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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿上の画像を読み取って当該画像に基づく画像データを生成する読取手段、画像デー
タに基づく画像を出力する第１の出力手段、及び前記第１の出力手段とは異なる出力方法
で画像データに基づく画像を出力する第２の出力手段を備えた画像処理装置であって、
　前記読取手段により生成された画像データに基づく画像を前記第１の出力手段により出
力する第１の画像処理モード、及び前記読取手段により生成された画像データに基づく画
像を前記第２の出力手段により出力する第２の画像処理モードのいずれかを実行する制御
手段と、
　前記読取手段により読み取られた原稿の数を示す第１のカウンタ値、前記第１の出力手
段により出力された画像の数を示す第２のカウンタ値、及び前記第２の出力手段により出
力された画像の数を示す第３のカウンタ値を管理する管理手段と、
　前記第１のカウンタ値、前記第２のカウンタ値、及び前記第３のカウンタ値にそれぞれ
対応する第１の上限値、第２の上限値、及び第３の上限値を設定する上限値設定手段とを
備え、
　前記制御手段は、前記第１の画像処理モードを実行する際に、前記第１のカウンタ値が
前記第１の上限値より小さく前記第２のカウンタ値が前記第２の上限値より小さい場合に
は、前記第１の画像処理モードを実行し、前記第１のカウンタ値が前記第１の上限値以上
である場合又は前記第２のカウンタ値が前記第２の上限値以上である場合には、前記第１
の画像処理モードを実行せず、前記第２の画像処理モードを実行する際に、前記第１のカ
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ウンタ値が前記第１の上限値より小さく前記第３のカウンタ値が前記第３の上限値より小
さい場合には、前記第２の画像処理モードを実行し、前記第１のカウンタ値が前記第１の
上限値以上である場合又は前記第３のカウンタ値が前記第３の上限値以上である場合には
、前記第２の画像処理モードを実行せず、
　前記管理手段は、前記制御手段が前記第１の画像処理モードを実行したことに応じて、
前記第１のカウンタ値及び前記第２のカウンタ値をカウントアップし、前記制御手段が前
記第２の画像処理モードを実行したことに応じて、前記第１のカウンタ値及び前記第３の
カウンタ値をカウントアップする
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１の出力手段は、画像データに基づく画像を記録媒体上に形成する画像形成手段
を含み、前記第２の出力手段は、画像データを他の装置に送信する送信手段を含むことを
特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記第１のカウンタ値、前記第２のカウンタ値、前記第３のカウンタ値、前記第１の上
限値、前記第２の上限値、及び前記第３の上限値を表示する表示手段を更に備えることを
特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記表示手段は、前記第１の画像処理モードを実行する場合には、前記第１のカウンタ
値、前記第２のカウンタ値、前記第１の上限値、及び前記第２の上限値を表示し、前記第
２の画像処理モードを実行する場合には、前記第１のカウンタ値、前記第３のカウンタ値
、前記第１の上限値、及び前記第３の上限値を表示することを特徴とする請求項３に記載
の画像処理装置。
【請求項５】
　原稿上の画像を読み取って当該画像に基づく画像データを生成する読取手段、画像デー
タに基づく画像を出力する第１の出力手段、及び前記第１の出力手段とは異なる出力方法
で画像データに基づく画像を出力する第２の出力手段を備えた画像処理装置の制御方法で
あって、
　前記読取手段により生成された画像データに基づく画像を前記第１の出力手段により出
力する第１の画像処理モード、及び前記読取手段により生成された画像データに基づく画
像を前記第２の出力手段により出力する第２の画像処理モードのいずれかを実行する制御
工程と、
　前記読取手段により読み取られた原稿の数を示す第１のカウンタ値、前記第１の出力手
段により出力された画像の数を示す第２のカウンタ値、及び前記第２の出力手段により出
力された画像の数を示す第３のカウンタ値を管理する管理工程と、
　前記第１のカウンタ値、前記第２のカウンタ値、及び前記第３のカウンタ値にそれぞれ
対応する第１の上限値、第２の上限値、及び第３の上限値を設定する上限値設定工程とを
備え、
　前記制御工程は、前記第１の画像処理モードを実行する際に、前記第１のカウンタ値が
前記第１の上限値より小さく前記第２のカウンタ値が前記第２の上限値より小さい場合に
は、前記第１の画像処理モードを実行し、前記第１のカウンタ値が前記第１の上限値以上
である場合又は前記第２のカウンタ値が前記第２の上限値以上である場合には、前記第１
の画像処理モードを実行せず、前記第２の画像処理モードを実行する際に、前記第１のカ
ウンタ値が前記第１の上限値より小さく前記第３のカウンタ値が前記第３の上限値より小
さい場合には、前記第２の画像処理モードを実行し、前記第１のカウンタ値が前記第１の
上限値以上である場合又は前記第３のカウンタ値が前記第３の上限値以上である場合には
、前記第２の画像処理モードを実行せず、
　前記管理工程は、前記制御手段が前記第１の画像処理モードを実行したことに応じて、
前記第１のカウンタ値及び前記第２のカウンタ値をカウントアップし、前記制御工程が前
記第２の画像処理モードを実行したことに応じて、前記第１のカウンタ値及び前記第３の
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カウンタ値をカウントアップする
ことを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ム。
【請求項７】
　請求項５に記載の画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿画像を読み取って画像処理を行う画像処理装置および画像処理装置の制
御方法およびプログラムおよび記憶媒体等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、磁気カードやＩＤ番号を管理する管理装置を備えた複写機がある。この種の複写
機においては、ユーザによるコピーに際して、上記の管理装置において部門別コピー枚数
の管理等を行っている。また、近年では、ファクシミリ（ＦＡＸ）機能やプリンタ機能を
併せ持つマルチファンクション機器（ＭｕｌｔｉＦｕｎｃｔｉｏｎＰｅｒｉｐｈｅｒａｌ
機器、以下ＭＦＰ機器）が開発されている。この種のＭＦＰ機器に関しては、ＦＡＸ受信
出力やプリンタ出力枚数を別々に管理できるものや、コピー出力とプリント出力を同一の
部門情報によって管理するものが提案されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ＭＦＰ機器においては従来の複写機とは異なる出力パス（例えば、他の
ＭＦＰ機器で読み込んだ画像を出力する、スキャンを行った原稿の画像データをＦＡＸや
Ｅ－Ｍａｉｌで送信する、ＭＦＰ機器内のハードディスクにスキャナで読み込んだ画像や
ホストコンピュータから送信された画像やＦＡＸで受信した画像を蓄積し、ユーザが必要
な時に読み出す等）で画像を入力・出力することが提案されつつあるが、出力枚数を同一
部門情報として一元的に管理することがますます難しくなってきている。
【０００４】
　これらのパスをまとめると、例えば以下の３つに集約される。
・自機でスキャンしたが自機での出力は行わない（他へ送信）
・自機でスキャンしていないが（外部から受信）自機で出力を行う
・自機でスキャンして自機で出力する
【０００５】
　これら３つのパスを同一部門情報として管理を行おうとすると以下の４つのカウンタを
独立で持っている必要がある。
・自機でスキャンを行った枚数
・外部から受信した画像を出力した枚数
・外部へ送信した画像枚数
・自機でスキャンした画像を出力した枚数
そして、これらの４つのカウンタ情報を使用者に対して随時通知する必要がある。
【０００６】
　しかしながら、同一部門情報とはいえ常時、全てのカウンタ情報を操作部に表示するこ
とは、使用者が部門情報を参照する際に、迅速に所望のカウンタ情報を得ることを阻害し
てしまうという問題点が考えられる。まして、今後、ますます入力・出力のパスが複雑に
なり、より多くのカウンタを保持せざるを得なくなった場合に、この問題はさらに重大に
なってくることが予想される。
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【０００７】
　また、カウンタの値により部門毎の課金を行うのが通常である。従来では、自機でスキ
ャンを行った枚数や自機でスキャンした画像を出力した枚数等は原稿や用紙という物理的
な資源が介在したためカウントアップの指針がはっきりしユーザも納得できていた。
【０００８】
　しかしながら、最近提案されつつあるボックスや送信機能における、スキャナで読み取
られた画像、或いはボックス内に蓄積された画像を外部に送信する場合のカウントアップ
においては、画像圧縮を行う、解像度を指定する、複数の画像が結合されている、ファイ
ル形式等、送信画像の形式も多く、その上、画像をファックスで送信、電子メールに添付
する、ファイルとして特定のディレクトリに配置するというようにその送信方法も多いた
め、カウントアップの指針を明確に決めなければユーザにとって不満要素となる上、ＭＦ
Ｐ機器のカウント部を開発する者にとっても仕様が複雑化し、開発が困難になってしまう
という問題点が予想される。
【０００９】
　また、ＭＦＰ機器においては、入力（スキャン）と出力がそれぞれ非同期で行えるため
、特にカウンタが上限値に達してしまった場合の処理が困難になるという問題点が考えら
れる。
【００１０】
　例えば、自機で入力し自機で出力を行うローカルコピーを例にとると、
・入力は完了したがプリントで上限に達してしまった
・入力の途中で入力カウンタが上限に達してしまった
・入力の途中で入力カウンタが上限に達してしまったがプリントも途中まで行った等、上
限値で処理が中断したという状況でも様々なパターンがあり、予期せずにカウンタが上限
に達してしまうと、その後、作業を再開させるために使用者は、処理が中断した理由と処
理再開方法まで考慮して処理を続行しなければならず、使用者にとって非常に使い勝手が
悪くなっていたという問題点が考えられる。
【００１１】
　さらに、それぞれのカウンタに上限値が設定されている場合、いずれのカウンタが上限
値に達して出力が止められたかが分かり難い上に、いずれかのカウンタが上限値に達した
場合でも、残りの上限値に達していないカウンタだけで動作が可能なモードが存在すれば
、そのモードに関しては処理が可能である。そのため、使用者に対して分かりやすくカウ
ンタ情報を伝えてあげなければ、いずれかのカウンタが上限に達して一旦作業が中断して
しまうと、その後作業を再開するのが容易ではないという問題点も考えられる。
【００１２】
　本発明は、上述したような問題を解決した画像処理装置および画像処理装置の制御方法
およびプログラムおよび記憶媒体を提供することを目的とする。
【００１３】
　そして、本発明は、複数の画像処理モードの中からユーザが設定したモードの画像処理
を実行する場合に、各画像処理モードに応じた複数のカウンタ情報と、各画像処理モード
の上限設定とから各画像処理モードに適応した画像処理を実行できる仕組みを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に係る画像処理装置は、以下の特徴的構成を備える。
【００１５】
　原稿上の画像を読み取って当該画像に基づく画像データを生成する読取手段、画像デー
タに基づく画像を出力する第１の出力手段、及び前記第１の出力手段とは異なる出力方法
で画像データに基づく画像を出力する第２の出力手段を備えた画像処理装置であって、前
記読取手段により生成された画像データに基づく画像を前記第１の出力手段により出力す
る第１の画像処理モード、及び前記読取手段により生成された画像データに基づく画像を
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前記第２の出力手段により出力する第２の画像処理モードのいずれかを実行する制御手段
と、前記読取手段により読み取られた原稿の数を示す第１のカウンタ値、前記第１の出力
手段により出力された画像の数を示す第２のカウンタ値、及び前記第２の出力手段により
出力された画像の数を示す第３のカウンタ値を管理する管理手段と、前記第１のカウンタ
値、前記第２のカウンタ値、及び前記第３のカウンタ値にそれぞれ対応する第１の上限値
、第２の上限値、及び第３の上限値を設定する上限値設定手段とを備え、前記制御手段は
、前記第１の画像処理モードを実行する際に、前記第１のカウンタ値が前記第１の上限値
より小さく前記第２のカウンタ値が前記第２の上限値より小さい場合には、前記第１の画
像処理モードを実行し、前記第１のカウンタ値が前記第１の上限値以上である場合又は前
記第２のカウンタ値が前記第２の上限値以上である場合には、前記第１の画像処理モード
を実行せず、前記第２の画像処理モードを実行する際に、前記第１のカウンタ値が前記第
１の上限値より小さく前記第３のカウンタ値が前記第３の上限値より小さい場合には、前
記第２の画像処理モードを実行し、前記第１のカウンタ値が前記第１の上限値以上である
場合又は前記第３のカウンタ値が前記第３の上限値以上である場合には、前記第２の画像
処理モードを実行せず、前記管理手段は、前記制御手段が前記第１の画像処理モードを実
行したことに応じて、前記第１のカウンタ値及び前記第２のカウンタ値をカウントアップ
し、前記制御手段が前記第２の画像処理モードを実行したことに応じて、前記第１のカウ
ンタ値及び前記第３のカウンタ値をカウントアップすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、複数の画像処理モードの中からユーザが設定したモードの画像処理を
実行する場合に、各画像処理モードに応じた複数のカウンタ情報と、各画像処理モードの
上限設定とから各画像処理モードに適応した画像処理を実行できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
〔第１実施形態〕
以下、図面を参照して、例えばコピー機能およびプリンタ機能を有する画像処理装置およ
び画像処理装置の管理情報表示方法およびシステムおよびシステムの制御方法およびプロ
グラムおよび記憶媒体等に好適な、さらに詳しくは、ネットワークを通じて外部へデータ
を送信する場合の枚数カウント方法と、枚数管理情報を使用者へ通知する方法等について
説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の第１実施形態を示す画像処理装置を適用可能な画像入出力システム１
００の全体構成の一例を示すブロック図である。
【００１９】
　図において、２００はリーダ部（画像入力装置）で、原稿画像を光学的に読み取り、画
像データに変換する。このリーダ部２００は、原稿を読み取るための機能を持つスキャナ
ユニット２１０と、原稿用紙を搬送するための機能を持つ原稿給紙ユニット２５０とで構
成される。
【００２０】
　３００はプリンタ部（画像出力装置）で、記録紙を搬送し、その上に画像データを可視
画像として印字して装置外に排紙する。このプリンタ部３００は、複数種類の記録紙カセ
ットを持つ給紙ユニット３６０と、画像データを記録紙に転写、定着させる機能を持つマ
ーキングユニット３１０と、印字された記録紙をソート、ステイプルして機外へ出力する
機能を持つ排紙ユニット３７０とで構成される。
【００２１】
　１１０は制御装置で、リーダ部２００，プリンタ部３００と電気的に接続され、さらに
ネットワーク（ＬＡＮ）４００を介して、ホストコンピュータ（ＰＣ）１８０，１９０と
接続されている。この制御装置１１０は、リーダ部２００を制御して、原稿の画像データ
を読み込み、プリンタ部３００を制御して画像データを記録用紙に出力してコピー機能を
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提供する。
【００２２】
　また、この制御装置１１０は、リーダ部２００から読み取った画像データを、コードデ
ータに変換し、ネットワーク４００を介してホストコンピュータへ送信するスキャナ機能
、ホストコンピュータからネットワーク４００を介して受信したコードデータを画像デー
タに変換し、プリンタ部３００に出力するプリンタ機能を提供する。
【００２３】
　さらに、この制御装置１１０は、カードリーダ１５５と通信してカード有無や部門番号
を取得し、部門毎のスキャンやプリントの枚数をカウントする。
【００２４】
　１５０は操作部で、制御装置１１０に接続され、液晶タッチパネルで構成され、画像入
出力システム１００を操作するためのユーザＩ／Ｆを提供する。
【００２５】
　なお、本発明は、システム１００とＰＣ１８０、１９０等の外部装置、情報処理装置を
含む全体をシステムとしてとらえてもよいし、図１のようなシステム形態でも適用出来る
。又、リーダ２００とプリンタ３００とは、同一筐体内に内蔵される一体型の装置（デジ
タル複写機等）でも良いし、リーダ２００とプリンタ３００とが互いに独立した別体型の
構成でも良い。このように、本発明は、様様な装置・システムの構成、組み合わせ、にお
いて適用可能である。
【００２６】
　図２は、図１に示したリーダ部２００及びプリンタ部３００の構成を示す断面図であり
、図１と同一のものには同一の符号を付してある。
【００２７】
　リーダ部２００において、２５０は原稿給送ユニットであり、原稿を先頭順に１枚ずつ
プラテンガラス２１１上へ給送し、原稿の読み取り動作終了後、プラテンガラス２１１上
の原稿を排出するものである。原稿がプラテンガラス２１１上に搬送されると、ランプ２
１２を点灯し、そして光学ユニット２１３の移動を開始させて、原稿を露光走査する。こ
の時の原稿からの反射光は、ミラー２１４、２１５、２１６及びレンズ２１７によってＣ
ＣＤイメージセンサ（以下ＣＣＤという）２１８へ導かれる。このように、走査された原
稿の画像はＣＣＤ２１８によって読み取られる。
【００２８】
　２２２はリーダ画像処理部で、ＣＣＤ２１８から出力される画像データに所定の処理を
施し、後述する図４に示すスキャナＩ／Ｆ１４０を介して制御装置１１０へと出力する。
【００２９】
　プリンタ部３００において、３５２はプリンタ画像処理部で、後述する図４に示すプリ
ンタＩ／Ｆ１４５を介して制御装置１１０から送られる画像信号をレーザドライバ３１７
へと出力する。
【００３０】
　レーザドライバ３１７は、レーザ発光部３１３，３１４，３１５，３１６を駆動するも
のであり、プリンタ画像処理部３５２から出力された画像データに応じたレーザ光をレー
ザ発光部３１３，３１４，３１５，３１６を発光させる。このレーザ光はミラー３４０，
３４１，３４２，３４３，３４４，３４５，３４６，３４７，３４８，３４９，３５０，
３５１によって感光ドラム３２５，３２６，３２７，３２８に照射され、感光ドラム３２
５，３２６，３２７，３２８にはレーザ光に応じた潜像が形成される。
【００３１】
　３２１，３２２，３２３，３２４は、それぞれブラック（Ｂｋ），イエロー（Ｙ），シ
アン（Ｃ），マゼンダ（Ｍ）のトナーによって潜像を現像するための現像器であり、現像
された各色のトナーは、用紙に転写されフルカラーのプリントアウトがなされる。
【００３２】
　用紙カセット３６０，３６１及び手差しトレイ３６２のいずれかより、レーザ光の照射
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開始と同期したタイミングで給紙された用紙は、レジストローラ３３３を経て、転写ベル
ト３３４上に吸着され、搬送される。そして、感光ドラム３２５，３２６，３２７，３２
８に付着された現像剤を記録紙に転写する。現像剤の乗った記録紙は定着部３３５に搬送
され、定着部３３５の熱と圧力により現像剤は記像紙に定着される。
【００３３】
　定着部３３５を通過した記録紙は排出ローラ３３６によって排出され、排紙ユニット３
７０は排出された記録紙を束ねて記録紙の仕分けをしたり、仕分けされた記録紙のステイ
プルを行う。
【００３４】
　また、両面記録が設定されている場合は、排出ローラ３３６のところまで記録紙を搬送
した後、排出ローラ３３６の回転方向を逆転させ、フラッパ３３７によって再給紙搬送路
３３８へ導かれる。再給紙搬送路３３８へ導かれた記録紙は上述したタイミングで転写ベ
ルト３３４へ給紙される。
【００３５】
　なお、本実施形態は主に、画像データをフルカラー処理が可能なリーダ２００、プリン
タ３００等について説明するが、本実施形態はこれに限らず、リーダ２００、プリンタ３
００とが両方とも画像データをモノクロ処理するタイプのものでも良いし、何れか一方の
装置・ユニットが、カラー処理可能なものでも良い。このように、様々なタイプのものに
おいて本発明は適用できる。
【００３６】
＜リーダ画像処理部の説明＞
　図３は、図２に示したリーダ画像処理部２２２の詳細な構成を示すブロック図である。
【００３７】
　このリーダ画像処理部２２２では、プラテンガラス２１１上の原稿はＣＣＤ２　１８に
読み取られて電気信号に変換される（ＣＣＤ２１８はカラーセンサの場合、ＲＧＢのカラ
ーフィルタが１ラインＣＣＤ上にＲＧＢ順にインラインに乗ったものでも、３ラインＣＣ
Ｄで、それぞれＲフィルタ，Ｇフィルタ，ＢフィルタをそれぞれのＣＣＤごとに並べたも
のでも構わないし、フィルタがオンチップ化又は、フィルタがＣＣＤと別構成になったも
のでも構わない）。
【００３８】
　そして、そのＣＣＤ２１８から出力された電気信号（アナログ画像信号）は、リーダ画
像処理部２２２に入力され、クランプ＆Ａｍｐ．＆Ｓ／Ｈ＆Ａ／Ｄ部４０１でサンプルホ
ールド（Ｓ／Ｈ）され、アナログ画像信号のダークレベルを基準電位にクランプし、所定
量に増幅され（上記処理順番は表記順とは限らない）、Ａ／Ｄ変換されて、例えばＲＧＢ
各８ビットのデジタル信号（ＲＧＢ信号）に変換される。そして、そのＲＧＢ信号は、シ
ェーディング部４０２で、シェーディング補正及び黒補正が施された後、制御装置１１０
へと出力される。
【００３９】
　なお、ここでは、プリンタ部３００がレーザビーム方式である場合を例にして説明した
が、レーザビーム方式以外の電子写真方式（例えばＬＥＤ方式）でも、液晶シャッタ方式
、インクジェット方式、熱転写方式、昇華方式でもその他のプリント方式であっても本発
明は適用可能である。
【００４０】
　＜制御装置の説明＞
　図４は、図１に示した制御装置１１０の構成を示すブロック図である。
【００４１】
　図において、１１１はメインコントローラで、主にＣＰＵ１１２とバスコントローラ１
１３と図示しない各種Ｉ／Ｆコントローラ回路とから構成される。
【００４２】
　ＣＰＵ１１２とバスコントローラ１１３は、制御装置１１０全体の動作を制御するもの
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であり、ＣＰＵ１１２はＲＯＭ１１４からＲＯＭＩ／Ｆ１１５を経由して読み込んだプロ
グラムに基づいて動作する。また、このプログラムには、ホストコンピュータから受信し
たＰＤＬ（ページ記述言語）コードデータを解釈し、ラスタイメージデータに展開する動
作も記述されており、上記各動作は、ソフトウエアによって処理される。バスコントロー
ラ１１３は、各Ｉ／Ｆから入出力されるデータ転送を制御するものであり、バス競合時の
調停やＤＭＡデータ転送の制御を行う。
【００４３】
　１１６はＤＲＡＭで、ＤＲＡＭＩ／Ｆ１１７によってメインコントローラ１１１と接続
されており、ＣＰＵ１１２が動作するためのワークエリアや、画像データを蓄積するため
のエリアとして使用される。
【００４４】
　１１８はＣｏｄｅｃで、ＤＲＡＭ１１６に蓄積されたラスタイメージデータをＭＨ／Ｍ
Ｒ／ＭＭＲ／ＪＢＩＧ／ＪＰＥＧ等の方式で圧縮し、また逆に圧縮され蓄積されたコード
データをラスタイメージデータに伸長する。１１９はＳＲＡＭで、Ｃｏｄｅｃ１１８の一
時的なワーク領域として使用される。Ｃｏｄｅｃ１１８は、Ｉ／Ｆ１２０を介してメイン
コントローラ１１１と接続され、ＤＲＡＭ１１６との間のデータの転送は、バスコントロ
ーラ１１３によって制御されＤＭＡ転送される。
【００４５】
　１３５はグラフィックプロセッサ（ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒ）で、ＤＲＡＭ
