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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された画像データに基づき形成された画像を出力する出力手段を備え、用紙を供給
する用紙供給部を複数個所に備えるとともに、入力された画像データに基づいて表示画像
を生成する表示画像生成手段と、前記表示画像生成手段により生成された表示画像を表示
する表示手段と、前記表示画像生成手段により生成された表示画像を前記表示手段にプレ
ビュー表示する機能を備える表示制御手段とを具備する画像表示操作装置を備える画像形
成装置において、
　前記表示画像生成手段は、前記複数の用紙供給部のうちから特定された用紙供給部を示
す表示画像を生成する機能と、前記特定された用紙供給部から供給された用紙に画像が形
成される状態を連続的に示す表示画像を生成する機能とを備え、
　前記表示制御手段は、前記複数の用紙供給部のうちから特定された用紙供給部を示す表
示画像を前記表示手段にプレビュー表示する機能と、前記特定された用紙供給部から供給
された用紙に画像が形成される状態を連続的に示す表示画像をプレビュー表示する機能と
を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記表示手段に、ユーザにより印刷用紙として選択された用紙が
収納されている用紙供給部を他の用紙供給部と識別可能に開放した状態で表示する機能を
備えることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
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　前記表示制御手段は、前記表示手段に表示される用紙を示す画像に、ユーザにより設定
された印刷設定の内容を反映させてプレビュー表示する機能を備えることを特徴とする請
求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記表示手段に表示される用紙を示す画像において、前記用紙の
表裏を区別して表示する機能を備えることを特徴とする請求項１から３のうちの何れか一
項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機やプリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置に係り、特に、入力され
た画像データに基づいて形成された表示画像をプレビュー表示可能な画像表示操作装置を
備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、入力された画像データに基づいて形成された表示画像をプレビュー表示可能な画
像表示操作装置を備えた画像形成装置が知られている。このような画像形成装置によれば
、ジョブの実行前に事前に原稿をスキャン（プリスキャン）した処理結果を表示画面上に
プレビュー表示することで、出力する前に読み取った原稿を確認することができる。
【０００３】
　例えば、コピー機能やファックス機能を備える複合機において、スキャナ部で読み込ん
だ画像、ＰＣ等からＩ／Ｏ部を通って取り込んだ画像を印刷前にディスプレイに表示する
ことで、印刷ミスを防ぐプレビュー機能を備えるものが知られている。
【０００４】
　また、操作部において、フリック動作などに応じて用紙を表した画像を回転させて、画
像がどのような裏表の対応で出力されるかを直感的に把握する機能を備える画像形成装置
も知られている。
【０００５】
　従来技術として、例えば、画像形成装置において、用紙トレイにセットされた用紙の特
徴を画像センサで取得し、アプリケーションプログラムで作成された文書の画像データと
合成し、印刷プレビューウィンドウ（表示画面）上に表示するようにしたものが開示され
ている（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１０４５９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術によれば、フリック動作によりプレビュー表示
を行うことで出力画像を確認することができるが、実際に複合機内の用紙トレイに挿入さ
れた用紙のどの面に印刷されるかは確認できないため、プレビュー表示された画面以外の
表示画面で確認したり、試し刷りをしたりする処理が必要であった。
【０００８】
　例えば、画像形成装置において、手差しトレイに片面が印刷済みの用紙を設置して、印
刷されていない面に追加で印刷を行う場合、現状の印刷設定において、どちらの面に印刷
が行われるか、また、印刷面の上下方向が手差しトレイに設置された用紙に対しどのよう
に反映されるかが直感的にわかり難いという問題がある。
【０００９】
　さらに、手差しトレイに載置する用紙の向きが９０度回転して出力されたり、用紙に対
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して印刷される画像の向きが９０度回転して印刷されたりすると、完成状態がより直感的
にわかり難くなるという問題がある。
【００１０】
　本発明は、上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、画像形成装置において出力処
理を行なう際に、用紙供給部から供給された用紙のどの面に、どのような画像が印刷され
るかをユーザに知らせることができ、用紙の向きや印刷面の裏／表を間違えて設置するこ
とを抑制できる画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、入力された画像データに基づき形成された画像を出力する出力手段を備え、
