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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２ページとして読み取る見開き原稿を含む複数枚の原稿を読み取り、複数のページの画
像データを生成する原稿読取部と、
　前記原稿読取部によって生成された前記複数のページの画像データを記憶する画像デー
タ記憶部と、
　前記原稿読取部によって読み取られる原稿が前記見開き原稿か否かを判定し、当該原稿
を前記見開き原稿と判定すれば、当該原稿の画像データを２ページの画像データとして、
前記画像データ記憶部に記憶させる見開き原稿判定部と、
　前記原稿読取部による前記複数枚の原稿の読み取り終了後、前記画像データ記憶部に記
憶されている前記複数のページの画像データを読み出し、読み出した画像データを小冊子
印刷用に並び替える画像データ並替部と、
　用紙に画像を印刷する印刷部と、　
　前記画像データ並替部によって前記小冊子印刷用に並び替えられた画像データで表され
る画像を前記印刷部に印刷させる印刷制御部と、
　表示部と、
　表示制御部と、
　スタートキーを含む操作部と、を備える画像形成装置であって、
　前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取るために前記画像形成装置に
セットされた原稿が前記見開き原稿か否かを判定することが可能に配置された原稿検知手
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段を備え、
　前記画像形成装置にセットされた前記原稿が前記見開き原稿判定部によって前記見開き
原稿と判定された場合、前記表示制御部は、前記見開き原稿を読み取るときの設定の操作
を受け付ける設定画面を前記表示部に表示させ、前記スタートキーが操作されると、前記
原稿読取部は、前記表示部に表示された前記設定画面で受け付けられた前記設定で前記画
像形成装置にセットされた原稿を読み取り、
　前記画像形成装置にセットされた前記原稿が前記見開き原稿判定部によって前記見開き
原稿と判定されない場合、前記スタートキーが操作されると、前記原稿読取部は、前記画
像形成装置にセットされた原稿を読み取る画像形成装置。
【請求項２】
　前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取られる原稿の天位置の方向の
寸法が、前記天位置の方向に対して直交する方向の寸法より小さいと判定すれば、当該原
稿を前記見開き原稿と判定する請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取られる原稿が縦向きか又は横
向きかを判定し、横向きと判定すれば、当該原稿を前記見開き原稿と判定する請求項１に
記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取られる原稿のサイズを大小に
分けて判定し、大きいと判定すれば、当該原稿を前記見開き原稿と判定する請求項１に記
載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記見開き原稿判定部によって前記見開き原稿と判定されれば、小冊子印刷をした時に
前記見開き原稿の画像データで表される画像の２ページが、偶数ページが先で奇数ページ
が後であるか、又は奇数ページが先で偶数ページが後であるかを基にして、当該２ページ
を見開きページで印刷されるか否かを判定する見開きページ判定部と、を備え、
　前記画像データ並替部は、前記見開きページ判定部によって前記見開きページで印刷さ
れないと判定された場合、前記小冊子印刷された時に追加ページが、前記見開き原稿の画
像データで表される画像の２ページより前になるように、前記複数のページの画像データ
を小冊子印刷用に並び替える請求項１～４のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記見開き原稿判定部は、前記見開き原稿の画像データで表される一方のページの画像
と他方のページの画像のそれぞれのサイズが、前記複数枚の原稿のうち前記見開き原稿以
外の原稿の画像データで表される画像のサイズと同じか否かを判定し、
　前記画像形成装置は、前記見開き原稿判定部が前記同じでない判定をすれば、前記見開
き原稿以外の原稿の画像データで表される画像のサイズと一致するように、前記一方のペ
ージの画像と前記他方のページの画像のそれぞれを拡大又は縮小する拡大縮小部を備え、
　前記印刷制御部は、前記拡大縮小部によって前記拡大又は縮小された前記見開き原稿の
画像データで表される画像を前記印刷部に印刷させる請求項１～５のいずれか一項に記載
の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は小冊子印刷の機能を有する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　小冊子印刷とは、複数枚の原稿の片面又は両面を読み取り、各面の画像を元の原稿を２
枚並べたサイズの用紙の表裏に４ページ分印刷し、これらの用紙を重ねたまま二つ折りす
ることで、小冊子となるように印刷をすることである。
【０００３】
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　小冊子印刷の機能を有する画像形成装置として、原稿が書籍等の中綴じされた冊子の場
合に、ナビゲートに従ってユーザがインターフェースを操作することにより、冊子の読み
取り時に冊子の中綴じを外さなくても、冊子と同じ構成を有する小冊子を印刷できる技術
が提案されている(例えば特許文献１参照)。この技術によれば、冊子が表紙、第１ページ
、第２ページ、第３ページ、・・・、最後のページ及び裏表紙を有する構成の場合に、小
冊子印刷された用紙を重ねて二つ折りすると、その構成に仕上げることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１８９０２７号公報(段落００７８～段落０１０１)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　小冊子印刷において、複数枚の原稿(例えばＡ４原稿)の中に見開き原稿(例えばＡ３原
稿)が含まれることが考えられる。見開き原稿は２ページとして読み取りをするので、見
開き原稿を読み取るために、ユーザが設定画面を操作して原稿の種類を見開き原稿に変更
させるようにすれば、ユーザにとって煩雑である。
【０００６】
　本発明は小冊子印刷において、複数枚の原稿の中に見開き原稿が含まれる場合に、ユー
ザが原稿の種類を見開き原稿に変更する操作をすることなく、その原稿を見開き原稿とし
て読み取りをす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】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明に係る画像形成装置は、２ページとして読み取る見開き原稿
を含む複数枚の原稿を読み取り、複数のページの画像データを生成する原稿読取部と、前
記原稿読取部によって生成された前記複数のページの画像データを記憶する画像データ記
憶部と、前記原稿読取部によって読み取られる原稿が前記見開き原稿か否かを判定し、当
該原稿を前記見開き原稿と判定すれば、当該原稿の画像データを２ページの画像データと
して、前記画像データ記憶部に記憶させる見開き原稿判定部と、前記原稿読取部による前
記複数枚の原稿の読み取り終了後、前記画像データ記憶部に記憶されている前記複数のペ
ージの画像データを読み出し、読み出した画像データを小冊子印刷用に並び替える画像デ
ータ並替部と、用紙に画像を印刷する印刷部と、前記画像データ並替部によって前記小冊
子印刷用に並び替えられた画像データで表される画像を前記印刷部に印刷させる印刷制御
部と、を備える。
【０００８】
　本発明によれば、原稿読取部によって読み取られる原稿が見開き原稿か否かを判定し、
その原稿を見開き原稿と判定すれば、その原稿の画像データを２ページの画像データとし
て、画像データ記憶部に記憶させる。従って、小冊子印刷において、複数枚の原稿の中に
見開き原稿が含まれる場合に、ユーザが原稿の種類を見開き原稿に変更する操作をするこ
となく、その原稿を見開き原稿として読み取りをすることができる。
【０００９】
　上記構成において、前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取られる原
稿の天位置の方向の寸法が、前記天位置の方向に対して直交する方向の寸法より小さいと
判定すれば、当該原稿を前記見開き原稿と判定する。
【００１０】
　この構成は、原稿読取部によって見開き原稿を読み取る場合、原稿の天位置の方向の寸
法が、天位置の方向に対して直交する方向の寸法より小さくなることを利用する。この構
成によれば、原稿読取部によって読み取られる原稿の天位置の方向の寸法が、天位置の方
向に対して直交する方向の寸法より小さいと判定すれば、その原稿を見開き原稿と判定し
、その原稿の画像データを２ページの画像データとして、画像データ記憶部に記憶させる
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。この構成によれば、原稿の天位置の方向の寸法が、天位置の方向に対して直交する方向
の寸法より小さくなることを利用して、見開き原稿か否かを判定するので、１番目に読み
取る原稿が見開き原稿でも、見開き原稿の判定をすることができる。また、この構成によ
れば見開き原稿以外の原稿(通常の原稿)と見開き原稿の天位置が上に設定されていても、