１１６に蓄積されたラスタイメージデータに対して、画像回転，画像変倍，色空間変換，
二値化の処理をそれぞれ行う。ＳＲＡＭ１３６は、ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒ１
３５の一時的なワーク領域として使用される。また、ＳＲＡＭ１３６は、内部に不揮発性
のメモリを含み、後述する各種カウンタ等が格納される。ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓ
ｏｒ１３５は、Ｉ／Ｆ１３７を介してメインコントローラ１１１と接続され、ＤＲＡＭ１
１６との間のデータの転送は、バスコントローラ１１３によって制御されＤＭＡ転送され
る。
【００４６】
　１２１はネットワークコントローラ（ＮｅｔｗｏｒｋＣｏｎｔｏｒｌｌｅｒ）で、Ｉ／
Ｆ１２３によってメインコントローラ１１１と接続され、コネクタ１２２によって外部ネ
ットワークと接続される。ネットワークとしては一般的にイーサネット（登録商標）があ
げられる。
【００４７】
　１２５は汎用高速バスで、拡張ボードを接続するための拡張コネクタ１２４とＩ／Ｏ制
御部１２６とが接続される。汎用高速バスとしては、一般的にＰＣＩバスがあげられる。
【００４８】
　１２６はＩ／Ｏ制御部で、リーダ部２００，プリンタ部３００の各ＣＰＵと制御コマン
ドを送受信するための調歩同期シリアル通信コントローラ１２７が２チャンネル装備され
ており、Ｉ／Ｏバス１２８によって外部Ｉ／Ｆ回路１４０，１４５に接続されている。
【００４９】
　１３２はパネルＩ／Ｆで、ＬＣＤコントローラ１３１に接続され、操作部１５０上の液
晶画面に表示を行うためのＩ／Ｆと、ハードキーやタッチパネルキーの入力を行うための
キー入力Ｉ／Ｆ１３０とから構成される。
【００５０】
　操作部１５０は、液晶表示部と液晶表示部上に張り付けられたタッチパネル入力装置と
、複数個のハードキーを有する。タッチパネルまたはハードキーにより入力された信号は
前述したパネルＩ／Ｆ１３２を介してＣＰＵ１１２に伝えられ、液晶表示部はパネルＩ／
Ｆ１３２から送られてきた画像データを表示するものである。液晶表示部には、本画像処
理装置の操作における機能表示や画像データ等を表示する。
【００５１】
　１３３はリアルタイムクロックモジュールで、機器内で管理する日付と時刻を更新／保
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存するためのもので、バックアップ用電池１３４によってバックアップされている。
【００５２】
　１６１はＥ－ＩＤＥインタフェースで、外部記憶装置を接続するためのものである。本
実施形態においては、このＩ／Ｆを介してハードディスクドライブ１６０を接続し、ハー
ドディスク１６２へ画像データを記憶させたり、ハードディスク１６２から画像データを
読み込む動作を行う。
【００５３】
　１７０は管理装置インタフェースで、画像処理装置と部門毎のスキャン枚数，プリント
枚数等の各種枚数情報を管理する管理装置１７１を接続するための機能ユニットであり、
管理装置１７１へ画像処理装置から制御コマンドを送ったり、管理装置１７１から画像処
理装置へカウンタ情報やイネーブル信号を返信したりするのに使用される。管理装置１７
１は、カードリーダ１７２と接続され、カード毎に固有の部門情報を取得できる。
【００５４】
　１４２，１４７はコネクタで、それぞれリーダ部２００，プリンタ部３００に接続され
、同調歩同期シリアルＩ／Ｆ（１４３，１４８）とビデオＩ／Ｆ（１４４，１４９）とか
ら構成される。
【００５５】
　スキャナＩ／Ｆ１４０は、コネクタ１４２を介してリーダ部２００と接続され、またス
キャナバス１４１によってメインコントローラ１１１と接続されており、リーダ部２００
から受け取った画像に対して所定の処理を施す機能を有し、さらに、リーダ部２００から
送られたビデオ制御信号をもとに生成した制御信号を、スキャナバス１４１に出力する機
能も有する。また、スキャナバス１４１からＤＲＡＭ１１６へのデータ転送は、バスコン
トローラ１１３によって制御される。
【００５６】
　プリンタＩ／Ｆ１４５は、コネクタ１４７を介してプリンタ部３００と接続され、また
プリンタバス１４６によってメインコントローラ１１１と接続されており、メインコント
ローラ１１１から出力された画像データに所定の処理を施して、プリンタ部３００へ出力
する機能を有し、さらに、プリンタ部３００から送られたビデオ制御信号をもとに生成し
た制御信号を、プリンタバス１４６に出力する機能も有する。また、ＤＲＡＭ１１６上に
展開されたラスタイメージデータのプリンタ部への転送は、バスコントローラ１１３によ
って制御され、プリンタバス１４６、ビデオＩ／Ｆ１４９を経由して、プリンタ部３００
へＤＭＡ転送される。
【００５７】
　＜スキャナＩ／Ｆの画像処理部の説明＞
　図５は、図４に示したスキャナＩ／Ｆ１４０の画像処理を担う部分の詳細な構成を示す
ブロック図である。
【００５８】
　図に示すように、リーダ部２００から、コネクタ１４２を介して送られる画像信号に対
して、つなぎ＆ＭＴＦ補正部６０１で、ＣＣＤ２１８が３ラインＣＣＤの場合、つなぎ処
理はライン間の読み取り位置が異なるため、読み取り速度に応じてライン毎の遅延量を調
整し、３ラインの読み取り位置が同じになるように信号タイミングを補正し、ＭＴＦ補正
は読み取り速度によって読み取りのＭＴＦが変るため、その変化を補正する。
【００５９】
　読み取り位置タイミングが補正されたデジタル信号は、入力マスキング部６０２によっ
て、ＣＣＤ２１８の分光特性及びランプ２１２及びミラー２１４，２１５，２１６の分光
特性を補正する。
【００６０】
　入力マスキング部６０２の出力は、ＡＣＳ（オートカラーセレクト）カウント部６０３
及びメインコントローラ１１１へと送られる。
【００６１】
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　図６は、図５に示したＡＣＳカウント部６０３の構成を示すブロック図である。
【００６２】
　ここで、オートカラーセレクト（以下ＡＣＳ）は、原稿がカラーなのか白黒なのかを判
断するものである。つまり、画素ごとの彩度を求めてある閾値以上の画素がどれだけ存在
するかでカラー判定を行うものである。しかし、白黒原稿であっても、ＭＴＦ（Ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎｔｒａｎｓｆｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎ）等の影響により、ミクロ的に見るとエ
ッジ周辺に色画素が多数存在し、単純に画素単位でＡＣＳ判定を行うのは難しい。このＡ
ＣＳ手法はさまざまな方法が提供されているが、本実施形態ではＡＣＳの方法にはこだわ
らない為、ごく一般的な手法で説明を行う。
【００６３】
　前記したように、白黒画像でもミクロ的に見ると色画素が多数存在するわけであるから
、その画素が本当に色画素であるかどうかは、注目画素に対して周辺の色画素の情報で判
定する必要がある。５０１はそのためのフィルタであり、注目画素に対して周辺画素を参
照する為にＦＩＦＯの構造をとる。
【００６４】
　５０２は領域検出回路で、メインコントローラ１１１からセットされたレジスタ５０７
～５１０に設定された値と、リーダ部２００から送られたビデオ制御信号５１２を元に、
ＡＣＳをかける領域信号５０５を作成する回路である。
【００６５】
　５０３は色判定部で、ＡＣＳをかける領域信号５０５に基づき、注目画素に対してフィ
ルタ５０１内のメモリ内の周辺画素を参照し、注目画素が色画素か白黒画素かを決定する
為の色判定部である。５０４はカウンタで、色判定部５０３が出力した色判定信号の個数
を数えるものである。
【００６６】
　メインコントローラ１１１は、読み込み範囲に対してＡＣＳをかける領域を決定し、レ
ジスタ５０７～５１０に設定する（本実施形態では、原稿に対して独立で範囲を決める構
成をとる）。また、メインコントローラ１１１は、ＡＣＳをかける領域内での色判定信号
の個数を計数するカウンタの値を、所定の閾値と比較し、当該原稿がカラーなのか白黒な
のかを判断する。
【００６７】
　レジスタ５０７～５１０には、主走査方向、副走査方向それぞれについて、色判定部５
０３が判定を開始する位置、判定を終了する位置を、リーダ部２００から送られたビデオ
制御信号５１２に基づいて設定しておく。本実施形態では、実際の原稿の大きさよりもそ
れぞれ１０ｍｍ程度小さめに設定している。
【００６８】
　＜プリンタＩ／Ｆの画像処理部の説明＞
　図７は、図４に示したプリンタＩ／Ｆ１４５の画像処理を担う部分の詳細な構成を示す
ブロック図である。
【００６９】
　図に示すように、メインコントローラ１１１から、プリンタバス１４６を介して送られ
る画像信号は、まずＬＯＧ変換部７０１に入力される。ＬＯＧ変換部７０１では、ＬＯＧ
変換でＲＧＢ信号からＣＭＹ信号に変換する。次にモアレ除去部７０２でモアレが除去さ
れる。７０３はＵＣＲ＆マスキング部で、モアレ除去処理されたＣＭＹ信号はＵＣＲ処理
でＣＭＹＫ信号が生成され、マスキング処理部でプリンタの出力にあった信号に補正され
る。ＵＣＲ＆マスキング部７０３で処理された信号は、纒竦ウ部７０４で濃度調整された
後、フィルタ部７０５でスムージング又はエッジ処理される。これらの処理を経て、コネ
クタ１４７を介してプリンタ部３００へと画像が送られる。
【００７０】
　＜ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒの説明＞
　図８は、図４に示したＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒ１３５の詳細な構成を示すブ
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ロック図である。
【００７１】
　図に示すように、ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒ１３５は、画像回転，画像変倍，
色空間変換，二値化の処理をそれぞれ行うモジュールとして画像回転部８０１，画像変倍
部８０２，色空間変換部８０３およびＬＵＴ（ルック・アップ・テーブル）８０４，画像
二値化部８０５を有する。
【００７２】
　ＳＲＡＭ１３６は、ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒ１３５の各々のモジュールの一
時的なワーク領域として使用される。各々のモジュールが用いるＳＲＡＭ１３６のワーク
領域が競合しないよう、予め各々のモジュールごとにワーク領域が静的に割り当てられて
いるものとする。
【００７３】
　ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒ１３５は、Ｉ／Ｆ１３７を介してメインコントロー
ラ１１１と接続され、ＤＲＡＭ１１６との間のデータの転送は、バスコントローラ１１３
によって制御されＤＭＡ転送される。
【００７４】
　バスコントローラ１１３は、ＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒ１３５の各々のモジュ
ールにモード等を設定する制御、及び各々のモジュールに画像データを転送するためのタ
イミング制御を行う。
【００７５】
　＜画像回転部の説明＞
　以下、画像回転部８０１における処理手順を示す。
【００７６】
　Ｉ／Ｆ１３７を介して、ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に画像回転制御のた
めの設定を行う。この設定によりバスコントローラ１１３は画像回転部８０１に対して画
像回転に必要な設定（たとえば画像サイズや回転方向・角度等）を行う。必要な設定を行
った後に、再度、ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に対して画像データ転送の許
可を行う。この許可に従い、バスコントローラ１１３はＤＲＡＭ１１６もしくは各Ｉ／Ｆ
を介して接続されているデバイスから画像データの転送を開始する。
【００７７】
　なお、ここでは回転を行う画像サイズを３２画素ラ３２ラインとし、又、画像バス上に
画像データを転送させる際に２４ｂｙｔｅ（ＲＧＢ各々８ｂｉｔで１画素分）を単位とす
る画像転送を行うものとする。
【００７８】
　上述のように、３２画素×３２ラインの画像を得るためには、上述の単位データ転送を
３２×３２回行う必要があり、且つ不連続なアドレスから画像データを転送する必要があ
る。（図９参照）
【００７９】
　不連続アドレッシングにより転送された画像データは、読み出し時に所望の角度に回転
されているように、ＳＲＡＭ１３６に書き込まれる。例えば、９０度反時計方向回転であ
れば、転送される画像データを、図１０に示すようにＹ方向に書き込んでいく。読み出し
時にＸ方向に読み出すことで、画像が回転される。
【００８０】
　３２画素×３２ラインの画像回転（ＳＲＡＭ１３６への書き込み）が完了した後、画像
回転部８０１はＳＲＡＭ１３６から上述した読み出し方法で画像データを読み出し、バス
コントローラ１１３に画像を転送する。
【００８１】
　回転処理された画像データを受け取ったバスコントローラ１１３は、連続アドレッシン
グを以て、ＤＲＡＭ１１６もしくはＩ／Ｆ上の各デバイスにデータを転送する。
【００８２】
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　こうした一連の処理は、ＣＰＵ１１２からの処理要求が無くなるまで（必要なページ数
の処理が終わったとき）繰り返される。
【００８３】
　＜画像変倍部の説明＞
　以下に画像変倍部８０２における処理手順を示す。
【００８４】
　Ｉ／Ｆ１３７を介して、ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に画像変倍制御のた
めの設定を行う。この設定によりバスコントローラ１１３は画像変倍部８０２に対して画
像変倍に必要な設定（主走査方向の変倍率、副走査方向の変倍率、変倍後の画像サイズ等
）を行う。必要な設定を行った後に、再度ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に対
して画像データ転送の許可を行う。この許可に従い、バスコントローラ１１３はＤＲＡＭ
１１６もしくは各Ｉ／Ｆを介して接続されているデバイスから画像データの転送を開始す
る。
【００８５】
　画像変倍部８０２は、受け取った画像データを一時ＳＲＡＭ１３６に格納し、これを入
力バッファとして用いて、格納したデータに対して主走査、副走査の変倍率に応じて必要
な画素数、ライン数の分の補間処理を行って変倍処理とする。変倍後のデータは再度ＳＲ
ＡＭ１３６へ書き戻し、これを出力バッファとして画像変倍部８０２はＳＲＡＭ１３６か
ら上述した読み出し方法で画像データを読み出し、バスコントローラ１１３に転送する。
【００８６】
　変倍処理された画像データを受け取ったバスコントローラ１１３は、ＤＲＡＭ１１６も
しくはＩ／Ｆ上の各デバイスにデータを転送する。
【００８７】
　＜色空間変換部の説明＞
　以下に色空間変換部８０３における処理手順を示す。
【００８８】
　Ｉ／Ｆ１３７を介して、ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に色空間変換制御の
ための設定を行う。この設定によりバスコントローラ１１３は色空間変換部８０３および
ＬＵＴ（ルック・アップ・テーブル）８０４に対して色空間変換処理に必要な設定（後述
のマトリックス演算の係数、ＬＵＴ８０４のテーブル値等）を行う。必要な設定を行った
後に、再度ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に対して画像データ転送の許可を行
う。この許可に従い、バスコントローラ１１３はＤＲＡＭ１１６もしくは各Ｉ／Ｆを介し
て接続されているデバイスから画像データの転送を開始する。
【００８９】
　色空間変換部８０３は、受け取った画像データ１画素ごとに対して、まず〔数１〕の式
で表される３×３のマトリックス演算を施す。
【数１】

【００９０】
　〔数１〕において、Ｒ，Ｇ，Ｂが入力、Ｘ，Ｙ，Ｚが出力、ａ１１，ａ１２，ａ１３，
ａ２１，ａ２２，ａ２３，ａ３１，ａ３２，ａ３３，ｂ１，ｂ２，ｂ３，ｃ１，ｃ２，ｃ
３がそれぞれ係数である。
【００９１】
　〔数１〕の演算によって、例えばＲＧＢ色空間からＹｕｖ色空間への変換など、各種の
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色空間変換を行うことができる。
【００９２】
　次に、マトリックス演算後のデータに対して、ＬＵＴ８０４による変換を行う。これに
よって、非線形の変換をも行うことができるのである。当然、スルーのテーブルを設定す
ることにより、実質的にＬＵＴ変換を行わないこともできる。その後、色空間変換部８０
３は色空間変換処理された画像データをバスコントローラ１１３に転送する。
【００９３】
　色空間変換処理された画像データを受け取ったバスコントローラ１１３は、ＤＲＡＭ１
１６もしくはＩ／Ｆ上の各デバイスにデータを転送する。
【００９４】
　＜画像二値化部の説明＞
　以下に画像二値化部８０５における処理手順を示す。
【００９５】
　Ｉ／Ｆ１３７を介して、ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に二値化制御のため
の設定を行う。この設定によりバスコントローラ１１３は画像二値化部８０５に対して二
値化処理に必要な設定（変換方法に応じた各種パラメータ等）を行う。必要な設定を行っ
た後に、再度ＣＰＵ１１２からバスコントローラ１１３に対して画像データ転送の許可を
行う。この許可に従い、バスコントローラ１１３はＤＲＡＭ１１６もしくは各Ｉ／Ｆを介
して接続されているデバイスから画像データの転送を開始する。
【００９６】
　画像二値化部８０５は、受け取った画像データに対して二値化処理を施す。本実施形態
では、二値化の手法としては、画像データを所定の閾値と比較して単純に二値化するもの
とする。もちろん、ディザ法、誤差拡散法、誤差拡散法を改良したものなど、いずれの手
法によってもかまわない。
【００９７】
　その後、画像二値化部８０５は二値化処理された画像データをバスコントローラ１１３
に転送する。
【００９８】
　二値化処理された画像データを受け取ったバスコントローラ１１３は、ＤＲＡＭ１１６
もしくはＩ／Ｆ上の各デバイスにデータを転送する。
【００９９】
　＜操作部の説明＞
　図１１は、図１に示した操作部１５０の構成を示す平面図である。
【０１００】
　図において、３００２はＬＣＤ表示部で、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られてお
り、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが押されるとその位置情
報をコントローラ部１１０のＣＰＵ１１２に伝える。
【０１０１】
　３００６はスタートキーで、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに用いる。スタ
ートキー３００６の中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤがあり、その色によってスタートキ
ーが使える状態にあるかどうかを示す。
【０１０２】
　３００７はストップキーで、稼動中の動作を止める働きをする。３００５はＩＤキーで
、使用者のユーザＩＤを入力するときに用いる。３００８はリセットキーで、操作部から
の設定を初期化するときに用いる。３００９ガイドキーで、タッチパネル上に表示されて
いるキーやハードキーの働きを説明するために用いる。３００３はユーザモードキーで、
本体固有のモード設定を行うときに用いる。３００４はテンキーで、置数や倍率を直接入
力する際に使用する。
【０１０３】
　３０１０はクリアキーで、テンキー入力した数値をクリアするときに用いる。３０１２
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は操作部電源スイッチで、操作部のＯＮ／ＯＦＦを行うときに用いる。３０１１は節電キ
ーで、節電モードに入るときに使用する。
【０１０４】
　以下、図１２～図２５を参照して、操作部１５０のＬＣＤ表示部３００２に表示される
各操作画面について詳細に説明する。
【０１０５】
　＜操作画面＞
　図１２は、図１１に示したＬＣＤ表示部３００２に表示される操作画面の一例を示す模
式図である。
【０１０６】
　本発明の画像処理装置が提供する機能は、コピー／送信／ボックス／拡張の４つの大き
なカテゴリに分かれており、これらは操作画面３００２上の上部に表示される４つのメイ
ンタブ（コピータブ３１０１／送信タブ３１０２／ボックスタブ３１０３／拡張タブ３１
０４）に対応している。
【０１０７】
　これらのメインタブ３１０１～３１０４を押下することにより、各カテゴリの画面への
切り替えが行われる。他カテゴリへの切り替えが許可されない場合は、メインタブの表示
色が変わり、メインタブを押しても反応しない。
【０１０８】
　ここで、「コピー」とは、自機が有するスキャナ（リーダ部２００）とプリンタ（プリ
ンタ部３００）を使用して通常のドキュメント複写を行う機能と、自機が有するスキャナ
（リーダ部２００）とネットワークで接続されたプリンタを使用してドキュメントの複写
を行う機能（リモートコピー）を含む。
【０１０９】
　また、「送信」とは、自機が有するスキャナ（リーダ部２００）でスキャンしたドキュ
メントデータを、電子メールで例えばホストコンピュータやサーバーに転送したり，リモ
ートプリンタ（プリンタや他の複写機を含む）に転送したり，ファックスに転送したり，
ファイル転送（ＦＴＰ）およびデータベースに転送する機能であり、あて先を複数指定す
ることが可能である。
【０１１０】
　さらに、「ボックス」とは、自機が有するスキャナ（リーダ部２００）を使用してスキ
ャンした、或いはファックス受信したドキュメントを蓄積しておき、ユーザが任意のタイ
ミングでプリンアウトすることが可能である。拡張はリモートスキャナからのスキャンを
可能とする。
【０１１１】
　＜ＣＯＰＹメイン画面＞
　図１３は、図１２に示したコピータブ３１０１を選択した場合に、図１１に示したＬＣ
Ｄ表示部３００２に表示されるＣＯＰＹメイン画面（コピーメイン画面）の一例を示す模
式図であり、このＣＯＰＹ画面表示時にスタートボタン３００６を押下すると、スキャナ
（リーダ部２００）が動作し、選択されているプリンタから画面上に表示されている各設
定パラメータに応じた複写物が出力される。
【０１１２】
　図１３において、３２１０はＣＯＰＹメイン画面で、画質調整ボタンおよびその表示領
域３２０８，従来の複写機と同様のコピーパラメータ表示３２１１，等倍ボタン３２０１
，拡大縮小（倍率）設定ボタン３２０２，用紙選択ボタン３２０３，ソータ設定ボタン３
２０５およびソータ設定表示３２０４，両面コピー設定ボタン３２０６および両面コピー
設定表示３２０７，濃度インジケータおよび濃度設定ボタン３２０９から構成される。
【０１１３】
　なお、画質調整ボタン３２０８を押下すると、図１４に示すように、画質一覧３３０１
がリスト表示され、その中から所望の画質を選択することができる。
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【０１１４】
　また、前述のコピーパラメータ設定ボタン（拡大縮小（倍率）設定ボタン３２０２，用
紙選択ボタン３２０３，ソータ設定ボタン３２０５，両面コピー設定ボタン３２０６）を
押すと、それぞれに対応した設定を行うためのサブ画面（図１５に示す拡大縮小設定画面
，図１６に示す紙選択画面，図１７に示すソータ設定画面，図１８に示す両面コピー設定
画面）が表示され、従来の複写機での設定と同様にパラメータを設定することができる。
また、濃度設定も、濃度インジケータおよび濃度設定ボタン３２０９により、従来の複写
機と同様に操作することができる。
【０１１５】
　＜送信メイン画面＞
　図１９は、図１２に示した送信タブ３１０２を選択した場合に、図１１に示したＬＣＤ
表示部３００２に表示される送信メイン画面の一例を示す模式図であり、この送信画面表
示時にスタートボタン３００６が押されると、スキャナ（リーダ部２００）が動作し、読
み取った画像データを設定された宛先に指定された送信方法（電子メール形式、ファクシ
ミリ形式など）で送信する処理が開始される。
【０１１６】
　図において、３８００は送信メイン画面で、宛先表示領域３８０１，詳細宛先数表示領
