し（Ｓ８）、Ｓ９に移行する。
【０１００】
　また、図１０に示すレイアウト選択画面Ｄ５において、「２　１」の表示キーが押され
ると、パネル制御部１１１は、プレビュー画像を、並べ替えられた１ページ目のコンテン
ツが右側、２ページ目のコンテンツを左側に配置したものに切り替える。この状態で、Ｏ
Ｋキーをユーザが押すと、編集処理部１１４ｂが、右側に１ページ目のコンテンツ、左側
に２ページ目のコンテンツを配置した２ｉｎ１印刷となるように画像を編集し（Ｓ８）、
Ｓ９に移行する。
【０１０１】
　また、図９に示す選択画面Ｄ４において、「４ｉｎ１」の表示キーが押されると、パネ
ル制御部１１１は、図１１に示すような、並べ替えられた１ページ目から４ページ目まで
の４ページ分のコンテンツをデフォルト配置したプレビュー画像を含む、レイアウト選択
画面Ｄ６を表示する（Ｓ７）。ここでは、紙面を十字に４分割した４領域のうち、左上領
域に１ページ目のコンテンツ、右上領域に２ページ目のコンテンツ、左下領域に３ページ
目のコンテンツ、右下領域に４ページ目のコンテンツをそれぞれ配置したものを、デフォ
ルトとしている。
【０１０２】
　プレビュー画像の横には、４ページ分のコンテンツの配置を切り替える「Ｚ字状の矢印
」の表示キーＰ１～Ｐ４が４つ表示されている。この矢印キーＰ１～Ｐ４は、文字を表示
したものではなく、４ページ分のコンテンツの配置順、つまり、編集のイメージを示して
いる。図１１に示す選択画面Ｄ６では、表示されているプレビュー画像の配置を示す矢印
キーＰ１が、グレー表示されている。この状態で、ＯＫキーをユーザが押すと、編集処理
部１１４ｂが、４つのコンテンツをデフォルトにて配置した４ｉｎ１印刷となるように画
像を編集し（Ｓ８）、Ｓ９に移行する。
【０１０３】
　また、図１１に示すレイアウト選択画面Ｄ６において、矢印キーＰ４が押されると、パ
ネル制御部１１１は、プレビュー画像を、右上領域に１ページ目のコンテンツ、右下領域
に２ページ目のコンテンツ、左上領域に３ページ目のコンテンツ、左下領域に４ページ目
のコンテンツを配置したものに切り替える。
【０１０４】
　また、図９に示す選択画面Ｄ４において、「両面印字」の表示キーが押されると、パネ
ル制御部１１１は、図１２に示すような、並べ替えられた２ページ目と３ページ目のコン
テンツを配置した縦綴じのプレビュー画像を含む、両面印字の方向選択画面Ｄ７を表示す
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る（Ｓ７）。ここでは、縦綴じをデフォルトとしている。
【０１０５】
　プレビュー画像の横には、「縦綴じ」、「横綴じ」を選択する表示キーがＰ５、Ｐ６が
表示されている。これら表示キーＰ５、Ｐ６も、ここでは、文字を表示したものではなく
、編集のイメージを示している。また、表示されているプレビュー画像と同じ綴じ方向の
表示キーＰ６が、グレー表示されている。
【０１０６】
　「横綴じ」とは、両面に印刷が施された１枚または複数枚の用紙の横方向端部を綴じる
ことを想定したものであり、用紙の両面にて画像の天地は一致している。一方、「縦綴じ
」とは、両面に印刷が施された１枚または複数枚の用紙の上端部を綴じることを想定した
ものであり、用紙の両面にて画像の天地が逆転している。
【０１０７】
　図１２に示す選択画面Ｄ７の状態で、ＯＫキーをユーザが押すと、編集処理部１１４ｂ
が、用紙の表裏の画像の天地を調整し（Ｓ８）、Ｓ９に移行する。
【０１０８】
　また、図１２に示す選択画面Ｄ７において、表示キーＰ５が押されると、パネル制御部
１１１は、プレビュー画像を、並べ替えられた２ページ目と３ページ目のコンテンツを配
置した横綴じのものに切り替える。
【０１０９】
　一方、図９に示す選択画面Ｄ４において、「とじしろ」の表示キーが押されると、パネ
ル制御部１１１は、図１３に示すような、並べ替えられた１ページ目のコンテンツを配置
した用紙の上端部に綴じ代を設けたプレビュー画像を含む、とじしろ位置の選択画面Ｄ８
を表示する（Ｓ７）。ここでは、用紙の上端部に綴じ代を設け上側綴じをデフォルトとし
ている。
【０１１０】
　プレビュー画像の横には、「左側綴じ」、「右側綴じ」、「上側綴じ」を選択する表示
キーＰ７～Ｐ９が表示されている。これら表示キーＰ７～Ｐ９も、ここでは、文字を表示
したものではなく、編集のイメージを示している。表示キーＰ７～Ｐ９のうち、表示され
ているプレビュー画像と同じ綴じ方向の表示キーＰ９が、グレー表示されている。
【０１１１】
　図１４に、「とじしろ」の編集手法をしめす。「左綴じ」とは、用紙の左端部に綴じ代
