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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿に記憶された画像を、指定された記録用紙へ複写する際に、前記原稿の一端部から
他端部にかけて、原稿と走査装置とを相対移動し、当該原稿に記録された画像を読み取る
画像読取手段と、
　前記画像読取手段で読み取った画像に基づく画像データを用いて、前記記録用紙へ画像
を形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段の下流側に設けられ、前記記録用紙を予め定めた折り方で折り畳む記
録用紙折り畳み手段と、
　前記記録用紙折り畳み手段による紙の折り畳み状態、及び前記記録用紙のサイズに基づ
いて、前記原稿に記録された画像の一部である特定画像の位置を設定する設定手段と、
　前記画像読取手段で読み取るときの原稿の向きと、前記画像形成手段により画像形成す
るときに搬送する記録用紙の向きとを比較する比較手段と、
　前記比較手段の比較結果に基づいて、前記設定手段で設定された前記特定画像の位置が
最適となるように、前記原稿から読み取った画像データの画像の向きを９０°単位で回転
処理する回転処理手段と、
を有する画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像位置調整制御装置、画像処理装置、画像位置調整制御プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　図面等には用紙の正面視右下等に識別枠（特定画像）が設けられている。この識別枠に
は、図面を特定するための名称や番号等の識別情報が記録されており、インデックスにも
なり得る。
【０００３】
　ところで、大サイズ（例えば、ＪＩＳ規格でＡ０，Ａ１サイズ等）の図面では、折り畳
んで収納したり、持ち運ぶことが多い。このため、折り畳んだ状態（折り畳んだ後）でも
、見易い位置に前記識別枠がくることが好ましい。より具体的には、折り畳み後の最前面
に識別枠が記録された領域があるようにすればよい。
【０００４】
　複写機では、後処理サービスとして、折り畳み処理実行するユニットがオプションとし
て存在している。このとき、折り畳み処理手順が予め認識されており、例えば、スキャン
方向（原稿挿入方向）の後端側に識別枠があるようにすれば、折り畳み後、最前面となる
。
【０００５】
　参考として、特許文献１には、ステープル位置に特定の画像（捺印欄等）がある場合は
、特定の画像の位置にステープルしないように画像を１８０度回転処理することが記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－０５５５７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、本構成を有しない場合に比べて、複写装置から出力される記録用紙の向きを
最適な状態とすることができる画像位置調整制御装置、画像処理装置、画像位置調整制御
プログラムを得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、原稿に記憶された画像を、指定された記録用紙へ複写する際
に、前記原稿の一端部から他端部にかけて、原稿と走査装置とを相対移動し、当該原稿に
記録された画像を読み取る画像読取手段と、前記画像読取手段で読み取った画像に基づく
画像データを用いて、前記記録用紙へ画像を形成する画像形成手段と、前記画像形成手段
の下流側に設けられ、前記記録用紙を予め定めた折り方で折り畳む記録用紙折り畳み手段
と、前記記録用紙折り畳み手段による紙の折り畳み状態、及び前記記録用紙のサイズに基
づいて、前記原稿に記録された画像の一部である特定画像の位置を設定する設定手段と、
前記画像読取手段で読み取るときの原稿の向きと、前記画像形成手段により画像形成する
ときに搬送する記録用紙の向きとを比較する比較手段と、前記比較手段の比較結果に基づ
いて、前記設定手段で設定された前記特定画像の位置が最適となるように、前記原稿から