域３８０２，宛先スクロールボタン３８０３，宛先表ボタン３８０４，詳細情報ボタン３
８０５，消去ボタン３８０６，読み込み設定表示領域３８０８，読み込み詳細設定ボタン
３８０７，両面原稿ボタン３８０９，ファイル形式設定ボタン３８１０，送信設定ボタン
３８１１，ファックス宛先設定ボタン３８１２，電子メール宛先設定ボタン３８１３，フ
ァイル宛先設定ボタン３８１４等から構成される。
【０１１７】
　宛先表示領域３８０１には、入力された宛先の一覧が表示される。入力は順次末尾に追
加される。詳細宛先数表示領域３８０２には、現在設定されている宛先数が表示される。
宛先表示領域３８０１から、ある宛先を選択した後、消去ボタン３８０６を押すと、選択
されていた宛先が削除される。
【０１１８】
　図１９の操作画面上のボタン３８１２のユーザ押下に応答し、制御装置は、ファクシミ
リ送信すべき原稿データの相手先アドレス（宛先）を入力する為の設定画面（不図示）を
表示させる。該画面でユーザにより相手先アドレスが入力され確定ボタンが押下されたこ
とに応答し、制御装置は図１９の画面に復帰させる。復帰後は、先の画面で入力された相
手先の宛先を領域３８０１に表示させると共に宛先数を領域３８０２に表示させる。
【０１１９】
　図１９の操作画面上のボタン３８１３のユーザ押下に応答し、制御装置は、電子メール
送信すべき原稿データの相手先アドレス（宛先）を入力する為の設定画面（不図示）を表
示させる。該画面でユーザにより相手先アドレスが入力され確定ボタンが押下されたこと
に応答し、制御装置は図１９の画面に復帰させる。復帰後は、先の画面で入力された相手
先の宛先を領域３８０１に表示させると共に宛先数を領域３８０２に表示させる。
【０１２０】
　図１９の操作画面上のボタン３８１４のユーザ押下に応答し、制御装置は、ファイル送
信すべき原稿データの送信先のホストコンピュータのアドレス（宛先）を入力する為の設
定画面（不図示）を表示させる。該画面でユーザにより相手先アドレスが入力され確定ボ
タンが押下されたことに応答し、制御装置は図１９の画面に復帰させる。復帰後は、先の
画面で入力された相手先の宛先を領域３８０１に表示させると共に宛先数を領域３８０２
に表示させる。
【０１２１】
　図１９の操作画面上のボタン３８１５のユーザ押下に応答し、制御装置は、自装置のハ
ードディスク内の複数のボックスの中の何れかのボックスに格納すべき原稿データの格納
先とするボックスの番号（宛先）を入力する為の設定画面（不図示）を表示させる。該画
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面でユーザによりボックス番号が入力され確定ボタンが押下されたことに応答し、制御装
置は図１９の画面に復帰させる。復帰後は、先の画面で入力されたボックスの番号及びボ
ックス名を領域３８０１に表示させると共に宛先数を領域３８０２に表示させる。
【０１２２】
　宛先の設定がユーザにより完了し操作部の表示内容を図１９の操作画面に復帰した状態
で、操作部１５０のスタートキー（不図示）がユーザにより押下されたことに応答し、制
御装置は、リーダ２００にセットされた原稿の読取処理をリーダ部２００に開始させる。
【０１２３】
　そして、リーダ部２００でスキャンした原稿データを、図１９の操作画面の表示領域３
８０１の表示内容に対応する宛先に送信するよう制御する。
【０１２４】
　例えば、ボタン３８１２の操作を介して宛先（相手先の電話番号）の設定がなされてい
れば、制御装置は、その宛先に該スキャンデータをファクシミリ送信するよう制御する。
【０１２５】
　ボタン３８１３の操作を介して宛先（電子メールアドレス）の設定がなされていれば、
制御装置は、その宛先に該スキャンデータを電子メール送信するよう制御する。
【０１２６】
　ボタン３８１４の操作を介して宛先（ホストコンピュータのアドレス）の設定がなされ
ていれば、制御装置は、その宛先に該スキャンデータをファイル送信するよう制御する。
【０１２７】
　ボタン３８１５の操作を介して宛先（自装置内部のハードディスク内の複数のボックス
のうちの格納先とすべきボックスのボックス番号）の設定がなされていれば、制御装置は
、その宛先（ボックス）に該スキャンデータを格納するよう制御する。なお、ボックスへ
の格納処理は後述するボックス画面を用いても実行可能である。
【０１２８】
　上述のように、リーダ部２００でスキャンした原稿データを、複数種類の出力方法（フ
ァクシミリ出力処理、電子メール出力処理、ファイル出力処理、ボックス格納処理など）
のうちのユーザの所望の出力方法で、出力可能としている。なお、一つの出力方法におい
て、複数の宛先を設定可能とし、複数の宛先が指定されれば、それら指定された複数の宛
先にスキャンデータを出力するよう制御する。
【０１２９】
　また更に、ボタン３８１２～ボタン３８１５を複数選択することにより、これらを一度
にまとめて実行可能としている。例えば、ユーザにより、ボタン３８１２の操作を介して
ファクシミリ送信の宛先が設定され、且つ、ボタン３８１３の操作を介して電子メール送
信の宛先が設定され、ボタン３８１４の操作を介してファイル送信の宛先が設定され、且
つ、ボタン３８１５の操作を介してボックス格納の宛先が設定された場合、それら各種の
異なる出力形式のために設定された宛先を、図１９の操作画面に復帰した際の該操作画面
上の宛先表示領域３８０１上に全て同時に表示するよう制御装置により制御する。
【０１３０】
　そして、スタートキーの押下に応答し、制御装置は、リーダ部２００にて原稿の読取処
理を実行させ、その読み取った原稿データを、図１９の表示領域３８０１に表示されてい
る互いに異なる出力方法の複数の宛先にそれぞれ送信するよう制御する。例えば、表示領
域３８０１にボタン３８１２を介して設定された宛先と、ボタン３８１３を介して設定さ
れた宛先と、ボタン３８１４を介して設定された宛先と、ボタン３８１５を介して設定さ
れた宛先が表示されている場合、制御装置は、スキャンした原稿データを、ボタン３８１
２を介して設定された電話番号の相手先にファクシミリ送信し、且つ、ボタン３８１３を
介して設定された電子メールアドレスの相手先に電子メール送信し、且つ、ボタン３８１
４を介して設定されたホストコンピュータにファイル送信し、且つ、ボタン３８１５を介
して設定されたボックス番号のボックス（自装置内部のハードディスクの指定されたボッ
クス）に出力するよう制御する。
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【０１３１】
　このようにスキャンした原稿データを、複数種類の出力方法の複数の宛先に同時に出力
するよう制御可能としている。
【０１３２】
　そして、さらに本実施形態は、上述の異なる種類の出力方法を有す送信モードのどの出
力方法で送信モードを実行する場合でも、その実行を許可するか禁止するかについても、
制御装置により制御できる。制御装置は、後述の制御装置による制御のもと生成、記憶、
管理、更新、表示可能な、カウンタ情報（上記送信モードの場合は特に読み取り回数に関
わるスキャンカウンタ情報）に基づいた制御により、該送信モードの実行可否を制御可能
に構成している。またその際に、カウンタ情報をユーザに提示報知可能に構成している。
【０１３３】
　送信設定ボタン３８１１を押すと、図２０に示すように、送信文書名入力領域３９０１
、件名入力領域３９０２、本文入力領域３９０３を押すとフルキーボードが表示され、そ
れぞれの入力が可能になる。
【０１３４】
　＜ボックス画面＞
　図２１は、図１２に示したボックスタブ３１０３を選択した場合に、図１１に示したＬ
ＣＤ表示部３００２に表示されるボックスメイン画面の一例を示す模式図であり、スキャ
ナ（リーダ部２００）から読み込んだドキュメントやＰＣ（１８０，１９０）から送信さ
れたドキュメントや不図示のＦＡＸユニットを介して受信したドキュメントをメモリに蓄
積し、ユーザが任意のタイミングでボックス内のドキュメントをプリントまたは送信する
ことができる。
【０１３５】
　このボックスメイン画面は、ボックス番号ボタン３９０１，ボックス情報表示エリア３
９０２，ボックス表示スクロールボタン３９０３，メモリ残量表示エリア３９０４等を有
している。
【０１３６】
　任意のボックス番号のボックス番号ボタン３９０１を押下すると、図２１の画面で選択
したボックスに関わる図２２に示すボックス内容表示画面が表示され、図２１の画面で選
択したボックスの内容が表示される。
【０１３７】
　図２２は、図２１に示したボックス番号ボタン３９０１を押下した場合に、図１１に示
したＬＣＤ表示部３００２に表示されるボックス内容表示画面の一例を示す模式図である
。
【０１３８】
　ボックス内には１つまたは複数のドキュメント（ジョブ）が格納でき（例えば最大１０
０個のジョブを格納可能）、複数のジョブ（複数の一連の原稿データ）が格納されている
場合には、表示領域に表示可能な分だけそれらが一覧表示される（４００１）。この状態
でドキュメントの表示上をタッチするとタッチした位置に表示されているドキュメントが
選択状態となる（４００１）。尚、図２２の例には、図２１で選択されたボックス内に１
個のジョブが格納されていることを意味している。
【０１３９】
　図２２の画面を介して、ユーザにより、そのボックス（図２１で選択したボックス）に
格納されたジョブを少なくとも１個選択可能に構成している（最大１００個選択可能）。
そして更に、図２２の画面を介して、選択したジョブの詳細情報の表示指示や、その選択
したジョブの消去指示や、選択した文書の移動指示や、選択したジョブのプリント指示や
送信指示を、ユーザにより受付可能に構成している。また、このボックスに新たなジョブ
を格納させる指示もユーザにより受付可能に構成している。
【０１４０】
　この状態で、詳細情報ボタン４００４を押すと、ボックスへの受け付け番号，受け付け
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時刻，文書の種類，文書名，ユーザ名，ページ数，部数，解像度，サイズといったドキュ
メントの内容詳細が表示される。
【０１４１】
　消去ボタン４００６を押下すると、選択されたドキュメントがボックス（自装置が具備
するハードディスク内）から消去される。文書移動ボタン４００７を押下すると、選択さ
れたドキュメントを他のボックスへ移動したりコピーしたりできる。
【０１４２】
　プリントボタン４００２を押下すると、図２３に示すボックスプリント画面が表示され
、選択されたドキュメントのプリントができる。
【０１４３】
　また、原稿読み込みボタン４００３を押下すると、図２４に示すボックス原稿読み込み
画面が表示され、表示中のボックス（図２１で選択され、その内容が図２２の画面に表示
されているボックス）にドキュメントを追加できる。
【０１４４】
　さらに、送信ボタン４００５を押下すると、図２５に示すボックス送信画面が表示され
、図２２で選択されたドキュメントの送信ができる。
【０１４５】
　＜カウンタ上限値設定処理の説明＞
　以下、図２６～図３０を参照して、本発明の第１実施形態を示す画像処理装置における
カウンタ上限設定処理について説明する。
【０１４６】
　図２６は、管理者モードにおいて図示しない上限設定ボタンを押下した場合に、図１１
に示したＬＣＤ表示部３００２に表示される部門選択画面の一例を示す模式図である。な
お、この上限設定は、ＰＣ１８０，１９０等からでも設定可能であり、この場合、部門選
択画面は、ＰＣ１８０，１９０のモニタ上に表示させる。
【０１４７】
　なお、ＰＣ上にて表示させる場合には、該画像処理装置とＰＣとをデータ通信可能とし
、必要な情報・コマンドの授受を介して、ＰＣ側での表示（後述の図２７以降のカウンタ
情報の設定画面の表示制御も含む）や、ＰＣ側から入力された指示に従った制御（後述の
カウンタ上限値設定も含む）を画像処理装置に対して実行可能に構成する。
【０１４８】
　図において、２６０１は部門ＩＤ選択表示部で、この部門ＩＤ選択表示部２６０１の右
端を指示することにより、登録された管理部門の部門ＩＤ（ユーザＩＤ）一覧が表示され
、この中からカウンタの上限を設定する管理部門を選択することができる。なお、部門Ｉ
Ｄ一覧にない管理部門を選択したい場合には、図１１に示したテンキー２６０１を選択し
た状態で図１１に示したテンキー３００４より上限値を設定したい管理部門の部門ＩＤ（
ユーザＩＤ）をユーザ（管理者）により入力することができる。
【０１４９】
　２６０２はＯＫボタンで、このボタンを押下すると、図２７に示すカウンタ選択画面に
移行する。２６０３はキャンセルボタンで、このボタンを押下すると、部門選択画面を終
了する。
【０１５０】
　図２７は、図２６に示した部門選択画面内のＯＫボタン２６０２を押下した場合に、図
１１に示したＬＣＤ表示部３００２に表示されるカウンタ選択画面の一例を示す模式図で
ある。なお、ＰＣ１８０，１９０等から上限設定を行う場合、カウンタ選択画面は、ＰＣ
１８０，１９０のモニタ上に表示される。
【０１５１】
　図において、２７０１はカウンタ選択表示部で、このカウンタ選択表示部２７０１の右
端を指示することにより、カウンタの種類（本実施形態では、「読み取った原稿枚数」，
「自機での画像出力枚数」，「外部へ送信した画像送信枚数」，「外部から受信した画像
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の出力枚数」）が表示され、この中からカウンタの上限を設定するカウンタをユーザ（管
理者）により選択することができる。
【０１５２】
　２７０２はＯＫボタンで、このボタンを押下すると、図２８に示す確認画面に移行する
。２７０３はキャンセルボタンで、このボタンを押下すると、カウンタ選択画面を終了す
る。
【０１５３】
　図２８は、図２７に示したカウンタ選択画面内のＯＫボタン２７０２を押下した場合に
、図１１に示したＬＣＤ表示部３００２に表示される確認画面の一例を示す模式図である
。なお、ＰＣ１８０，１９０等から上限設定を行う場合、上限値入力画面は、ＰＣ１８０
，１９０のモニタ上に表示される。
【０１５４】
　図において、２８０１はＯＫボタンで、このボタンを押下すると、図２９に示す上限値
入力画面に移行する。２８０２はキャンセルボタンで、このボタンを押下すると、確認画
面を終了する。
【０１５５】
　図２９は、図２８に示した確認画面内のＯＫボタン２８０１を押下した場合に、図１１
に示したＬＣＤ表示部３００２に表示される上限値入力画面の一例を示す模式図である。
なお、ＰＣ１８０，１９０等から上限設定を行う場合、上限値入力画面は、ＰＣ１８０，
１９０のモニタ上に表示される。
【０１５６】
　図において、２９０１はカウンタ上限値設定部で、このカウンタ上限値設定部２９０１
を選択して操作部１５０のテンキー３００４よりカウンタの上限値を確定することができ
る。尚、設定部２９０１で設定する数値は操作部１５０のテンキー等を介して入力可能に
構成している。
【０１５７】
　２９０２はＯＫボタンで、このボタンを押下すると、カウンタ上限値設定部２９０１で
入力されたカウンタ上限値で設定処理を行う。２９０３はキャンセルボタンで、このボタ
ンを押下すると、上限値入力画面を終了する。制御装置（ＣＰＵ１１２）は、このような
、図２７～図２９を介して設定されたカウンタデータに基づいた管理、記憶、更新、呼出
、表示等の各処理を実行可能に制御しており、図２７～図２９の設定画面等を介して選択
された種類のカウンタに対応付けて上限値を設定登録可能に構成している。例えば、この
例では、「読み取った原稿枚数」のカウンタ，「自機での画像出力枚数」のカウンタ，「
外部へ送信した画像送信枚数」のカウンタ，「外部から受信した画像の出力枚数」のカウ
ンタの各カウンタ毎に独立して上限値を夫々設定可能に構成している。
【０１５８】
　図３０は、本発明の画像処理装置における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、第１実施形態におけるカウンタ上限設定処理手順の一例に対応する。なお、
このフローチャートの処理は、図４に示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他
の記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ４４０１
～Ｓ４４１９は各ステップを示す。
【０１５９】
　まず、ステップＳ４４１９で、図２６に示した部門選択画面の部門選択表示部２６０１
において上限値を設定したい部門を選択する。尚、ステップＳ４４１９の処理を行う前に
、ＣＰＵ１１２は、操作部を介して部門管理設定を行う為のモードの移行への指示をユー
ザにより受け付け、それに応じて、パスワード要求画面（不図示）を操作部に表示させる
。そして、該パスワード要求画面を介して適正なパスワード（例えば管理者コード、或い
は部門ＩＤコード自体でも良い）が操作者により入力されたことを確認した上で、図２６
の画面を操作部に表示させるよう制御する。ステップＳ４４０１において、上限値の設定
を行うか否かを判定する。例えば、図２６に示したキャンセルボタン２６０３が操作者に



(20) JP 4717906 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

より押下されたこと検知した場合、上限値の設定を行わないと判断し、その場合は処理を
終了する。一方、図２６に示したＯＫボタン２６０２が押下されたことに応答し上限値の
設定を行うと判断し、その場合にはステップＳ４４０２に進み、操作部の表示内容を図２
６の操作画面から図２７の操作画面に遷移させる。
【０１６０】
　ステップＳ４４０２では、図２７の操作画面を介して、「読み取った原稿枚数」，「自
機からの画像を出力した枚数」，「外部へ送信した画像枚数」，「外部から受信した画像
を出力した枚数」のいずれのカウンタ上限値を設定するかを操作者により選択させる（図
２７に示したカウンタ種類選択部２７０１，ＯＫボタン２７０２）。尚、図２７の操作画
面の選択部２７０１は該表示領域の右側に設けられたトグルキーを操作者により順次押下
することで、該操作に応答し、選択対象のカウンタを順次切り替可能に構成している。Ｃ
ＰＵ１１２は、図２７の操作画面のＯＫボタン２７０２が操作者により押下された時点で
、その際に選択部２７０１にて選択されているカウンタを、上限値を設定する対象のカウ
ントであると判断する。
【０１６１】
　図２７の操作画面を介して「読み取った原稿枚数」の上限値が操作者により指定された
場合には、ステップＳ４４０３に進み、本当に処理を続行するかを図２８に示した確認画
面を操作部に表示させることにより確認する。設定を行わない場合（図２８に示したキャ
ンセルボタン２８０２が押下されたことを検知した場合）にはそのまま処理を終了し、一
方、設定を行う場合（図２８に示したＯＫボタン２８０１が押下されたことを検知した場
合）にはステップＳ４４０４に進み、操作部の表示内容を図２８の操作画面から図２９の
操作画面へと遷移させる。
【０１６２】
　ステップＳ４４０４では、図２９に示した操作部のテンキーにより実際に上限値（読み
取った原稿枚数の上限値の設定値）の入力を操作者により行わせることにより上限値入力
部２９０１の値を設定させ、ＯＫキー２９０２が押下されたことに応答し、入力値に問題
がなければ（Ｓ４４０５でＹＥＳ）、図２７の操作画面で選択された「読み取った原稿枚
数」のカウンタ（スキャナカウンタ）に対応する上限値として、図２９の選択部２９０１
にセットされた値を確定する（Ｓ４４０６）。一方、入力値に問題があると判定した場合
には（Ｓ４４０５でＮＯ）、ステップＳ４４０３に戻し、操作者による設定を再度やり直
しさせる。
【０１６３】
　また、ステップＳ４４０２で、図２７の操作画面を介して「自機からの画像を出力した
枚数」の上限値を指定したと判断した場合には、ステップＳ４４０７に進み、本当に処理
を続行するかを図２８に示した確認画面を操作部に表示させることにより確認する。設定
を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２８０２が押下された場合）にはその
まま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に示したＯＫボタン２８０１が押下さ
れた場合）にはステップＳ４４０８に進み、図２９の操作画面を表示させる。
【０１６４】
　ステップＳ４４０８では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（自機からの画像を出力した枚数の上限値の設定値）の入力を行
ってＯＫキー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ４４０９でＹＥＳ）、
図２７の操作画面で選択された「自機からの画像を出力した枚数」のカウンタ（ローカル
プリントカウンタ）に対応する上限値として、図２９の選択部２９０１にセットされた値
を確定する（Ｓ４４１０）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ４４０９
でＮＯ）、ステップＳ４４０７に戻る。
【０１６５】
　また、ステップＳ４４０２で、図２７の操作画面を介して「外部からの画像を出力した
枚数」の上限値を指定したと判断した場合には、ステップＳ４４１１に進み、本当に処理
を続行するかを図２８に示した確認画面を操作部に表示させることにより確認する。設定
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を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２８０２が押下された場合）にはその
まま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に示したＯＫボタン２８０１が押下さ
れた場合）にはステップＳ４４１２に進み図２９の画面を表示させる。
【０１６６】
　ステップＳ４４１２では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（外部からの画像を出力した枚数の上限値の設定値）の入力を行
ってＯＫキー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ４４１３でＹＥＳ）、
図２７の操作画面で選択された「外部からの画像を出力した枚数」のカウンタ（リモート
プリントカウンタ）に対応する上限値として、図２９の選択部２９０１にセットされた値
を確定する（Ｓ４４１４）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ４４１３
でＮＯ）、ステップＳ４４１１に戻る。
【０１６７】
　また、ステップＳ４４０２で、図２７の画面を介して「外部へ送信した画像枚数」の上
限値を指定したことを判断した場合には、ステップＳ４４１５に進み、本当に処理を続行
するかを図２８に示した確認画面により確認する。設定を行わない場合（図２８に示した
キャンセルボタン２８０２が押下された場合）にはそのまま処理を終了し、一方、設定を
行う場合（図２８に示したＯＫボタン２８０１が押下された場合）にはステップＳ４４１
６に進み図２９の画面を表示させる。
【０１６８】
　ステップＳ４４１６では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（外部へ送信した画像枚数の上限値の設定値）の入力を行ってＯ
Ｋキー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ４４１７でＹＥＳ）、図２７
の操作画面で選択された「外部へ送信した画像枚数」のカウンタ（送信カウンタ）に対応
する上限値として、図２９の選択部２９０１にセットされた値を確定する（Ｓ４４１８）
。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ４４１７でＮＯ）、ステップＳ４４
１５に戻る。なお、ステップＳ４４０６，Ｓ４４１０，Ｓ４４１４，Ｓ４４１８において
確定された上限値は、図４に示したＳＲＡＭ１３６内の不揮発性のメモリ或いはＨＤ１６
２に格納するようＣＰＵ１１２により制御して、各カウンタ毎にそれぞれそのカウンタに
対応する上限値と対応付け、必要に応じ呼出表示可能に構成する。この値を格納するメデ
ィアは機器の電源が切断された場合にでも保持される蓄積メディアであれば特に限定はな
い。尚、この情報は、ＰＣ側からの指示コマンドに応答し該指示送信元のＰＣに返信可能
に制御する。
【０１６９】
　以上のような図２６～図２９の各操作画面を介してのカウンタ情報の登録処理などを、
各部門毎（部門ＩＤコード毎）に夫々独立して設定可能に構成し、各部門ＩＤ毎に、設定
すべきカウンタの種類の選択処理及び選択したカウンタの上限値の設定処理を、実行可能