の余白が形成されるように画像ＰＰの配置或いは配置と大きさを調整するものである。同
様に、「右綴じ」は、用紙の右端部に綴じ代の余白が形成されるように、「上綴じ」は、
用紙の上端部に綴じ代の余白が形成されるように、それぞれ画像の配置或いは配置と大き
さとを調整するものである。
【０１１２】
　図１３に示す選択画面Ｄ８の状態で、ＯＫキーをユーザが押すと、編集処理部１１４ｂ
が、用紙の上端部に綴じ代の余白が形成されるように、それぞれ画像の配置位置を調整し
て（Ｓ８）、Ｓ９に移行する。
【０１１３】
　また、図１３に示す選択画面Ｄ８において、例えば、表示キーＰ７が押されると、パネ
ル制御部１１１は、プレビュー画像を、並べ替えられた１ページ目のコンテンツを配置し
た用紙の左端部に綴じ代を設けたものに切り替える。
【０１１４】
　次に、Ｓ５で実施する、回転処理、画像分割、並べ替え処理の詳細について詳述する。
【０１１５】
　先ず、図１５～図１８を用いて、原稿セットトレイ１１に原稿が正しい向きでセットさ
れた場合の並べ替え処理について説明する。
【０１１６】
　図１５に、左開き中綴じ原稿、右開き中綴じ原稿、および上開き中綴じ原稿を、原稿セ
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ットトレイ１１上に、表紙／背表紙の面を上にして載置した場合の処理例を示す。原稿セ
ットトレイ１１上に、表紙／背表紙の面を上にして載置した場合、表紙／背表紙の面から
読み取られる。図１５の例では、２枚の両面原稿からなる合計８ページ構成の中綴じ原稿
を提示している。
【０１１７】
　まず、左開き中綴じ原稿について説明する。左開き８ページの中綴じ原稿を表紙／背表
紙の面から読み取った場合、読み取り１枚目の原稿の表面の右側には、１ページ目のコン
テンツがあり、左側に８ページ目のコンテンツがある。また、１枚目の裏面の右側には、
７ページ目のコンテンツ、左側には、２ページ目のコンテンツがある。また、読み取り２
枚目の表面の右側には、３ページ目のコンテンツがあり、左側に６ページ目のコンテンツ
がある。また、２枚目の裏面の右側には、５ページ目のコンテンツ、左側には、４ページ
目のコンテンツがある。
【０１１８】
　このような原稿の読み取り結果は、８ページ目のコンテンツが左側にあり右側に１ペー
ジのコンテンツがある原稿面画像Ｆ１、２ページ目のコンテンツが左側にあり右側に７ペ
ージのコンテンツがある原稿面画像Ｆ２、６ページ目のコンテンツが左側にあり右側に３
ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ３、４ページ目のコンテンツが左側にあり右側に
５ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ４となる。
【０１１９】
　画像分割部１１４ｂは、このような原稿面画像の画像データを、綴じ代部分で２分割し
、ページ画像並べ替え部１１４ｃが、１ページ目から順になるように並べ替える。この並
べ替え順は、開き方の選択条件である「左開き」と読み取り開始面の選択条件である「表
紙／裏表紙」の条件で決まる並べ替え順に従い並べ替える。図中、矢印にて、並べ替え順
を示す。たとえば、原稿枚数がＮ枚、つまりコンテンツ数が２Ｎ個の場合、Ｍ個目の画像
の左側の画像をＭL、右側の画像をＭRとすると、ソート順は、1R，２L，３R，４L …，　
(２Ｎ－１)R，２ＮL，２ＮR，(２Ｎ－１)L…，４R，３L，２R，１Lとなる。並べ替えた結
果を、図の一番下に示す。
【０１２０】
　一方、右開き８ページの中綴じ原稿を表紙／背表紙の面から読み取った場合、読み取り
１枚目の原稿の表面の右側には、８ページ目のコンテンツがあり、左側に１ページ目のコ
ンテンツがある。また、１枚目の裏面の右側には、２ページ目のコンテンツ、左側には、
７ページ目のコンテンツがある。また、読み取り２枚目の表面の右側には、６ページ目の
コンテンツがあり、左側に３ページ目のコンテンツがある。また、２枚目の裏面の右側に
は、４ページ目のコンテンツ、左側には、５ページ目のコンテンツがある。
【０１２１】
　このような原稿の読み取り結果は、１ページ目のコンテンツが左側にあり右側に８ペー
ジのコンテンツがある原稿面画像Ｆ５、７ページ目のコンテンツが左側にあり右側に２ペ
ージのコンテンツがある原稿面画像Ｆ６、３ページ目のコンテンツが左側にあり右側に６
ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ７、５ページ目のコンテンツが左側にあり右側に
４ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ８となる。