読み取った画像データの画像の向きを９０°単位で回転処理する回転処理手段と、を有し
ている。
【００１２】
　原稿に記録された画像を、指定された記録用紙へ複写する際に、前記原稿の一端部から
他端部にかけて、原稿と走査装置とを相対移動し、当該原稿に記録された画像を読み取り
、前記読み取るときの原稿の向きと、前記記録用紙向きを比較し、前記比較の結果に基づ
いて、前記原稿から読み取った画像データを、前記複写前に、画像の向きを９０°単位で
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回転処理することを、コンピュータに実行させる。
【００１３】
　前記原稿に記録された画像の一部には、予め定めた特定画像が記録されており、前記読
み取るときの原稿の向きと、前記記録用紙向きを比較する際に、複写が終了して排出され
た前記記録用紙を予め設定された折り方で折り畳んだときに、前記特定画像が最前面に位
置する記録用紙上の特定画像の位置を認識し、この記録用紙上の特定画像の位置と、前記
原稿から読み取った前記画像データ上の前記特定画像の位置とを比較する。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の発明によれば、本構成を有しない場合に比べて、複写装置から出力さ
れる記録用紙の向きを最適な状態とすることができる。
【００１５】
　複写装置から出力される記録用紙の向きに拘らず、折り畳み処理後の特定画像を最前面
にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態に係る画像処理装置の全体構成図である。
【図２】本実施の形態に係る画像形成装置の全体構成図である。
【図３】本実施の形態に係るメインコントロール部を中心とする制御ブロック図である。
【図４】本実施の形態に係るメインコントロール部における画像データ回転位置制御のた
めの機能ブロック図である。
【図５】本実施の形態に係る画像データ回転位置制御の手順を示すフローチャートである
。
【図６】縦向きに搬送して画像を読み取る場合の原稿の平面図である。
【図７】（Ａ）が縦向きに搬送して画像を読み取る場合の原稿の平面図、（Ｂ）が読み取
った画像データを反時計回り９０°回転させて画像形成した記録用紙の平面図、（Ｃ）が
読み取った画像データを反時計回り２７０°回転させて画像形成した記録用紙の平面図で
ある。
【図８】横向きに搬送して画像を読み取る場合の原稿の平面図である。
【図９】（Ａ）が横向きに搬送して画像を読み取る場合の原稿の平面図、（Ｂ）が読み取
った画像データを反時計回り２７０°回転させて画像形成した記録用紙の平面図、（Ｃ）
が読み取った画像データを反時計回り９０°回転させて画像形成した記録用紙の平面図で
ある。
【図１０】ファン折りの手順を示す説明図である。
【図１１】クロス折りの手順を示す説明図である。
【図１２】特殊折りの手順を示す説明図である。
【図１３】本実施の形態の変形例に係るマルチジョブソートにおける画像データの回転制
御を示す外面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１には、本実施の形態に係る画像処理装置１０が示されている。
【００１８】
　画像処理装置１０は、原稿準備装置１２と、画像形成装置１４と、フォルダー部１６と
を備えている。
【００１９】
　なお、本実施の形態の画像処理装置１０では、比較的大型サイズの記録用紙を取り扱う
ものである。ここで、大型サイズとは、一般オフィスに設置されている画像形成装置（プ
リンタ）が、通常はＪＩＳ規格でＡ３サイズが最大処理可能サイズであるのに対して、本
実施の形態の画像処理装置１０は、Ａ３サイズより大きいサイズ、すなわちＡ２、Ｂ３サ
イズ以上の用紙（例えば、Ａ０、Ａ１サイズ等）を処理可能となっている。しかしながら
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、サイズは限定されるものではない。
【００２０】
　（原稿準備装置１２）
　原稿準備装置１２は、画像読取装置１８へ送り込む原稿をセットする原稿テーブル２０
、原稿の位置合わせのための原稿ガイド２２、画像読取装置１８から送り出された原稿を