に構成し、必要に応じＣＰＵ１１２の制御により呼出可能に構成している。
【０１７０】
　＜カウンタ表示処理の説明＞
　以下、図３１～図４０を参照して、本発明の第１実施形態を示す画像処理装置における
カウンタ表示処理について説明する。
【０１７１】
　図３１は、本発明の第１実施形態を示す画像処理装置において、カウンタが表示された
コピーメイン画面の一例を示す模式図である。ＣＰＵ１１２は、この画面を操作部１５０
に表示させる前段階として、磁気カードやＩＣカードの情報を読取可能なカードリーダ１
５５にセットするか、操作部のＩＤキーを介してＩＤコードを入力するかの何れかの操作
を行う旨の要求画面を操作部に表示しておき、磁気カードやＩＣカードがカードリーダ１
５５にセットされたことに応じ、ＣＰＵ１１２は、その媒体からＩＤコード情報を読み出
して、適正なＩＤであるか否かを判断する認証処理を実行する。また操作部のＩＤキー及
びテンキーを介してＩＤコードが入力されたら、ＣＰＵ１１２はキー入力されたＩＤコー
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ドが適正なＩＤか否かを判断する認証処理を実行する。このように、何れかの認証方法に
よる認証結果により、適正なＩＤコード（部門ＩＤ）が入力されたことを判断したことに
応じて、ＣＰＵ１１２は図３１の操作画面を操作部に表示することを許可する。一方、不
適正なＩＤコードであると認証結果により判断した場合、ＣＰＵ１１２は図３１の操作画
面を操作部に表示させることを禁止するよう制御する。このように、ＣＰＵ１１２により
操作画面の表示を禁止したり許可することにより、当該画像処理装置における動作の実行
を許可するか禁止するかを制御している。尚、このように、本形態では、ＩＤコードの認
証結果に基づいて本画像処理装置の使用の許可／禁止を決定制御するモードでの動作例に
ついて主に説明するが、これに限らず、本形態の画像処理装置は、このようなＩＤコード
の入力を要求せずに本画像処理装置の使用を許可するモードも有しており、両モードのど
ちらのモードで画像処理装置を動作させるかを管理者レベルの設定項目として利用者によ
り選択可能に構成しても良い。
【０１７２】
　図において、４５０６は部門番号で、図１に示したカードリーダ１５５により読み取ら
れた磁気カード又はＩＣカードに格納された部門番号又はＩＤキー３００５から入力され
た部門番号又はユーザＩＤの所属する部門番号が表示される。なお、上述のように、この
部門番号は上記ＣＰＵ１１２による認証結果により適正なＩＤコード（部門番号）である
と判断されたものである。
【０１７３】
　４５０７は識別記号で、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「自機で出力を行った画像
出力枚数カウンタ」，「外部へ送信した画像枚数カウンタ」，「外部から受信した画像の
出力枚数カウンタ」のいずれのカウンタを現在表示しているかを表す。
【０１７４】
　なお、いずれのカウンタを表示するかの選択は、本画像処理装置が具備する複数の画像
処理モード（ローカルコピーモード，ボックス（格納）モード，ボックス（出力）モード
，プリント（送信）モード，プリント（受信）モード，送信モード）のうちの選択対象と
っている画像処理モードに関わるカウンタ情報のうちの残枚数が必要なカウンタの中で最
も上限値に近いカウンタが選択表示するようＣＰＵ１１２により制御している。即ち、こ
の表示例ではローカルコピーモードが選択状態で、そのローカルコピーモードで必要なス
キャン処理に関する「読み取った原稿枚数カウンタ」に対応するカウンタ情報を表示させ
ている。
【０１７５】
　４５０８は現在値／上限値の表示欄であり、現在のユーザＩＤ（部門番号）及び設定モ
ードに基づいて選択されているカウンタの現在の値と上限値を画面上に表示している。即
ち、この表示例では、先の図２７～図２９の操作画面を介して「読み取った原稿枚数カウ
ンタ」の上限値として２０００００枚が設定されており、一方、現在までに、２３１５３
枚分（２３１５３ページ分）のスキャン処理がリーダ部２００により実行済みであること
をユーザに通知しており、なお且つ、上限値を上回っていないため「コピーできます」等
の表示を介して当該画像処理モード（コピーモード）が実行可能である旨を操作者に通知
するよう、ＣＰＵ１１２の制御により操作部を表示制御している。
【０１７６】
　なお、図３１に示す操作画面の表示方法に関し、各画像処理モード毎にそれぞれ対応し
た操作画面を有し、ユーザにより選択された画像処理モードの操作画面を操作部に表示可
能に構成するようタブ形式で表示画面を構成するようＣＰＵ１１２により表示制御してい
る。又、ＣＰＵ１１２は、上記部門ＩＤの認証結果により操作部１５０に対する操作画面
の表示を許可した際に、その最初に操作部に表示すべき操作画面を複数の画像処理モード
のうちのどの画像処理モードの為の操作画面とするかを、不図示の管理者モード画面を介
して操作者（管理者）によりデフォルト設定として登録させておき、その登録情報に基づ
いて、ＩＤ認証処理後に表示すべき画面を決定している。この表示例では、コピーモード
に対応する操作画面をデフォルトして表示させている。そして、タブ形式の操作画面構成
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により、例えば、該画面上の表示部３１０２が操作者により押下されれば、それに応答し
当該操作画面から送信モードの為の操作画面に表示内容を切り替えるよう制御し、該画面
上の表示部３１０３が操作者により押下されれば、それに応答し当該操作画面からボック
スモードの為の操作画面を表示させ、ボタン３１０４が押下されれば拡張モードとして予
め設定されている画像処理モードの為の操作画面を表示させるよう制御している。
【０１７７】
　またさらに、例えば、送信モードの為の操作画面を表示させるならば、該送信モードで
必要な処理（スキャン処理や送信処理）にかかわるカウンタ情報（スキャナカウンタ情報
や外部送信枚数カウンタ情報）の必要な情報も一緒にその画面に表示するよう制御し、ボ
ックス格納モードの為の操作画面を表示させるならば、そのボックス格納モードで必要な
処理（スキャン処理を含む）にかかわるカウンタ情報（スキャナカウンタ情報など）の必
要な情報をその画面に表示させ、ボックス出力モードの為の操作画面を表示させるならば
、そのボックス出力モードで必要な処理（プリント処理を含む）にかかわるカウンタ情報
（プリントカウンタ情報など）の必要な情報をその画面に表示させるよう、ＣＰＵ１１２
により制御する。
【０１７８】
　図３２は、本発明の画像処理装置における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、第１実施形態におけるカウンタ表示処理手順の一例に対応する。なお、この
フローチャートの処理は、図４に示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他の記
憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ４６０１～Ｓ
４６１２は各ステップを示す。
【０１７９】
　まず、ステップＳ４６０１で現在の設定モードに対する残枚数について必要なカウンタ
の上限値チェックが行われる。尚、このステップＳ４６０１の処理を行うのに先立ち、カ
ードリーダ１５５或いは操作部のＩＤキーを介してＩＤコード（部門番号）の入力処理が
操作者により行われたか否かの判断処理や、ＩＤコードの入力がなされたことを判断した
ことに応じて、そのＩＤコードが適正なＩＤコードであるか否かの判断処理等を不図示の
ステップで行う。そして、入力されたＩＤコードが適正であると判断し、操作部にそのＩ
Ｄ（部門コード）に対応する操作画面を表示することを許可する段階で、当該ステップＳ
４６０１の処理を行う。なお、各カウンタ情報は、図２６～図２９等の操作画面に基づく
登録情報や、実際に装置で実行した処理のログ情報等に基づいて、管理装置１７１でユー
ザＩＤ（この例では部門ＩＤ）毎に管理されており、ＣＰＵ１１２からの指示により、各
カウンタ値を読み出したり、カウントアップを行うことができる。また、どの設定モード
に対しどのカウンタと比較するかの詳細は図３３に示す。
【０１８０】
　図３３に示すように、自機のリーダ２００での読み取り処理と自機のプリンタ３００で
の出力処理を必要とするローカルコピー（「コピー」）モードを行うためには、「読み取
った原稿枚数カウンタ」と「自機での画像出力枚数カウンタ」が上限値に達していなけれ
ばよい。また、自機での読み込みにより画像（一連の原稿データ、ジョブとも呼ぶ）を自
機具備するメモリ内（ハードディスク内のボックス）に蓄積する「ボックス（格納）」モ
ードを行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ」が上限値に達していなければよい
。さらに、自機のメモリ内（ハードディスク内のボックス）に蓄積している画像を自機の
プリンタで出力を行う「ボックス（出力）」モードを行うためには、「自機での画像出力
枚数カウンタ」が上限値に達していなければよい。また、自機で読み取った画像を外部の
機器に送信する「プリント（送信）」モード（このモードは、送信したジョブを相手先で
プリントさせるモードとする。例えば、自機で読み取ったジョブを他の画像処理装置でプ
リントさせる場合等に使う）を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「外部
へ送信した画像送信枚数カウンタ」が上限値に達していなければよい。さらに、外部の機
器（ホストコンピュータ、他の画像形成装置等の他の画像処理装置、他のファクシミリ装
置等）から受信した画像を自機で出力を行う「プリント（受信）」を行うためには、「外
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部から受信した画像の出力枚数カウンタ」が上限値に達していなければよい。また、自機
で読み取った画像を外部の機器（ホストコンピュータ、他の画像形成装置等の他の画像処
理装置、他のファクシミリ装置等）へ送信する「送信」モード（このモードは、ホストコ
ンピュータへファイル送信する等の処理や、所望の電子メールアドレスに電子メール送信
する等の、送信する相手先でプリントするか否かは自機側の判断制御の範囲外で、相手先
でプリントするか否かは関係なく、相手先にジョブを送信するモードとする）を行うため
には、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「外部へ送信した画像送信枚数カウンタ」が上
限値に達していなければよい。このように、本画像処理装置が有する複数のモードと複数
の処理とカウンタ情報との関連付けや制限・ルールを定め、適正な管理運用が行えるよう
ＣＰＵ１１２により制御する。
【０１８１】
　なお、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「自機での画像出力枚数カウンタ」，「外部
へ送信した画像送信枚数カウンタ」，「外部から受信した画像の出力枚数カウンタ」等の
各カウンタは、図４に示した管理装置１７１に、ユーザＩＤ毎に格納されているものとす
る。
【０１８２】
　このように、ステップＳ４６０１で現在のユーザＩＤ及び設定モードに対する残枚数に
ついて必要なカウンタの上限値チェックを行った結果、ステップＳ４６０２において現在
の設定モードにおいて残枚数が必要なカウンタのいずれかが上限値に達し設定モードの処
理が実行不可能であると判定しされた場合には、ステップＳ４６１１に進み、実行不可能
である旨を使用者に通知するアラート表示を行う。この通知画面の一例を図３４に示す。
図３４では４８０８に示すようにカウンタが上限値に達した場合、処理が実行不可能であ
ることを示すメッセージ４８０９で通知する。
【０１８３】
　このように、上述のステップＳ４６０１～ステップＳ４６０３の処理を、操作部１５０
に操作画面を表示させる際の所定のタイミングで行う。例えば、電源をＯＮした際や、上
述したように、適正な部門ＩＤコードが入力されてデフォルトの操作画面（図３１や図３
４の例ではコピー画面がデフォルト設定画面として登録されている例）を表示する際や、
タブ形式の操作画面のタブ部（図３１の例でいえば表示部３１０２や３１０３や３１０４
）が押下されたことに応じて選択された画像処理モードの操作画面を操作部に表示遷移さ
せる際、等に、上述のステップＳ４６０１～ステップＳ４６０３の処理を行う。
【０１８４】
　そして、図３１の例は、選択対象の画像処理モードがコピーモードであり、そのコピー
モードのために必要な処理として含まれているリーダ部２００によるスキャナ処理の実行
回数（原稿ページ処理数）の総計（２３１５３回）が該部門ＩＤコードに割り当てられて
いるスキャナカウンタの上限値（２０００００枚）を上回っていないことを管理装置から
の情報に基づいてＣＰＵ１１２により判断した場合の表示制御例であり、ＣＰＵ１１２に
より、この部門ＩＤコード下でのコピーモードの実行を許可するよう制御しており、ユー
ザによる、コピーモードのための設定画面の操作並びに該モードの実行指示を受け付け可
能に制御している。一方、図３４の例は、選択対象の画像処理モードがコピーモードであ
り、そのコピーモードのために必要な処理として含まれているスキャナ処理の実行回数（
原稿ページ処理数）の総計が該部門ＩＤコードに割り当てられているスキャナカウンタの
上限値（２０００００枚）に達していることを管理装置からの情報に基づいてＣＰＵ１１
２により判断した場合の表示例であり、ＣＰＵ１１２は、この部門ＩＤコード下でのコピ
ーモードの実行を禁止するよう制御しており、ユーザによる、操作画面におけるコピーモ
ードのため操作並びにコピーモードの実行指示を受け付け出来ないよう制御する（当該操
作画面のボタンをユーザが押下しても何も反応しない状態にする等の、キー入力を無効状
態にする制御を行う）。
【０１８５】
　なお、例えば、図３４の例のように、スキャン処理の実行回数の総計が上限値の制限に
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抵触してしまっているものの、プリント処理の実行回数の総計は、この部門ＩＤコードの
為に割り当てられたプリントカウンタの上限値（「自機での画像出力枚数カウンタ」の上
限値）に達していないような場合における制御例として、もし、ユーザによる図３４の操
作画面のボタン３１０３の押下により、ボックス（出力）モードが選択された場合には、
当該ボックス（出力）モードは、自機でのスキャン処理を必要としないモードと判断する
為、ＣＰＵ１１２は、図３４の操作画面からボックスモードの為の設定画面に操作部の表
示内容を切り替えるよう制御し、処理が実行可能である旨をユーザに通知すると共に、ユ
ーザによる、該操作画面におけるボックス（出力）モードの為の操作及び当該部門ＩＤコ
ード（ステップＳ４６０１の前処理で入力された部門ＩＤ）下でのボックス（出力）モー
ドの実行指示を受付可能に制御する。但し、ボックス（格納）モードは、スキャン処理を
必要とするモードなので、当該部門コード下でのボックス（格納）モードの実行は禁止す
るようＣＰＵ１１２は制御する。又、図３４の画面上の送信モードを選択する為のタブ３
１０２をユーザが押下した場合も、送信モードのための設定画面に操作部の表示内容を切
り替えること自体は許可するが、送信モードはスキャン処理を必要とするモードであると
判断し、図３４の表示領域４８０９の表示と同様に、カウンタが上限値に達している旨を
ユーザに通知すると共に、当該部門ＩＤコード下での送信モードの実行を禁止し、ユーザ
による、その部門ＩＤコード下での送信モードのための設定操作及び実行指示を受け付け
出来ない状態に制御する。
【０１８６】
　なお、上限値に達しているケースとして、既に実行回数が上限値に達している場合もあ
れば、選択対象の動作モードのための設定画面を表示する段階では上限値に未到達状態だ
が、その表示を許可した操作画面にてユーザにより部数設定等の値数が入力された時点で
、その入力した部数の値と実行回数の総計等の和が上限値を超える場合がある。前者の場
合、例えば、図２６～図２９の設定画面を介して、カウンタの上限値を高くする為の設定
変更がなされるまで該モードの動作の禁止状態を維持可能に制御する。後者の場合は、上
限値の設定変更を行うことで禁止状態を解除可能に制御すると共に、上限値を変更しなく
とも、現在設定されている上限値を超えない範囲内で出力部数を設定するよう、ユーザが
値数を減らす設定変更（上限値を上回らないような枚数設定）を操作画面で行うことに応
じて、禁止状態を解除して該動作モードの実行を許可するようＣＰＵ１１２により制御可
能に構成する。
【０１８７】
　次に、図３２のステップＳ４６１２で、全カウンタが上限値に達していると判定した場
合には、ステップＳ４６１１のアラート表示を繰り返し、上限値の変更が行われるか現在
のカウントがクリアされるまで他の処理を行えないようにする。
【０１８８】
　一方、ステップＳ４６１２で、上限値に達していないカウンタがある（即ち、「全カウ
ンタが上限値に達している」でＮｏ）と判定した場合には、設定されるモードによっては
処理が実行可能であるため、ステップＳ４６０１に戻り再び現在の設定モードに対して残
枚数が必要なカウンタの上限値チェックを行う。
【０１８９】
　一方、ステップＳ４６０２で、処理が実行可能であると判定した場合には、ステップＳ
４６０３に進み、現在の設定モードに対して残枚数が必要なカウンタの中で最も上限値に
近いカウンタを操作部上に表示する（図３１）。
【０１９０】
　この状態で、処理の実行が行われない場合には（ステップＳ４６０４でＮｏ）、ステッ
プＳ４６０１に戻る。一方、図１１に示したスタートキー３００６を押下する等して処理
の実行を行った場合（ステップＳ４６０４でＹｅｓ）、ステップＳ４６０５に進み指定さ
れたモードの画像入出力を行い、ステップＳ４６０６において、その処理に応じたカウン
タを加算する（管理装置１７１内のカウンタをカウントアップさせる）。
【０１９１】
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　次に、ステップＳ４６０７において、連続処理かどうかを判断する。連続処理とは例え
ば、図１１に示したテンキー３００４により部数を複数に設定したり、不図示のフィーダ
に複数枚の原稿を積載した場合等がこれにあたり、連続して画像の読み込みや出力を行う
こととなる。この連続処理と判定された場合、１つの処理を行う度に、ステップＳ４６０
８で現在の設定モードに対して残枚数が必要なカウンタの上限値チェックを行う。手順は
上述したステップＳ４６０１と同じである。その結果、ステップＳ４６０９において現在
処理中のモードが続行不可能であると判断された場合には、ステップＳ４６１１に進み、
アラート表示を行い現在の処理を中断する。
【０１９２】
　一方、ステップＳ４６０９で、現在処理中のモードがさらに続行可能であった場合は、
ステップＳ４６１０に進み、ステップＳ４６０３と同じように現在の設定モードに対して
残枚数が必要なカウンタの中で最も上限値に近いものを選択して操作部上に表示し、ステ
ップＳ４６０５に戻り、次の画像入出力を行う。一連の処理を行った後、現在処理中のＪ
ＯＢが終了した場合には、ステップＳ４６０７で連続処理でないと判定し、ステップＳ４
６０１へ戻る。
【０１９３】
　以下、図３２及び図３５～図４０を参照して、「送信」処理時のカウンタ表示動作につ
いて説明する。
【０１９４】
　図３５～図３８は、ＣＰＵ１１２の制御のもと、図１１に示したＬＣＤ表示部３００２
に表示させる送信モードの為の操作画面の一例を示す模式図である。以下、図３２のフロ
ーチャートに沿って、「送信」処理時のカウンタ表示動作について説明する。
【０１９５】
　まず、「送信」機能を使用するために図３５の送信タブ３１０２を押下して送信機能を
選択する。例えば、図３１や図３４の操作画面上の送信モードを選択する為のタブ３１０
３をユーザが押下することに応答し、ＣＰＵ１１２は操作部の表示内容を図３５の操作画
面に切り替えさせる。ここでは、ファイルボタン４９１０によって読み取った画像（原稿
データ、ジョブとも呼ぶ）を指定した場所へファイル送信する処理を行う場合を例とする
。
【０１９６】
　ここで、図３２のステップＳ４６０１において「送信」処理に対するカウンタの上限値
チェックを行う。図３３の管理テーブルに示したように「送信」処理に対しては、読取処
理と送信処理が必要であり、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「外部へ送信した画像送
信枚数カウンタ」に残枚数が存在する必要がある。送信処理を許可する条件として、ここ
では、「読み取った原稿枚数カウンタ」に関して、及び、「外部へ送信した画像送信枚数
カウンタ」に関して、両カウンタ共に、現在処理済の原稿ページの総計が、注目対象の部
門ＩＤに割り当てられているカウンタの上限値未満であることを条件とする。この例では
、後者の方が上限値に近い状態となっているものと仮定する。そのため図３５の操作画面
例のように、送信モードを設定する為の操作画面上の所定表示領域に、外部へ送信した画
像送信枚数カウンタの情報が表示されるようＣＰＵ１１２により制御する（図３２のステ
ップＳ４６０３）。尚、この場合、ＣＰＵ１１２は、当該部門ＩＤ下での送信モードの実
行を許可するよう制御し、ユーザによる該操作画面における送信モードの為の設定操作及
び送信モードの実行指示を受付可能にする。もし、図３２のステップＳ４６０２で、カウ
ンタが上限値に達していれば、図３２のステップＳ４６１１において、図３４に示したコ
ピー時のアラート通知動作と同様に、ユーザに対してアラートを通知する。この例を図３
６に示す。図３６では、５４０８に「２０００００／２０００００」と示すようにカウン
タは上限値に達しており、操作部の最下部にアラートメッセージを表示している（５４１
０）。なお、この場合、ＣＰＵ１１２は、当該部門ＩＤ下での送信モードの実行を禁止す
るよう制御し、ユーザによる該操作画面における送信モードの為の設定操作及び送信モー
ドの実行指示を無効状態にする。
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【０１９７】
　図３２のステップＳ４６０３でカウンタが表示された後、さらに原稿読み込みの詳細な
設定を行いたい場合には、図３５に示す詳細設定ボタン４９０９を押下し、図３７に示す
メニュー５００９を表示させ、さらにメニュー５００９を選択し、図３８に示す読み込み
設定画面で設定を行う。設定が終了した場合には、図３８のＯＫキー５１０４を押下し、
図３５に示す送信メイン画面に戻り、図１１に示したスタートキー３００６を押下する等
して画像処理を開始する（図３２のステップＳ４６０４，Ｓ４６０５）。
【０１９８】
　次に、図３２のステップＳ４６０６に進み、カウントアップを行うが、「送信」の場合
は送信バイト数に応じてカウントアップを行う。この「送信」の場合のカウントアップ処
理を以下図３９に示す。
【０１９９】
　図３９は、本発明の画像処理装置における第３の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、第１実施形態における「送信」時のカウントアップ処理手順の一例に対応す
る。なお、このフローチャートの処理は、図４に示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４
又はその他の記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、
Ｓ５２０１～Ｓ５２０７は各ステップを示す。
まず、ステップＳ５２０１において、今回の送信バイト数をカウントし、次に前回の送信
処理で１枚カウントアップするバイト数に満たなかった端数のバイト数があれば加算する
（Ｓ５２０２，Ｓ５２０３）。
【０２００】
　そして、このバイト数を１枚カウントアップするのに必要なバイト数で割り、カウント
アップすべき枚数を算出する（５２０４）。その結果を管理装置１７１内のカウンタに通
知しカウントアップを行う（５２０５）。ここでも１枚カウントアップするために必要な
バイト数に満たなかった端数のバイト数があれば、次回の「送信」処理時に加算するため
図４に示したＳＲＡＭ１３６内の不揮発性のメモリ或いはＨＤ１６２にユーザＩＤ毎に格
納する（Ｓ５２０６，Ｓ５２０７）。即ち、「外部へ送信した画像送信枚数カウンタ」は
、送信した画像データバイト数の積算値を「１枚カウントアップするバイト数」で除算し
た値と同等となり、端数を記憶する代りに送信した画像データの積算値を記憶しておき、