左に設定されていても、見開き原稿か否かの判定をすることができる。
【００１１】
　上記構成において、前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取られる原
稿が縦向きか又は横向きかを判定し、横向きと判定すれば、当該原稿を前記見開き原稿と
判定する。
【００１２】
　この構成によれば、通常の原稿及び見開き原稿の天位置が上に設定されている場合、原
稿の向きが横向きであれば、その原稿は原稿のサイズを問わずに見開き原稿と判定するこ
とができる。また、原稿が横向きと判定すれば、その原稿を見開き原稿と判定するので、
１番目に読み取る原稿が見開き原稿でも、見開き原稿の判定をすることができる。
【００１３】
　上記構成において、前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取られる原
稿のサイズを大小に分けて判定し、大きいと判定すれば、当該原稿を前記見開き原稿と判
定する。
【００１４】
　この構成によれば、原稿の向きが同じでも、サイズの大きい原稿を見開き原稿と判定す
ることができる。この構成では見開き原稿、通常の原稿のそれぞれについて天位置を設定
する必要があり、また、見開き原稿、通常の原稿のそれぞれについてサイズを設定する必
要がある。
【００１５】
　上記構成において、前記見開き原稿判定部によって前記見開き原稿と判定されれば、小
冊子印刷をした時に前記見開き原稿の画像データで表される画像の２ページが、偶数ペー
ジが先で奇数ページが後であるか、又は奇数ページが先で偶数ページが後であるかを基に
して、当該２ページを見開きページで印刷されるか否かを判定する見開きページ判定部と
、を備え、前記画像データ並替部は、前記見開きページ判定部によって前記見開きページ
で印刷されないと判定された場合、前記小冊子印刷された時に追加ページが、前記見開き
原稿の画像データで表される画像の２ページより前になるように、前記複数のページの画
像データを小冊子印刷用に並び替える。
【００１６】
　この構成によれば、小冊子印刷をした時に見開き原稿の画像データで表される画像の２
ページが見開きページで印刷されないと判定されると、小冊子印刷された時に追加ページ
が、見開き原稿の画像データで表される画像のページより前になるように、複数のページ
の画像データを小冊子印刷用に並び替えをする。よって、その並び替えがされた画像デー
タで表される画像を用紙に印刷すれば、見開き原稿の画像データで表される画像の２ペー
ジが見開きページとなる順番で用紙に印刷することができる。従って、小冊子印刷をした
時に見開き原稿の画像データで表される画像の２ページが見開きページで印刷されない場
合に、ユーザに追加ページの設定操作をさせることなく小冊子印刷をすることができる。
【００１７】
　上記構成において、前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取るために
前記画像形成装置にセットされた原稿が前記見開き原稿か否かを判定することが可能に配
置された原稿検知手段を備え、前記画像形成装置は、表示部と、前記画像形成装置にセッ
トされた前記原稿が前記見開き原稿判定部によって前記見開き原稿と判定されれば、前記
原稿読取部によって読み取られる原稿が前記見開き原稿であることを前記表示部に表示さ
せる表示制御部と、前記表示部に前記表示がされた後、前記画像形成装置にセットされた
前記原稿を読み取る命令の操作を受け付ける読取命令部と、を備える。
【００１８】
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　この構成によれば、画像形成装置にセットされた原稿を読み取る前に、その原稿が見開
き原稿として読み取られることを、ユーザに認識させることができる。
【００１９】
　上記構成において、前記表示制御部は、前記画像形成装置にセットされた原稿が前記見
開き原稿判定部によって前記見開き原稿と判定されれば、前記見開き原稿を読み取るとき
の設定の操作を受け付ける設定画面を前記表示部に表示させ、前記読取命令部は、前記表
示部に表示された前記設定画面で受け付けられた前記設定で前記画像形成装置にセットさ
れた原稿を読み取る命令の操作を受け付ける。
【００２０】
　この構成によれば、画像形成装置にセットされた原稿が見開き原稿と判定されると、見
開き原稿を読み取るときの設定の操作を受け付けることができる。従って、複数枚の原稿
のうち見開き原稿以外の原稿と見開き原稿とで画質等が異なる場合に便利である。
【００２１】
　上記構成において、前記見開き原稿判定部は、前記見開き原稿の画像データで表される
一方のページの画像と他方のページの画像のそれぞれのサイズが、前記複数枚の原稿のう
ち前記見開き原稿以外の原稿の画像データで表される画像のサイズと同じか否かを判定し
、前記画像形成装置は、前記見開き原稿判定部が前記同じでない判定をすれば、前記見開
き原稿以外の原稿の画像データで表される画像のサイズと一致するように、前記一方のペ
ージの画像と前記他方のページの画像のそれぞれを拡大又は縮小する拡大縮小部を備え、
前記印刷制御部は、前記拡大縮小部によって前記拡大又は縮小された前記見開き原稿の画
像データで表される画像を前記印刷部に印刷させる。
【００２２】
　この構成によれば、見開き原稿の画像データで表される一方のページの画像と他方のペ
ージの画像のそれぞれのサイズが、見開き原稿以外の原稿(通常の原稿)の画像データで表
される画像のサイズと一致しなければ、一致するように、見開き原稿の画像データで表さ
れる一方のページの画像と他方のページの画像のそれぞれを拡大又は縮小する。これによ
り、通常の原稿を拡大又は縮小して印刷する際に、通常の原稿について拡大又は縮小の設
定をするだけで、見開き原稿をそれに合わせて拡大又は縮小することができる。よって、
ユーザは見開き原稿を拡大又は縮小する設定の操作を省くことができる。
　また、本発明に係る画像形成装置には、以下の態様がある。２ページとして読み取る見
開き原稿を含む複数枚の原稿を読み取り、複数のページの画像データを生成する原稿読取
部と、前記原稿読取部によって生成された前記複数のページの画像データを記憶する画像
データ記憶部と、前記原稿読取部によって読み取られる原稿が前記見開き原稿か否かを判
定し、当該原稿を前記見開き原稿と判定すれば、当該原稿の画像データを２ページの画像
データとして、前記画像データ記憶部に記憶させる見開き原稿判定部と、前記原稿読取部
による前記複数枚の原稿の読み取り終了後、前記画像データ記憶部に記憶されている前記
複数のページの画像データを読み出し、読み出した画像データを小冊子印刷用に並び替え
る画像データ並替部と、用紙に画像を印刷する印刷部と、前記画像データ並替部によって
前記小冊子印刷用に並び替えられた画像データで表される画像を前記印刷部に印刷させる
印刷制御部と、表示部と、表示制御部と、スタートキーを含む操作部と、を備える画像形
成装置であって、前記見開き原稿判定部は、前記原稿読取部によって読み取るために前記
画像形成装置にセットされた原稿が前記見開き原稿か否かを判定することが可能に配置さ
れた原稿検知手段を備え、前記画像形成装置にセットされた前記原稿が前記見開き原稿判
定部によって前記見開き原稿と判定された場合、前記表示制御部は、前記見開き原稿を読
み取るときの設定の操作を受け付ける設定画面を前記表示部に表示させ、前記スタートキ
ーが操作されると、前記原稿読取部は、前記表示部に表示された前記設定画面で受け付け
られた前記設定で前記画像形成装置にセットされた原稿を読み取り、前記画像形成装置に
セットされた前記原稿が前記見開き原稿判定部によって前記見開き原稿と判定されない場
合、前記スタートキーが操作されると、前記原稿読取部は、前記画像形成装置にセットさ
れた原稿を読み取る。
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【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、小冊子印刷において、複数枚の原稿の中に見開き原稿が含まれる場合
に、ユーザが原稿の種類を見開き原稿に変更する操作をすることなく、その原稿を見開き
原稿として読み取りをすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の内部構造の概略を示す図である。
【図２】図１に示す画像形成装置に備えられる操作部の平面図である。
【図３】図１に示す画像形成装置の電気的な構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示す画像形成装置に備えられる原稿給送部の平面図である。
【図５】図４に示す原稿給送部の原稿載置部に原稿がセットされた状態を示す図である。
【図６】図１に示す画像形成装置に備えられる原稿読取部の平面図である。
【図７】図６に示す原稿読取部の原稿台に原稿がセットされた状態を示す図である。
【図８】１つの光センサを含む原稿読取部の原稿台に原稿がセットされた状態を示す図で
ある。
【図９】原稿の天位置を説明する図である。
【図１０】見開き原稿が見開きページとなる順番で印刷される判定がされる１１枚の原稿
の一例を示す図である。
【図１１】図１０に示す１１枚の原稿が原稿読取部で読み取られて生成された１２ページ
の画像データを示す図である。
【図１２】図１１に示す１２ページの画像データを小冊子印刷用に並び替えて、Ａ３の用
紙に印刷した状態を示す図である。
【図１３】見開き原稿が見開きページとなる順番で印刷されない判定がされる１１枚の原
稿の一例を示す図である。
【図１４】図１３に示す１１枚の原稿が原稿読取部で読み取られて生成された１２ページ
の画像データを示す図である。