受け取る原稿排出口２４、原稿を装置前面へ案内するＵターン排出ガイド２６、原稿の読
み取りの開始、終了を指示する操作部を備えた原稿操作パネル２８、画像処理に関する詳
細情報を入力及び報知するタッチパネル型の操作パネル３０、電源を投入又は遮断するた
めの電源スイッチ３４、メインコントロール部２００（図３参照）を収容するキャビネッ
ト３６、メインコントロール部２００に接続されユーザーが操作するデバイス（ＣＤ、Ｄ
ＶＤドライブ等）が集約された操作制御部３８を備えている。メインコントロール部２０
０では、画像処理装置１０全体を一括制御する。
【００２１】
　この原稿準備装置１２において、原稿を装填すると、画像読取装置１８へ例えば定速度
で搬送され、この搬送（副走査）とラインセンサ（図示省略）による主走査とにより、当
該原稿に記憶された画像が読み取られ、読み取られた画像データに基づいて、画像形成装
置１４が作動して、後述する用紙装填部５０、５２、５４に装填される用紙へ画像を形成
する。なお、原稿準備装置１２と画像形成装置１４との間には、画像形成された用紙を収
容するフォルダー１６が取り付けられている。
【００２２】
　（画像形成装置１４）
　図２に示される如く、画像形成装置１４は、その最上面に画像形成後の用紙を排出する
排出口４０が設けられ、排出口４０に連続して画像形成後の用紙を受け取るトレイ４２が
形成されている。
【００２３】
　画像形成装置１４の図２の正面（図１では右側面）には、前扉４４が設けられ、内部の
紙詰まりや現像剤（トナー等）を交換するときに開閉されるようになっている。
【００２４】
　また、前扉４４の下部には、操作パネル４６が設けられている。操作パネル４６は、エ
ラー発生時のメッセージ表示、オフライン／オンラインの切り替え操作等を行うようにな
っている。
【００２５】
　画像形成装置１４の図２の右側面（図１では背面）は、最上段に手差しトレイ４８が設
けられ、その下に複数の用紙装填部５０、５２、５４が段状に設けられている。上段の用
紙装填部５０、中段の用紙装填部５２は、ロール紙５６（筒状の芯材５８に層状に巻き取
られた巻取型用紙、図４参照）を装填し、下段の用紙装填部５４はカット紙（予め指定さ
れた縦横サイズに切断された断片紙）を装填する役目を有する。用紙装填部５０，５２の
前面パネル６８には、一対の把持部７０が形成され、ユーザーはこの把持部７０に指を引
っ掛けて、引き出し動作を行う。
【００２６】
　上段の用紙装填部５０、中段の用紙装填部５２のそれぞれの図２の右側には、それぞれ
トレイ操作パネル６０、６２が設けられている。
【００２７】
　トレイ操作パネル６０、６２は、ロール紙５６に装填されている用紙の種類や残量を表
示する。用紙の種類とは、サイズ系列と紙質を含む。サイズ系列とは、用紙の規格の種類
であり、例えば、ＪＩＳ規格の「Ａ版」、「Ｂ版」や、通常はレターサイズ等と称される
「８．５インチ版」、「９インチ版」を区別するものである。紙質は、「トレーシングペ
ーパ（トレペ）」、「普通紙」、「フィルム」に分類される。
【００２８】
　トレイ操作パネル６０、６２の下方には、下部扉６４が設けられ、本装置の主電源スイ
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ッチ６６が設けられている。なお、用紙の残量は４段階のバーの数で表現されるようにな
っている。
【００２９】
　（メインコントロール部２００）
　図３は、メインコントロール部２００のハード構成を示すブロック図である。
【００３０】
　図３に示される如く、メインコントロール部２００は、ＣＰＵ２０４、ＲＡＭ２０６、
ＲＯＭ２０８、Ｉ／Ｏ（入出力部）２１０、及びこれらを接続するデータバスやコントロ
ールバス等のバス２１２を有している。Ｉ／Ｏ２１０には、ＵＩ制御回路２１４を介して
原稿操作パネル２８、操作パネル３０が接続されている。また、Ｉ／Ｏ２１０には、操作
制御部３８、ハードディスク（ＨＤＤ）２１８が接続されている。ＣＰＵ２０４は、ＲＯ
Ｍ２０８やハードディスク２１８等に記録されているプログラムに基づいて動作し、メイ