【０１２２】
　画像分割部１１４ｂは、このような原稿面画像の画像データを、綴じ代部分で２分割し
、ページ画像並べ替え部１１４ｃが、１ページ目から順になるように並べ替える。この並
べ替え順は、開き方の選択条件である「右開き」と読み取り開始面の選択条件である「表
紙／裏表紙」の条件で決まる並べ替え順に従い並べ替える。図中、矢印にて、並べ替え順
を示す。たとえば、原稿枚数がＮ枚、つまりコンテンツ数が２Ｎ個の場合、Ｍ個目の画像
の左側の画像をＭＬ、右側の画像をＭＲとすると、ソート順は、1L，２R，３L，４R …，
　(２Ｎ－１)L，２ＮR，２ＮL，(２Ｎ－１)R…，４L，３R，２L，１Rとなる。並べ替えた
結果を、図の一番下に示す。
【０１２３】
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　上開き８ページの中綴じ原稿を表紙／背表紙の面から読み取った場合は、読み取り１枚
目の原稿の表面の上側には、８ページ目のコンテンツがあり、下側に１ページ目のコンテ
ンツがある。また、１枚目の裏面の上側には、７ページ目のコンテンツ、下側には、２ペ
ージ目のコンテンツがある。また、読み取り２枚目の表面の上側には、６ページ目のコン
テンツがあり、下側に３ページ目のコンテンツがある。また、２枚目の裏面の上側には、
５ページ目のコンテンツ、下側には、４ページ目のコンテンツがある。
【０１２４】
　このような原稿の読み取り結果は、１ページ目のコンテンツが下側にあり上側に８ペー
ジのコンテンツがある原稿面画像Ｆ９、７ページ目のコンテンツが下側にあり上側に２ペ
ージのコンテンツがある天地逆向きの原稿面画像Ｆ１０、６ページ目のコンテンツが上側
にあり下側に３ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ１１、５ページ目のコンテンツが
下側にあり上側に４ページのコンテンツがある天地逆向きの原稿面画像Ｆ１２となる。
【０１２５】
　回転処理部１１４ａが、まず、天地逆向きの原稿面画像Ｆ１０、Ｆ１２を９０°回転さ
せて天地方向を揃える処理を行う。回転処理部１１４ａは、開き方の選択条件が「上開き
」である場合、上記のように、原稿の裏面側の原稿面画像の画像データに対し、９０°の
回転処理を施す。
【０１２６】
　画像分割部１１４ｂは、天地方向の揃った原稿面画像の画像データを、綴じ代部分で２
分割し、ページ画像並べ替え部１１４ｃが、１ページ目から順になるように並べ替える。
この並べ替え順は、開き方の選択条件である「上開き」と読み取り開始面の選択条件であ
る「表紙／裏表紙」の条件で決まる並べ替え順に従い並べ替える。図中、矢印にて、並べ
替え順を示す。たとえば、原稿枚数がＮ枚、つまりコンテンツ数が２Ｎ個の場合、Ｍ個目
の画像の上側の画像をＭU、下側の画像をＭDとすると、ソート順は、1D，２U，３D，４U 
…，　(２Ｎ－１)D，２ＮU，２ＮD，(２Ｎ－１)U…，４D，３U，２D，１Uとなる。並べ替
えた結果を、図の一番下に示す。
【０１２７】
　図１６は、左開き中綴じ原稿、右開き中綴じ原稿、および上開き中綴じ原稿を、原稿セ
ットトレイ１１上に、中央の面を上にして載置した場合の処理例を示す。原稿セットトレ
イ１１上に、中央の面を上にして載置した場合、中央の面から読み取られる。図１６の例
でも、２枚の両面原稿からなる合計８ページ構成の中綴じ原稿を提示している。なお、図
面の見方は、図１５と同じであるので、ここでは、左開き中綴じ原稿のみ説明し、右開き
中綴じ原稿と上開き中綴じ原稿については省略する。
【０１２８】
　左開き８ページの中綴じ原稿を中央の面から読み取った場合、読み取り１枚目の原稿の
表面の右側には、５ページ目のコンテンツがあり、左側に４ページ目のコンテンツがある
。また、１枚目の裏面の右側には、３ページ目のコンテンツ、左側には、６ページ目のコ
ンテンツがある。また、読み取り２枚目の表面の右側には、７ページ目のコンテンツがあ
り、左側に２ページ目のコンテンツがある。また、２枚目の裏面の右側には、１ページ目
のコンテンツ、左側には、８ページ目のコンテンツがある。
【０１２９】
　このような原稿の読み取り結果は、４ページ目のコンテンツが左側にあり右側に５ペー
ジのコンテンツがある原稿面画像Ｆ２１、６ページ目のコンテンツが左側にあり右側に３
ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ２２、２ページ目のコンテンツが左側にあり右側
に７ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ２３、８ページ目のコンテンツが左側にあり