【図１５】図１４に示す１２ページの画像データを小冊子印刷用に並び替えて、Ａ３の用
紙に印刷した状態を示す図である。
【図１６】１ページの追加ページを含むように、図１４に示す１２ページの画像データを
小冊子印刷用に並び替えて、Ａ３の用紙に印刷した状態を示す図である。
【図１７】３ページの追加ページを含むように、図１４に示す１２ページの画像データを
小冊子印刷用に並び替えて、Ａ３の用紙に印刷した状態を示す図である。
【図１８】本実施形態に係る画像形成装置を用いて、小冊子印刷をする工程を説明するフ
ローチャートである(その１)。
【図１９】本実施形態に係る画像形成装置を用いて、小冊子印刷をする工程を説明するフ
ローチャートである(その２)。
【図２０】本実施形態に係る画像形成装置を用いて小冊子印刷をする工程で、表示部に表
示される画面の遷移を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は本発明の一実施形態
に係る画像形成装置１の内部構造の概略を示す図である。画像形成装置１は例えば、コピ
ー、プリンタ、スキャナ及びファクシミリの機能を有するデジタル複合機に適用すること
ができる。画像形成装置１は本体部１００、本体部１００の上に配置された原稿読取部２
００、原稿読取部２００の上に配置された原稿給送部３００、本体部１００の上部前面に
配置された操作部４００、及び本体部１００の用紙搬出側、例えば左側に配置された用紙
後処理部５００を備える。
【００２６】
　原稿給送部３００は自動原稿送り装置として機能し、原稿載置部３０１、給紙ローラ３
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０３、原稿搬送部３０５及び原稿排出部３０７を備える。給紙ローラ３０３は原稿載置部
３０１にセットされた原稿を１枚ずつ繰り出す。原稿搬送部３０５は繰り出された原稿を
原稿読取部２００に搬送する。原稿は原稿読取部２００で読み取られて原稿排出部３０７
に排出される。
【００２７】
　原稿読取部２００は露光ランプ等を搭載したキャリッジ２０１、ガラス等の透明部材に
より構成された原稿台２０３、不図示のＣＣＤ(Charge Coupled Device)センサ及び原稿
読取スリット２０５を備える。原稿台２０３に載置された原稿を読み取る場合、キャリッ
ジ２０１を原稿台２０３の長手方向に移動させながら上記ＣＣＤセンサにより原稿を読み
取る。これに対して、原稿給送部３００から給送された原稿を読み取る場合、キャリッジ
２０１を原稿読取スリット２０５と対向する位置に移動させて、原稿給送部３００から送
られてきた原稿を、原稿読取スリット２０５を通してＣＣＤセンサにより読み取る。ＣＣ
Ｄセンサは読み取った原稿を画像データとして出力する。
【００２８】
　本体部１００は用紙貯留部１０１、画像形成部１０３及び定着部１０５を備える。用紙
貯留部１０１は本体部１００の最下部に配置されており、用紙の束を貯留することができ
る用紙トレイ１０７を備える。用紙トレイ１０７に貯留された用紙の束において、最上位
の用紙がピックアップローラ１０９の駆動により、用紙搬送部１１１へ向けて送出される
。用紙は用紙搬送部１１１を通って、画像形成部１０３へ搬送される。
【００２９】
　画像形成部１０３は搬送されてきた用紙に画像データを基にしてトナー画像を形成する
。画像形成部１０３は、除電部１１２、感光体ドラム１１３、帯電部１１４、露光部１１
５、転写ドラム１１６、現像部１１７Ｃ，１１７Ｍ，１１７Ｙ，１１７ＢＫ及び転写部１
１９を備える。
【００３０】
　除電部１１２は、感光体ドラム１１３の表面から残留電荷を除電する装置である。帯電
部１１４は、除電後の感光体ドラム１１３の表面を帯電させる装置である。露光部１１５
は、画像データ(原稿読取部２００から出力された画像データ、パソコンから送信された
画像データ、ファクシミリ受信の画像データ等)に対応して変調された光を生成し、一様
に帯電された感光体ドラム１１３の周面に照射することにより、感光体ドラム１１３の表
面に静電潜像を形成する装置である。
【００３１】
　現像部１１７Ｃ，１１７Ｍ，１１７Ｙ，１１７ＢＫは、上記静電潜像が形成されている
感光体ドラム１１３上に、シアン(Ｃ)、マゼンタ(Ｍ)、イエロー(Ｙ)及びブラック(ＢＫ)
の各色のトナー画像を形成させる装置である。なお、各色の現像部を区別する必要がなけ
れば、現像部１１７と記載する。転写ドラム１１６上で、感光体ドラム１１３に形成され
た各色のトナー画像が転写されて重ね合わされる。転写部１１９は、転写ドラム１１６上
のトナー画像を用紙に転写させる装置である。なお、シアン、マゼンタ、イエロー及びブ
ラックの各色に対するトナーは、図略のトナー供給容器又はトナーカートリッジから供給
される。
【００３２】
　トナー画像が転写された用紙は定着部１０５に送られる。定着部１０５において、トナ
ー画像と用紙に熱と圧力が加えられて、トナー画像は用紙に定着される。これにより、用
紙への画像の印刷が完了する。この印刷済用紙に対して後処理がされる場合、印刷済用紙
は本体部１００の用紙排出口１２１から用紙後処理部５００へ送られる。これに対して後
処理がされない場合、印刷済用紙は排紙トレイ１２３に排紙される。
【００３３】
　用紙後処理部５００では印刷済用紙に対して、ソート、ステープル、パンチ、中綴じ等
の後処理がされる。用紙後処理部５００は用紙搬入口５０１、用紙搬送部５０３、用紙搬
出口５０５及びスタックトレイ５０７等を備える。用紙搬送部５０３は用紙排出口１２１
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から用紙搬入口５０１に搬入された印刷済用紙を順次搬送し、後処理がされた印刷済用紙
を用紙搬出口５０５からスタックトレイ５０７へ搬出する。スタックトレイ５０７は用紙
搬出口５０５から搬出された上記用紙の集積枚数に応じて矢印方向に上下動可能な構成を
有する。
【００３４】
　操作部４００は操作キー部４０１と表示部４０３を備える。図２は操作部４００の平面
図である。表示部４０３はタッチパネル機能を有しており、ソフトキーを含む画面が表示
される。ユーザは画面を見ながらソフトキーを操作することによって、コピー等の機能の
実行に必要な設定等をする。
【００３５】
　操作キー部４０１はハードキーからなる操作キーを備えており、具体的には機能切換キ
ー４０５、スタートキー４０７、テンキー４０９、ストップ／クリアキー４１１、リセッ
トキー４１３、節電キー４１５、割込キー４１７、部門管理キー４１９、文書管理キー４
２１、出力管理キー４２３、再コピーキー４２５、応用コピーキー４２７及び原稿サイズ
混載キー４２９等を備える。
【００３６】
　機能切換キー４０５はコピーキー、プリンタキー及びスキャナキーを備えており、コピ
ー機能、プリンタ機能、スキャナ機能を相互に切り替えるキーである。コピーキーを操作
すれば、コピーの初期画面が表示部４０３に表示される。プリンタキーを操作すれば、プ
リンタの初期画面が表示部４０３に表示される。スキャナキーを操作すれば、スキャナの
初期画面が表示部４０３に表示される。
【００３７】
　スタートキー４０７はコピー、ファクシミリ送信等の動作を開始させるキーである。テ
ンキー４０９はコピー部数、ファクシミリ番号等の数字を入力するキーである。ストップ
／クリアキー４１１は動作を中止させたり、入力内容を取り消したりするキーである。リ
セットキー４１３は設定された内容を初期設定状態に戻すキーである。節電キー４１５は
節電モードに移行するキーである。割込キー４１７はジョブ中に別のジョブの割り込みを
するキーである。
【００３８】
　部門管理キー４１９は部門管理モードに移行するキーである。部門管理では部門別に部
門コードを設定することにより、部門別の合計コピー枚数等を管理することができる。
【００３９】
　文書管理キー４２１は文書管理モードに移行するキーである。文書管理機能とは文書(
コピーした原稿等)の画像を表す画像データをドキュメントボックスに蓄積し、その原稿
がなくてもドキュメントボックスから画像データを読み出して印刷できる機能である。
【００４０】
　出力管理キー４２３は出力管理モードに移行するキーである。出力管理機能とは予約コ
ピーのために発生した複数のコピージョブについて、印刷待ちのジョブ及び印刷を終了し
たジョブの管理ができる機能である。
【００４１】
　再コピーキー４２５は再コピーの設定をするキーである。再コピーキー４２５を操作す
ると、コピー終了後に再度コピーが必要になったときに、必要になった部数を追加印刷す
ることができる。
【００４２】
　応用コピーキー４２７は小冊子印刷、集約印刷等の応用コピーのモードに移行するキー
である。
【００４３】
　原稿サイズ混載キー４２９はサイズが違う原稿をコピーできるキーである。原稿サイズ
混載キー４２９を操作すると、原稿給送部３００(図１)を使用してサイズが違う原稿を一
度に読み込み、それぞれの原稿と同じサイズの用紙に自動的にコピーされる。
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【００４４】
　図３は図１に示す画像形成装置１の電気的な構成を示すブロック図である。画像形成装
置１は本体部１００、原稿読取部２００、原稿給送部３００、操作部４００、用紙後処理
部５００、制御部６００、通信部７００及びＨＤＤ(Hard Disk Drive)８００がバスによ
って相互に接続された構成を有する。本体部１００、原稿読取部２００、原稿給送部３０
０及び用紙後処理部５００に関しては既に説明したので、説明を省略する。なお、本体部
１００は用紙に画像を印刷する印刷部として機能する。
【００４５】
　通信部７００はファクシミリ通信部７０１及びネットワークＩ／Ｆ部７０３を備える。