用紙を供給する用紙供給部を複数個所に備えるとともに、入力された画像データに基づい
て表示画像を生成する表示画像生成手段と、前記表示画像生成手段により生成された表示
画像を表示する表示手段と、前記表示画像生成手段により生成された表示画像を前記表示
手段にプレビュー表示する機能を備える表示制御手段とを具備する画像表示操作装置を備
える画像形成装置において、前記表示画像生成手段の構成として、前記複数の用紙供給部
のうちから特定された用紙供給部を示す表示画像を生成する機能と、前記特定された用紙
供給部から供給された用紙に画像が形成される状態を連続的に示す表示画像を生成する機
能とを備え、前記表示制御手段の構成として、前記複数の用紙供給部のうちから特定され
た用紙供給部を示す表示画像を前記表示手段にプレビュー表示する機能と、前記特定され
た用紙供給部から供給された用紙に画像が形成される状態を連続的に示す表示画像をプレ
ビュー表示する機能とを備えることを特徴とするものである。
【００１２】
　すなわち、前記表示手段には、出力される画像データの全ページの内容が用紙に展開さ
れた状態で、用紙供給部（例えば、用紙トレイ）から出力されてくるように表示されるこ
とを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、前記表示制御手段の構成として、前記表示手段に、ユーザにより印刷
用紙として選択された用紙が収納されている用紙供給部を他の用紙供給部と識別可能に開
放した状態で表示する機能、例えば、開放表示したり強調表示したりする機能を備えるこ
とが好ましい。
【００１４】
　また、本発明は、前記表示制御手段の構成として、前記表示手段に表示される用紙を示
す画像に、ユーザにより設定された印刷設定の内容を反映させてプレビュー表示する機能
を備えることが好ましい。
【００１５】
　本発明において、印刷設定は、「印刷方向（縦・横）」、「カラー／モノクロ印刷」、
「拡大／縮小」、「Ｎｉｎ１」、「片面／両面」などの印刷設定を含むものとする。
【００１６】
　また、本発明は、前記表示制御手段の構成として、前記表示手段に表示される用紙を示
す画像において、前記用紙の表裏を区別して表示する機能を備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の画像形成装置によれば、入力された画像データに基づき形成された画像を出力
する出力手段を備え、用紙を供給する用紙供給部を複数個所に備えるとともに、入力され
た画像データに基づいて表示画像を生成する表示画像生成手段と、前記表示画像生成手段
により生成された表示画像を表示する表示手段と、前記表示画像生成手段により生成され
た表示画像を前記表示手段にプレビュー表示する機能を備える表示制御手段とを具備する
画像表示操作装置を備える画像形成装置において、前記表示画像生成手段の構成として、
前記複数の用紙供給部のうちから特定された用紙供給部を示す表示画像を生成する機能と
、前記特定された用紙供給部から供給された用紙に画像が形成される状態を連続的に示す
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表示画像を生成する機能とを備え、前記表示制御手段の構成として、前記複数の用紙供給
部のうちから特定された用紙供給部を示す表示画像を前記表示手段にプレビュー表示する
機能と、前記特定された用紙供給部から供給された用紙に画像が形成される状態を連続的
に示す表示画像をプレビュー表示する機能とを備えることで、画像形成装置内のどこの用
紙供給部から用紙が供給されて、その用紙のどの面に、どのような画像が印刷されるかを
ユーザに知らせることができるので、ユーザは直感的に印刷の仕上がり状態を把握するこ
とができる。
　これにより、用紙の向きや印刷面の裏／表を間違えることなく用紙を用紙供給部に収容
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る画像形成装置の全体の構成を示す説明図である。
【図２】前記画像形成装置の内部構成を簡略化して示す説明図である。
【図３】前記画像形成装置における操作ユニットの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】画像形成装置において画像データを入力した後に用紙が供給されて出力される状
況をプレビュー表示する工程を示すフローチャートである。
【図５】前記画像形成装置において画像データを入力する前に用紙が供給されて出力され
る状況をプレビュー表示する工程を示すフローチャートである。
【図６】前記画像形成装置において出力処理を行なう際に用紙供給部から供給された用紙
に連続的に印刷されていく状態を示すプレビュー表示の一例を示す説明図である。
【図７】前記画像形成装置において印刷設定が反映された実施例１のプレビュー表示を示
す説明図である。
【図８】前記画像形成装置において印刷設定が反映された実施例２の確認画像の表示を示
す説明図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る画像形成装置の表示パネルに表示されるプレビュー
表示の一例を示す説明図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る画像形成装置において出力処理を行なう際に用紙
を供給する用紙供給部と印刷される用紙とを別々にプレビュー表示する一例を示す説明図
である。
【図１１】本発明の第４実施形態に係る画像形成装置の表示パネルに表示されるプレビュ
ー表示の変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は発明を実施する形態の一例であって、本発明の第１実施形態に係る画像形成装置