右側に１ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ２４となる。
【０１３０】
　画像分割部１１４ｂは、このような原稿面画像の画像データを、綴じ代部分で２分割し
、ページ画像並べ替え部１１４ｃが、１ページ目から順になるように並べ替える。この並
べ替え順は、開き方の選択条件である「左開き」と読み取り開始面の選択条件である「中
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央」の条件で決まる並べ替え順に従い並べ替える。図中、矢印にて、並べ替え順を示す。
たとえば、原稿枚数がＮ枚、つまりコンテンツ数が２Ｎ個の場合、Ｍ個目の画像の左側の
画像をＭL、右側の画像をＭRとすると、ソート順は、２ＮR，(２Ｎ－１)L，…，２R，１L

、１R，２L　 (２Ｎ－１)R，２ＮLとなる。並べ替えた結果を、図の一番下に示す。
【０１３１】
　図１７は、中央にサイズ半分の半サイズ原稿を有する、左開き中綴じ原稿、右開き中綴
じ原稿、および上開き中綴じ原稿を、原稿セットトレイ１１上に、表紙／背表紙の面を上
にして載置した場合の処理例を示す。図１７の例では、１枚の両面原稿と、その半分のサ
イズの両面原稿１枚とからなる合計６ページ構成の中綴じ原稿を提示している。なお、図
面の見方は、図１５、図１６と同じであるので、ここでも、半サイズ原稿を含む、左開き
中綴じ原稿のみ説明し、右開き中綴じ原稿と上開き中綴じ原稿については省略する。
【０１３２】
　左開き６ページの中綴じ原稿を表紙／背表紙の面から読み取った場合、読み取り１枚目
の原稿の表面の右側には、１ページ目のコンテンツがあり、左側に６ページ目のコンテン
ツがある。また、１枚目の裏面の右側には、５ページ目のコンテンツ、左側には、２ペー
ジ目のコンテンツがある。また、読み取り２枚目の半サイズ原稿の表面には、４ページ目
のコンテンツがあり、その裏面には、３ページ目のコンテンツがある。
【０１３３】
　このような原稿の読み取り結果は、６ページ目のコンテンツが左側にあり右側に１ペー
ジのコンテンツがある原稿面画像Ｆ３１、２ページ目のコンテンツが左側にあり右側に５
ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ３２、４ページ目のコンテンツがある半分のサイ
ズの原稿面画像Ｆ３３、３ページ目のコンテンツがある半分のサイズの原稿面画像Ｆ３４
となる。
【０１３４】
　画像分割部１１４ｂは、このような原稿面画像の画像データのうち、半サイズ原稿のも
のを除いて、綴じ代部分で２分割し、ページ画像並べ替え部１１４ｃが、１ページ目から
順になるように並べ替える。この並べ替え順は、開き方の選択条件である「左開き」と読
み取り開始面の選択条件である「表紙／裏表紙」の条件、および半サイズ原稿の有の条件
にて決まる並べ替え順に従い並べ替える。なお、半サイズ原稿の有無は、読み取った原稿
１枚分の画像データのサイズより、自動判別できる。
【０１３５】
　図中、矢印にて、並べ替え順を示す。たとえば、原稿枚数がＮ枚、そのうち半サイズ原
稿が１枚、つまりコンテンツ数が２Ｎ－２個の場合、Ｍ個目の画像の左側の画像をＭL、
右側の画像をＭR、最終読み取りの半サイズ原稿の表面画像をＡ，裏面画像をＢとすると
、ソート順は、１R，２L，３R，４L …，　(２Ｎ－２)L，Ｂ，Ａ，(２Ｎ－２)R…，４R，
３L，２R，１Lとなる。並べ替えた結果を、図の一番下に示す。
【０１３６】
　図１８は、中央にサイズ半分の半サイズ原稿を有する、左開き中綴じ原稿、右開き中綴
じ原稿、および上開き中綴じ原稿を、原稿セットトレイ１１上に、中央の面を上にして載
置した場合の処理例を示す。図１８の例では、１枚の両面原稿と、その半分のサイズの両
面原稿１枚とからなる合計６ページ構成の中綴じ原稿を提示している。なお、図面の見方
は、図１５～図１７と同じであるので、ここでも、半サイズ原稿を含む、左開き中綴じ原
稿のみ説明し、右開き中綴じ原稿と上開き中綴じ原稿については省略する。
【０１３７】
　左開き６ページの中綴じ原稿を中央の面から読み取った場合、読み取り１枚目の原稿は
半サイズ原稿となり、その表面には、４ページ目のコンテンツがあり、裏面には３ページ
目のコンテンツがある。また、２枚目の表面の右側には、５ページ目のコンテンツ、左側
には、２ページ目のコンテンツがある。また、読み取り２枚目の裏面には、右側に１ペー
ジ目のコンテンツがあり、左側に６ページ目のコンテンツがある。
【０１３８】