積算値を「１枚カウントアップするバイト数」で除算するように構成してもよい。
【０２０１】
　なお、これらの値を格納するメディアは機器の電源が切断された場合にでも保持される
蓄積メディアであれば特に限定はない。
【０２０２】
　以上のようにカウントアップを行った後、図３２の処理に戻り、連続して処理を行うの
であれば（連続処理とは例えば、図１１に示したテンキー３００４により部数を複数に設
定したり、不図示のフィーダに複数枚の原稿を積載した場合等がこれにあたる）、再び上
限値チェックを行い、継続可能であれば適切なカウンタを表示し、処理を続行する。（Ｓ
４６０７～Ｓ４６１０）。ステップＳ４８０８の処理はステップＳ４６０１と同等であり
、ステップＳ４６１０の処理はステップＳ４６０３と同等である。
【０２０３】
　なお、外部に送信した画像枚数を１枚カウントアップさせるのに必要なバイト数を設定
する処理を以下図４０に示す。
【０２０４】
　図４０は、本発明の画像処理装置における第４の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、外部に送信した画像枚数を１枚カウントアップさせるのに必要なバイト数の
設定処理手順の一例に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図４に示したＣＰ
Ｕ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他の記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実
行されるものとする。また、Ｓ５３０１～Ｓ５３０３は各ステップを示す。
【０２０５】
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　まず、管理者モードにおいて図示しない１枚カウントアップさせるバイト数を設定する
ためのボタンを押下すると、ステップＳ５３０１において、本当に設定を行うかどうかの
確認を図１１に示したＬＣＤ表示部３００２に表示する図示しない確認画面により行い、
図示しないキャンセルボタンにより設定処理をキャンセルする場合には何もせずに処理を
終了し、一方、設定を行う場合には、ステップＳ５３０２に進み、図示しない数値入力部
より数値を入力する。もし、入力した値で問題なければ、ステップＳ５３０３で数値を確
定する。一方、ステップＳ５３０３で、数値が確定されず、もう一度数値を入力する場合
には、ステップＳ５３０２に戻り、値を再入力する。この値も１枚カウントアップするた
めに必要なバイト数に満たなかった端数のバイト数情報と同様に図４に示したＳＲＡＭ１
３６内の不揮発性のメモリ或いはＨＤ１６２に格納する。この値を格納するメディアは機
器の電源が切断された場合にでも保持される蓄積メディアであれば特に限定はない。
【０２０６】
　なお、ＰＣ１８０，１９０等から１枚カウントアップさせるバイト数の設定を行う場合
、上述した図示しない確認画面，数値入力画面は、ＰＣ１８０，１９０のモニタ上に表示
される。
【０２０７】
　このように本実施形態は、複数の画像処理モードを有すものにて、コピーモードやプリ
ントモードやボックスモード等の画像処理モードの制御（そのモードの実行を許可するか
否かの制御やモードの操作画面を表示する際の表示制御等を含む）に用いる画像（原稿デ
ータ、印刷データ、ジョブとも呼ぶ）の処理量を示すカウンタ情報を、枚数単位（ページ
枚数単位）で、生成、記憶、管理、更新、表示可能にＣＰＵ１１２により制御する。その
一方で、図３９や図４０に示す処理のように、当該画像処理装置が具備する複数の画像処
理モードのうちの、送信モードの制御（そのモードの実行を許可するか否かの制御やモー
ドの操作画面を表示する際の表示制御等を含む）に用いる画像（原稿データ、印刷データ
、ジョブとも呼ぶ）の処理量を示すカウンタ情報を、ページ枚数とは異なる単位量である
、バイト数等のデータ量単位（バイト数単位）で、生成、記憶、管理、更新、表示可能に
ＣＰＵ１１２により制御する。
【０２０８】
　このような制御をなぜ行うかについて説明する。これは従来であげたような問題を解決
する為のものでもあるが、送信モードを行う環境を想定した場合に、送り先となるコンピ
ュータやサーバ等の外部機器や、或いはこれらの外部機器にデータ送信する為の所定の通
信媒体（ネットワーク）における独自の制限等により、所定のデータ量以上は送信不可で
ある等の設定・情況である等の、送信先側ではデータ量での管理・制限・ルールで運用し
ているにも拘らず、一方、自機（本画像処理装置）側ではコピーモード等の他の画像形成
モードの管理方法をそのまま踏襲・流用している等により枚数管理で運用している等の、
自装置側と送信先とにおけるルールや管理運用方法のギャップが原因で、送信モードを利
用する利用者がわかりづらかったり、操作性が低下したり、無駄な通信エラーの発生する
等の不具合が起きないようにする為のであり、このような不具合にも対処し解消できるよ
うにし、送信先側での管理形態・制限・ルールと、自機側での管理形態・制限・ルールと
のギャップや不整合さ不自然さを解消し、環境に適した操作性の向上、良好な管理運用を
図れるようにする為のものである。
【０２０９】
　なお、送信モードの為の操作画面における送信モードの為の各種の処理条件をユーザに
より設定する為の表示部（原稿のサイズや読取サイズ、原稿タイプ、画質、解像度、等の
各種の設定パラメータをユーザにより設定させる為の操作ボタン等を含む操作表示部）と
一緒に、該操作部表示部と表示領域を区別して表示すべき、送信モードに関わるカウンタ
情報を表示させる為のカウンタ情報表示部に表示させるカウンタ情報、の表示形式に関し
、他の画像処理モードにおけるカウンタ情報の表示形式（処理ページの枚数に関する情報
がユーザにより明示的に識別可能な枚数表示形式）と同様な表示形式、即ち、枚数（ペー
ジ単位）で、表現・表示するよう制御してもよいが（この場合、他の画像処理モードと管
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理、更新等が異なるだけで、カウンタ表示形態は他のモードと同じになる）、送信モード
に関わるカウンタ情報を、他の画像処理モードの為のカウンタ情報の表示形式（枚数）と
は異なる表示形式で、例えば、バイト数等のデータ量単位で（処理ページのデータ量に関
する情報がユーザにより明示的に識別可能なデータ量表示形式）で、送信モードの為の操
作画面上のカウンタ情報表示部に表示させるようＣＰＵ１１２により制御可能に構成する
。尚、このように、送信モードのカウンタ情報の表示形式を複数種類設けておき、送信モ
ードのカウンタ情報を、他の画像処理モードと同様の表示形式（ページ枚数表示）で表示
させるモードと、他の画像処理モードと異なる表示形式（バイト数表示）で表示させるモ
ードの、両方を有し、不図示の管理者モード等により、操作者（この場合管理者）により
所望の表示形式のモードの方を選択可能に構成しても良い。もちろん、前者のモード（送
信モードのカウンタ情報を他の画像処理モードと同様の表示形式（ページ枚数表示）で表
示させるモード）のみを持つ構成でも良いし、後者のモード（送信モードのカウンタ情報
を他の画像処理モードと異なる表示形式（バイト数等のデータ量表示形式）で表示させる
モード）のみを持つ構成でも良い。このように、操作者に適した管理形態で運用可能に構
成できればよい。
【０２１０】
　なお、後者のモードに関し、ユーザには、送信モードに必要な処理（例えば、リーダ２
００によるスキャン処理や、送信処理を含む）の、注目対象の部門ＩＤに割り当てられて
いる、上限値が、いくつかであるかをユーザにより識別可能にする第１の通知として、バ
イト数等のデータ量形式で、送信モードにおける前記上限値を、操作部の送信モードに関
する操作画面上に表示・報知可能にする（例えば、枚数で設定されていてもバイト数に換
算した上で表示する）。また、送信モードで必要な処理（例えば、リーダ２００によるス
キャン処理や、送信処理を含む）で現在までに何枚処理したかに関するジョブの処理量の
総計がいくつであるかをユーザにより識別可能にする第２の通知として、バイト数等のデ
ータ量形式で、前記総計値を、操作部の送信モードに関する操作画面上に表示・報知可能
にする（例えば、枚数で総計の計算がされていても、それをバイト数に換算した上で提示
表示する）。又、送信モードに関する処理で、その部門に割り当てられている上限値を超
えていない場合において、残りあと何枚、その部門ＩＤ下において送信モードの実行をで
きるかに関する処理許容残枚数の値がいくつであるかをユーザにより識別可能にする第３
の通知として、バイト数等のデータ量形式で、前記残枚数値を操作部の送信モードに関す
る操作画面上に表示・報知可能にする（例えば、枚数単位で許容残枚数が計算されていて
もバイト数に換算した上で残枚数を表示する）。又、更に、送信モードで実際に原稿デー
タを外部装置へ送信する、少なくとも直前或いはそれ以前のタイミング、及び、送信モー
ドで実際に外部装置へデータを送信している最中のタイミング、及び、送信モードで実際
に外部装置へ原稿データを送信した直後のタイミング、を含む、複数の送信タイミングの
少なくとも何れかのタイミングにおいて、操作部１５０の画面上に、選択された送信モー
ドで処理すべき処理対象の原稿データの処理量（そのジョブ内に含まれる原稿ページの枚
数）がいくつかであるかをユーザにより識別可能にする第４の通知として、バイト数等の
データ量形式で、そのジョブの処理量を操作部の画面上に表示・報知可能にする（例えば
、枚数でそのジョブの処理量が計算されていてもバイト数に換算した上で表示する）。こ
のようにＣＰＵ１１２により各種の表示制御を実行する。尚、上述の第１～第４の通知に
関し、少なくとも何れかの通知のみを実行可能に構成してもよいし、これら複数の通知を
同一画面上で全て表示したり、選択的に何れかの通知のみを表示・報知可能にするよう、
ＣＰＵ１１２により制御しても良い。
【０２１１】
　このように、複数の画像処理モードのうちの送信モードと、非送信モード（ローカルコ
ピーモード、受信プリントモード、ボックス出力モード等を含む）とで、ユーザに対する
カウンタ情報の報知方法を夫々区別可能に制御しており、送信モードで必要な処理（例え
ば、スキャン処理）に関わる管理情報としてのカウンタ情報（スキャナカウンタ情報）を
、非送信モードで必要な処理（例えば、コピーモードや受信プリントモード等でのプリン
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ト処理）に関わる管理情報としてのカウンタ情報（プリントカウンタ情報）を操作者に報
知する際の報知形態（枚数表示形式）とは異なる報知形態（データ量表示形式）で、操作
者に報知可能に構成・制御する。
【０２１２】
　なお、本実施形態では、主に、報知ユニットの一例としての画像処理装置の操作部の表
示部、或いはＰＣ１８０や１９０等のホストコンピュータを含む外部装置の操作部の表示
部に、カウンタ情報を表示させることで、カウンタ情報に関するユーザへの報知処理を実
行させるよう制御する場合について説明しているが、本形態はこれに限らず、カウンタ情
報に関する情報を、ユーザに対して、報知ユニットの別の例としての不図示の音声ユニッ
ト（本画像処理装置が具備する不図示の音声出力ユニットや、ホストコンピュータが具備
する不図示の音声出力ユニットなど）により、音声出力させるよう制御することで、カウ
ンタ情報に関する利用者への報知処理を行うようにしても良い。例えば、送信モードに必
要な処理に関わるカウンタ情報を報知する場合、処理データのバイト数等のデータ量が利
用者により明示的に分る形式で音声ユニットより読み上げるよう制御し、非送信モードに
必要な処理に関わるカウンタ情報を利用者に報知する場合、処理データの処理ページ枚数
が利用者により明示的に理解できる形式で音声ユニットにより読み上げるよう制御する。
何れにしても、カウンタ情報を欲している利用者に対して、所望のカウンタ情報を所望の
画像処理モードに適した報知形態で報知可能に構成・制御できれば良い。又、勿論、上述
の送信モードに関わるカウンタ情報の報知制御に関し、処理対象の原稿データをモノクロ
データとしてい処理するか、カラーデータとして処理するかの、モノクロ／カラーで、夫
々、独立して区別可能に制御する。
【０２１３】
　本実施形態では、ＭＦＰの機能としてコピー，ボックス，送信，プリントを挙げたが、
読み取った原稿枚数、自機で出力を行った画像出力枚数、外部へ送信した画像枚数、外部
から受信した画像の出力枚数、上限値を管理するカウンタの組み合わせで制御、管理可能
であるその他の機能についても本発明に含まれるものである。
【０２１４】
　以上説明したように、本実施形態では、管理装置１７１により管理される使用者を特定
可能なＩＤ別に、リーダ部２００によって読み取った原稿枚数、自機のプリンタ部３００
を使用して画像を出力した出力枚数、ネットワーク上の他の機器から受信した画像を出力
した出力枚数、ネットワーク上の他の機器へ送信した画像枚数といった複数の枚数情報（
カウンタ）を管理装置１７１で、それぞれ独立に管理し、図３０に示したように、ＩＤ毎
に読み取り原稿枚数、自機で出力する画像の出力枚数、外部から受信した画像の出力枚数
、外部へ送信した画像の枚数といった複数の枚数情報の上限値をそれぞれ設定し、図３２
に示したように、カウンタが上限値に達するまでは、複数の枚数情報及びそれぞれの上限
値情報を同一管理部門に属する複数のカウンタの中からいずれかを選択して現在のカウン
タ値と上限値を操作部上に表示し、カウンタが上限値に達してしまった場合にはアラート
を出して処理続行不可能を通知するようにＣＰＵ１１２が制御するので、使用者に対して
のカウンタ情報の認識を容易にし、また、外部へ送信した画像枚数については、図３９に
示したように、重量カウント（バイト数）を行い、カウントアップの指針を明確且つ公平
にしてユーザの不満要素を取り除くと共に、開発者の工数も軽減することができる。
【０２１５】
　そして、上述したように、本形態の制御装置は、複数の機能・モードを有すものにて、
それぞれのモードや機能にて処理される原稿或いはページの処理状況としての処理枚数情
報を、各機能（各画像処理モード）毎に区別可能に管理制御を行う。
【０２１６】
　本実施形態の制御装置は、自機のスキャナでスキャン処理したジョブ（原稿データ）を
自機のプリンタでプリントするローカルコピーモード、自機のスキャナ或いは外部機器か
ら入力したジョブを自機のハードディスク内のボックスに格納するボックス格納モード、
自機のハードディスク内のボックスに格納されたジョブを自機のプリンタでプリントする
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ボックスプリントモード、外部装置（他の複写機やホストコンピュータやファクシミリな
どの外部装置）から受信したジョブを自機のプリンタでプリントするリモートコピーモー
ドや受信プリントモード、等の画像処理モードにおいて、処理対象の原稿（或いはページ
）の処理量に関する管理情報を、枚数データ（１ページ単位）で、生成・記憶・管理・更
新・呼出・表示可能に制御する。そして、本形態の操作部を含む各種のユーザインターフ
ェースを介して入力されたコマンドデータにより、管理者或いは一般ユーザから、これら
の画像処理モードにかかわる管理情報が要求された場合、本形態の制御装置は、処理した
原稿（ページ）の処理量に関する管理情報を、適正な操作画面（例えば、図３４や後述す
る図４４や図４８や図５２等のＵＩ）上の適正な表示領域（例えば、図３４の操作画面上
の表示部４８０８、図４４の表示部１４９０８、図４８の表示部５５１０、図５２の表示
部５９１０等）に、枚数（１ページ単位）で、表示可能に制御し、これらの画像処理モー
ドの管理情報を処理枚数で管理者或いは一般ユーザに報知可能に制御する。
【０２１７】
　そして更に本形態の制御装置は、上記の制御を原稿データをカラーデータで処理する場
合（カラーモード）と、モノクロデータで処理する場合（モノクロモード）とで、夫々独
立して上記管理情報を生成・管理・更新・呼出・表示可能に制御する。
【０２１８】
　そして更に、本形態の制御装置は、上記のような画像処理モードにおける管理形態・制
御とは区別して、自機のスキャナでスキャン処理したジョブ（原稿データ）を外部装置（
コンピュータやサーバやファクシミリ装置や他の画像処理装置を含む少なくとも何れかを
含む）に送信する送信モード（電子メール送信や、ファクシミリ送信、インターネットフ
ァクシミリ送信等の少なくとも何れかを含む）において、処理対象の原稿（或いはページ
）の処理量に関する管理情報を、上記枚数データ（１ページ単位）とは異なる管理形態で
、例えば、バイト数等の所定のデータ量単位（形式）で、生成・記憶・管理・更新・呼出
・表示可能に制御する。そして、本形態の操作部を含む各種のユーザインターフェースを
介して入力されたコマンドデータにより、管理者或いは一般ユーザから、上記送信モード
にかかわる管理情報が要求された場合、本形態の制御装置は、処理した原稿（ページ）の
処理量に関する管理情報を、適正な操作画面（例えば、送信モードの設定画面等）上の適
正な表示領域（送信モードにおける各種のモード設定の為の表示エリアとは異なる例えば
、設定されたパラメータや、ステータスを表示する表示領域）上に、枚数とは異なる表現
形式、例えば、バイト数等の所定のデータ量単位で、表示可能に制御し、これらの画像処
理モードの管理情報をデータ量形式で管理者或いは一般ユーザに報知可能に制御する。
【０２１９】
　これにより、従来であげているような問題も解決でき、また、例えば、送信モードを行
う環境を想定した場合に、送り先となるコンピュータやサーバ等の外部機器や、或いはこ
れらの外部機器にデータ送信する為の所定の通信媒体（ネットワーク）における独自の制
限等により、所定のデータ量以上は送信不可である等の設定・情況である等の、送信先側
ではデータ量での管理・制限・ルールで運用しているにも拘らず、自機（本画像処理装置
）側ではコピーモード等の他の画像形成モードの管理方法をそのまま踏襲・流用している
等により枚数管理で運用している等の、自装置側と送信先での管理運用方法のギャップが
原因で、送信モードを利用する利用者がわかりづらかったり、操作性が低下したり、無駄
な通信エラーの発生する等の不具合を解消でき、送信先側での管理形態・制限・ルールと
、自機側での管理形態・制限・ルールとのギャップや不整合さ不自然さを解消し、環境に
適した操作性の向上、良好な管理運用を図れる。
【０２２０】
　なお、データ量を操作者に報知（表示する方法）としては、例えば、枚数表現とは異な
るデータ量を示す数値（例えば、２メガバイト単位等の所定のバイト数単位）で、表現し
ても良いし、棒グラフ等のバー形式で表現してもよい。又、上記送信モードにかかわる管
理情報に関し、枚数データでも生成・管理・更新・呼出・表示可能に制御しても良い。又
、上記送信モードにかかわる管理情報に関し、生成・管理・更新等の処理自体はデータ量
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単位で管理するが、操作者に報知（表示）する際には、該データ量に基づいて算出した枚
数形式（ページ単位）で、報知可能に制御する構成でも良い。何れにしても利用者のニー
ズに即した利用者にとって最適な管理運用方法を実現できれば良い。
【０２２１】
　そして更に本形態の制御装置は、上記の制御を原稿データをカラーデータで処理する場
合（カラーモード）と、モノクロデータで処理する場合（モノクロモード）とで、夫々独
立して上記管理情報を生成・管理・更新・呼出・表示可能に制御する。
【０２２２】
　このように、本実施形態によれば、従来にて懸念される問題を解消でき、管理者にとっ
て管理しにくくなったり操作者に対する操作性が低下してしまう等の問題が生じるのを未
然に防止でき、利用者にとって管理しやすい、使い勝手がよい、環境を構築、提供でき、
ユーザからの様々なニーズに対応できる。
【０２２３】
　〔第２実施形態〕
【０２２４】
　上記第１実施形態では、単に、設定されたモードにおいて残枚数が必要なカウンタのい
ずれかが上限値に達している場合には、そのモードの処理が実行不可能である旨の警告を
操作者に通知する構成のため、処理開始時点では、上限値に達していなくても、操作者の
設定によっては、処理の途中で上限値に達してしまい処理を続行できない場合があった。
そこで、本実施形態では、操作者が入出力したいモードや置数を設定した時点で、その設
定のまま処理を開始するとカウンタの上限値を越えてしまう場合に事前に操作者に通知す
るように構成する。以下、その実施形態について説明する。
【０２２５】
　＜カウンタ上限値設定処理の説明＞
　図４１は、本発明の画像処理装置における第５の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、第２実施形態におけるカウンタ上限設定処理手順の一例に対応する。なお、
このフローチャートの処理は、図４に示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他
の記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ４４０１
～Ｓ４４１４，Ｓ４４１９は各ステップを示す。
【０２２６】
　なお、図３０と同一のステップには同一のステップ番号を付してある。
【０２２７】
　また、本実施形態の画像処理装置では、実行可能な処理を「ローカルコピー」，「ボッ
クス（格納）」，「ボックス（出力）」，「プリント（送信）」，「プリント（受信）」
とし、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「自機からの画像を出力した枚数カウンタ」，
「外部からの画像を出力した枚数カウンタ」を備えるものとするが、その他の処理を実行
可能とし他カウンタを備えるように構成していてもよい。この点以外は図３０と同様であ
るため、このフローチャートの詳細な説明は省略する。
【０２２８】
　＜カウンタ表示処理の説明＞
　以下、図４２，図４３を参照して、本発明の第２実施形態を示す画像処理装置における
カウンタ表示処理について説明する。なお、カウンタが表示されたコピーメイン画面につ
いては、上記第１実施形態で示した図３１と同様である。
【０２２９】
　図４２は、本発明の画像処理装置における第６の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、第２実施形態におけるカウンタ表示処理手順の一例に対応する。なお、この
フローチャートの処理は、図４に示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他の記
憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ４６０１～Ｓ
４６１７は各ステップを示し、図３２と同一のステップには同一のステップ番号を付して
ある。
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【０２３０】
　まず、ステップＳ４６０１で現在のユーザＩＤ及び設定モードに対する残枚数について
必要なカウンタの上限値チェックが行われる。どの設定モードに対しどのカウンタと比較
するかの詳細は図４３に示す。
【０２３１】
　図４３に示すように、自機での読み取りと自機での出力を必要とするローカルコピー（
「コピー」）を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ」と「自機での画像出力枚
数カウンタ」が上限値に達していなければよい。また、自機での読み込みにより画像をメ
モリ内に蓄積する「ボックス（格納）」を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ
」が上限値に達していなければよい。さらに、自機のメモリ内に蓄積している画像を自機
で出力を行う「ボックス（出力）」を行うためには、「自機での画像出力枚数カウンタ」
が上限値に達していなければよい。また、自機で読み取った画像を外部の機器に送信する
「プリント（送信）」を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「外部へ送信
した画像送信枚数カウンタ」が上限値に達していなければよい。さらに、外部の機器から
受信した画像を自機で出力を行う「プリント（受信）」を行うためには、「外部から受信
した画像の出力枚数カウンタ」が上限値に達していなければよい。
【０２３２】