ンコントローラ２００の機能を実現する。なお、該プログラムを格納した記録媒体（ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等）を操作制御部３８から該プログラムをインストールし、こ
れに基づいてＣＰＵ２０４が動作することにより画像処理機能を実現してもよい。
【００３１】
　Ｉ／Ｏ２１０には、タイマ回路２２０、通信回線Ｉ／Ｆ２２２が接続されている。さら
に、Ｉ／Ｏ２１０には、画像読取装置１８、画像形成装置１２の各デバイスが接続されて
いる。
【００３２】
　ここで、図６、図８に示される如く、原稿７２が図面等の場合、当該原稿７２の正面視
右下等（図６では、天側が右に向いている）に表題（特定画像）７４が設けられている場
合がある。この表題７４には、図面を特定するための名称や番号等の識別情報が記録され
ており、目次にもなり得る。
【００３３】
　ところで、大サイズ（例えば、ＪＩＳ規格でＡ０，Ａ１サイズ等）の図面が原稿７２で
ある場合、画像形成後の記録用紙７６（図７、図９参照）においても、折り畳んで収納し
たり、持ち運ぶことが多い。
【００３４】
　このため、折り畳んだ状態（折り畳んだ後）でも、記録用紙７６における見易い位置に
前記表題７４Ａがくることが好ましい。より具体的には、折り畳み後の記録用紙７６の最
前面に識別枠が記録された領域があるようにすればよい。
【００３５】
　本実施の形態の画像形成装置１４では、後処理機能として、自動的に折り畳み処理を実
行するユニット１４Ａ（図３参照）が付加されている。
【００３６】
　なお、紙折り形態は複数種類あり、代表的なものとして、図１０に示すような「ファン
折り」、図１１に示すような「クロス折り」、図１２に示すような「特殊折り」等がある
。
【００３７】
　このとき、指定される記録用紙７６のサイズと、紙折り形態とにより、以下の表１に示
されるように、表題７４の最適な位置が一義的に決まる。
【００３８】
【表１】
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　ところが、画像形成時の指定されたサイズの用紙が「用紙切れ」であったりすると、代
替用紙が選択され、記録用紙が、前記通常時の出力の向きと異なる向きで出力される場合
がある。倍率指定の際も同様なことが起り得る。この状態で、折り畳み処理が実行される
と、折り畳み後の記録用紙の最前面に表題７４が最前面に識別枠が見えなくなってしまう
可能性がある。
【００３９】
　そこで、本実施の形態では、画像読取装置１８で読み取った画像データの向きと、実際
に適用される記録用紙７６の排出時の向きとを比較することで、表題７４Ａの位置が最適
化されるように、画像データを９０°単位で回転するようにした。言い換えれば、画像形
成装置１４によって画像形成する前に、選択された記録用紙７６に合わせて画像データを
調整するものである。
【００４０】
　図４は、メインコントロール部２００における画像データ回転位置制御のための機能ブ
ロック図である。なお、図４は、画像データ回転位置制御に特化して、機能別にブロック
化したものであり、ハード構成を限定するものではない。
【００４１】
　操作パネル３０（図３参照）の操作によって入力された情報は、受付情報解析部１００
によって解析され、原稿情報、給紙元情報、紙折り情報に分類される。
【００４２】
　受付情報解析部１００は、原稿情報取得部１０２、給紙元情報取得部１０４、紙折り情
報取得部１０６に接続されている。原稿情報取得部１０２は、分類した情報の内、原稿情
報を取得する。給紙元情報取得部１０４は、分類した情報の内、給紙元情報を取得する。
紙折り情報取得部１０６は、分類した情報の内、紙折り情報を取得する。
【００４３】
　原稿情報取得部１０２、給紙元情報取得部１０４、紙折り情報取得部１０６に接続され
ている。最適表題位置判定部１０８に接続されている。また、最適表題位置判定部１０８
は、表題位置設定用テーブルメモリ１１０に接続されている。表題位置設定用テーブルメ
モリ１１０には、前記表１に示すような、用紙サイズと紙折り形態との関係から最適な表
題７４（７４Ａ）の位置を特定するテーブルが記憶されている。
【００４４】
　前記最適表題位置判定部１０８では、原稿情報取得部１０２、給紙元情報取得部１０４