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　このような原稿の読み取り結果は、４ページ目のコンテンツがある半分のサイズの原稿
面画像Ｆ４１、３ページ目のコンテンツがある半分のサイズの原稿面画像Ｆ４２、２ペー
ジ目のコンテンツが左側にあり右側に５ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ４３、６
ページ目のコンテンツが左側にあり右側に１ページのコンテンツがある原稿面画像Ｆ４４
となる。
【０１３９】
　画像分割部１１４ｂは、このような原稿面画像の画像データのうち、半サイズ原稿のも
のを除いて、綴じ代部分で２分割し、ページ画像並べ替え部１１４ｃが、１ページ目から
順になるように並べ替える。この並べ替え順は、開き方の選択条件である「左開き」と読
み取り開始面の選択条件である「中央」の条件、および半サイズ原稿の有の条件にて決ま
る並べ替え順に従い並べ替える。
【０１４０】
　図中、矢印にて、並べ替え順を示す。たとえば、原稿枚数がＮ枚、そのうち半サイズ原
稿が１枚、つまりコンテンツ数が２Ｎ－２個の場合、Ｍ個目の画像の左側の画像をＭL、
右側の画像をＭR、最初に読み取る半サイズ原稿の表面画像をＡ，裏面画像をＢとすると
、ソート順は、２ＮR，（２Ｎ－１）L，…，４R，３L，Ｂ，Ａ，３R，４L ，…（２Ｎ－
１）R、２ＮLとなる。並べ替えた結果を、図の一番下に示す。
【０１４１】
　図１９～図２４に、プレビュー画像にて表示される読み取り先頭画像（読み取り開始面
の画像）と、読み取り結果の全体、及び、ユーザに指定させる選択条件である「開き方向
」、「読み取り開始面」、及び「回転処理」、及び、指定された条件に基づいて実施され
る、分割、回転、並べ替え処理の方法を一覧にて示す。
【０１４２】
　図１９は、何れも、両面原稿２枚構成の全８ページの左開き中綴じ原稿のものである。
このうち、♯１は、左開き中綴じ原稿を、正しい向きでセットし、表紙／裏表紙の面より
読み取らせた場合の例である。この場合は、ユーザが、「左開き」「表紙／裏表紙」「回
転不要」を選択することで、図１５の左開き中綴じ原稿の処理にて示した手順にて、分割
、並べ替えを実施する。なお、図１９の分割・回転・並べ替え方法（全画像分割）におい
て、［　］内の数字は、両面原稿２枚構成の全８ページの中綴じ原稿におけるページ番号
である。
【０１４３】
　一方、図１９の♯２は、両面原稿２枚構成の全８ページの左開き中綴じ原稿を、間違っ
て原稿の天を左に向けて、横向きにセットした場合のものである。このように、間違って
セットした場合でも、ユーザが、「左開き」「表紙／裏表紙」「右９０°」を選択するこ
とで、読み取り原稿の表面側の原稿面画像である奇数画像が右に９０°、読み取り原稿の
裏面側の原稿面画像である偶数面画像を右に２７０°回転して、♯１の正しくセットされ
たものと同じ状態にできる。その後は、♯１の正しくセットされたものと同じ手順にて、
分割、並べ替えを実施する。
【０１４４】
　本実施形態の画像形成装置１００の場合、原稿搬送部１０１にて、原稿をスイッチバッ
ク搬送して表裏を反転させる構成である。スイッチバック搬送においては、原稿の表裏も
逆転（反転）するが、同時の原稿における搬送方向の前端、後端も逆転するため、原稿裏
面の原稿面画像は、原稿表面の原稿面画像とは、原稿の天地が逆に読み込まれることとな
る。そのため、原稿表面の原稿面画像に対しては、右に９０°回転させ、原稿裏面の原稿
面画像に対しては、さらに１８０°の回転を加えた右に２７０°回転させる。
【０１４５】
　また、図１９の♯５は、両面原稿２枚構成の全８ページの左開き中綴じ原稿を、中央の
面より読み取らせた場合の例である。この場合は、ユーザが、「左開き」「中央」「回転
不要」を選択することで、図１６の左開き中綴じ原稿の処理にて示した手順にて、分割、
並べ替えを実施する。
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【０１４６】
　一方、♯７は、両面原稿２枚構成の全８ページの左開き中綴じ原稿を、間違って天地を
逆向きにセットした場合のものである。このように、間違ってセットした場合でも、ユー
ザが、「左開き」「中央」「右１８０°」を選択することで、読み取った全原稿面画像を
１８０°回転して♯５の正しくセットされたものと同じ状態にできる。その後は、♯５の
正しくセットされたものと同じ手順にて、分割、並べ替えを実施する。
【０１４７】
　図２０は、両面原稿２枚構成の全８ページの右開き中綴じ原稿のものである。図２０に
ついて、図１９と殆ど同じであるので、説明の便宜上、詳細な説明を省略する。
【０１４８】