　なお、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「自機での画像出力枚数カウンタ」，「外部
へ送信した画像送信枚数カウンタ」等の各カウンタは、図４に示した管理装置１７１にユ
ーザＩＤ毎に格納されているものとする。
【０２３３】
　このように、ステップＳ４６０１で現在の設定モードに対する残枚数について必要なカ
ウンタの上限値チェックを行った結果、ステップＳ４６０２において現在の設定モードに
おいて残枚数が必要なカウンタのいずれかが上限値に達し設定モードの処理が実行不可能
であると判定しされた場合には、上記第１実施形態の図３２と同様にステップＳ４６１１
に進み、実行不可能である旨を使用者に通知するアラート表示を行う。なお、ステップＳ
４６１１，Ｓ４６１２の詳細な説明は上記第１実施形態と同様であるので省略する。
【０２３４】
　一方、ステップＳ４６０２で、処理が実行可能であると判定した場合には、ステップＳ
４６０３に進み、上記第１実施形態と同様に、現在の設定モードに対して残枚数が必要な
カウンタの中で最も上限値に近いカウンタを操作部上に表示する（図３１）。
【０２３５】
　次に、ステップ４６１３において、事前に上限値チェックを行うかどうかを判定する。
チェックを行うかどうかの認定手順については後述する。もし、チェックを行うよう設定
されていると判定した場合には、ステップＳ４６１４に進み、現在の設定モードまたは置
数により入力，出力枚数が最小限何枚になるかを算出する。例えば、自機で読み込んで出
力を行う「ローカルコピー」において図１１に示したテンキー３００４を用いて置数を「
３」と設定して標準的なコピーを行う場合の最小必要カウンタ残数を考えてみると、最低
でも原稿が「１」枚読み込まれ、「３」枚の出力用紙が得られるので、読み取った原稿枚
数カウンタに残枚数が「１」以上で、自機での画像出力枚数カウンタに残枚数が「３」以
上でなければ確実に処理途中に上限値に達してしまう。つまり、このモード設定例では、
「読み取った原稿枚数カウンタ」に残枚数が「１」以上で、且つ「自機での画像出力枚数
カウンタ」に残枚数が「３」以上でない場合、ステップＳ４６１５の判断によりステップ
Ｓ４６１６に進み、上限値に達することを使用者に通知する。この通知画面の一例を図４
４に示す。図４４では１４９０７，１４９０８に示すように、１４９０６に示す部門の自
機での画像出力カウンタの残数が「２０００００枚－１９９９９８枚＝２枚」しかないの
にも関わらず、１４９１０に示すように置数が「３」なので、操作部の下部に上限値に達
してしまう旨を通知するためのメッセージ１４９０９が表示されている。
【０２３６】
　また次に、両面に画像が配置されている原稿を片面用紙に出力する「両片モード」で置
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数が「３」だった場合の例で考えると、最低でも「１」枚の両面原稿を読み取る（＝「２
」画像読み込む）ため、読み取った原稿枚数カウンタに残枚数は「２」以上、且つ、置数
「３」の場合には自機での画像出力枚数力ウンタに残枚数が「２×３＝６」以上なければ
確実に処理途中に上限値に達してしまう。
【０２３７】
　このように、ステップＳ４６１５で、上限値に達することが確実であると判定した場合
、ステップＳ４６１６で使用者に通知することで、使用者が設定を変更することが可能と
なる。
【０２３８】
　ここで、設定を変更する場合（ステップＳ４６１７で処理続行しないと判定した場合）
には、ステップ４６０１に戻り、変更されたモードについて再び残枚数が必要なカウンタ
の上限値チェックを行う。
【０２３９】
　一方、上限値に達することが分かっていながらも使用者の意思で、図１１に示したスタ
ートキー３００６を押下する等して、そのまま処理を続行する場合（ステップＳ４６１７
で処理続行すると判定した場合）には、ステップ４６０４に進む。なお、ステップＳ４６
１５で、上限値に達することが確実でないと判定した場合にも、ステップＳ４６０４の処
理に進む。
【０２４０】
　この状態で、処理の実行が行われない場合には（ステップＳ４６０４でＮｏ）、ステッ
プＳ４６０１に戻る。一方、図１１に示したスタートキー３００６を押下する等して処理
の実行を行った場合（ステップＳ４６０４でＹｅｓ）、ステップＳ４６０５に進み指定さ
れたモードの画像入出力を行い、その処理に応じたカウンタを加算する（ステップＳ４６
０６）。
【０２４１】
　次に、ステップＳ４６０７において、連続処理かどうかを判断する。連続処理とは例え
ば、図１１に示したテンキー３００４により部数を複数に設定したり、不図示のフィーダ
に複数枚の原稿を積載した場合等がこれにあたり、連続して画像の読み込みや出力を行う
こととなる。連統処理をユーザが設定したかどうかについて、置数枚数という設定であれ
ば、ステップＳ４６１４で算出を行う段階で認識できるため、予め置数を考慮した上限値
チェックが行えるが、不図示のフィーダに複数枚の原稿を積載した場合等は、実際に画像
入出力処理を実行するまで検知できず、ステップＳ４６１４で算出する段階では認識でき
ないため，ステップＳ４６１４では、常に原稿について最小限である１枚が積載されたと
仮定して算出を行う。これにより、原稿が１枚だけ積載された場合に必要なカウンタの残
数は満たしていても、実際に不図示のフィーダに複数枚の原稿を積載した場合にはステッ
プＳ４６１６で通知が行われることなく、ステップＳ４６０７で上限値チェックに引っか
かることもあり得る。このように、ステップＳ４６０７での設定モードに対して残枚数が
必要なカウンタの上限値チェックは連続処理中、１つの処理を行うたびに行われるが、そ
の手順は上述したステップＳ４６０１と同じである。
【０２４２】
　その結果、ステップＳ４６０９において現在処理中のモードが続行不可能であると判断
された場合には、ステップＳ４６１１に進み、アラート表示を行い現在の処理を中断する
。
【０２４３】
　一方、ステップＳ４６０９で、現在処理中のモードがさらに続行可能であった場合は、
ステップＳ４６１０に進みステップＳ４６０３と同じように現在の設定モードに対して残
枚数が必要なカウンタの中で最も上限値に近いものを選択して操作部上に表示し、ステッ
プＳ４６０５に戻り、次の画像入出力を行う。一連の処理を行った後、現在処理中のＪＯ
Ｂが終了した場合には、ステップＳ４６０７で連続処理でないと判定し、ステップＳ４６
０１へ戻る。
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【０２４４】
　図４５は、本発明の画像処理装置における第７の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、図４２のステップＳ４６１３の「事前の上限値チェックを行うか否かの判定
処理」の詳細処理手順の一例に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図４に示
したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他の記憶媒体に格納されたプログラムに基
づいて実行されるものとする。また、Ｓ５００１～Ｓ５００６は各ステップを示す。
【０２４５】
　使用者にとっては、毎回上限に達していないのに通知が出てくるとかえって煩わしいと
感じることもあるため、本処理手順により通知の有無を設定させる。
【０２４６】
　まず、ステップＳ５００１では、事前の上限値チェックについてその動作の有無を設定
する手順に入るかどうかを判断する。ステップＳ５００１は例えばサービスマンだけが設
定できる自機固有の設定に関するサービスモード内で認定させる。もし設定を開始しない
場合には、そのまま処理を終了する。
【０２４７】
　一方、ステップＳ５００１で、設定を開始する場合には、ステップＳ５００２に進み、
現在の設定状況を表示する。
【０２４８】
　次に、ステップＳ５００３において、現在の設定から変更を行うか否かを判定し、現在
の設定から変更を行いたい場合には、ステップＳ５００４進み、設定を変更する。次に、
ステップＳ５００５において、設定した内容でＯＫか否かを操作者に問い合わせて判定し
、設定した内容でよい旨の入力があった場合には、ステップ５００６で設定を確定し、処
理を終了する。
【０２４９】
　一方、ステップＳ５０００５で、設定をやり直したい旨の入力があった場合には、ステ
ップ５００３へ戻る。
【０２５０】
　以上により、設定した内容（通知の有無の設定）は、ユーザＩＤ毎に、図４に示したＳ
ＲＡＭ１３６内の不揮発性のメモリ或いはＨＤ１６２に格納する。なお、この値を格納す
るメディアは、機器の電源が切断された場合にでも保持される蓄積メディアであれば特に
限定はない。
【０２５１】
　本実施形態では、ＭＦＰの機能として「コピー」，「ボックス」，「プリント」を挙げ
たが、「読み取った原稿枚数」，「自機で出力を行った画像出力枚数」，「外部から受信
した画像の出力枚数」の上限値を管理するカウンタの組み合わせで制御，管理可能である
その他の機能についても本発明に含まれるものである。
【０２５２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、管理装置１７１により管理される使用者を
特定可能なＩＤ別に、リーダ部２００によって読み取った原稿枚数、自機のプリンタ部３
００を使用して画像を出力した出力枚数、ネットワーク上の他の機器から受信した画像を
出力した出力枚数、ネットワーク上の他の機器へ送信した画像枚数といった複数の枚数情
報（カウンタ）を管理装置１７１で、ユーザＩＤ毎にそれぞれ独立に管理し、図３０に示
したように、ＩＤ毎に読み取り原稿枚数、自機で出力する画像の出力枚数、外部から受信
した画像の出力枚数、外部へ送信した画像の枚数といった複数の枚数情報の上限値をそれ
ぞれ設定し、図３２に示したように、カウンタが上限値に達するまでは、複数の枚数情報
及びそれぞれの上限値情報を同一管理部門に属する複数のカウンタの中からいずれかを選
択して現在のカウンタ値と上限値を操作部上に表示し、カウンタが上限値に達してしまっ
た場合にはアラートを出して処理続行不可能を通知するようにＣＰＵ１１２が制御する画
像処理装置において、使用者が入力，出力したいモードや置数を設定した時点で、複数の
カウンタの中から使用者が設定したモードに対して残枚数が必要であるカウンタを特定し
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、また設定されたモードや置数から入力，出力されるであろう枚数の最小値を算出し、そ
の最小値と特定されたカウンタの残枚数を比較して、その設定のまま処理を開始するとカ
ウンタ値が上限値を超える場合には使用者に通知し設定変更を促すことにより、処理途中
でカウンタの上限に達することを事前に使用者に明確に認識させ、使用者の意志によって
設定を変更した場合には使用者にとって煩わしい再開作業そのものの発生を抑えることが
できる。また、上限値に達することが分かっていて使用者の意志で処理を続行した場合に
も、事前に処理再開のことを考慮させることで、カウンタが処理途中に上限値に達した後
の作業開始に関する負荷を軽減させることができる。
【０２５３】
　〔第３実施形態〕
【０２５４】
　上記各実施形態では、ユーザＩＤ及び設定モードに応じて選択された最も上限値に近い
カウンタを１つだけ表示部に表示する構成について説明したが、設定モードに必要なカウ
ンタを全てを表示するように構成してもよい。例えば、ローカルコピーを行う場合には、
「読み取った原稿枚数カウンタ」，「自機での画像出力枚数カウンタ」の２つが処理に必
要であるため、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「自機での画像出力枚数カウンタ」の
２つを表示部に表示して使用者に通知する。また、表示スペースが足りない場合には、必
要な複数のカウンタを比較し上限値に近い方から表示可能な数だけ表示するように構成し
てもよい。
【０２５５】
　さらに、上記各実施形態では、カウンタに白黒／カラーの区別がない、または白黒専用
画像処理装置の場合について説明したが、カウンタに白黒／カラーの区別を設けるように
構成してもよい。以下、その実施形態について説明する。
【０２５６】
　＜カウンタ上限値設定処理の説明＞
　以下、図４６，図４７のフローチャートを参照して、本発明の第３実施形態を示す画像
処理装置におけるカウンタ上限値設定処理について説明する。
【０２５７】
　なお、本実施形態の画像処理装置では、「読み取った原稿枚数カウンタ（白黒）」，「
読み取った原稿枚数カウンタ（カラー）」，「自機からの画像を出力した枚数カウンタ（
白黒）」，「自機からの画像を出力した枚数カウンタ（カラー）」，「外部からの画像を
出力した枚数カウンタ（白黒）」，「外部からの画像を出力した枚数カウンタ（カラー）
」を備えるものとするが、他カウンタを備えるように構成していてもよい。
【０２５８】
　図４６，図４７は、本発明の画像処理装置における第８の制御処理手順の一例を示すフ
ローチャートであり、第３実施形態におけるカウンタ上限値設定処理手順（カラー入出力
が可能な画像処理装置においてカラー／白黒を区別してカウントを行う場合、カウンタの
上限値を設定する手順）の一例に対応する。なお、このフローチャートの処理は、図４に
示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他の記憶媒体に格納されたプログラムに
基づいて実行されるものとする。また、Ｓ５４０１～Ｓ５４２７は各ステップを示す。
【０２５９】
　まず、ステップＳ５４２７で、図２６に示した部門選択画面の部門選択表示部２６０１
において上限値を設定したい部門を選択する。ステップＳ５４０１において、上限値の設
定を行うか否かを判定し、上限値の設定を行わない場合（図２６に示したキャンセルボタ
ン２６０３が押下された場合）には処理を終了し、一方、上限値の設定を行う場合（図２
６に示したＯＫボタン２６０２が押下された場合）にはステップＳ５４０２に進む。
【０２６０】
　ステップＳ５４０２では、「読み取った原稿枚数（白黒）」，「読み取った原稿枚数（
カラー）」，「自機からの画像を出力した枚数（白黒）」，「自機からの画像を出力した
枚数（カラー）」，「外部へ送信した画像枚数（白黒）」，「外部へ送信した画像枚数（
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カラー）」，「外部から受信した画像を出力した枚数（カラー）」のいずれのカウンタ上
限値を設定するかを選択する（図２７に示したカウンタ種類選択部２７０１，ＯＫボタン
２７０２）。
【０２６１】
　ここで、「読み取った原稿枚数（白黒）」の上限値を指定した場合には、ステップＳ５
４０３に進み、本当に処理を続行するかを図２８に示した確認画面により確認する。設定
を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２８０２が押下された場合）にはその
まま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に示したＯＫボタン２８０１が押下さ
れた場合）にはステップＳ５４０４に進む。
【０２６２】
　ステップＳ５４０４では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（読み取った原稿枚数の上限値の設定値）の入力を行ってＯＫキ
ー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ５４０５でＹＥＳ）、値の確定を
行う（Ｓ５４０６）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ５４０５でＮＯ
）、ステップＳ５４０３に戻る。
【０２６３】
　また、ステップＳ５４０２で、「読み取った原稿枚数（カラー）」の上限値を指定した
場合には、ステップＳ５４０７に進み、本当に処理を続行するかを図２８に示した確認画
面により確認する。設定を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２８０２が押
下された場合）にはそのまま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に示したＯＫ
ボタン２８０１が押下された場合）にはステップＳ５４０８に進む。
【０２６４】
　ステップＳ５４０８では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（読み取った原稿枚数の上限値の設定値）の入力を行ってＯＫキ
ー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ５４０９でＹＥＳ）、値の確定を
行う（Ｓ５４１０）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ５４０９でＮＯ
）、ステップＳ５４０７に戻る。
【０２６５】
　また、ステップＳ５４０２で、「自機からの画像を出力した枚数（白黒）」の上限値を
指定した場合には、ステップＳ５４１１に進み、本当に処理を続行するかを図２８に示し
た確認画面により確認する。設定を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２８
０２が押下された場合）にはそのまま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に示
したＯＫボタン２８０１が押下された場合）にはステップＳ５４１２に進む。
【０２６６】
　ステップＳ５４１２では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（自機からの画像を出力した枚数の上限値の設定値）の入力を行
ってＯＫキー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ５４１３でＹＥＳ）、
値の確定を行う（Ｓ５４１４）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ５４
１３でＮＯ）、ステップＳ５４１１に戻る。
【０２６７】
　また、ステップＳ５４０２で、「自機からの画像を出力した枚数（カラー）」の上限値
を指定した場合には、ステップＳ５４１５に進み、本当に処理を続行するかを図２８に示
した確認画面により確認する。設定を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２
８０２が押下された場合）にはそのまま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に
示したＯＫボタン２８０１が押下された場合）にはステップＳ５４１６に進む。
【０２６８】
　ステップＳ５４１６では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（自機からの画像を出力した枚数の上限値の設定値）の入力を行
ってＯＫキー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ５４１７でＹＥＳ）、
値の確定を行う（Ｓ５４１８）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ５４
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１７でＮＯ）、ステップＳ５４１５に戻る。
【０２６９】
　また、ステップＳ５４０２で、「外部からの画像を出力した枚数（白黒）」の上限値を
指定した場合には、ステップＳ５４１９に進み、本当に処理を続行するかを図２８に示し
た確認画面により確認する。設定を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２８
０２が押下された場合）にはそのまま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に示
したＯＫボタン２８０１が押下された場合）にはステップＳ５４２０に進む。
【０２７０】
　ステップＳ５４２０では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（外部からの画像を出力した枚数の上限値の設定値）の入力を行
ってＯＫキー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ５４２１でＹＥＳ）、
値の確定を行う（Ｓ５４２２）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ５４
２１でＮＯ）、ステップＳ５４１９に戻る。
【０２７１】
　また、ステップＳ５４０２で、「外部からの画像を出力した枚数（カラー）」の上限値
を指定した場合にはステップＳ５４２３に進み、本当に処理を続行するかを図２８に示し
た確認画面により確認する。設定を行わない場合（図２８に示したキャンセルボタン２８
０２が押下された場合）にはそのまま処理を終了し、一方、設定を行う場合（図２８に示
したＯＫボタン２８０１が押下された場合）にはステップＳ５４２４に進む。
【０２７２】
　ステップＳ５４２４では、図２９に示した上限値入力部２９０１を選択しテンキー３０
０４により実際に上限値（外部からの画像を出力した枚数の上限値の設定値）の入力を行
ってＯＫキー２９０２を押下すると、入力値に問題がなければ（Ｓ５４２５でＹＥＳ）、
値の確定を行う（Ｓ５４２６）。一方、入力値に問題があると判定した場合には（Ｓ５４
２５でＮＯ）、ステップＳ５４２３に戻る。
【０２７３】
　なお、ステップＳ５４０６，Ｓ５４１０，Ｓ５４１４，Ｓ５４１８，Ｓ５４２２，Ｓ５
４２６において確定された上限値は、ユーザＩＤ毎に、図４に示したＳＲＡＭ１３６内の
不揮発性のメモリ或いはＨＤ１６２に格納するものとする。この値を格納するメディアは
機器の電源が切断された場合にでも保持される蓄積ャｆィアであれば特に限定はない。
＜カウンタ表示処理の説明＞
　以下、図４８～図５１を参照して、本発明の第３実施形態を示す画像処理装置における
カウンタ表示処理について説明する。
【０２７４】
　図４８は、本発明の第３実施形態を示す画像処理装置において、カウンタが表示された
コピーメイン画面の一例を示す模式図である。
【０２７５】
　図において、５５０６は部門番号で、図１に示したカードリーダ１５５により読み取ら
れた磁気カード又はＩＣカードに格納された部門番号又はＩＤキー３００５から入力され
た部門番号又はユーザＩＤの所属する部門番号が表示される。
５５０７，５５０９は識別記号で、「読み取った原稿枚数カウンタ（白黒）」，「読み取
った原稿枚数カウンタ（カラー）」，「自機で出力を行った画像出力枚数カウンタ（白黒
）」，「自機で出力を行った画像出力枚数カウンタ（カラー）」，「外部へ送信した画像
枚数カウンタ（白黒）」，「外部へ送信した画像枚数カウンタ（カラー）」のいずれのカ
ウンタを現在表示しているかを表す。
【０２７６】
　なお、いずれのカウンタを表示するかの選択は、現在の設定モードに対して残枚数が必
要なカウンタの中で最も上限値に近いカウンタが選択されるものとする。
【０２７７】
　５５０８，５５１０は、現在選択されているカウンタの上限値までの残数を画面上に表
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示している。
【０２７８】
　図４９は、本発明の画像処理装置における第９の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートであり、第３実施形態におけるカウンタ表示処理手順の一例に対応する。なお、この
フローチャートの処理は、図４に示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他の記
憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ５６０１～Ｓ
５６１６は各ステップを示す。
【０２７９】
　まず、ステップＳ５６０１において、現在の設定モードに応じたカウンタの選択が行わ
れる。どの設定モードに対しどのカウンタを表示するかの詳細は図５０に示す。
【０２８０】
　図５０に示すように、「ローカルコピー（白黒）」が設定されている場合には、原稿を
読み取って自機で出力するというパスをとるため、「読み取った原稿枚数カウンタ（白黒
）」と「自機での画像出力枚数カウンタ（白黒）」を選択して操作部上に表示する。また
、「ローカルコピー（カラー）」が設定されている場合には、原稿を読み取って自機で出
力するというパスをとるため、「読み取った原稿枚数カウンタ（カラー）」と「自機での
画像出力枚数カウンタ（カラー）」を選択して操作部上に表示する。さらに、「ローカル