の全体の構成を示す説明図、図２は前記画像形成装置の内部構成を簡略化して示す説明図
である。
【００２０】
　本発明の第１実施形態は、図１に示すように、入力された画像データに基づき形成され
た表示画像を表示する表示パネル（表示手段）１３２を備え、入力された画像データに基
づき形成された表示画像を表示パネル１３２にプレビュー表示する機能を有する操作ユニ
ット（画像表示操作装置）１２０を備える画像形成装置１００であって、画像形成装置１
００の構成として、本発明に係る特徴的な構成を備えることを特徴とするものである。
【００２１】
　表示パネル１３２に表示される複数原稿画像は、画像形成装置１００の原稿読取部など
から取り込まれた原稿画像の形態をプレビュー表示するものであり、且つ、画像形成部か
ら記録用紙上に形成される画像の出力形態をプレビュー画像として表示するものである。
【００２２】
　本実施形態に係る画像形成装置１００は、画像処理装置の１種である画像形成装置であ
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る。本発明に係る画像表示操作装置の適用は、このような画像形成装置以外の画像処理装
置または電子機器であっても構わない。
【００２３】
　この画像形成装置１００は、電子写真方式により記録用紙に画像を形成する。
　また、画像形成装置１００は、動作モードとして、コピーモード、ファクシミリモード
（ＦＡＸモード）、ドキュメントファイリングモード（スキャンした画像を画像形成装置
内部の記憶装置に記憶するモード）およびメールモード（スキャンした画像を電子メール
に添付する形式で送信するモード）を備える。なお、この画像形成装置１００は、さらに
ネットワークプリンタモードを備えていても構わない。
【００２４】
　まず、本発明の第１実施形態に係る画像形成装置１００の基本的な構成について説明す
る。
　第１実施形態に係る画像形成装置１００は、図１に示すように、主に、画像データを入
力する原稿読取部（入力手段）（以下、「スキャナ部」と称する。）１０２、スキャナ部
１０２により入力された画像データに基づいて記録媒体上に画像を形成する画像形成部１
０４、用紙を供給する給紙部（用紙供給部）１０６、画像データに基づき形成された画像
を出力する画像出力手段（出力手段）１０７、排紙処理装置１０８、および、操作ユニッ
ト１２０を備える。
【００２５】
　また、画像形成装置１００は、用紙を供給する用紙供給部として、図２に示すように、
給紙部１０６に加えて手差しトレイ２４２を備える。給紙部１０６には用紙の種類に対応
して複数の用紙カセット２４０が収容されている。
【００２６】
　操作ユニット１２０は、図１に示すように、主にタッチパネルディスプレイ１３０と表
示操作部１４０とで構成される。タッチパネルディスプレイ１３０は、液晶パネル等で構
成された表示パネル１３２と、表示パネル１３２に重ねて配置されたユーザの指で押圧さ
れた位置を検出するタッチパネル（タッチ操作認識手段）１３４とで構成される。表示操
作部１４０は、表示灯１４２と、電源キー１４４と、省エネルギーキー（以下「省エネキ
ー」と記載）１４６と、動作モードを選択するホーム画面ヘタッチパネルディスプレイ１
３０の表示画面を戻すためのホームキー１４８とで構成される。
【００２７】
　このように画像形成装置１００は、主たる操作デバイスとしてタッチパネルディスプレ
イ１３０を備えるとともに、ハードウェアキーおよび表示灯により構成される表示操作部
１４０を備える。
【００２８】
　なお、画像形成装置１００は、このような構成の表示操作部１４０を備えるものに限定
されず、タッチパネルディスプレイ１３０のみを備えるものであってもよい。
【００２９】
　次に、画像形成装置１００における各部の動作について、コピーモードを例に挙げて説
明する。
【００３０】
（コピーモード）
　画像形成装置１００のコピーモードにおいては、図２に示すように、主として、スキャ
ナ部１０２および画像形成部１０４が動作する。
【００３１】
　画像形成装置１００においては、原稿載置台に置かれた原稿がスキャナ部１０２により
画像データとして読み取られ、読み取られた画像データがＣＰＵ（図示省略）に入力され
、ここで画像データに各種の画像処理が施され、この画像データが画像形成部１０４へと
出力される。
【００３２】
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　画像形成部１０４は、画像データによって示される原稿の画像を記録媒体（多くの場合
、記録用紙）に印刷するものであって、図２に示すように、感光体ドラム２２２、帯電装
置２２４、レーザスキャンユニット（以下、「ＬＳＵ」と称する。）２２６、現像装置２
２８、転写装置２３０、クリーニング装置２３２、定着装置２３４、および図示しない除
電装置等を備えている。
【００３３】
　画像形成部１０４には、主搬送路２３６および反転搬送路２３８が設けられており、給
紙部１０６から給紙されてきた記録用紙が主搬送路２３６に沿って搬送される。給紙部１
０６は、用紙カセット２４０に収納された記録用紙、または手差しトレイ２４２に載置さ
れた記録用紙を１枚ずつ引出して記録用紙を画像形成部１０４の主搬送路２３６へと送り
出す。
【００３４】
　画像形成部１０４の主搬送路２３６に沿って記録用紙が搬送されている途中で、記録用
紙が感光体ドラム２２２と転写装置２３０との間を通過し、さらに定着装置２３４を通過
して、記録用紙に対する印刷が行なわれる。
【００３５】
　感光体ドラム２２２は、一方向に回転し、その表面は、クリーニング装置２３２と除電
装置によりクリーニングされた後、帯電装置２２４により均一に帯電される。
【００３６】
　ＬＳＵ２２６は、印刷対象の画像データに基づいてレーザ光を変調し、このレーザ光に