　図２１は、両面原稿２枚構成の全８ページの上開き中綴じ原稿のものである。このうち
、♯１７は、上開き中綴じ原稿を、正しい向きでセットし、表紙／裏表紙の面より読み取
らせた場合の例である。この場合は、ユーザが、「上開き」「表紙／裏表紙」「回転不要
」を選択することで、図１５の上開き中綴じ原稿の処理にて示した手順にて、分割、並べ
替えを実施する。上述したように、上開きの場合、原稿裏面の原稿面画像は原稿表面の原
稿面画像と、天地が逆となっているため、原稿裏面を読み取った原稿面画像の画像データ
に対して、１８０°回転処理が実施される。
【０１４９】
　図２１の♯１８は、両面原稿２枚構成の全８ページの上開き中綴じ原稿を、間違って原
稿の天を左に向けて、横向きにセットした場合のものである。このように、間違ってセッ
トした場合でも、ユーザが、「上開き」「表紙／裏表紙」「右９０°」を選択することで
、読み取った全原稿面画像を右に９０°回転して、♯１７の正しくセットされたものを読
み取った原稿面画像に対し必要な回転処理を施した後のものと同じ状態にできる。その後
は、♯１７の正しくセットされたものと同じ手順にて、分割、並べ替えを実施する。
【０１５０】
　上開き中綴じ原稿の場合、原稿裏面の原稿面画像は原稿表面の原稿面画像と、天地が逆
となっているため、原稿裏面の原稿面画像に対して１８０°の回転処理が必要であるが、
本実施形態の画像形成装置１００の場合、原稿搬送部１０１にて、原稿をスイッチバック
搬送して表裏を反転させる構成であり、原稿裏面の原稿面画像が既に逆に読み込まれてい
る結果、１８０°の回転処理が不要となる。図２１の♯２０、♯２２、♯２４においても
、同様である。
【０１５１】
　図２１の♯１９は、両面原稿２枚構成の全８ページの上開き中綴じ原稿を、間違って原
稿の天地を逆にしてセットした場合のものである。このように、間違ってセットした場合
でも、ユーザが、「上開き」「表紙／裏表紙」「右１８０°」を選択することで、原稿表
面を読み取った原稿面画像の画像データに対して、１８０°回転処理が実施される。これ
により、♯１７の正しくセットされたものを読み取った原稿面画像に対し必要な回転処理
を施した後のものと同じ状態にでき、その後は、♯１７の正しくセットされたものと同じ
手順にて、分割、並べ替えを実施する。
【０１５２】
　図２２は、半サイズ原稿を有する両面原稿２枚構成の全６ページの左開き中綴じ原稿の
ものであり、図２３は、半サイズ原稿を有する両面原稿２枚構成の全６ページの右開き中
綴じ原稿のもの、図２４は、半サイズ原稿を有する両面原稿２枚構成の全６ページの上開
き中綴じ原稿のものである。なお、図２２～図２４についての詳細な説明は省略する。
【０１５３】
　図２５、図２６に、Ｓ６において、図９～図１３に示した、並べ替えた後の画像の編集
処理における、選択の種類（配置例）と、開き方向と、開き方向によるデフォルト、及び
開き方向により限定される選択種類を示す。
【０１５４】
　図２５には、編集処理において選択される印刷形態であって、用紙上における各ページ
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画像の配置が、所定の配置例の中から決定される印刷形態の例として「２ｉｎ１」、「４
ｉｎ１」を示す。「２ｉｎ１」の場合、開き方を指定することで、開き方によって、コン
テンツの配置が一意に決定されることを示している。
【０１５５】
　つまり、「左開き」であれば、例えば、図２７に示すような、左側に１ページのコンテ
ンツ、右側に２ページ目のコンテンツが配置されたプレビュー画像、及び「２ｉｎ１のレ
イアウトを確認して下さい」のメッセージと共に、「１　２」の表示キーのみが選択可能
に表示された、ページ画像配置選択画面Ｄ９が表示される。「２　１」の表示キーは、グ
レーアウト表示されており、選択することができない。この状態で、ＯＫキーを操作する
ことで、レイアウトは確定し、戻るキーを操作することで、開き方の指定に戻ることがで
きる。
【０１５６】
　また、「右開き」であれば、左側に２ページのコンテンツ、右側に１ページ目のコンテ
ンツが配置されたプレビュー画像と、レイアウトの確認を促すメッセージと共に、「２　
１」の表示キーのみが選択可能に表示された選択画面が表示される。同様に、「上開き」
であれば、上側に１ページのコンテンツ、下側に２ページ目のコンテンツが配置されたプ
レビュー画像と、レイアウトの確認を促すメッセージと共に、上下に「１　２」が並ぶ表
示キーのみが選択可能に表示されることとなる。
【０１５７】
　このような「開き方向」の指定は、例えば図９に示した、編集処理をユーザに選択させ