コピー（カラー不確定モード）」、例えばＡＣＳ（オートカラーセレクト）が設定されて
いる場合、一旦原稿をスキャンするまでカラーモードが確定しないため、デフォルトでは
「読み取った原稿枚数カウンタ（カラーと白黒で上限値に近いカウンタ）」と「自機での
画像出力枚数カウンタ（カラーと白黒で上限値に近いカウンタ）」を選択して操作部上に
表示する。
【０２８１】
　また、「ボックス（絡納）」が設定されている場合には、原稿を読み取るだけの制御で
あるため、「読み取った原稿枚数カウンタ（白黒）」と、「読み取った原稿枚数カウンタ
（カラー）」を選択して操作部上に表示する。さらに、「ボックス（出力）」が設定され
ている場合には、自機で画像を出力するだけの制御であるため、「自機での画像出力枚数
カウンタ（白黒）」と「自機での画像出力枚数カウンタ（カラー）」を選択して操作部上
に表示する。
【０２８２】
　また、「プリント（受信）」が設定されている場合には、外部から受信た画像を出力す
るだけの制御であるため、「外部から受信した画像の出力枚数カウンタ（白黒）」と「外
部から受信た画像の出力枚数カウンタ（カラー）」を選択して操作部上に表示る。また、
「プリント（送信）」が設定されている場合には、原稿を読み取るだけの制御であるため
、「読み取った原稿枚数カウンタ（白黒）」と「読み取った原稿枚数カウンタ（カラー）
」を選択して操作部上に表示する。なお、上記各カウンタは、ユーザＩＤ毎に、図４に示
した管理装置１７１に格納されているものとする。
【０２８３】
　次に、ステップ５６１１では、ＡＣＳが選択されているかどうかを判断し、ＡＣＳが選
択されていない（カラーモードが確定している）と判断した場合には、ステップＳ５６０
２へ進み、上限値比較（チェック）を行い、一方、ＡＣＳが選択されていると判断した場
合には、原稿プレスキャンを行ってカラーモードが確定するまで上限値比較ができないた
め、ステップＳ５６０４に進む。
【０２８４】
　ステップ５６０２では、現在の設定モードに対して残枚数を必要とするカウンタの上限
値チェックを行う。その詳細は図５１に示す。
【０２８５】
　図５１に示すように、自機での読み取りと自機で出力を必要とする「ローカルコピー（
白黒）」を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ（白黒）」，「自機での画像出
力枚数カウンタ（白黒）」が上限値に達していなければよい。また、自機での読み取りと
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自機での出力を必要とする「ローカルコピー（カラー）」を行うためには、「読み取った
原稿枚数カウンタ（カラー）」，「自機での画像出力枚数カウンタ（カラー）」が上限値
に達していなければよい。
【０２８６】
　さらに、自機での読み込みにより画像をメモリ内に蓄積する「ボックス（格納、白黒）
」を行うためには、「自機での画像出力枚数カウンタ（白黒）」が上限値に達していなけ
ればよい。また、自機での読み込みにより画像をメモリ内に蓄積する「ボックス（格納、
カラー）」を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ（カラー）」が上限値に達し
ていなければよい。さらに、自機のメモリ内に蓄積している画像を自機で出力を行う「ボ
ックス（出力、白黒）」を行うためには、「自機での画像出力枚数カウンタ（白黒）」が
上限値に達していなければよい。また、自機のメモリ内に蓄積している画像を自機で出力
を行う「ボックス（出力、カラー）」を行うためには、自機での画像出力枚数カウンタ（
カラー）が上限値に達していなければよい。
【０２８７】
　さらに、外部の機器から受信した画像を自機で出力を行う「プリント（受信、白黒）」
を行うためには、「外部から受信した画像の出力枚数カウンタ（白黒）」が上限値に達し
ていなければよい。また、外部の機器から受信した画像を自機で出力を行う「プリント（
受信、カラー）」を行うためには、「外部から受信した画像の出力枚数カウンタ（カラー
）」が上限値に達していなければよい。さらに、自機で読み取った画像を外部の機器に送
信する「プリント（送信、白黒）」を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ（白
黒）」が上限値に達していなければよい。また、自機で読み取った画像を外部の機器に送
信する「プリント（送信、カラー）」を行うためには、「読み取った原稿枚数カウンタ（
カラー）」が上限値に達していなければよい。
【０２８８】
　このように、ステップＳ５６０２で現在の設定モードに対する残枚数について必要なカ
ウンタの上限値チェックを行った結果、ステップＳ５６０３において現在の設定モードに
おいて残枚数が必要なカウンタのいずれかが上限値に達し設定モードの処理が実行不可能
であると判定しされた場合には、ステップＳ５６０９に進み、実行不可能である旨を使用
者に通知するアラート表示を行う。この通知画面の一例を図５２に示す。
【０２８９】
　図５２では、「ローカルコピー（白黒）」が設定されており、「ローカルコピー（白黒
）」に残数が必要なカウンタである「読み取った原稿枚数カウンタ（白黒）」、「自機で
の画像出力枚数カウンタ（白黒）」が５９０７～５９１０に示すように表示されている。
【０２９０】
　上記残数が必要な２つのカウンタのうち、「自機での画像出力枚数カウンタ（白黒）」
の残数が５９１０に示すように「０」になっているため、メッセージ５９１１を表示して
実行不可能を通知している。
【０２９１】
　次に、図４９のステップＳ５６１０において、全カウンタが上限値に達していると判定
した場合には、ステップＳ５６０９のアラート表示を繰り返し、上限値の変更が行われる
か現在のカウントがクリアされるまで他の処理を行えないようにする。
【０２９２】
　一方、ステップＳ５６１０で、上限値に達していないカウンタがある（即ち、「全カウ
ンタが上限値に達している」でＮｏ）と判定した場合には、設定されるモードによっては
処理が実行可能であるため、ステップＳ５６０１に戻り、再び現在の設定モードに対して
残枚数が必要なカウンタの上限値チェックを行う。
一方、ステップＳ５６０３で、処理が実行可能であると判定した場合には、ステップＳ５
６０４に進む。ここで図１１に示したスタートキー３００６を押下する等して処理の実行
を行った場合、指定されたモードの画像入出力を行う。
【０２９３】
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　次に、ステップＳ５６１２において、ＡＣＳ（オートカラーセレクト）が設定されてい
るか否かを判断し、ＡＣＳが設定されていないと判断した場合には、そのまま画像処理を
行い、その処理に応じたカウンタを加算する（ステップ５６０５）。
【０２９４】
　ステップＳ５６１２で、ＡＣＳが設定されていると判断した場合には、ステップＳ５６
１３へ進み、画像入出力の最初に行われる原稿のプレスキャン（Ｓ５６０４）により確定
したカラーモードに対して、現在の設定モードに応じたカウンタの選択が行われ、ステッ
プＳ５６１４において、現在の設定モードに対して残枚数を必要とするカウンタの上限値
チェックを行う。
【０２９５】
　次に、ステップＳ５６１５において、ステップＳ５６１４の上限チェックの結果、設定
モードの処理が実行不可能であるか否かを判断し、実行が不可能であると判断した場合に
は、ステップ５６０９に進み、実行不可能である旨を使用者に通知する。
【０２９６】
　一方、ステップＳ５６１５で、ステップ５６１４の上限チェックの結果、処理が実行可
能であると判断した場合には、ステップ５６１６に進み、画像入出力処理を行い、ステッ
プＳ５６０５に進み、その処理に応じたカウンタを加算する。
【０２９７】
　次に、ステップＳ５６０６において、連続処理かどうかを判断する。連続処理とは例え
ば、図１１に示したテンキー３００４により部数を複数に設定したり、不図示のフィーダ
に複数枚の原稿を積載した場合等がこれにあたり、連続して画像の読み込みや出力を行う
こととなる。この連続処理と判定された場合、１つの処理を行う度に、ステップＳ５６０
７で現在の設定モードに対して残枚数が必要なカウンタの上限値チェックを行う。手順は
上述したステップＳ５６０２と同じである。その結果、ステップＳ５６０８において現在
処理中のモードが続行不可能であると判断された場合には、ステップＳ５６０９に進み、
アラート表示を行い現在の処理を中断する。
【０２９８】
　一方、ステップＳ５６０８で、現在処理中のモードがさらに続行可能であった場合は、
ステップＳ５６０４で画像の入出力を行う。一連の処理を行った後、現在処理中のＪＯＢ
が終了した場合には、ステップＳ５６０６で連続処理でないと判定し、ステップＳ５６０
１へ戻る。
【０２９９】
　なお、本実施形態では、ＭＦＰの機能として、白黒／カラーのコピー、ボックス、プリ
ントを挙げたが、白黒／カラーにおける読み取った原稿枚数、自機で出力を行った画像出
力枚数、外部から受信した画像の出力枚数、上限値を管理するカウンタの組み合わせで制
御，管理可能であるその他の機能についても、本発明に含まれるものである。
【０３００】
　以上説明したように、本実施形態によれば、カラー入出力可能な画像処理装置において
は、読み取った原稿枚数、画像出力枚数といった複数の枚数情報とそれぞれの上限値又は
残枚数を操作部上に表示するものであり、白黒／カラーにおいて、読み取った原稿牧数、
自機で出力を行った画像出力枚数、外部から受信した実際の出力枚数といった複数の枚数
情報とそれぞれの上限値、或いは簡略化のために上限値から現在枚数を減じた値（残読み
込み・出力可能枚数）を、画像を出力するために使用者が行ったモード設定に応じて表示
、即ち（１）白黒モードかカラーモードかカラーモード不確定か、（２）設定モードは複
数のカウンタのうちどれを使用するのかを判定し、複数のカウンタの組み合わせを選択し
て表示、或いはカラーモードが不確定だった場合には、カラーと白黒で上限値に近い方の
カウンタを表示、また、カラーモードが不確定だった場合には、カラーモードが確定した
時点で確定したモードに応じた表示に変更させるようにしたことにより、使用者のカウン
タ情報の認識を容易にすることができる。
【０３０１】
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　また、いずれかのカウンタが上限値に達してしまった場合には、上限値に達していない
カウンタだけでは実現できないモードを実行しようとした時にアラートを出して、処理続
行不可能を通知し、上限値に達していないカウンタだけで処理が実現できれば、その処理
を行うようにすることで、いずれかのカウンタが上限値に達した場合の作業再開を容易に
することができる。
【０３０２】
　〔第４実施形態〕
【０３０３】
　上記第１実施形態では、カウンタ表示処理において、現在の設定モードに対して残枚数
が必要なカウンタの中で最も上限値に近いカウンタを表示する構成について説明したが、
同一管理部門に属する複数のカウンタの中から最も上限値に近いカウンタを表示するよう
に構成してもよい。以下、その実施形態について説明する。
【０３０４】
　＜カウンタ表示処理の説明＞
　以下、図５３，図５４を参照して、本発明の第４実施形態を示す画像処理装置における
カウンタ表示処理について説明する。
【０３０５】
　図５３は、本発明の画像処理装置における第１０の制御処理手順の一例を示すフローチ
ャートであり、第４実施形態におけるカウンタ表示処理手順の一例に対応する。なお、こ
のフローチャートの処理は、図４に示したＣＰＵ１１２によりＲＯＭ１１４又はその他の
記憶媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ１４６０１
～Ｓ１４６１２は各ステップを示す。
【０３０６】
　まず、ステップＳ１４６０１において、現在のユーザＩＤに対応する同一管理部門に属
する上限値に達していないカウンタと現在の設定モードとの比較を行う。その詳細は、図
５４に示す。なお、図５４において「ラ」印はカウンタが上限に達したことを示し、空白
はカウンタが上限に達していないことを示す。
【０３０７】
　図５３に示すように、「読み取った原稿枚数カウンタ」，「自機での画像出力枚数カウ
ンタ」，「外部化から受信した画像の出力枚数カウンタ」のいずれも上限値に達していな
い場合は、自機での読み取りと自機での出力を必要とする「ローカルコピー（コピー）」
処理，自機での読み込みにより画像をメモリ内に蓄積する「ボックス（格納）」処理，自
機のメモリ内に蓄積している画像を自機で出力を行う「ボックス（出力）」処理、自機で
読み取った画像を外部の機器に送信する「プリント（送信）」処理、外部の機器から受信
した画像を自機で出力を行う「プリント（受信）」処理のいずれも行うことができる。
【０３０８】
　また、「読み取った原稿枚数カウンタ」のみが上限値に達している場合、自機のメモリ
内に蓄積している画像を自機で出力を行う「ボックス（出力）」処理、外部の機器から受
信した画像を自機で出力を行う「プリント（受信）」処理のみが可能となる。
【０３０９】
　さらに、「自機での画像出力枚数カウンタ」のみが上限値に達している場合、自機での
読み込みにより画像をメモリ内に蓄積する「ボックス（格納）」処理、自機で読み取った
画像を外部の機器に送信する「プリント（送信）」処理、外部の機器から受信した画像を
自機で出力を行う「プリント（受信）」処理のみが可能となる。
【０３１０】
　また、「読み取った画像枚数カウンタ」及び「自機での画像出力枚数カウンタ」のみが
上限値に達している場合、外部の機器から受信した画像を自機で出力を行う「プリント（
受信）」処理のみが可能となる。
【０３１１】
　さらに、「外部から受信した画像の出力枚数カウンタ」のみが上限値に達している場合
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、自機での読み取りと自機での出力を必要とする「コピー」処理、自機での読み込みによ
り画像をメモリ内に蓄積する「ボックス（格納）」処理、自機のメモリ内に蓄積している
画像を自機で出力を行う「ボックス（出力）」処理、自機で読み取った画像を外部の機器
に送信する「プリント（送信）」処理のみが可能となる。
【０３１２】
　また、「読み取った原稿枚数カウンタ」及び「外部から受信した画像の出力枚数カウン
タ」のみが上限値に達している場合、自機のメモリ内に蓄績している画像を自機で出力を
行う「ボックス（出力）」処理のみが可能となる。
【０３１３】
　さらに、「自機での画像出力枚数カウンタ」及び「外部から受信した画像の出力枚数カ
ウンタ」のみが上限値に達している場合、自機での読み込みにより画像をメモリ内に蓄積
する「ボックス（格納）」処理、自機で読み取った画像を外部の機器に送信する「プリン
ト（送信）」処理のみが可能となる。
【０３１４】
　また、「読み取った画像枚数カウンタ」並びに「自機での画像出力枚数カウンタ」及び
「外部から受信した画像の出力枚数カウンタ」のいずれも上限値に達している場合には、
当然何の処理も行うことができない。なお、各カウンタは、図４に示した管理装置１７１
に、ユーザＩＤ毎に格納されているものとする。
【０３１５】
　ステップ１４６０１で、これらの上限に達していないカウンタと現在の設定モード比較
を行った結果に基づいて、ステップＳ１４６０２において、設定モードの処理が実行可能
であるか否かを判定し、実行不可能であると判断した場合には、ステップ１４６１１に進
み、実行不可能である旨を使用者に通知するアラート表示を行う。この通知画面の一例は
、第１実施形態で示した図３４と同様となる。
【０３１６】
　次に、図５３のステップＳ１４６１２で、全カウンタが上限値に達しているか否かを判
定し、全カウンタが上限に達していると判定した場合には、ステップＳ１４６１１のアラ
ート表示を繰り返し、上限値の変更が行われるか現在のカウントがクリアされるまで他の
処理を行えないようにする。
【０３１７】
　一方、ステップＳ１４６１２で、上限値に達していないカウンタがある（即ち、「全カ
ウンタが上限値に達している」でＮｏ）と判定した場合には、設定されるモードによって
は処理が実行可能であるため、ステップＳ１４６０１に戻り再び上限値に達していないカ
ウンタと現在の設定モードの比較を行う。
【０３１８】
　一方、ステップＳ１４６０２で、処理が実行可能であると判定した場合には、ステップ
Ｓ１４６０３に進み、現在のユーザＩＤに対応する同一管理部門に属する複数のカウンタ
であって上限値に達していないカウンタの中で最も上限値に近いカウンタを選択して操作
部上に表示する（第１実施形態で示した図３１と同様）。
【０３１９】
　この状態で、処理の実行が行われない場合には（ステップＳ１４６０４でＮｏ）、ステ
ップＳ１４６０１に戻る。一方、図１１に示したスタートキー３００６を押下する等して
処理の実行を行った場合（ステップＳ１４６０４でＹｅｓ）、ステップＳ１４６０５に進
み指定されたモードの画像入出力を行い、その処理に応じたカウンタを加算する（ステッ
プＳ１４６０６）。
【０３２０】
　次に、ステップＳ１４６０７において、連続処理かどうかを判断する。連続処理とは例
えば、図１１に示したテンキー３００４により部数を複数に設定したり、不図示のフィー
ダに複数枚の原稿を積載した場合等がこれにあたり、連続して画像の読み込みや出力を行
うこととなる。この連続処理と判定された場合、１つの処理を行う度に、ステップＳ１４
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６０８で上限値に達していないカウンタと現在の設定モード比較を行う。手順は上述した
ステップＳ１４６０１と同じである。その結果、ステップＳ１４６０９において現在処理
中のモードが続行不可能であると判断された場合には、ステップＳ１４６１１に進み、ア
ラート表示を行い現在の処理を中断する。
【０３２１】
　一方、ステップＳ１４６０９で、現在処理中のモードがさらに続行可能であった場合は
、ステップＳ１４６１０に進み、ステップＳ１４６０３と同じように、現在のユーザＩＤ
に対応する同一管理部門に属する複数のカウンタであって上限値に達していないカウンタ
の中で最も上限値に近いものを選択して操作部上に表示し、ステップＳ１４６０５に戻り
、次の画像入出力を行う。一連の処理を行った後、現在処理中のＪＯＢが終了した場合に
は、ステップＳ１４６０７で連続処理でないと判定し、ステップＳ１４６０１へ戻る。
【０３２２】
　なお、本実施形態では、ＭＦＰの機能としてコピー、ボックス、プリントを挙げたが、
読み取った原稿枚数、自機で出力を行った画像出力枚数、外部から受信した画像の出力枚
数、上限値を管理するカウンタの組み合わせで制御，管理不可能であるその他の機能につ
いても、本発明に含まれるものである。
【０３２３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、同一管理部門に属する複数のカウンタの中
から上限値に近いものを選択して操作部上に表示することにより、使用者に対してカウン
タの情報の認識が容易になり、いずれかのカウンタが上限値に達してしまった場合には、
上限値に達していないカウンタだけでは実現できないモードを実行しようとした時にアラ
ートを出して処理続行不可能を通知し、且つ上限値に達していないカウンタだけで実現で
きるモードの実行を容易にするよう、上限値に達していないカウンタの中で上限値に近い
ものを選択して操作部上に表示し、いずれかのカウンタが上限値に達した後の作業再開を
容易にすることができる。
【０３２４】
　また、上記各実施形態において、現在のカウンタ値／上限値を表示しているが、現在の
カウンタ値及び上限値に基づく情報であれば、上限値から現在のカウンタ値を減算した残
枚数を表示してもよい。
【０３２５】
　なお、上記各実施形態（実施形態１～４）を組み合わせた構成も全て本発明に含まれる
ものである。又例えば、不整合さが生じないことを条件に、全ての実施形態の有する機能
を実現する為の画像処理装置、システム、方法、記憶媒体、プログラムを提供可能に構成
しても良い。又、第２実施形態～第４実施形態にて記載していないが、第１実施形態で詳
細に述べた第１実施形態と同様の構成要件として取扱可能な構成要件は、第２実施形態～
第４実施形態の夫々において具備しているものとする。又、例えば、各形態の構成要件う
ちの、特徴部分の構成要件のみを抽出してその機能を実現する為の画像処理装置、システ
ム、方法、記憶媒体、プログラムを提供可能に構成し、それ以外の構成要件を例えば、外
部或いは別筐体の装置、システム、記憶媒体、プログラムに適用可能に構成しても良い。
いずれにしても、操作者、管理者等、利用者にとって使いやすい最適な管理運用環境を適
用できればよい。
【０３２６】
　なお、実施形態１～４の各形態で共通して利用可能な形態に関し、図５５を用いて説明
する。図５５は本画像処理装置のＣＰＵ１１２やＰＣ１８０やＰＣ１９０の外部機器によ
り管理可能な管理テーブルの一例であり、例えば、制御装置１１０内のメモリに記憶保持
される。図５５（１）の管理テーブルは、上限値管理テーブルの一例である。このテーブ
ルは、図２６～図２９等の操作画面を介してユーザ（管理者）により、上限値が登録され
る毎にその情報を登録更新する為のテーブルである。ＣＰＵ１１２は、操作部からの上限
値の設定情報に基づいて、図３０や図４１に示す処理手順等に従い、図５５（１）のテー
ブルの更新すべき項目に、上限値の設定データを書込登録させる。このように、ユーザの
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登録情報に従い、ＣＰＵ１１２は、部門名、部門ＩＤ、各処理の上限値、とを夫々対応付
けて管理し、各部門（ＩＤ）毎に、カウンタの上限値の情報をメモリにテーブル形式で保
持しておく。
【０３２７】
　図５５（２）の管理テーブルは、カウンタ総計データ管理テーブルの一例であり、各部
門（ＩＤ）毎に設けられる。これは、現在までに処理した処理済枚数の総計（カウンタ合
計回数）を、各処理毎に区別して管理可能にする為の管理テーブルである。ＣＰＵ１１２
は、画像処理装置において何らかの画像処理モードを実行する度にそのモードに関わる処
理に対応するカウンタのカウント値をアップし、その情報を該テーブルに書き込み更新す
るよう制御し、現在までの処理状況をこのテーブルに反映させるよう制御している。この
ように、画像処理装置において現在までに、何枚処理したかを示すカウンタ情報を、本画
像処理装置が有する複数の処理の各処理毎に識別可能に、このような管理テーブルを使っ
て管理可能にしている。
【０３２８】
　以上の図５５（１）及び図５５（２）のような管理テーブルを用いてＣＰＵ１１２は上
述の実施形態１～４の各形態における制御を実行可能とする。
【０３２９】
　なお、これらの図５５（１）や図５５（２）の管理情報は、上記各形態で説明したよう
に、実行すべき画像処理モードの操作画面を操作部１５０に表示させる際に、その操作画
面の表示と共に表示するようＣＰＵ１１２により制御しているが、これに限らず、ユーザ
が必要としている際に、ＣＰＵ１１２がそれに応答し、これらの情報を、ユーザが所望の
表示形式で操作部に表示可能に構成しても良い。
【０３３０】
　例えば、操作部を介して管理情報の取得要求を含んだコマンドデータが入力されたこと
に応答し、ＣＰＵ１１２はこれらの情報を操作部に表示させる。図５５（１）の管理テー
ブルの情報及び図５５（２）の管理テーブルの情報のうちのどの情報をユーザに提示させ
るかは操作部を介して入力されたユーザからの要求内容に基づいて決定する。提示方法と
しては、例えば、図５５（２）を参照し、各項目毎（項目１～８の各項目毎）にそれぞれ
独立してカウンタ情報をユーザにより特定可能にする第１表示モードで操作部に表示させ
る。又、分類毎（Ａ分類、Ｂ分類、Ｃ分類の、各分類毎）にカウンタ情報をユーザにより
特定可能にする第２の表示モードで操作部に表示させる。この場合、１つの分類に含まれ
る項目のカウンタ値を合計し、その上でユーザに提示する（Ａ分類のカウンタ情報、Ｂ分
類のカウンタ情報、Ｃ分類のカウンタ情報、という区別で同一画面上に表示させるなど）
よう制御する。又、白黒とカラーという切り分けでカウンタ情報をユーザにより特定可能
にする第３表示モードで操作部に表示させる。この場合、項目１～項目８のうちの、白黒
の項目（１、３、５、７）のカウンタ値を全て加算し、カラーの項目（２，４，６，８）
のカウンタ値を加算し、その上で、白黒のカウンタ情報、カラーのカウンタ情報、を提示
する（白黒のカウンタ情報、カラーのカウンタ情報、という区別で同一画面上に表示させ
るなど）よう制御する。又、複数の分類（Ａ～Ｃ）のうちのどの分類かをユーザにより選