、紙折り情報取得部１０６からの情報（原稿情報、給紙元情報、紙折り情報）に基づいて
、表題位置設定用テーブルメモリ１１０に記憶されたテーブル（表１参照）から、最適な
表題７４Ａの位置を判定し、その判定結果を原稿画像／出力用紙向き比較部１１２へ送出
するようになっている。
【００４５】
　原稿画像／出力用紙向き比較部１１２では、画像読取装置１８で読み取った原稿７２の
画像データの向きと、実際に適用される記録用紙７６の向き（排出方向の向き）との比較
を行い、その結果を表題位置比較部１１４へ送出する。
【００４６】
　表題位置比較部１１４は、前記原稿画像／出力用紙向き比較部１１２での比較の結果（
一致／不一致）に基づいて、それぞれ異なる比較制御を実行する。すなわち、画像データ
の向きと、記録用紙７６の排出方向の向きが同じ（一致）であれば、画像データの回転は
、０°又は１８０°に特定される。一方、画像データの向きと、記録用紙７６の排出方向
の向きが異なる（不一致）であれば、画像データの回転は、９０°又は２７０°に特定さ
れる。
【００４７】
　表題位置比較部１１４の比較結果は、画像回転角度特定部１１６へ送出され、画像デー
タの回転角度（０°、９０°、１８０°、２７０°）の何れかに特定される。言い換えれ
ば、画像データは、９０°単位での回転となる。
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【００４８】
　画像回転角度特定部１１６は、読取画像回転指示部１１８に接続されており、この読取
画像回転指示部１１８から画像読取装置１８へ、読み取った画像データの回転を指示する
ようになっている。
【００４９】
　以下に本実施の形態の作用を説明する。
【００５０】
　原稿準備装置１２の原稿テーブル２０に原稿を置き、画像読取装置１８へ送り込む。こ
のとき、原稿ガイド２６によって原稿の位置合わせされながら、画像読取装置１８へ送り
込まれる。画像読取装置１８では、定速度で搬送されながら（副走査）、ラインセンサで
原稿に記憶された画像が読み取られる。
【００５１】
　読み取られた画像データは、画像形成装置１４へ送出され、用紙装填部５０、５２、５
４に装填された用紙、或いは手差しトレイ４８から挿入された用紙が送り出されて、当該
用紙に画像を形成する。
【００５２】
　図５は、画像データ回転位置制御のための手順を示すフローチャートである。
【００５３】
　ステップ１５０では、画像読取情報（原稿情報、給紙元情報、紙折り情報）を受け付け
たか否かが判断され、否定判定された場合は、このルーチンは終了する。
【００５４】
　また、ステップ１５０で肯定判定されると、ステップ１５２へ移行して表題位置設定用
テーブル（表１参照）を読み出し、次いでステップ１５４へ移行して、受け付けた画像読
取情報と、表１のテーブルとに基づいて、最適表題位置を判定する。
【００５５】
　次のステップ１５６では、原稿７２の読取方向と、記録用紙７６の排出方向とを比較す
る。このステップ１５６の比較の結果、一致していると判定された場合は、ステップ１５
８へ移行して、原稿７２の表題７４の位置と、記録用紙７６での最適な表題７４Ａの位置
とを比較する。このステップ１５８で一致していると判定されると、ステップ１６０へ移
行して画像データの回転角度を０°に設定（すなわち、現状位置）し、ステップ１７８へ
移行する。また、ステップ１５８で不一致と判定されると、ステップ１６２へ移行して画
像データの回転角度を１８０°に設定し、ステップ１７８へ移行する。
【００５６】
　すなわち、原稿７２の搬送方向と、記録用紙の排出方向が一致している場合は、原稿７
２が縦向きであろうと（図６参照）、横向きであろうと（図８参照）天地方向の反転しか
ないため、０°又は１８０°という結果となる。
【００５７】
　一方、前記ステップ１５６で不一致と判定された場合、ステップ１６４へ移行して、原
稿７２における表題７４の位置を判別する。これは、受け付けた画像読取情報から判別さ
れ、「左下」又は「右下」何れかと判定される。「左下」は原稿７２が縦向き（図６、図
７（Ａ）参照）、「右下」は原稿７２が横向き（図８、図９（Ａ）参照）を示す。