ファクシミリ通信部７０１は相手先ファクシミリとの電話回線の接続を制御するＮＣＵ(N
etwork Control Unit)及びファクシミリ通信用の信号を変復調する変復調回路を備える。
ファクシミリ通信部７０１は電話回線７０５に接続される。
【００４６】
　ネットワークＩ／Ｆ部７０３はＬＡＮ(Local Area Network)７０７に接続される。ネッ
トワークＩ／Ｆ部７０３はＬＡＮ７０７に接続されたパソコン等の端末装置との間で通信
を実行するための通信インターフェース回路である。
【００４７】
　ＨＤＤ８００は原稿読取部２００から出力された画像データ、通信部７００を介してパ
ソコンから送信された画像データ、通信部７００を介してファクシミリ受信された画像デ
ータ等の保存に利用される。ＨＤＤ８００の記憶領域の一部がドキュメントボックスとし
て利用される。
【００４８】
　制御部６００について説明する。制御部６００はＣＰＵ(Central Processing Unit)、
ＲＯＭ(Read Only Memory)、及びＲＡＭ(Random Access Memory)等を備える。ＣＰＵは画
像形成装置１を動作させるために必要な制御を、本体部１００等の画像形成装置１の上記
構成要素に対して実行する。ＲＯＭは画像形成装置１の動作の制御に必要なソフトウェア
を記憶している。ＲＡＭはソフトウェアの実行時に発生するデータの一時的な記憶及びア
プリケーションソフトの記憶等に利用される。
【００４９】
　制御部６００は画像データ記憶部６０１、見開きページ判定部６０７、ページ数取得部
６０９、画像データ処理部６１１、印刷制御部６１３及び表示制御部６１５を備える。制
御部６００と光センサ６０５ａ，６０５ｂ，６０５ｃ，６０５ｄによって見開き原稿判定
部６０５の機能が実現される。
【００５０】
　画像データ記憶部６０１は原稿読取部２００によって生成された複数のページの画像デ
ータを記憶する。原稿読取部２００は原稿載置部３０１にセットされて原稿給送部３００
によって原稿読取スリット２０５に送られた原稿、又は原稿台２０３にセットされた原稿
を読み取る。原稿載置部３０１にセットされた原稿と原稿台２０３にセットされた原稿と
を区別する必要がなければ、画像形成装置１にセットされた原稿と記載する。
【００５１】
　見開き原稿判定部６０５は原稿読取部２００によって読み取られる原稿が見開き原稿か
否かを判定し、その原稿を見開き原稿と判定すれば、その原稿の画像データを２ページの
画像データとして、画像データ記憶部６０１に記憶させる。具体的には原稿読取部２００
によって読み取られる原稿の天位置の方向の寸法が、天位置の方向に対して直交する方向
の寸法より小さいか否かを判定する。見開き原稿判定部６０５は小さいと判定すれば、そ
の原稿を見開き原稿と判定し、見開き原稿の画像データを２ページの画像データとして、
画像データ記憶部６０１に記憶させる。見開き原稿判定部６０５は光センサ６０５ａ，６
０５ｂ，６０５ｃ，６０５ｄ(原稿検知手段の一例)を備える。これらのセンサは原稿読取
部２００によって読み取るために画像形成装置１にセットされた原稿が見開き原稿か否か
を判定することが可能に配置されている。見開き原稿判定部６０５は見開き原稿の画像デ
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ータで表される一方のページの画像と他方のページの画像のそれぞれのサイズが、複数枚
の原稿のうち見開き原稿以外の原稿(通常の原稿)の画像データで表される画像のサイズと
同じか否かを判定する。
【００５２】
　見開きページ判定部６０７は見開き原稿判定部６０５によって見開き原稿と判定されれ
ば、小冊子印刷をした時に見開き原稿の画像データで表される画像の２ページが、偶数ペ
ージが先で奇数ページが後であるか、又は奇数ページが先で偶数ページが後であるかを基
にして、その２ページを見開きページで印刷されるか否かを判定する。見開きページとは
小冊子印刷された用紙を重ねて二つ折して作成された小冊子を開いたときに、左右２ペー
ジ又は上下２ページとなるページである。
【００５３】
　ページ数取得部６０９は小冊子印刷モードで原稿読取部２００によって読み取られた複
数枚の原稿のページ数ｎを取得する。１枚の通常の原稿(見開き原稿でない原稿)の片面を
読み取れば、１ページの読み取りである。１枚の通常の原稿の両面を読み取れば、２ペー
ジの読み取りである。１枚の見開き原稿の片面を読み取れば、２ページの読み取りである
。１枚の見開き原稿の両面を読み取れば、４ページの読み取りである。
【００５４】
　画像データ処理部６１１は原稿読取部２００によって生成された複数のページの画像デ
ータを処理する。画像データ処理部６１１は拡大縮小部６１１ａと画像データ並替部６１
１ｂを備える。拡大縮小部６１１ａは見開き原稿判定部６０５によってページの画像のサ
イズが同じでないと判定されれば、見開き原稿以外の原稿の画像データで表される画像の
サイズと一致するように、見開き原稿の一方のページの画像と他方のページの画像のそれ
ぞれを拡大又は縮小する。
【００５５】
　画像データ並替部６１１ｂは原稿読取部２００による複数枚の原稿の読み取り終了後、
画像データ記憶部６０１に記憶されている複数のページの画像データを読み出し、読み出
した画像データを小冊子印刷用に並び替える。また、画像データ並替部６１１ｂは見開き
ページ判定部６０７によって見開きページで印刷されないと判定された場合、小冊子印刷
された時に追加ページが、見開き原稿の画像データで表される画像の２ページより前にな
るように、複数のページの画像データを小冊子印刷用に並び替える。
【００５６】
　印刷制御部６１３は画像データ並替部６１１ｂによって小冊子印刷用に並び替えられた
画像データで表される画像を本体部１００(印刷部の一例)に印刷させる。また、印刷制御
部６１３は拡大縮小部６１１ａによって拡大又は縮小された見開き原稿の画像データで表
される画像を本体部１００に印刷させる。
【００５７】
　表示制御部６１５は表示部４０３の表示を制御する。表示制御部６１５は画像形成装置
１にセットされた原稿が見開き原稿判定部６０５によって見開き原稿と判定されれば、原
稿読取部２００によって読み取られる原稿が見開き原稿であることを表示部４０３に表示
させる。また、表示制御部６１５は画像形成装置１にセットされた原稿が見開き原稿判定
部６０５によって見開き原稿と判定されれば、見開き原稿を読み取るときの設定の操作を
受け付ける設定画面を表示部４０３に表示させる。
【００５８】
　操作部４００は読取命令部４０１を含む。読取命令部４０１はスタートキー４０７によ
り実現される。読取命令部４０１は原稿読取部２００によって読み取られる原稿が見開き
原稿であることが表示部４０３に表示された後、画像形成装置１にセットされた原稿を読
み取る命令の操作を受け付ける。また、読取命令部４０１は表示部４０３に表示された設
定画面で受け付けられた設定で画像形成装置１にセットされた原稿を読み取る命令の操作
を受け付ける。この設定画面とは上述した見開き原稿を読み取るときの設定の操作を受け
付ける設定画面である。
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【００５９】
　次に、見開き原稿判定部６０５について詳細に説明する。画像形成装置１にセットされ
た原稿の向き(縦向き又は横向き)を検知し、原稿の向き及びセットされた原稿の天位置に
基づいて、セットされた原稿が見開き原稿か否かを判定する。まず、画像形成装置１にセ
ットされた原稿の向きの検知について説明する。画像形成装置１にセットされた原稿には
、原稿給送部３００の原稿載置部３０１にセットされた原稿と、原稿台２０３にセットさ
れた原稿の二つの場合がある。図４は原稿給送部３００の平面図である。図５は原稿給送
部３００の原稿載置部３０１に原稿がセットされた状態を示す図であり、(Ａ)はＡ４の原
稿１１を縦向きにセットした状態を示し、(Ｂ)はＡ４の原稿１２を横向きにセットした状
態を示し、(Ｃ)はＡ３の原稿１３を横向きにセットした状態を示している。
【００６０】
　図４を参照して、原稿給送部３００には原稿送込口３０９が設けられている。原稿載置
部３０１にセットされた原稿は原稿送込口３０９から原稿給送部３００の内部の原稿搬送
部３０５(図１)を給送される。原稿載置部３０１の表面にはガイド部材３１１及びガイド
部材３１３が設置されている。ガイド部材３１１，３１３は副走査方向Ｄ２に延びており
、原稿載置部３０１にセットされた原稿が給送されるときにガイドする。ガイド部材３１
１，３１３は原稿載置部３０１上で主走査方向Ｄ１に移動可能にされている。ガイド部材
３１１，３１３の一方を他方に近づけるように動かせば、他方が一方に近づくように動い
て、ガイド部材３１１，３１３の距離が小さくなる。これに対して、ガイド部材３１１，
３１３の一方を他方から離れるように動かせば、他方も一方から離れるように動いて、ガ
イド部材３１１，３１３の距離が大きくなる。図５に示すように原稿載置部３０１にセッ
トする原稿１１，１２，１３のサイズと向きに応じてガイド部材３１１，３１３を動かす
。
【００６１】
　原稿載置部３０１には光センサ６０５ａが配置されている。原稿給送部３００の原稿搬
送部３０５であって原稿送込口３０９の近傍には光センサ６０５ｂが配置されている。原
稿載置部３０１に原稿がセットされた時に光センサ６０５ａ，６０５ｂの上に原稿が位置
するか否かによって、光センサ６０５ａ，６０５ｂの出力の大きさが異なる。
【００６２】
　光センサ６０５ａ，６０５ｂは以下の関係が成立するように配置されている。図５の(
Ａ)に示すように、Ａ４の原稿１１が縦向きにセットされると、原稿１１は光センサ６０
５ａ上に位置しないが、光センサ６０５ｂ上に位置する。図５の(Ｂ)に示すように、Ａ４