るためのプレビュー付き編集処理選択画面Ｄ４にて、ユーザが「２ｉｎ１」を指定した後
に、「開き方向」の指定を促す図７に示す選択画面Ｄ２のような選択画面を表示すること
で行わせる。
【０１５８】
　一方、「４ｉｎ１」の場合は、「左開き」であれば、左上領域に１ページ目のコンテン
ツ、右上領域に２ページ目のコンテンツ、左下領域に３ページ目のコンテンツ、右下領域
に４ページ目のコンテンツをそれぞれ配置した形態、つまり、図１１に示す選択画面Ｄ６
内には、矢印キーＰ１がデフォルトとして表示される。そして、残り３つの矢印キーＰ２
～Ｐ４のうち、Ｐ３のみが選択可能なキーとして表示され、Ｐ２、Ｐ４については、選択
不能なキーとして表示されるか或いは表示されない。「４ｉｎ１」の場合の、ページ画像
配置選択画面の例を、図２８に示す。
【０１５９】
　「右開き」であれば、右上領域に１ページ目のコンテンツ、右下領域に２ページ目のコ
ンテンツ、左上領域に３ページ目のコンテンツ、左下領域に４ページ目のコンテンツをそ
れぞれ配置した形態、つまり、図１１に示す選択画面Ｄ６内には、矢印キーＰ４がデフォ
ルトとして表示され、残り３つの矢印キーＰ１～Ｐ３のうち、Ｐ２のみが選択可能なキー
として表示される。
【０１６０】
　「上開き」であれば、図１１に示す選択画面Ｄ６内には、矢印キーＰ１～Ｐ４の何れも
が選択可能なキーとして表示される。なお、デフォルトは、矢印キーＰ１としている。
【０１６１】
　このように、「４ｉｎ１」の場合、取りえる４つのコンテンツの配置例のうち、「左開
き」、「右開き」のように、開き方向に不適切な配置例が存在する場合は、そのような配
置例の選択を不可能とし、適切な配置例の中から選択させるようにすることで、開き方に
適さない配置例を、装置に慣れないユーザが選択するといった印刷ミスを未然に回避する
ことができる。なお、ここでは「４ｉｎ１」を例示したが、Ｎ＝６以上の「６ｉｎ1」等
においても適用可能である。
【０１６２】
　図２６には、編集処理において選択される印刷形態であって、用紙上における各ページ
画像の配置が、所定の配置例の中から決定される印刷形態の例として、「両面印字」、「
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綴じ代（とじしろ）」を示す。「両面印字」の場合、開き方を指定することで、「縦綴じ
」「横綴じ」が一意に決定されることを示している。つまり、「左開き」或いは「右開き
」であれば、横綴じ、つまり、図１２に示す選択画面Ｄ７内には、「横綴じ」の表示キー
Ｐ５のみが表示されることとなる。また、「上開き」であれば、縦綴じ、つまり、図１２
に示す選択画面Ｄ７内には、「縦綴じ」の表示キーＰ６のみが表示されることとなる。「
縦綴じ」では、用紙の表面と裏面とで、ページ画像の天地を逆転させる。
【０１６３】
　また、「綴じ代」の場合、開き方を指定することで、「左綴じ」であれば、左側に綴じ
代が配された形態、つまり、図１３に示す選択画面Ｄ８内には、表示キーＰ７がデフォル
トとして表示され、残り表示キーＰ８、Ｐ９のうち、上綴じの表示キーＰ８のみが選択可
能なキーとして表示される。「右綴じ」であれば、右側に綴じ代が配された形態、つまり
、図１３に示す選択画面Ｄ８内には、表示キーＰ８がデフォルトとして表示され、残り表
示キーＰ７、Ｐ９のうち、上綴じの表示キーＰ８のみが選択可能なキーとして表示される
。「上開き」であれば、上側に綴じ代が配された形態に一意に決定され、図１３に示す選
択画面Ｄ８内には、表示キーＰ９以外には、選択可能なキーとして表示されることはない
。
【０１６４】
　「両面印字」、「綴じ代」の場合も、「開き方向」の指定は、例えば図９に示した、編
集処理をユーザに選択させるためのプレビュー付き編集処理選択画面Ｄ４にて、ユーザが
「両面印字」或いは「綴じ代」を指定した後に、「開き方向」の指定を促す図７に示す選
択画面Ｄ２のような選択画面を表示することで行わせる。
【０１６５】
　「両面印字」、「綴じ代」においても、取り得るコンテンツの配置例のうち、開き方向
に不適切な配置例が存在する場合は、そのような配置例の選択を不可能とし、適切な配置
例の中から選択させるようにすることで、開き方に適さない配置例を、装置に慣れないユ
ーザが選択するといった印刷ミスを未然に回避することができる。
【０１６６】
　図２９に、本発明の構成を有する他の画像形成装置１００’を示す。画像形成装置１０
０’と画像形成装置１００との違いは、原稿搬送部にある。画像形成装置１００’におけ
る原稿搬送部１０１’も、両面原稿に対応している点で、原稿搬送部１０１と同じである