よって感光体ドラム２２２の表面を主走査方向に繰返し走査して、静電潜像を感光体ドラ
ム２２２の表面に形成する。
【００３７】
　現像装置２２８は、トナーを感光体ドラム２２２の表面に供給して静電潜像を現像し、
トナー像を感光体ドラム２２２の表面に形成する。
【００３８】
　転写装置２３０は、当該転写装置２３０と感光体ドラム２２２との間を通過していく記
録用紙に感光体ドラム２２２の表面のトナー像を転写する。
【００３９】
　定着装置２３４は、記録用紙を加熱するための加熱ローラ２４８と、記録用紙を加圧す
るための加圧ローラ２５０とを含む。記録用紙は、加熱ローラ２４８によって加熱され、
かつ、加圧ローラ２５０によって加圧されることによって、記録用紙上に転写されたトナ
ー像が記録用紙に定着される。この定着装置２３４へ供給される電力によりヒータを温め
て加熱ローラ２４８の温度が定着に適した温度になるように制御されている。なお、省エ
ネモードに移行すると、例えば、このヒータへ供給される電力が停止されたり削減された
りする。
【００４０】
　主搬送路２３６と反転搬送路２３８との接続位置には、分岐爪２４４が配設されている
。記録用紙の片面のみに印刷が行なわれる場合は、分岐爪２４４が位置決めされ、この分
岐爪２４４により定着装置２３４からの記録用紙が排紙トレイ２４６または排紙処理装置
１０８の方へと導かれる。
【００４１】
　記録用紙の両面に印刷が行なわれる場合は、分岐爪２４４が所定方向に回動されて記録
用紙が一旦排紙トレイ２４６側へ導かれた後、スイッチバック搬送されて反転搬送路２３
８の方へと導かれる。記録用紙は、反転搬送路２３８を通過して、その表裏を反転されて
主搬送路２３６へと再び搬送され、主搬送路２３６の再度の搬送途中で、その裏面への印
刷が行なわれて排紙トレイ２４６または排紙処理装置１０８の方へと導かれる。
【００４２】
　上述のようにして印刷された記録用紙は、排紙トレイ２４６または排紙処理装置１０８
の方へと導かれて排紙トレイ２４６に排出され、または排紙処理装置１０８の各排紙トレ
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イ１１０のいずれかに排出される。
【００４３】
　排紙処理装置１０８では、複数の記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出する
処理、各記録用紙にパンチングする処理、および各記録用紙にステープルする処理を施す
。例えば、複数部の印刷物を作成する場合は、各排紙トレイ１１０に印刷物の一部ずつが
割り当てられるように、各記録用紙を各排紙トレイ１１０に仕分けして排出し、排紙トレ
イ１１０毎に、排紙トレイ１１０上の各記録用紙に対しパンチングユニット１１１による
パンチング処理またはステープルユニット１１２によるステープル処理を施して印刷物を
作成する。
【００４４】
　次に、第１実施形態の画像形成装置１００における操作ユニット１２０の特徴的な画面
表示に係る電気的構成について図面を参照して説明する。
　図３は第１実施形態の画像形成装置における操作ユニットの電気的構成を示すブロック
図である。
【００４５】
　第１実施形態に係る操作ユニット１２０は、図３に示すように、表示パネル１３２、タ
ッチパネル１３４に加えて、操作位置検出手段１３５、画面表示手段１３６、表示画像生
成手段１３７及び操作ユニット１２０における処理・動作を制御する操作ユニット側制御
部（表示制御手段）１３１を備えている。
【００４６】
　画像形成装置１００は、主制御部１０１、画像データを入力するスキャナ部１０２、画
像処理手段１０３、スキャナ部１０２から入力される画像データを蓄積する蓄積手段１０
５、プリンタや送信部などの画像を出力する画像出力手段１０７、を備えて、主制御部１
０１により動作制御される。
【００４７】
　操作位置検出手段１３５は、タッチパネル１３４上で行なわれる操作位置を検出する。
　画面表示手段１３６は、表示画像生成手段１３７により形成された画像を表示パネル１
３２上に表示する。
【００４８】
　表示画像生成手段１３７は、画像形成装置１００本体に入力された画像データに基づき
操作ユニット側制御部１３１からの指示により所定の画像を形成する。
【００４９】
　本実施形態では、表示画像生成手段１３７は、複数の用紙供給部、用紙カセット２４０
，手差しトレイ２４２のうちから特定された用紙供給部を示す表示画像を生成する特定表
示画像生成機能１３７１と、特定された用紙供給部から供給された用紙に画像が形成され
る状態を連続的に示す表示画像を生成する用紙表示画像生成機能１３７２とを備えている
【００５０】
　操作ユニット側制御部１３１は、画像形成装置１００本体の主制御部１０１に接続され
、タッチパネルディスプレイ１３０における制御部として機能する。
【００５１】
　本実施形態では、操作ユニット側制御部１３１は、表示パネル１３２に複数ページの原
稿画像をプレビュー表示するプレビュー表示機能と、プレビュー表示された複数ページの
原稿画像を移動表示する移動表示機能とを備えている。
【００５２】
　さらに、操作ユニット側制御部１３１は、複数の用紙カセット２４０，手差しトレイ２
４２のうちから特定された用紙供給部を示す表示画像を表示パネル１３２にプレビュー表
示する特定用紙供給部表示機能１３１１と、特定された用紙供給部から供給された用紙に
画像が形成される状態を連続的に示す表示画像をプレビュー表示する出力状態表示機能１
３１２とを備えている。
【００５３】
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　また、画像形成装置１００は、プリント動作時に外部のＰＣ等もしくは内部の記憶装置
（ストレージ）から画像および印刷設定を取得するためのＩ／Ｏ部１１８、センサ部１１