の原稿１２が横向きセットされると、原稿１２は光センサ６０５ａ上に位置するが、光セ
ンサ６０５ｂ上に位置しない。図５の(Ｃ)に示すように、Ａ３の原稿１３が横向きにセッ
トされると、原稿１３は光センサ６０５ａ及び６０５ｂ上に位置する。従って、光センサ
６０５ａ，６０５ｂから出力信号に基づいて、原稿載置部３０１にセットされている原稿
が図５の(Ａ)～(Ｃ)のいずれの状態かを自動的に判定することができる。図４に示す光セ
ンサ６０５ａ，６０５ｂの配置によれば、原稿給送部３００によって原稿を給送して原稿
の読み取りを開始する前に、原稿のサイズと向きを検知することができる。
【００６３】
　原稿給送部３００の原稿搬送部３０５において、原稿搬送方向に沿って所定の距離を設
けて光センサ６０５ａと光センサ６０５ｂを配置してもよい。これによれば、原稿給送部
３００によって原稿を給送して原稿の読み取りを開始してから、原稿のサイズと向きを検
知することができる。
【００６４】
　原稿台２０３にセットされた原稿の向きの検知を説明する。図６は原稿読取部２００の
平面図である。図７は原稿台２０３に原稿がセットされた状態を示す図であり、(Ａ)はＡ
４の原稿１１を縦向きにセットした状態を示し、(Ｂ)はＡ４の原稿１２を横向きにセット
した状態を示し、(Ｃ)はＡ３の原稿１３を横向きにセットした状態を示している。
【００６５】
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　図６を参照して、原稿読取部２００は開口を有するフレーム２０９と、その開口に嵌め
られた原稿台２０３を備える。フレーム２０９の内部には主走査方向Ｄ１に延びるＣＣＤ
センサ２０７及びキャリッジ２０１が配置されている。キャリッジ２０１は副走査方向Ｄ
２に移動可能にされている。原稿台２０３の下には光センサ６０５ｃ，６０５ｄが配置さ
れている。原稿台２０３に原稿がセットされた時に光センサ６０５ｃ，６０５ｄの上に原
稿が位置するか否かによって、光センサ６０５ｃ，６０５ｄの出力の大きさが異なる。
【００６６】
　光センサ６０５ｃ，６０５ｄは上述した光センサ６０５ａ，６０５ｂと同様の関係が成
立するように配置されている。すなわち、図７の(Ａ)に示すように、Ａ４の原稿１１が縦
向きにセットされると、原稿１１は光センサ６０５ｃ上に位置しないが、光センサ６０５
ｄ上に位置する。図７の(Ｂ)に示すように、Ａ４の原稿１２が横向きセットされると、原
稿１２は光センサ６０５ｃ上に位置するが、光センサ６０５ｄ上に位置しない。図７の(
Ｃ)に示すように、Ａ３の原稿１３が横向きにセットされると、原稿１３は光センサ６０
５ｃ及び６０５ｄ上に位置する。従って、光センサ６０５ｃ，６０５ｄから出力信号に基
づいて、原稿台２０３にセットされている原稿が図７の(Ａ)～(Ｃ)のいずれの状態かを自
動的に判定することができる。図６に示す光センサ６０５ｃ，６０５ｄの配置によれば、
原稿台２０３に原稿をセットすれば、原稿読取部２００によって原稿の読み取りを開始す
る前に原稿のサイズと向きを検知することができる。
【００６７】
　ＣＣＤセンサ２０７を利用して原稿を検知すれば、光センサ６０５ｄが不要となる。こ
れについて図８を用いて説明する。図８は図７と同様に原稿台２０３に原稿がセットされ
た状態を示す図であり、(Ａ)はＡ４の原稿１１を縦向きにセットした状態を示し、(Ｂ)は
Ａ４の原稿１２を横向きにセットした状態を示し、(Ｃ)はＡ３の原稿１３を横向きにセッ
トした状態を示している。
【００６８】
　原稿台２０３にセットされた原稿の向きは、原稿を読み取る前にプレスキャンをして判
定する。詳細には、プレスキャンをすることによりキャリッジ２０１の光源から照射され
た光が反射されて光センサ６０５ｃで受光される。原稿台２０３に原稿がセットされた時
に光センサ６０５ｃの上に原稿が位置するか否かに応じて、光センサ６０５ｃで受光され
る光量が異なる。これにより、原稿台２０３にセットされた原稿が、図８の(Ａ)の状態で
あるか、図８の(Ｂ)，(Ｃ)の状態であるかを区別することができる。そのプレスキャンに
より、主走査方向Ｄ１において、ＣＣＤセンサ２０７のどの部分で受光する光量が変化す
るかにより、原稿台２０３にセットされた原稿が、図８の(Ｂ)の状態であるか、図８の(
Ａ)，(Ｃ)の状態であるかを区別することができる。これらにより、原稿台２０３にセッ
トされている原稿が図８の(Ａ)～(Ｃ)のいずれの状態かを自動的に判定することができる
。
【００６９】
　原稿のサイズと向きの検知を、原稿がＡ４の縦向き、Ａ４の横向き、Ａ３の横向きの３
つの場合で説明したが、その他の原稿(例えばＢ４、Ｂ５)のサイズと向きを検知する場合
はそれに応じて光センサを配置すればよい。
【００７０】
　また、図４に示す原稿載置部３０１にセットされた原稿を検知する手段として、光セン
サ６０５ａ，６０５ｂを用いずに、例えばスイッチを用いることができる。光センサ６０
５ａの箇所に配置されるスイッチは、このスイッチの上に原稿が置かれると、スイッチが
押される。これにより、スイッチの位置に原稿があるか否かを検知する。光センサ６０５
ｂの箇所に配置されるスイッチは、このスイッチに原稿が当たると、スイッチが押される
。これにより、スイッチの位置に原稿があるか否かを検知する。このようなスイッチを原
稿検知手段としてもよい。
【００７１】
　次に、見開き原稿判定部６０５での判定に利用される原稿の天位置について説明する。
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図９はこれを説明する図である。小冊子印刷では用紙に印刷された各ページの画像の上下
を揃えるために、原稿の天位置を予め定めなければならない。例えば、画像形成装置１に
おいて原稿の天位置が上に設定されていれば、原稿をセットする人はその人から見て原稿
の上側が上を向くように、原稿載置部３０１又は原稿台２０３に原稿をセットする。また
、画像形成装置１において原稿の天位置が左に設定されていれば、原稿をセットする人は
その人から見て原稿の上側が左を向くように、原稿載置部３０１又は原稿台２０３に原稿
をセットする。
【００７２】
　図９の(Ａ)は天位置を上にしてセットされた通常の原稿１５を示している。通常の原稿
１５とは見開き原稿以外の原稿であり、片面を１ページとして読み取られる原稿である。
原稿１５のサイズはＡ４であり、原稿１５は縦向きにセットされている。
【００７３】
　図９の(Ｂ)は天位置を上にしてセットされた見開き原稿１６を示している。見開き原稿
１６は片面を２ページとして読み取られる原稿である。原稿１６のサイズはＡ３であり、
原稿１６は横向きにセットされている。図９の(Ｃ)は天位置を左にしてセットされた通常
の原稿１７を示している。原稿１７のサイズはＡ４であり、原稿１７は横向きにセットさ
れている。図９の(Ｄ)は天位置を上にしてセットされた見開き原稿１８を示している。原
稿１８のサイズはＡ４であり、原稿１８は横向きにセットされている。
【００７４】
　図９の(Ａ)～(Ｄ)において、矢印Ｄ３は原稿の天位置の方向を示し、矢印Ｄ４は天位置
の方向Ｄ３に対して直交する方向を示している。原稿載置部３０１又は原稿台２０３にセ
ットされた原稿が見開き原稿又は通常の原稿であるかは、原稿の天位置と向きで判定する
ことができる。すなわち、天位置の方向Ｄ３の寸法が天位置の方向に対して直交する方向
Ｄ４の寸法より大きければ、通常の原稿である。これに対して、天位置の方向Ｄ３の寸法
が直交する方向Ｄ４の寸法より小さければ、見開き原稿である。
【００７５】
　図９の(Ａ)に示すように、天位置が上で縦向きにセットされたＡ４の原稿１５は、天位
置の方向Ｄ３の寸法が直交する方向Ｄ４の寸法より大きくなる(通常の原稿)。図９の(Ｂ)
に示すように、天位置が上で横向きにセットされたＡ３の原稿１６は、天位置の方向Ｄ３
の寸法が直交する方向Ｄ４の寸法より小さくなる(見開き原稿)。図９の(Ｃ)に示すように
、天位置が左で横向きにセットされたＡ４の原稿１７は、天位置の方向Ｄ３の寸法が直交
する方向Ｄ４の寸法より大きくなる(通常の原稿)。図９の(Ｄ)に示すように、天位置が上
で横向きにセットされたＡ４の原稿１８は、天位置の方向Ｄ３の寸法が直交する方向Ｄ４
の寸法より小さくなる(見開き原稿)。
【００７６】
　以上説明したように、見開き原稿判定部６０５は原稿載置部３０１又は原稿台２０３に
セットされた原稿の向きと天位置とに基づいて見開き原稿か否かを判定する。
【００７７】
　次に、見開きページ判定部６０７について詳細に説明する。見開きページ判定部６０７
は見開き原稿判定部６０５によって見開き原稿と判定されれば、小冊子印刷をした時に見
開き原稿の画像データで表される画像の２ページが、偶数ページが先で奇数ページが後で
あるか、又は奇数ページが先で偶数ページが後であるかを基にして、その２ページが見開
きページで印刷されるか否かを判定する。後で説明するように、小冊子の表紙が第１ペー
ジとなる印刷では、見開き原稿の画像データで表される画像の２ページが、偶数ページが
先で奇数ページが後であれば見開きページに印刷され、逆に奇数ページが先で偶数ページ
が後であれば１枚の用紙の表裏に印刷される。これに対して、小冊子の表紙の裏面が第１
ページとなる印刷では、見開き原稿の画像データで表される画像の２ページが、偶数ペー
ジが先で奇数ページが後であれば１枚の用紙の表裏に印刷され、逆に奇数ページが先で偶
数ページが後であれば見開きページに印刷される。
【００７８】
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　見開きページで印刷されないと判定すれば、見開きページとして印刷されるように後で
説明する追加ページに関する処理をする。これに対して、見開きページで印刷されると判