が、原稿読み取り窓１０２ａの上方に、ＣＩＳ（Contact Image Sensor）１３を配設して
いる点が相違する。ＣＩＳ１３は、原稿読み取り窓１０２ａを原稿が通過する際に、原稿
セットトレイ１１にセットされた原稿の裏面の画像を主走査方向に繰り返し読み取り、原
稿裏面の画像を示す画像データを出力する。
【０１６７】
　ＣＩＳ１３を配設して裏面画像を表面画像と同時に読み取る構成では、図１５に示した
左に開きの中綴じ原稿において、ＣＩＳ１３が読み取るＦ２、Ｆ４の原稿面画像について
は、７ページ目、５ページ目のコンテンツから、ミラー画像（鏡に映した画像）となって
読み取られている。しかしながら、このようにして読み取った原稿裏面の原稿面画像を、
一時的に記憶するメモリから読み出す際に、書き込んだ方向とは反対方向読み読み出すこ
とで、読み出し結果は、図１５に示す読み取り結果と同じになるので、ＣＩＳ１３を備え
る画像形成装置１００’に対しても、本発明を適用できることは言うまでもない。
【０１６８】
　また、上記実施形態において、画像形成装置１００に備えられる図１の各機能部は、Ｃ
ＰＵ，ＭＰＵ等のプロセッサを用いてソフトウェアによって実現されるものとしており、
上述したように、画像形成装置１００は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行
するＣＰＵ（central processing unit）、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only
 memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラ
ムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。
【０１６９】
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　そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである画像形成装置１
００の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム
、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、画像形成装
置１００に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されて
いるプログラムコードを読み出し実行することによって達成される。
【０１７０】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０１７１】
　また、画像形成装置１００を通信ネットワークと接続可能に構成し、通信ネットワーク
を介して上記プログラムコードを供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に
限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、Ｉ
ＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線
網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する
伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、
ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤
外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星
回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラム
コードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の
形態でも実現され得る。
【０１７２】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１７３】
　１００　　画像形成装置
　１００’　画像形成装置
　１１１　　パネル制御部（開き方向指定手段、読み取り開始面指定手段、回転処理選択
　　　　　　手段、ページ画像配置選択手段、プレビュー画像表示制御手段）
　１１４　　画像処理部（画像処理手段）
　１１３　　画像取得制御部
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