９を備えている。
【００５４】
　画像処理手段１０３は、スキャナ部１０２やＩ／Ｏ部１１８から取得した画像データに
基づき印刷設定を反映して、用紙上に出力予定の画像情報を作成する。
【００５５】
　本実施形態の画像形成装置１００において、印刷設定は、「印刷方向（縦・横）」、「
カラー／モノクロ印刷」、「拡大／縮小」、「Ｎｉｎ１」、「片面／両面」などを含むも
のとする。
【００５６】
　画像処理手段１０３において作成された出力予定の画像情報は、蓄積手段１０５に記憶
される。
【００５７】
　表示画像生成手段１３７において、特定表示画像生成機能１３７１によってセンサ部１
１９から読み取った各用紙供給部の用紙種別・方向に基づき、特定された用紙供給部を示
す表示画像を生成するとともに、用紙表示画像生成機能１３７２によって蓄積手段１０５
に記憶された出力予定の画像情報に基づき、特定された用紙供給部から供給された用紙に
画像が形成される状態を連続的に示す表示画像を生成する。
【００５８】
　そして、操作ユニット側制御部１３１において、特定用紙供給部表示機能１３１１によ
り、特定表示画像生成機能１３７１によって生成された特定された用紙供給部を示す表示
画像を表示パネル１３２にプレビュー表示するとともに、出力状態表示機能１３１２によ
り、用紙表示画像生成機能１３７２によって生成された特定された用紙供給部から供給さ
れた用紙に画像が形成される状態を連続的に示す表示画像を表示パネル１３２にプレビュ
ー表示するようにされている。
【００５９】
　次に、第１実施形態の画像形成装置１００において出力処理を行なう際に表示パネル１
３２に特徴的なプレビュー表示を行なう工程について、フローチャートに沿って説明する
。
　図４は第１実施形態の画像形成装置において画像データを入力した後に用紙が供給され
て出力される状況をプレビュー表示する工程を示すフローチャート、図５は前記画像形成
装置において画像データを入力する前に用紙が供給されて出力される状況をプレビュー表
示する工程を示すフローチャートである。
【００６０】
　まず、第１実施形態の画像形成装置１００において、画像データを入力した後に用紙が
供給されて出力される状況をプレビュー表示する場合について説明する。
【００６１】
　第１実施形態の画像形成装置１００において、画像データの入力はスキャナ部１０２ま
たはＩ／Ｏ部１１８によって行なわれる。
【００６２】
　図４に示すように、画像形成装置１００において出力処理が開始されると、まず、主制
御部１０１において画像データの入力がスキャナ部１０２による原稿読み取りによる入力
か、Ｉ／Ｏ部１１８によるデータ入力かが判断される（ステップＳ１）。
【００６３】
　ステップＳ１において、コピー処理等で原稿から画像を読取る場合はスキャナ部１０２
により入力される（ステップＳ２）。一方、データ送信等で画像データを入力する場合は
Ｉ／Ｏ部１１８によりデータ入力される（ステップＳ３）。
【００６４】
　そして、ユーザにより設定された印刷設定がプレビュー表示される表示画像に反映され
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る（ステップＳ４）。印刷設定は、例えば、「印刷方向（縦・横）」、「カラー／モノク
ロ印刷」、「拡大／縮小」、「Ｎｉｎ１」、「片面／両面」、用紙サイズ、使用する用紙
が収容される用紙供給部の設定を含む。
【００６５】
　次に、センサ部１１９による情報を取得し（ステップＳ５）、その情報を反映させたプ
レビュー画像を表示する（ステップＳ６）。センサ部１１９による情報は、原稿サイズ、
原稿の向き（載置方向）、各用紙供給部の用紙種別やサイズ、用紙の載置方向を含む。
【００６６】
　そして、プレビュー画像が表示された表示パネル１３２の画面上でのユーザのタッチ操
作をプレビュー画像に反映して表示する（ステップＳ７）。そして、出力処理（プリント
出力）が実行される（ステップＳ８）。
　このようにして、画像形成装置１００における出力される状態のプレビュー表示および
出力処理が実行される。
【００６７】
　次に、第１実施形態の画像形成装置１００において、画像データを入力する前に用紙が
供給されて出力される状況をプレビュー表示する場合について説明する。
【００６８】
　図５に示すように、画像形成装置１００において出力処理が開始されると、まず、ユー
ザにより設定された印刷設定がプレビュー画像に反映される（ステップＳ１１）。印刷設
定は、例えば、「印刷方向（縦・横）」、「カラー／モノクロ印刷」、「拡大／縮小」、
「Ｎｉｎ１」、「片面／両面」、用紙サイズ、使用する用紙が収容される用紙供給部の設
定を含む。
【００６９】
　次に、センサ部１１９による情報を取得し（ステップＳ１２）、参考画像（サンプル画
像）に設定情報を反映させた画像（以下、「確認画像」と称する。）を表示する（ステッ
プＳ１３）。センサ部１１９による情報は、原稿サイズ、原稿の向き（載置方向）、各用
紙供給部の用紙種別やサイズ、用紙の載置方向を含む。
【００７０】
　そして、確認画像が表示された表示パネル１３２の画面上でのユーザのタッチ操作を確
認画像に反映して表示する（ステップＳ１４）。
【００７１】
　そして、スキャナ部１０２により原稿の画像を読み取り（ステップＳ１５）、出力処理
（プリント出力）が実行される（ステップＳ１６）。
　このようにして、画像形成装置１００における出力される状態の確認画像の表示および
出力処理が実行される。
【００７２】
　次に、第１実施形態の画像形成装置１００において出力処理を行なう際に表示パネル１
３２に表示する特徴的なプレビュー表示について図面を参照して説明する。
　図６は本実施形態の画像形成装置において出力処理を行なう際に用紙供給部から供給さ
れた用紙に連続的に印刷されていく状態を示すプレビュー表示の一例を示す説明図である