【００５８】
　ステップ１６４で「左下」と判定された場合は、ステップ１６６へ移行して、出力され
る記録用紙７６の最適な表題７４Ａの位置を判別する。すなわち、原稿７２の向き（縦向
き）と異なる記録用紙７６は、横向きであるため、最適な表題７４Ａの位置は、「右下」
（図７（Ｂ）参照）又は「左上」（図７（Ｃ）参照）の何れかとなる。
【００５９】
　ステップ１６６で「右下」であると判定されると、ステップ１６８へ移行して、画像デ
ータの回転角度を反時計回りに９０°に設定し、ステップ１７８へ移行する。また、ステ
ップ１６６で「左上」であると判定されると、ステップ１７０へ移行して、画像データの
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回転角度を反時計回りに２７０°に設定し、ステップ１７８へ移行する。
【００６０】
　一方、前記ステップ１６４で「右下」と判定された場合は、ステップ１７２へ移行して
、出力される記録用紙７６の最適な表題７４Ａの位置を判別する。すなわち、原稿７２の
向き（横向き）と異なる記録用紙７６は、縦向きであるため、最適な表題７４Ａの位置は
、「左下」（図９（Ｂ）参照）又は「右上」（図９（Ｃ）参照）の何れかとなる。
【００６１】
　ステップ１７２で「左下」であると判定されると、ステップ１７４へ移行して、画像デ
ータの回転角度を反時計回りに２７００°に設定し、ステップ１７８へ移行する。また、
ステップ１７２で「右上」であると判定されると、ステップ１７６へ移行して、画像デー
タの回転角度を反時計回りに９０°に設定し、ステップ１７８へ移行する。
【００６２】
　ステップ１７８では、設定された画像データの回転角度を画像読取装置１８へ送出し、
画像データの回転を指示して、このルーチンは終了する。
【００６３】
　（変形例）
　なお、本実施の形態では、原稿７２の読み取りから、画像形成、次いで紙折り処理まで
の工程（以下、「ジョブ」という場合がある）として、単発的なジョブを例にとり説明し
たが、ジョブの指令として「マルチジョブソート」を受けた場合について、説明する。
【００６４】
　「マルチジョブソート」とは、１回の画像読取処理で、複数の配布先毎に、枚数のみな
らず、複写機能の設定がなされている。
【００６５】
　図１３に示される如く、予め操作パネル３０から、配布先情報を設定する。この設定情
報は、操作制御部３８が管理するマルチジョブメモリにセットされる。
【００６６】
　ここでは、配布先１（ジョブメモリ１）には、原稿セットを２部、等倍出力で、ファン
折りで出力するようにセットする。配布先２（ジョブメモリ２）には、原稿セットを２部
、Ａ４縮小出力で、折らないで出力するようにセットする。配布先３（ジョブメモリ３）
には、原稿セットを３部、等倍出力で、３番スタンプを合成し、特殊折りで出力するよう
にセットする。
【００６７】
　この３つの配布先を指定し、２枚の原稿７２のマルチジョブソートの動作を説明する。
【００６８】
　操作パネル３０を操作して、図１３に示す３つのジョブメモリ１～３をセットし、マル
チジョブソートを開始する。
【００６９】
　操作パネル３０で、原稿７２の表題７４の位置を「左下」として、１枚目の原稿７２（
原稿Ａ）の画像読み取りを開始する。原稿７２の搬送が開始されると、画像読取装置１８
から原稿データが、メインコントロール部２００に転送され、例えば、圧縮されてＨＤＤ
２１８等へ蓄積される。
【００７０】
　配布先１については、すべて等倍縦出力であるため、倍率１００％の原稿画像がメイン
コトントロール部２００へ転送される。
【００７１】
　ここで、図５に示すような回転角度決定処理で、回転角度は０°となるため、画像を回
転せずに圧縮され、ＨＤＤ２１８に蓄積される。
【００７２】
　配布先２については、２５％縮小（Ａ０原稿７２のＡ４出力が指定されている)である
ため、２５％縮小の画像データを作成し、メインコントロール部２００へ転送される。配
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布先２では、紙折りが指定されていないため、画像データを回転せずに圧縮して、ＨＤＤ
２１８等に蓄積される。
【００７３】