択させ、そのユーザが所望とする分類内においてカラーのカウンタ情報、白黒のカウンタ
情報を、それぞれユーザに提示できるようにする第４表示モードで操作部に表示させる。
例えば、Ａ～Ｃの分類のうちの、Ａ分類が選択された場合には、項目１のカウンタ情報と
、項目２のカウンタ情報を、夫々区別して同一の操作画面上に表示させるようＣＰＵ１１
２により制御する。又、更に、各項目毎に別々に表示させるカウンタ情報を分類単位で一
つにまとめてユーザに提示する第５の表示モードで操作部に表示させる。例えば、上記第
４表示モードで操作部上にＡ分類の項目１のカウンタ情報と項目２のカウンタ情報がそれ
ぞれ区別して表示されている状態で、上記第５の表示モードがユーザに選択されたことに
応答し、ＣＰＵ１１２は、第５表示モードに切り替え、Ａ分類内の項目１のカウンタ情報
と項目２のカウンタ情報を合計し、その合計値を１つのカウンタ情報として操作画面上に
表示するよう制御する。又、これらの複数の表示モードを有し、ユーザにより選択された



(46) JP 4717906 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

表示モードでカウンタ情報をユーザに提示可能にＣＰＵ１１２により制御してもよいし、
少なくとも何れかの表示モードだけを有する構成にしても良い。このようにユーザからの
要求に応じて、ユーザの所望とする表示モードで管理テーブルのカウンタ情報をユーザに
提示可能にＣＰＵ１１２により制御する。尚、この操作部の表示部は報知ユニットの一例
であり上述のように音声出力ユニットにより図５５の管理テーブルの情報をユーザの所望
の形態で音声出力することで、カウンタ情報を操作者に報知提示可能に構成しても良い。
又、勿論、図５５（１）の管理テーブルへの管理情報の登録書込み処理は、ＰＣ１８０、
１９０等の外部装置の操作部から実行可能に構成し、図５５（２）の管理テーブルの情報
の閲覧表示処理等も、ステータス要求コマンド、ステータス情報のやり取り等により、Ｐ
Ｃ１８０、１９０等の外部装置の操作部から実行可能に構成する。
【０３３１】
　以下、図５６に示すメモリマップを参照して本発明に係る画像処理装置で読み出し可能
なデータ処理プログラムの構成について説明する。
【０３３２】
　図５６は、本発明に係る画像処理装置で読み出し可能な各種データ処理プログラムを格
納する記憶媒体のメモリマップを説明する模式図である。
【０３３３】
　なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０３３４】
　さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストール
するプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある
。
【０３３５】
　本実施形態における図３０，図３２，図３９，図４０，図４１，図４２，図４５，図４
６，図４７，図４９，図５３に示す機能が外部からインストールされるプログラムによっ
て、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、ＣＤ－ＲＯＭ
やフラッシュメモリやＦＤ等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介して外部の記
憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用され
るものである。
【０３３６】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを
記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコン
ピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実
行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０３３７】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【０３３８】
　従って、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより
実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わな
い。
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハ
ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ
Ｗ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ，シ
リコンディスク等などを用いることができる。
【０３３９】
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　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【０３４０】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムそのもの、もしくは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードデ
ィスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプロ
グラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異
なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明
の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対して
ダウンロードさせるＷＷＷサーバやｆｔｐサーバ等も本発明の請求項に含まれるものであ
る。
【０３４１】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【０３４２】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは
言うまでもない。
【０３４３】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形
態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０３４４】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からな
る装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給す
ることによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発明
を達成するためのソフトウエアによって表されるプログラムを格納した記憶媒体を該シス
テムあるいは装置に読み出すことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果
を享受することが可能となる。
【０３４５】
　さらに、本発明を達成するためのソフトウエアによって表されるプログラムをネットワ
ーク上のデータベースから通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって
、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。
【０３４６】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から除外する
ものではない。
【０３４７】
　本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範
囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【０３４８】
　以上説明したように、本発明の各実施形態によれば、ＩＤ別に管理される複数のカウン
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タの中から、設定モードに対して残枚数が必要であるいずれかのカウンタを選択して操作
部上に表示し、カウンタが上限値に達してしまった場合には、アラートを出して処理続行
不可能を通知するので、複数の入力・出力のパスを用いて実行する複数の画像入出力処理
を複数のカウンタ情報により管理する場合でも、該複数のカウンタ情報通知の使用者に対
する認識を容易にすることができる。
【０３４９】
　また、外部へ送信した画像枚数については、重量カウント（例えば、バイト数のカウン
ト）を行い、カウントアップの指針を明確且つ公平にすることにより、ユーザの不満要素
を取り除くと共に、開発者の開発工数も軽減することができる。
【０３５０】
　さらに、使用者が入力または出力したいモードや置数を設定した時点で、複数のカウン
タの中から使用者が設定したモードに対して残枚数が必要であるカウンタを特定し、また
設定されたモードや置数から入力，出力されるであろう枚数の最小値を算出し、その最小
値と特定されたカウンタの残枚数を比較して、その設定のまま処理を開始するとカウンタ
値が上限を超える場合には、使用者に通知して、設定変更を促すことにより、処理途中で
カウンタの上限に達することを事前に使用者に明確に認識させ、使用者の意志によって設
定の変更を行うことができ、使用者にとって煩わしい再開作業そのものの発生を防止する
ことができる。
【０３５１】
　また、上限値に達すると分かっていて使用者の意志で処理を続行した場合にも、事前に
処理の再開を使用者に考慮させることができ、カウンタが処理途中に上限値に達した後の
作業再開に関する使用者の負荷を軽減させることができる。
【０３５２】
　また、ＩＤ別に管理される複数のカウンタの中からユーザが設定したモードに応じて、
操作部上に表示が可能なカウンタの数だけ表示すべきカウンタを選択、また複数の候補か
ら選択する場合にはカウンタが上限値に近い方より表示するので、使用者に対してのカウ
ンタ情報の認識を容易にすることができる。
【０３５３】
　また、いずれかのカウンタが上限値に達してしまった場合には、上限値に達していない
カウンタだけでは実現できないモードを実行しようとした時にアラートを出力して処理続
行不可能を通知し、上限値に達していないカウンタだけで処理が実現できればその処理を
行うようにし、いずれかのカウンタが上限値に達した場合の作業再開を容易にすることが
できる。
【０３５４】
　さらに、ＩＤ別に管理される複数のカウンタの中から最も上限値に近いものだけを操作
部上に表示し、使用者に対してのカウンタ情報の認識を容易にし、いずれかのカウンタが
上限値に達してしまった場合には、上限値に達していないカウンタだけでは実現できない
モードを実行しようとしたときにアラートを出力して処理続行不可能を通知し、且つ上限
値に達していないカウンタだけで実現できるモードの実行を容易にするよう、上限値に達
していないカウンタの中で最も上限値に近いものを操作部上に表示し、いずれかのカウン
タが上限値に達した後の作業を容易にすることができる等の効果を奏する。
【０３５５】
　このように、本発明の各実施形態によれば、従来技術で懸念されるような不具合が生じ
ることを防止でき、複数の入力・出力のパスを用いて実行する複数の画像入出力処理を複
数のカウンタ情報により管理する場合でも、該複数のカウンタ情報通知の使用者に対する
認識を容易にでき、色々な機能、モードを有しているが故に利用者にとって管理しにくく
なったり操作性が低下してしまう等の問題が生じるのを未然に防止でき、利用者にとって
管理しやすい、使い勝手がよい、環境を提供でき、ユーザからの様々なニーズに対応でき
る。
【０３５６】
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　以上説明したように、本実施形態によれば、ＩＤ別に管理される複数のカウンタの中か
ら、設定モードに対して残枚数が必要であるいずれかのカウンタを選択して操作部上に表
示し、カウンタが上限値に達してしまった場合には、アラートを出して処理続行不可能を
通知するので、複数の入力・出力のパスを用いて実行する複数の画像入出力処理を複数の
カウンタ情報により管理する場合でも、該複数のカウンタ情報通知の使用者に対する認識
を容易にすることができる。
【０３５７】
　また、外部へ送信した画像枚数については、重量カウント（例えば、バイト数のカウン
ト）を行い、カウントアップの指針を明確且つ公平にすることにより、ユーザの不満要素
を取り除くと共に、開発者の開発工数も軽減することができる。
【０３５８】
　さらに、使用者が入力または出力したいモードや置数を設定した時点で、複数のカウン
タの中から使用者が設定したモードに対して残枚数が必要であるカウンタを特定し、また
設定されたモードや置数から入力，出力されるであろう枚数の最小値を算出し、その最小
値と特定されたカウンタの残枚数を比較して、その設定のまま処理を開始するとカウンタ
値が上限を超える場合には、使用者に通知して、設定変更を促すことにより、処理途中で
カウンタの上限に達することを事前に使用者に明確に認識させ、使用者の意志によって設
定の変更を行うことができ、使用者にとって煩わしい再開作業そのものの発生を防止する
ことができる。
また、上限値に達すると分かっていて使用者の意志で処理を続行した場合にも、事前に処
理の再開を使用者に考慮させることができ、カウンタが処理途中に上限値に達した後の作
業再開に関する使用者の負荷を軽減させることができる。
【０３５９】
　また、ＩＤ別に管理される複数のカウンタの中からユーザが設定したモードに応じて、
操作部上に表示が可能なカウンタの数だけ表示すべきカウンタを選択、また複数の候補か
ら選択する場合にはカウンタが上限値に近い方より表示するので、使用者に対してのカウ
ンタ情報の認識を容易にすることができる。
【０３６０】
　また、いずれかのカウンタが上限値に達してしまった場合には、上限値に達していない
カウンタだけでは実現できないモードを実行しようとした時にアラートを出力して処理続
行不可能を通知し、上限値に達していないカウンタだけで処理が実現できればその処理を
行うようにし、いずれかのカウンタが上限値に達した場合の作業再開を容易にすることが
できる。
【０３６１】
　さらに、ＩＤ別に管理される複数のカウンタの中から最も上限値に近いものだけを操作
部上に表示し、使用者に対してのカウンタ情報の認識を容易にし、いずれかのカウンタが
上限値に達してしまった場合には、上限値に達していないカウンタだけでは実現できない
モードを実行しようとしたときにアラートを出力して処理続行不可能を通知し、且つ上限
値に達していないカウンタだけで実現できるモードの実行を容易にするよう、上限値に達
していないカウンタの中で最も上限値に近いものを操作部上に表示し、いずれかのカウン
タが上限値に達した後の作業を容易にすることができる等の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０３６２】
【図１】本発明の第１実施形態を示す画像処理装置を適用可能な画像入出力システムの全
体構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図１に示したリーダ部及びプリンタ部の構成を示す断面図である。
【図３】図２に示したリーダ画像処理部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示した制御装置の構成を示すブロック図である。
【図５】図４に示したスキャナＩ／Ｆの画像処理を担う部分の詳細な構成を示すブロック
図である。
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【図６】図５に示したＡＣＳカウント部の構成を示すブロック図である。
【図７】図４に示したプリンタＩ／Ｆの画像処理を担う部分の詳細な構成を示すブロック
図である。
【図８】図４に示したＧｒａｐｈｉｃＰｒｏｃｅｓｓｏｒの詳細な構成を示すブロック図
である。
【図９】図８に示した画像回転部の動作を説明する図である。
【図１０】図８に示した画像回転部の動作を説明する図である。
【図１１】図１に示した操作部の構成を示す平面図である。
【図１２】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される操作画面の一例を示す模式図である
。
【図１３】図１２に示した送信タブを選択した場合に、図１１に示したＬＣＤ表示部に表
示される送信メイン画面の一例を示す模式図である。
【図１４】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示されるコピーメイン画面における画質調整
一覧表示の一例を示す模式図である。
【図１５】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される変倍サブ画面の一例を示す模式図で
ある。
【図１６】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される用紙選択サブ画面の一例を示す模式
図である。
【図１７】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示されるソータ設定サブ画面の一例を示す模
式図である。
【図１８】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される両面コピー設定サブ画面の一例を示
す模式図である。
【図１９】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される送信メイン画面の一例を示す模式図
である。
【図２０】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される送信サブ画面の一例を示す模式図で
ある。
【図２１】図１２に示したボックスタブを選択した場合に、図１１に示したＬＣＤ表示部
に表示されるボックスメイン画面の一例を示す模式図である。
【図２２】図２１に示したボックス番号ボタンを押下した場合に、図１１に示したＬＣＤ
表示部に表示されるボックス内容表示画面の一例を示す模式図である。
【図２３】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示されるボックス内ドキュメントプリントサ
ブ画面の一例を示す模式図である。
【図２４】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示されるボックス内ドキュメント読込サブ画
面の一例を示す模式図である。
【図２５】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示されるボックス内ドキュメント送信サブ画
面の一例を示す模式図である。
【図２６】管理者モードにおいて図示しない上限設定ボタンを押下した場合に、図１１に
示したＬＣＤ表示部に表示される部門選択画面の一例を示す模式図である。
【図２７】図２６に示した部門選択画面内のＯＫボタンを押下した場合に、図１１に示し
たＬＣＤ表示部に表示されるカウンタ選択画面の一例を示す模式図である。
【図２８】図２７に示したカウンタ選択画面内のＯＫボタンを押下した場合に、図１１に
示したＬＣＤ表示部に表示される確認画面の一例を示す模式図である。
【図２９】図２８に示した確認画面内のＯＫボタンを押下した場合に、図１１に示したＬ
ＣＤ表示部に表示されるカウンタ選択画面の一例を示す模式図である。
【図３０】本発明の画像処理装置における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図３１】本発明の第１実施形態を示す画像処理装置において、カウンタが表示されたコ
ピーメイン画面の一例を示す模式図である。
【図３２】本発明の画像処理装置における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
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【図３３】各カウンタの上限値と実行可能処理の組み合わせを示す図である。
【図３４】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示されるカウンタが上限値に達した場合の操
作部画面の一例を示す模式図である。
【図３５】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される送信画面の一例を示す模式図である
。
【図３６】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される送信画面においてカウンタが上限値
に達した場合の画面の一例を示す模式図である。
【図３７】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される送信画面の一例を示す模式図である
。
【図３８】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される送信画面の一例を示す模式図である
。
【図３９】本発明の画像処理装置における第３の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４０】本発明の画像処理装置における第４の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４１】本発明の画像処理装置における第５の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４２】本発明の画像処理装置における第６の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４３】各カウンタの上限値と実行可能処理の組み合わせを示す図である。
【図４４】図１１に示したＬＣＤ表示部に表示される送信画面においてカウンタが上限値
に達した場合の画面の一例を示す模式図である。
【図４５】本発明の画像処理装置における第７の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４６】本発明の画像処理装置における第８の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４７】本発明の画像処理装置における第８の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図４８】本発明の第３実施形態を示す画像処理装置において、カウンタが表示されたコ
ピーメイン画面の一例を示す模式図である。
【図４９】本発明の画像処理装置における第９の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【図５０】カラー入出力可能な画像形成装置における実行処理に応じた操作部上に表示す
るカウンタを示す図である。
【図５１】カラー入出力可能な画像形成装置における実行処理に対してどのカウンタが上
限値に達していなければよいか示す図である。
【図５２】カラー入出力可能な画像形成装置におけるカウンタが上限値に達した場合の操
作部画面の一例を示す図である。
【図５３】本発明の画像処理装置における第１０の制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図５４】各カウンタの上限値と実行可能な処理の組み合わせを示す図である。
【図５５】本発明に係る画像処理装置で管理可能な管理テーブルの一例を示す図である。
【図５６】本発明に係る画像処理装置で読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する模式図である。
【符号の説明】
【０３６３】
１００　画像入出力システム
２００　リーダ部
３００　プリンタ部
１１０　コントローラ部
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４００　ＬＡＮ
１８０，１９０　ＰＣ
１１２　ＣＰＵ
１１４　ＲＯＭ
１１６　ＤＲＡＭ
１３６　ＳＲＡＭ
１６２　ＨＤ
１７１　管理手段
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【図５０】 【図５１】
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