定すれば、追加ページに関する処理をしない。
【００７９】
　まず、小冊子の表紙が第１ページとなる印刷で、見開き原稿の画像データで表される画
像の２ページが、偶数ページが先で奇数ページが後になることにより、見開きページで印
刷されると判定される場合を説明する。図１０はこの場合となる複数枚の原稿の一例を示
す図である。原稿は全部で１１枚あり、３枚の通常の原稿２１、１枚の見開き原稿２２、
７枚の通常の原稿２３の順番でそれぞれの原稿の片面が読み取られる。３枚の通常の原稿
２１及び７枚の通常の原稿２３のサイズはＡ４であり、見開き原稿２２のサイズはＡ３と
する。原稿の片面を読み取るので、１枚の原稿で１ページの画像が読み取られ、１枚の見
開き原稿で２ページの画像が読み取られる。１１枚の原稿の読み取りにおいて、３枚の通
常の原稿２１のうち原稿２１ａは１番目に読み取られ、見開き原稿２２は４番目に読み取
られ、７枚の通常の原稿２３のうち原稿２３ａは５番目に読み取られる。
【００８０】
　図１１は図１０に示す１１枚の原稿が原稿読取部２００で読み取られて生成された１２
ページの画像データを示す図である。第１ページの画像データ２５は原稿２１ａの画像デ
ータであり、第４ページの画像データ２６及び第５ページの画像データ２７は見開き原稿
２２の画像データであり、第６ページの画像データ２８は原稿２３ａの画像データである
。
【００８１】
　図１２は図１１に示す１２ページの画像データを小冊子印刷用に並び替えて、Ａ３の用
紙に印刷した状態を示す図である。用紙は全部で３枚である。用紙３１の裏面には第１ペ
ージ及び第１２ページの画像データで表される画像が印刷され、用紙３１の表面には第２
ページ及び第１１ページの画像データで表される画像が印刷されている。
【００８２】
　用紙３２の裏面には第３ページ及び第１０ページの画像データで表される画像が印刷さ
れ、用紙３２の表面には第４ページ及び第９ページの画像データで表される画像が印刷さ
れている。
【００８３】
　用紙３３の裏面には第５ページ及び第８ページの画像データで表される画像が印刷され
、用紙３３の表面には第６ページ及び第７ページの画像データで表される画像が印刷され
ている。
【００８４】
　用紙３１，３２，３３の順にこれらの用紙を重ねて二つに折れば、１２ページの小冊子
となる。第４ページの画像データ２６で表される画像と第５ページの画像データ２７で表
される画像は小冊子を開いた時に、見開きページとなる。
【００８５】
　以上のように、小冊子の表紙が第１ページとなる印刷で、見開き原稿の画像データで表
される画像の２ページが、図１１に示すように偶数ページが先で奇数ページが後になれば
、見開きページで印刷されることが分かる。見開きページ判定部６０７が見開き原稿の画
像データで表される画像の２ページが、見開きページで印刷されると判定すれば、追加ペ
ージに関する処理をしない。
【００８６】
　次に、小冊子の表紙が第１ページとなる印刷で、見開き原稿の画像データで表される画
像の２ページが、奇数ページが先で偶数ページが後になることにより、見開きページで印
刷されないと判定される場合を説明する。図１３はこの場合となる複数枚の原稿の一例を
示す図である。原稿が全部で１１枚である点は図１０に示す複数枚の原稿と同じである。
４枚の通常の原稿４１、１枚の見開き原稿４２、６枚の通常の原稿４３の順番でそれぞれ
の原稿の片面が読み取られる点が図１０に示す複数枚の原稿と異なる。１１枚の原稿の読
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み取りにおいて、４枚の通常の原稿４１のうち原稿４１ａは１番目に読み取られ、見開き
原稿４２は５番目に読み取られ、６枚の通常の原稿４３のうち原稿４３ａは６番目に読み
取られる。　
【００８７】
　図１４は図１１と対応しており、図１３に示す１１枚の原稿が原稿読取部２００で読み
取られて生成された１２ページの画像データを示す図である。第１ページの画像データ４
５は原稿４１ａの画像データであり、第５ページの画像データ４６及び第６ページの画像
データ４７は見開き原稿４２の画像データであり、第７ページの画像データ４８は原稿４
３ａの画像データである。
【００８８】
　図１５は図１２と対応しており、図１４に示す１２ページの画像データを小冊子印刷用
に並び替えて、Ａ３の用紙に印刷した状態を示す図である。図１４に示す１２ページの画
像データで表される画像は用紙５１，５２，５３に印刷されている。第５ページの画像デ
ータ４６で表される画像が用紙５３の裏面に印刷され、第６ページの画像データ４７で表
される画像が用紙５３の表面に印刷されている。従って、用紙５１，５２，５３を重ねて
二つに折って小冊子にすると、第５ページの画像データ４６で表される画像と第６ページ
の画像データ４７で表される画像とは見開きページにならない。
【００８９】
　そこで、奇数のページ数である追加ページを用いて見開き原稿が見開きページに印刷さ
れるようにする。図１４では追加ページとして、１ページからなる追加ページ５５と３ペ
ージからなる追加ページ５６，５７，５８の例を示している。追加ページ５５，５６，５
７，５８は白画像であるが、ユーザの好みに応じて例えば模様の画像を表す画像データを
追加ページの画像データとして予め制御部６００に記憶し、その画像データを用いてもよ
い。
【００９０】
　１ページからなる追加ページ５５の順番が見開き原稿の画像データ(第５ページの画像
データ４６及び第６ページの画像データ４７)で表される画像の２ページの順番より前に
なるようにしてから、小冊子印刷用に並び替えて、Ａ４の用紙に印刷した状態を図１６に
示す。４枚の用紙６１，６２，６３，６４において、図１４に示す１２ページの画像デー
タで表される画像が印刷され、追加ページ５５の箇所は画像が印刷されない白紙の状態(
白画像)にされている。追加ページ５５は、第４ページの画像データで表される画像のペ
ージと第５ページの画像データ４６で表される画像のページの間となる。
【００９１】
　第５ページの画像データ４６で表される画像は用紙６３の表面に印刷され、第６ページ
の画像データ４７で表される画像は用紙６４の裏面に印刷されている。用紙６１，６２，
６３，６４を重ねて二つに折って小冊子にすれば、第５ページの画像データ４６で表され
る画像と第６ページの画像データ４７で表される画像は小冊子を開いた時に、見開きペー
ジとなる。
【００９２】
　また、３ページからなる追加ページ５６，５７，５８の順番が見開き原稿の画像データ
の順番より前になるようにしてから、小冊子印刷用に並び替えて、Ａ４の用紙に印刷した
状態を図１７に示す。４枚の用紙６６，６７，６８，６９において、図１４に示す１２ペ
ージの画像データで表される画像が印刷され、追加ページ５６，５７，５８の箇所は画像
が印刷されない状態にされている。追加ページ５６，５７，５８は、第４ページの画像デ
ータで表される画像のページと第５ページの画像データ４６で表される画像のページの間
となる。
【００９３】
　第５ページの画像データ４６で表される画像と第６ページの画像データ４７で表される
画像は用紙６９の表面に印刷されている。用紙６６，６７，６８，６９を重ねて二つに折
って小冊子にすれば、第５ページの画像データ４６で表される画像と第６ページの画像デ
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ータ４７で表される画像は小冊子を開いた時に、見開きページとなる。
【００９４】
　次に、本実施形態に係る画像形成装置１を用いて、小冊子印刷をする工程について説明
する。図１８及び図１９はそれを説明するフローチャートである。図２０はその工程で表
示部４０３に表示される画面の遷移を示す図である。
【００９５】
　ユーザによる図２に示す応用コピーキー４２７の操作が操作部４００で受け付けられる
と、表示制御部６１５(図３)は表示部４０３に応用コピーの画面(図示せず)を表示させる
。その画面には小冊子印刷、集約印刷、ソート等の応用コピーを選択できるキーか含まれ
る。ユーザが小冊子印刷のキーを操作すると、制御部６００は画像形成装置１を小冊子印
刷モードとし、表示制御部６１５は表示部４０３に図２０の(Ａ)に示す小冊子印刷の設定
画面７１を表示させる(ステップＳ１)。設定画面７１にはキー７２ａ，７２ｂ，７３ａ，
７３ｂ，７４ａ，７４ｂ，７５，７６が含まれる。
【００９６】
　原稿読取部２００で原稿の片面を読み取るときはユーザがキー７２ａを操作し、原稿の
両面を読み取るときはユーザがキー７２ｂを操作する。仕上がりの用紙(すなわち小冊子
印刷された用紙)を左とじするときはユーザがキー７３ａを操作し、右とじするときはユ
ーザがキー７３ｂを操作する。原稿の天位置を上にするときはユーザがキー７４ａを操作
し、左にするときはユーザがキー７４ｂを操作する。用紙後処理部５００を用いて小冊子
印刷された用紙をステープル処理するときはユーザがキー７５を操作する。
【００９７】
　見開き原稿の自動認識機能を使用する場合はユーザがキー７６を操作する。キー７６は
複数枚の原稿を読み取る際に見開き原稿が含まれれば、見開き原稿判定部６０５によって
見開き原稿を自動的に認識する機能である。ここでは、原稿の読み取りを片面、仕上がり
の用紙を左とじ、原稿の天位置を上、及び見開き原稿の自動認識を選択する操作が設定画
面７１で受け付けられたとする。
【００９８】
　画像形成装置１が小冊子印刷モードになると、ページ数取得部６０９はページ数ｎを０
に設定する(ステップＳ３)。１枚の通常の原稿の片面を読み取れば、１ページの読み取り
である。１枚の通常の原稿の両面を読み取れば、２ページの読み取りである。１枚の見開
き原稿の片面を読み取れば、２ページの読み取りである。１枚の見開き原稿の両面を読み