。
【００７３】
　第１実施形態では、画像形成装置１００の表示パネル１３２は、図６に示すように、印
刷設定により選択された用紙供給部を示す画像と、用紙が連続的に印刷されていく状態を
プレビュー表示することを特徴としている。
【００７４】
　具体的には、表示パネル１３２には、図６に示すように、画像形成装置１００を示す表
示画像１００Ｇと、画像形成装置本体の給紙部１０６を示す表示画像１０６Ｇと、給紙部
１０６のうちの選択された用紙カセット２４０を示す表示画像２４０Ｇが表示される。
【００７５】
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　ここでは、センサ部１１９により検出された原稿の載置情報に基づき、給紙部１０６に
収容されている用紙カセット２４０の用紙のサイズ（Ａ３，Ａ４，・・・）や載置方向（
縦・横）が反映されて、表示画像２４０Ｇが表示される。表示画像２４０Ｇは、給紙部１
０６内の他の用紙カセット２４０と識別できるように、給紙部１０６を開放表示して強調
するように表示されている。
【００７６】
　また、表示パネル１３２において、用紙カセット２４０を示す表示画像２４０Ｇが表示
される表示画面と同一画面に、用紙カセット２４０から連続的に供給されて出力される用
紙のおもて面を示す複数の表示画像Ｐ０１と用紙の裏面を示す複数の表示画像Ｐ０２とが
表示されている。
【００７７】
　用紙のおもて面を示す表示画像Ｐ０１と用紙の裏面を示す表示画像Ｐ０２には、印刷設
定が反映された画像が表示されている。
【００７８】
　ここで、画像形成装置１００において、印刷設定が反映された画像表示について図面を
参照して説明する。
　図７は第１実施形態の画像形成装置において印刷設定が反映された実施例１のプレビュ
ー画像の表示を示す説明図、図８は前記画像形成装置において印刷設定が反映された実施
例２の確認画像の表示を示す説明図である。
【００７９】
（実施例１）
　実施例１は、画像形成装置１００の印刷設定として、両面印刷で、用紙のおもて面を４
ｉｎ１とし、用紙の裏面を通常の印刷としたものである。
【００８０】
　実施例１は、図７に示すように、表示パネル１３２において、画像形成装置本体の給紙
部１０６を示す表示画像１０６Ｇと、給紙部１０６のうちの選択された用紙カセット２４
０を示す表示画像２４０Ｇとが表示される表示画面と同一画面に、用紙カセット２４０か
ら連続的に供給されて出力される用紙のおもて面を示す複数の表示画像Ｐ１１と用紙の裏
面を示す複数の表示画像Ｐ１２とが表示されている。
【００８１】
　実施例１では、おもて面を示す表示画像Ｐ１１には、４ページ分の画像Ｐ１１ａ，Ｐ１
１ｂ，Ｐ１１ｃ，Ｐ１１ｄが縮小されて配置されている。裏面を示す表示画像Ｐ１２には
、１ページ分の画像Ｐ１２ａが配置されている。
【００８２】
　このように、実施例１によれば、表示パネル１３２に、原稿画像が縮小表示された表示
画像Ｐ１１，Ｐ１２がプレビュー画像として表示されるので、画像形成装置１００内のど
この用紙供給部から用紙が供給されて、その用紙のどの面に、どのような画像がどのよう
に印刷されるかをユーザに知らせることができる。
【００８３】
（実施例２）
　実施例２は、画像形成装置１００の印刷設定として、両面印刷で、用紙のおもて面を４
ｉｎ１、用紙の裏面を通常の印刷としたものである。
【００８４】
　実施例２は、図８に示すように、表示パネル１３２において、画像形成装置本体の給紙
部１０６を示す表示画像１０６Ｇと、給紙部１０６のうちの選択された用紙カセット２４
０を示す表示画像２４０Ｇと、が表示される表示画面と同一画面に、用紙カセット２４０
から連続的に供給されて出力される用紙のおもて面を示す複数の表示画像Ｐ２１と用紙の
裏面を示す複数の表示画像Ｐ２２とが表示されている。
【００８５】
　実施例２では、おもて面を示す表示画像Ｐ２１には、４ページ分のそれぞれの画像の位
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置を示すページＮｏ画像Ｐ２１ａ，Ｐ２１ｂ，Ｐ２１ｃ，Ｐ２１ｄが配置されている。裏
面を示す表示画像Ｐ２２には、１ページ分のページＮｏ画像Ｐ２２ａが配置されている。
【００８６】
　このように、実施例２によれば、表示パネル１３２に、ページレイアウトが表示された
表示画像Ｐ１１，Ｐ１２が確認画像として表示されるので、画像形成装置１００内のどこ
の用紙供給部から用紙が供給されて、その用紙のどの面に、どのような配置で印刷される
かを明確にユーザに知らせることができる。
【００８７】
　このように、第１実施形態の画像形成装置１００によれば、表示パネル１３２において
、同一画面上に、用紙カセット２４０を示す表示画像２４０Ｇと、用紙カセット２４０か
ら連続的に供給されて出力される用紙のおもて面を示す複数の表示画像Ｐ０１と用紙の裏
面を示す複数の表示画像Ｐ０２と、を同時に表示するようにしたので、画像形成装置１０
０内のどこの用紙供給部から用紙が供給されて、その用紙のどの面に、どのような画像が
印刷されるかをユーザに知らせることができる。これにより、ユーザは直感的に印刷の仕
上がり状態を把握することができる。
【００８８】
　なお、第１実施形態の画像形成装置１００では、印刷される状態を単に表示パネル１３
２にプレビュー表示しているが、使用される用紙供給部を強調表示するために、吹き出し
表示やポップアップ表示等によって用紙供給部やそこに収容される用紙の情報を表示する
ようにしてもよい。
【００８９】
　以上のように構成したので、第１実施形態によれば、画像形成装置１００において、表
示画像生成手段１３７の構成として、特定表示画像生成機能１３７１と、用紙表示画像生
成機能１３７２とを備え、操作ユニット側制御部１３１の構成として、特定用紙供給部表