　配布先３については、すべて等倍縦出力であるため、倍率１００％の原稿画像を作成し
、メインコントロール部２００に転送される。図５に示すような回転角度決定処理で、回
転角度は０°となるため、画像を回転せずに圧縮され、ＨＤＤ２１８に蓄積される。
【００７４】
　　次に、同じく原稿７２の表題７４の位置を「左下」として、２枚目の原稿７２（原稿
Ｂ）の画像読み取りを開始する。
【００７５】
　配布先１については、すべて等倍縦出力であるため、倍率１００％の原稿画像がメイン
コントロール部２００へ転送される。図５に示すような回転角度決定処理で、回転角度は
０°となるため、画像を回転せずに圧縮され、ＨＤＤ２１８に蓄積される。
【００７６】
　配布先２については、３５．３％縮小（Ａ１原稿のＡ４出力が指定されている)である
ため、３５．３％縮小の画像データを作成し、メインコントロール部２００へ転送される
。配布先２では、紙折りが指定されていないため、画像データを回転せずに圧縮して、Ｈ
ＤＤ２１８等に蓄積される。
【００７７】
　配布先３については、すべて等倍縦出力であるため、倍率１００％の原稿画像が作成し
、メインコントロー部２００に転送される。図５に示すような回転角度決定処理で、回転
角度は１８０°となるため、画像データを１８０°回転して圧縮し、ＨＤＤ２１８に蓄積
される。
【００７８】
　操作パネル３０上の終了ボタンが押下されると、マルチジョブソートの出力を開始する
。
【００７９】
　この時、以下の表２に示すようなテーブルが作成されている。
【００８０】
【表２】

　これは、配布先１用に、倍率１００％で回転していない原稿Ａ１の画像データ、倍率１
００％で回転していない原稿Ｂ１の画像データを２部、ファン折りで出力することを示し
ている。
【００８１】
　次に、配布先２用に、倍率２５％で回転していない原稿Ａ２の画像データ、倍率３５．
３％で回転していない原稿Ｂ２の画像データを３部、折りなしで出力することを示してい
る。
【００８２】
　さらに、配布先３用に、倍率１０％で回転していない原稿Ａ３の画像データ、倍率１０
０％で１８０°回転している原稿Ｂ３を３部、特殊折りで出力することを示している。
【００８３】
　マルチジョブソートのページ生成が開始されると、メインコントロール部２００0は、
表２に示すようなテーブルを参照し、部番号１の原稿番号１の画像データ、原稿番号２の
画像データを出力し、次に、部番号２の原稿番号１の画像データ、原稿番号２の画像デー
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【００８４】
　配布先１と配布先３では、倍率１００％と同じであるが、紙折り方法が異なる。しかし
、上記のような処理を行うことにより、同じ原稿の読み込みで、最適な位置に表題７４Ａ
が記録用紙７６に記録されて出力されることになる。
【符号の説明】
【００８５】
　　１０　　画像処理装置
　　１２　　原稿準備装置
　　１４　　画像形成装置
　　１６　　フォルダー部
　　１８　　画像読取装置
　　２０　　原稿テーブル
　　２２　　原稿ガイド
　　２４　　原稿排出口
　　２６　　Ｕターン排出ガイド
　　２８　　原稿操作パネル
　　３０　　操作パネル
　　３４　　電源スイッチ
　　３６　　キャビネット
　　３８　　操作制御部
　　７２　　原稿
　　７４（７４Ａ）　　表題
　　７６　　記録用紙
　　１００　　受付情報解析部
　　１０２　　原稿情報取得部
　　１０４　　給紙元情報取得部
　　１０６　　紙折り情報取得部
　　１０８　　最適表題位置判定部
　　１１０　　表題位置設定用テーブルメモリ
　　１１２　　原稿画像／出力用紙向き比較部
　　１１４　　表題位置比較部
　　１１６　　画像回転角度特定部
　　１１８　　読取画像回転指示部
　　２００　　メインコントロール部
　　２０４　　ＣＰＵ
　　２０６　　ＲＡＭ
　　２０８　　ＲＯＭ
　　２１０　　Ｉ／Ｏ
　　２１２　　バス
　　２１４　　ＵＩ制御回路
　　２１８　　ハードディスク
　　２２０　　タイマ回路
　　２２２　　通信回線Ｉ／Ｆ
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