取れば、４ページの読み取りである。従って、図１０及び図１３に示す１１枚の原稿の片
面を読み取れば、ページ数ｎが１２となる。
【００９９】
　まず、ユーザは図１０に示す３枚の原稿２１を、図９の(Ａ)に示すように天位置を上に
して原稿載置部３０１にセットする(ステップＳ５)。なお、原稿台２０３を使用するとき
は、１番目に読み取る原稿である原稿２１ａをセットする。
【０１００】
　セットされた原稿の天位置の方向Ｄ３の寸法が、天位置Ｄ３の方向に対して直交する方
向Ｄ４の寸法より大きいので、見開き原稿判定部６０５は見開き原稿でない通常の原稿と
判定する(ステップＳ７でＮｏ)。
【０１０１】
　ユーザによるスタートキー４０７の操作が操作部４００で受け付けられると(ステップ
Ｓ９)、原稿給送部３００によって３枚の原稿２１が順番に原稿読取部２００に送られて
、それらの原稿の片面の画像が読み取られる(ステップＳ１１)。原稿台２０３を利用する
場合は、原稿２１ａをセットして、原稿２１ａから順に３枚の原稿２１のセットと読み取
りとをする。
【０１０２】
　見開き原稿判定部６０５は原稿読取部２００によって読み取られた３枚の原稿２１の画
像データを、３枚の原稿２１が読み取られた順に第１～第３ページの画像データとして画
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像データ記憶部６０１に記憶させる(ステップＳ１３)。３枚の原稿２１の片面が読み取ら
れたので、ページ数取得部６０９はページ数ｎとして「３」を取得して記憶する(ステッ
プＳ１５)。なお、原稿の両面を読み取るときは、第１～第６ページの画像データとして
画像データ記憶部６０１に記憶される。そして、ページ数取得部６０９はページ数ｎとし
て「６」を取得して記憶する。
【０１０３】
　表示制御部６１５は表示部４０３に図２０の(Ｂ)に示す画面７８を表示させる(ステッ
プＳ１７)。画面７８は小冊子印刷開始を選択するキー７９を含む。画面７８には「読み
取る原稿があればセットしてスタートキーを操作して下さい。全ての原稿の読み取りが終
了すれば、小冊子印刷開始のキーを操作して、スタートキーを操作して下さい。」が表示
される。
【０１０４】
　図１０に示す１枚の見開き原稿２２を図９の(Ｂ)に示すように天位置を上にして原稿載
置部３０１にセットする(ステップＳ１９でＹｅｓ)。なお、見開き原稿２２が原稿給送部
３００を利用して読み取ることができなければ(例えば本の見開き)、原稿台２０３にセッ
トする。
【０１０５】
　セットされた原稿の天位置の方向Ｄ３の寸法が、天位置Ｄ３の方向に対して直交する方
向Ｄ４の寸法より小さいので、見開き原稿判定部６０５は見開き原稿と判定する(ステッ
プＳ７でＹｅｓ)。
【０１０６】
　表示制御部６１５は図２０の(Ｃ)に示す見開き原稿の読み取り用の設定画面８１を表示
部４０３に表示させる(図１９のステップＳ２１)。設定画面８１にはキー８２ａ，８２ｂ
，８２ｃ，８３ａ，８３ｂ，８４ａ，８４ｂが含まれる。
【０１０７】
　見開き原稿の画像が文字であれば、ユーザは文字用の読み取りを設定するキー８２ａを
操作する。見開き原稿の画像が写真であれば、ユーザは写真用の読み取りを設定するキー
８２ｂを操作する。見開き原稿の画像が文字と写真を含めば、ユーザは文字と写真用の読
み取りを設定するキー８２ｃを操作する。
【０１０８】
　見開き原稿の濃度について、原稿の濃度を検知して最適な濃度を自動的にセットしたい
場合、ユーザはキー８３ａを操作する。ユーザが見開き原稿の読み取り濃度を手動で設定
したければ、キー８３ｂを操作して、濃度を設定する。
【０１０９】
　ユーザが倍率のキー８４ａを操作すれば、画像形成装置１は小冊子印刷で選択した用紙
のサイズに合わせて、読み取った画像を拡大又は縮小して印刷する。ユーザが倍率のキー
８４ｂを操作すれば、読み取った画像を拡大又は縮小する倍率をユーザが手動で設定する
ことができる。
【０１１０】
　ここでは、原稿の画質を写真、原稿の濃度を自動及び倍率を自動に選択する操作が設定
画面８１で受け付けられたとする。見開き原稿は図面や写真であることが多く、通常の原
稿と比べて画像の読み取りの設定を異ならせた方が、良好な画像データが得られることが
多い。そこで、ステップＳ７で見開き原稿と判定されれば、設定画面８１を表示部４０３
に表示させてユーザが画像の読み取りの設定を可能にしている。なお、ステップＳ２１，
Ｓ２３を実行せずに、ステップＳ７のＹｅｓからステップＳ２５へ移行してもよい。
【０１１１】
　ユーザがスタートキー４０７を操作すると(ステップＳ２３)、原稿給送部３００によっ
て１枚の見開き原稿２２が原稿読取部２００に送られて、見開き原稿２２の片面の画像が
読み取られる(ステップＳ２５)。
【０１１２】
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　見開き原稿判定部６０５はページ数取得部６０９に記憶されているページ数ｎを参照す
る。ページ数ｎが「３」である。見開き原稿判定部６０５は原稿読取部２００によって読
み取られた１枚の見開き原稿２２の画像データを２ページの画像データとして処理するの
で、第４及び第５ページの画像データとして画像データ記憶部６０１に記憶させる(ステ
ップＳ２７)。
【０１１３】
　１枚の見開き原稿２２の片面が読み取られたので、ページ数取得部６０９は、記憶して
いたページ数ｎ＝３に「２」を加算した値である「５」を、ページ数ｎとして取得して記
憶する(ステップＳ２９)。
【０１１４】
　見開きページ判定部６０７は、小冊子印刷をした時に見開き原稿２２の画像データで表
される画像の２ページが見開きページで印刷されるか否かを判定する(ステップＳ３１)。
【０１１５】
　この判定にはページ数取得部６０９に記憶されているページ数ｎを利用する。図１１及
び図１２を参照して、小冊子の表紙を第１ページとする場合、見開き原稿２２を読み取っ
た後のページ数ｎが「５」であれば、見開き原稿２２の一方のページの画像データ２６で
表される画像は第４ページに印刷され、他方のページの画像データ２７で表される画像は
第５ページに印刷される。このように、小冊子の表紙を第１ページとする場合、見開き原
稿２２を読み取った後のページ数ｎが奇数であれば、見開き原稿２２の画像データで表さ
れる画像の２ページが、偶数ページが先で奇数ページが後になることにより、見開きペー
ジとして用紙に印刷される。
【０１１６】
　見開きページ判定部６０７が、見開き原稿２２の画像データで表される画像の２ページ
が見開きページで印刷されると判定すれば(ステップＳ３１でＹｅｓ)、表示制御部６１５
は表示部４０３に図２０の(Ｂ)に示す画面７８を表示させる(ステップＳ１７)。
【０１１７】
　ユーザは図１０に示す７枚の通常の原稿２３を図９の(Ａ)に示すように天位置を上にし
て原稿載置部３０１にセットする(ステップＳ１９でＹｅｓ)。
【０１１８】
　セットされた原稿の天位置の方向Ｄ３の寸法が、天位置Ｄ３の方向に対して直交する方
向Ｄ４の寸法より大きいので、見開き原稿判定部６０５は見開き原稿でないと判定する(
ステップＳ７でＮｏ)。
【０１１９】
　ユーザによるスタートキー４０７の操作が操作部４００で受け付けられると(ステップ
Ｓ９)、原稿給送部３００によって７枚の原稿２３が順番に原稿読取部２００に送られて
、それらの原稿の片面の画像が読み取られる(ステップＳ１１)。原稿台２０３を使用する
ときは、原稿２３ａをセットして、原稿２３ａから順に原稿のセットと読み取りとをする
。
【０１２０】
　見開き原稿判定部６０５はページ数取得部６０９に記憶されているページ数ｎを参照す
る。ページ数ｎが「５」である。見開き原稿判定部６０５は原稿読取部２００によって読
み取られた７枚の通常の原稿２３の画像データを第６～第１２ページの画像データとして
画像データ記憶部６０１に記憶させる(ステップＳ１３)。
【０１２１】
　７枚の原稿２３の片面が読み取られている。従って、ページ数取得部６０９は、記憶し
ていたページ数ｎ＝５に「７」を加算した値である「１２」を、ページ数ｎとして取得し
て記憶する(ステップＳ１５)。
【０１２２】
　表示制御部６１５は表示部４０３に図２０の(Ｂ)に示す画面７８を表示させる(ステッ
プＳ１７)。全ての原稿の読み取りが終了している。ユーザによるキー７９の操作及びス
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タートキー４０７の操作が受け付けられると(ステップＳ３３)、画像データ並替部６１１
ｂは画像データ記憶部６０１に記憶されている図１１に示す１２ページの画像データを読
み出して、小冊子印刷用に並び替える(ステップＳ３５)。
【０１２３】
　印刷制御部６１３は小冊子印刷用に並び替えられた画像データで表される画像を本体部
１００に印刷させる(ステップＳ３７)。以上により、図１２に示す用紙３１，３２，３３
が出力される。
【０１２４】
　図１０に示す１１枚の原稿を読み取る場合で説明したが、図１３に示す１１枚の原稿を
読み取る場合は、追加ページに関する処理がされる。これについて説明する。まず、ステ
ップＳ１，Ｓ３後、ユーザは図１３に示す４枚の原稿４１を、図９の(Ａ)に示すように天
位置を上にして原稿載置部３０１にセットする(ステップＳ５)。原稿台２０３を使用する
ときは、１番目に読み取る原稿である原稿４１ａをセットする。そして、ステップＳ７，
Ｓ９，Ｓ１１，Ｓ１３，Ｓ１５，Ｓ１７の処理がされる。４枚の原稿４１の片面が読み取
られたので、ステップＳ１５において、ページ数取得部６０９はページ数ｎとして「４」
を取得して記憶する。
【０１２５】
　図１３に示す１枚の見開き原稿４２を図９の(Ｂ)に示すように天位置を上にして原稿載
置部３０１にセットする(ステップＳ１９でＹｅｓ)。見開き原稿４２を原稿台２０３にセ