示機能１３１１と、出力状態表示機能１３１２とを備え、表示パネル１３２に、用紙を供
給する用紙供給部や出力される用紙の状況をプレビュー表示するようにしたので、画像形
成装置内のどこの用紙供給部から用紙が供給されて、その用紙のどの面に、どのような画
像が印刷されるかをユーザに知らせることができるので、ユーザは直感的に印刷の仕上が
り状態を把握することができる。これにより、用紙の向きや印刷面のおもて／裏を間違え
ることなく用紙を用紙供給部に収容することができる。また、例えば、先に印刷済み用紙
に上書きプリントを行う場合に、用紙方向、裏表の位置を設定ミスすることがなくなる。
【００９０】
　また、第１実施形態によれば、ユーザにより印刷用紙として選択された用紙が収納され
ている用紙供給部を他の用紙供給部と識別可能に表示するようにしたので、意図しない用
紙供給部から用紙が出力されたり、意図しない用紙サイズで出力されるという出力ミスを
無くすことができる。
【００９１】
　また、第１実施形態によれば、表示パネル１３２において、用紙供給部と供給される用
紙とを同一画面上に表示して、用紙供給部から連続的に複数の用紙をプレビュー表示する
ようにしたので、画像形成装置内のどこの用紙供給部から用紙が供給されて、どのように
出力されるのかを容易に確認することができる。
【００９２】
　また、第１実施形態によれば、プレビュー表示される用紙を示す表示画像に、ユーザに
より設定された印刷設定の内容を反映させてプレビュー表示するようにしたので、ユーザ
が意図しない印刷面、印刷方向への印刷を防止することができる。
【００９３】
　なお、第１実施形態の画像形成装置１００では、表示パネル１３２において、用紙供給
部を示す表示画像と、用紙供給部から供給されて出力される用紙を示す表示画像とを同一
画面にプレビュー表示しているが、本発明は、プレビュー表示をこれに限定するものでは
ない。
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【００９４】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　図９は本発明の第２実施形態に係る画像形成装置の表示パネルに表示されるプレビュー
表示の一例を示す説明図である。
【００９５】
　第２実施形態では、図９に示すように、用紙は手差しトレイ２４２から用紙が供給され
るように設定され、表示パネル１３２には、画像形成装置１００を示す表示画像１００Ｇ
と、手差しトレイ２４２を示す表示画像２４２Ｇとが表示される。
【００９６】
　第２実施形態は、表示パネル１３２に選択された手差しトレイ２４２を示す表示画像２
４２Ｇを強調表示するために吹き出し表示１５１が表示されている。
　吹き出し表示１５１には、用紙供給部の名称（手差しトレイ）、収容される用紙の情報
（Ａ４用紙、縦）が表示されている。これにより、設定された用紙供給部の情報や用紙の
情報がより解り易くなる。
【００９７】
　さらに、第２実施形態では、図９に示すように、表示パネル１３２において、タッチパ
ネル１３４上で手差しトレイ２４２の表示画像２４２Ｇ付近から右方向にフリック操作１
５２を行うことによって、手差しトレイ２４２（表示画像２４２Ｇ）から出力予定の画像
が形成された用紙（表示画像Ｐ０１，Ｐ０２）が迫り出すように連続的に表示するアニメ
ーション表示を行うようにされている。これにより、連続して出力される状態を確認でき
る。
【００９８】
　また、両面印刷設定時においては、図９に示すように、アニメーション表示の途中で用
紙表示（おもて／裏）が表示画像Ｐ０１から表示画像Ｐ０２となるように回転することで
、トレイ格納時の面からみた裏面に印刷予定の内容を確認できるようにしてもよい。
【００９９】
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について図面を参照して説明する。
　図１０は本発明の第３実施形態に係る画像形成装置において出力処理を行なう際に用紙
を供給する用紙供給部と印刷される用紙とを別々にプレビュー表示する一例を示す説明図
である。
【０１００】
　第３実施形態では、第１実施形態における表示パネル１３２にプレビュー表示される態
様とは異なり、図１０に示すように、画像形成装置１００の表示パネル１３２に、印刷設
定により選択された用紙供給部を示す画像と、用紙のおもて面を示す画像とを別々に表示
することを特徴としている。
【０１０１】
　具体的には、表示パネル１３２には、第１の表示部１３２ａと第２の表示部１３２ｂと
が設けられている。
【０１０２】
　第１の表示部１３２ａには、画像形成装置１００を示す表示画像１００Ｇと、画像形成
装置本体の給紙部１０６を示す表示画像１０６Ｇと、給紙部１０６のうちの選択された手
差しトレイ２４２を示す表示画像２４２Ｇが表示される。
【０１０３】
　そして、表示パネル１３２に選択された手差しトレイ２４２を示す表示画像２４２Ｇを
強調表示するために吹き出し表示２５１が表示されている。吹き出し表示２５１には、用
紙供給部の名称（手差しトレイ）、収容される用紙の情報（Ａ４用紙、縦）が表示されて
いる。これにより、設定された用紙供給部の情報や用紙の情報がより解り易くなる。
【０１０４】
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　第２の表示部１３２ｂには、手差しトレイ２４２から供給されて出力される用紙のおも
て面を示す表示画像Ｐ３１が表示される。用紙のおもて面を示す表示画像Ｐ３１には、印
刷設定が反映された画像が表示される。
【０１０５】
　そして、用紙のおもて面を強調表示するための吹き出し表示２５２が表示されている。
吹き出し表示２５２には、用紙のおもて面を示す「表」が表示されている。これにより、