ットしてもよい。
【０１２６】
　セットされた原稿の天位置の方向Ｄ３の寸法が、天位置Ｄ３の方向に対して直交する方
向Ｄ４の寸法より小さいので、見開き原稿判定部６０５は見開き原稿と判定する(ステッ
プＳ７でＹｅｓ)。そして、ステップＳ２１，Ｓ２３，Ｓ２５，Ｓ２７，Ｓ２９の処理が
される。１枚の見開き原稿４２の片面が読み取られたので、ステップＳ２９において、ペ
ージ数取得部６０９は、記憶していたページ数ｎ＝４に「２」を加算した値である「６」
を、ページ数ｎとして取得して記憶する。
【０１２７】
　見開きページ判定部６０７は、小冊子印刷をした時に見開き原稿４２の画像データで表
される画像の２ページが見開きページで印刷されるか否かを判定する(ステップＳ３１)。
この判定にはページ数取得部６０９に記憶されているページ数ｎを利用する。図１４及び
図１５を参照して、小冊子の表紙を第１ページとする場合、見開き原稿４２を読み取った
後のページ数ｎが「６」であれば、見開き原稿４２の一方のページの画像データ４６で表
される画像は第５ページに印刷され、他方のページの画像データ４７で表される画像は第
６ページに印刷される。このように、小冊子の表紙を第１ページとする場合、見開き原稿
４２を読み取った後のページ数ｎが偶数であれば、見開き原稿４２の画像データで表され
る画像の２ページは奇数ページが先で偶数ページが後になる。これにより、１枚の用紙の
表裏に印刷されるので、見開きページとして用紙に印刷されない。
【０１２８】
　見開きページ判定部６０７が、見開き原稿４２の画像データで表される画像のページが
見開きページで印刷されないと判定すれば(ステップＳ３１でＮｏ)、追加ページに関する
処理がされる(ステップＳ３９)。この処理について、図１４に示す追加ページ５５を例に
説明する。
【０１２９】
　見開きページ判定部６０７は追加ページ５５の順番が見開き原稿の画像データ(第５ペ
ージの画像データ４６及び第６ページの画像データ４７)で表される画像の２ページの順
番より前になるように、画像データ並替部６１１ｂにページの順番を設定する。ここでは
、第４ページの画像データと第５ページの画像データ４６の間に追加ページ５５が位置す
るように順番の設定がされる。そして、ステップＳ１７に戻る。
【０１３０】
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　図１３に示す６枚の通常の原稿４３を図９の(Ａ)に示すように天位置を上にして原稿載
置部３０１にセットする(ステップＳ１９でＹｅｓ)。そして、ステップＳ７，Ｓ９，Ｓ１
１，Ｓ１３，Ｓ１５，Ｓ１７の処理がされる。全ての原稿の読み取りが終了している。ユ
ーザによるキー７９の操作及びスタートキー４０７の操作が受け付けられると(ステップ
Ｓ３３)、画像データ並替部６１１ｂは画像データ記憶部６０１に記憶されている図１４
に示す１２ページの画像データを読み出して、追加ページ５５の順番が第４ページの画像
データと第５ページの画像データ４６の間になるように、小冊子印刷用に並び替える(ス
テップＳ３５)。
【０１３１】
　印刷制御部６１３は小冊子印刷用に並び替えられた画像データで表される画像を本体部
１００に印刷させる(ステップＳ３７)。これにより、図１６に示す用紙６１，６２，６３
，６４が出力される。
【０１３２】
　本実施形態の主な効果を説明する。
【０１３３】
　本実施形態は、原稿読取部２００によって見開き原稿を読み取る場合、原稿の天位置の
方向Ｄ３の寸法が、天位置の方向に対して直交する方向Ｄ４の寸法より小さくなることを
利用する。本実施形態によれば、原稿読取部２００によって読み取られる原稿の天位置の
方向Ｄ３の寸法が、直交する方向Ｄ４の寸法より小さいと判定すれば、その原稿を見開き
原稿と判定し、その原稿を見開き原稿として読み取りをする。従って、小冊子印刷におい
て、複数枚の原稿の中に見開き原稿２２，４２が含まれる場合に、ユーザが原稿の種類を
見開き原稿に変更する操作をすることなく、その原稿を見開き原稿２２，４２として読み
取りをすることができる。また、原稿の天位置の方向Ｄ３の寸法が、直交する方向Ｄ４の
寸法より小さくなることを利用して、見開き原稿か否かを判定するので、１番目に読み取
る原稿が見開き原稿でも、見開き原稿の判定をすることができる。
【０１３４】
　また、本実施形態によれば、小冊子印刷をした時に見開き原稿４２の画像データで表さ
れる画像のページが見開きページで印刷されないと判定されると(ステップＳ３１でＮｏ)
、追加ページ５５の順番が見開き原稿の画像データ(第５ページの画像データ４６及び第
６ページの画像データ４７)で表される画像の２ページの順番より前になるようにしてい
る。これにより、ステップＳ３５において、小冊子印刷された時に追加ページ５５が、見
開き原稿の画像データで表される画像の２ページより前になるように、複数のページの画
像データを小冊子印刷用に並び替えをすることができる。
【０１３５】
　よって、その並び替えがされた画像データで表される画像を用紙に印刷すれば、見開き
原稿４２の画像データで表される画像のページが見開きページとなる順番で用紙に印刷す
ることができる。従って、小冊子印刷をした時に見開き原稿４２の画像データで表される
画像のページが見開きページで用紙に印刷されない場合に、ユーザに追加ページの設定操
作をさせることなく小冊子印刷をすることができる。
【０１３６】
　さらに、本実施形態によれば、ステップＳ７，Ｓ２１で説明したように、画像形成装置
１にセットされた原稿が見開き原稿判定部６０５によって見開き原稿２２，４２と判定さ
れれば、表示部４０３に図２０の(Ｃ)に示す見開き原稿用の設定画面８１を表示させる。
これにより、原稿読取部２００によって読み取られる原稿が見開き原稿２２，４２である
ことを表示部４０３に表示している。従って、画像形成装置１にセットされた原稿を読み
取る前に、その原稿が見開き原稿２２，４２として読み取られることを、ユーザに認識さ
せることができる。また、表示部４０３に図２０の(Ｃ)に示す見開き原稿用の設定画面８
１を表示させ、見開き原稿２２，４２を読み取るときの設定の操作を受け付けている。従
って、複数枚の原稿のうち見開き原稿以外の原稿と見開き原稿２２，４３とで画質等が異
なる場合に便利である。
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【０１３７】
　本実施形態において、拡大縮小部６１１ａを用いる態様がある。この態様は、例えば、
通常の原稿が図９の(Ａ)に示す原稿１５(Ａ４縦向き)及び見開き原稿が図９の(Ｄ)に示す
原稿１８(Ａ４横向き)のときに利用することができる。ステップＳ２５とステップＳ２７
の間において、見開き原稿判定部６０５は、見開き原稿の画像データで表される一方のペ
ージの画像と他方のページの画像のそれぞれのサイズが、通常の原稿の画像データで表さ
れる画像のサイズと同じか否かを判定する。例えば、通常の原稿が図９の(Ａ)に示す原稿
１５(Ａ４縦向き)及び見開き原稿が図９の(Ｂ)に示す原稿１６(Ａ３横向き)のときは同じ
と判定される。これに対して、通常の原稿が図９の(Ａ)に示す原稿１５及び見開き原稿が
図９の(Ｄ)に示す原稿１８のときは同じでないと判定される。
【０１３８】
　見開き原稿判定部６０５が同じでない判定をすれば、拡大縮小部６１１ａは通常の原稿
の画像データで表される画像のサイズと一致するように、見開き原稿の一方のページの画
像と他方のページの画像のそれぞれを拡大又は縮小する処理をする。これにより、通常の
原稿を拡大又は縮小して印刷する際に、通常の原稿について拡大又は縮小の設定をするだ
けで、見開き原稿をそれに合わせて拡大又は縮小することができる。よって、ユーザは見
開き原稿を拡大又は縮小する設定の操作を省くことができる。
【０１３９】
　また、本実施形態では見開き原稿判定部６０５において、原稿読取部２００によって読
み取られる原稿の天位置の方向Ｄ３の寸法が、天位置の方向に対して直交する方向Ｄ４の
寸法より小さいと判定すれば、その原稿を見開き原稿と判定している。この判定方式によ
れば通常の原稿と見開き原稿の天位置が上に設定されていても、左に設定されていても、
見開き原稿か否かの判定をすることができる。見開き原稿の判定方式としてはさらに次の
二つがある。
【０１４０】
　１つは、見開き原稿判定部６０５は、原稿読取部２００によって読み取られる原稿が縦
向きか又は横向きかを判定し、横向きと判定すれば、その原稿を見開き原稿と判定する方
式である。この判定方式によれば、図９の(Ａ)、(Ｂ)、(Ｄ)に示すように、原稿の天位置
が上に設定されている場合、原稿の向きが横向きであれば(原稿１６，１８)、その原稿は
原稿のサイズを問わずに見開き原稿と判定することができる。
【０１４１】
　もう１つは、見開き原稿判定部６０５は、原稿読取部２００によって読み取られる原稿
のサイズを大小に分けて判定し、大きいと判定すれば、その原稿を見開き原稿と判定する
方式である。この判定方式によれば、図９の(Ｂ)、(Ｃ)に示すように、原稿の向きが同じ
でも、サイズの大きい原稿を見開き原稿と判定することができる。この判定方式では見開
き原稿、通常の原稿のそれぞれについて天位置を設定する必要があり、また、見開き原稿
、通常の原稿のそれぞれについてサイズを設定する必要がある。
【符号の説明】
【０１４２】
１　画像形成装置
１００　本体部(印刷部の一例)
２０３　原稿台
３０１　原稿載置部
４０３　表示部
４０７　スタートキー(読取命令部の一例)
Ｄ１　主走査方向
Ｄ２　副走査方向
Ｄ３　原稿の天位置の方向
Ｄ４　天位置の方向に対して直交する方向
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