プレビュー表示されている面が用紙のおもて面であることが明確になる。
【０１０６】
　以上のように構成したので、第３実施形態によれば、表示パネル１３２に第１の表示部
１３２ａと第２の表示部１３２ｂとを設けて、第１の表示部１３２ａには用紙が供給され
る用紙供給部をプレビュー表示し、第２の表示部１３２ｂには出力される用紙の出力状態
をプレビュー表示することで、画像形成装置内のどこの用紙供給部から用紙が供給されて
、その用紙のどの面に、どのような画像が印刷されるかをユーザに知らせることができる
。これにより、ユーザは直感的に印刷の仕上がり状態を把握することができる。また、用
紙の向きや印刷面のおもて／裏を間違えることなく用紙を用紙供給部に収容することがで
きる。
【０１０７】
（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について図面を参照して説明する。
　図１１は本発明の第４実施形態の画像形成装置の表示パネルに表示されるプレビュー表
示の一例を示す説明図である。
【０１０８】
　第４実施形態では、図１１に示すように、第１の表示部１３２ａには、上述した第３実
施形態の第１の表示部１３２ａと同様に、画像形成装置１００を示す表示画像１００Ｇと
、画像形成装置本体の給紙部１０６を示す表示画像１０６Ｇと、給紙部１０６のうちの選
択された手差しトレイ２４２を示す表示画像２４２Ｇと、表示画像２４２Ｇを強調表示す
るための吹き出し表示２５１が表示されている。
【０１０９】
　第２の表示部１３２ｂには、連続的に供給されて出力される用紙のおもて面を示す複数
の表示画像Ｐ４１と用紙の裏面を示す複数の表示画像Ｐ４２とが表示されている。
【０１１０】
　そして、用紙のおもて面、裏面を強調表示するための吹き出し表示２５２、２５３が表
示されている。吹き出し表示２５２には、用紙のおもて面を示す「表」が表示されている
。吹き出し表示２５３には、用紙の裏面を示す「裏」が表示されている。これにより、プ
レビュー表示されている用紙のおもて面／裏面が明確になる。
【０１１１】
　さらに、第４実施形態では、図１１に示すように、表示パネル１３２の第２の表示部１
３２ｂにおいて、表示画面上で図中左から右方向にフリック操作２５４を行うことによっ
て、出力される複数の用紙（表示画像Ｐ４１，Ｐ４２）が連続的に表示するアニメーショ
ン表示を行うようにされている。これにより、連続して出力される状態を確認できる。
【０１１２】
　また、両面印刷設定時においては、図１１に示すように、アニメーション表示の途中で
用紙表示（おもて／裏）が表示画像Ｐ４１から表示画像Ｐ４２となるように回転すること
で、トレイ格納時の面からみた裏面に印刷予定の内容を確認できるようにしてもよい。
【０１１３】
　以上のように構成したので、第４実施形態によれば、表示パネル１３２において、第２
の表示部１３２ｂに用紙供給部から連続的に複数の用紙をアニメーション表示することで
、どのように出力されるのかを容易に確認することができる。
【０１１４】
　なお、上述した実施形態では、画像形成装置１００の表示パネル１３２において、用紙
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に画像が形成される状態をプレビュー表示するようにしているが、本発明を発展させて、
表示パネル１３２に表示されるプレビュー画面上において、画像形成装置本体画像のうち
で現在選択中でない用紙供給部をタップ操作（選択操作）することで、設定した用紙を変
更するように構成することも可能である。
【０１１５】
　その際には、再度センサ部１１９から読み取った情報をプレビュー表示に反映して、開
放表示した給紙部１０６の表示画像または強調表示した手差しトレイの表示画像や、吹き
出し表示される新たに設定された用紙供給部の情報や用紙の情報の内容について変更を行
うようにする。
【０１１６】
　以上のように、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示し
た範囲で種々の変更が可能である。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内
において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、すなわち、本発
明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実
施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１１７】
１００　画像形成装置
１００Ｇ，１０６Ｇ，２４０Ｇ，２４２Ｇ　表示画像
１０１　主制御部
１０２　スキャナ部（入力手段）
１０３　画像処理手段
１０４　画像形成部
１０５　蓄積手段
１０６　給紙部（用紙供給部）
１０７　画像出力手段（出力手段）
１０８　排紙処理装置
１１８　Ｉ／Ｏ部
１１９　センサ部
１２０　操作ユニット（画像表示操作装置）
１３１　操作ユニット側制御部（表示制御手段）
１３２　表示パネル（表示手段）
１３２ａ　第１の表示部
１３２ｂ　第２の表示部
１３４　タッチパネル
１３６　画面表示手段
１３７　表示画像生成手段
１５１，示２５１，２５２，２５３　吹き出し表示
１５２，２５４　フリック操作
２４０　用紙カセット（用紙供給部）
２４２　手差しトレイ（用紙供給部）
１３１１　特定用紙供給部表示機能
１３１２　出力状態表示機能
１３７１　特定表示画像生成機能
１３７２　用紙表示画像生成機能
Ｐ０１，Ｐ０２，Ｐ１１，Ｐ１２，Ｐ２１，Ｐ２２，Ｐ３１，Ｐ４１，Ｐ４２　表示画像
Ｐ１１ａ，Ｐ１１ｂ，Ｐ１１ｃ，Ｐ１１ｄ，Ｐ１２ａ　画像
Ｐ２１ａ，Ｐ２１ｂ，Ｐ２１ｃ，Ｐ２１ｄ，Ｐ２２ａ　ページＮｏ画像
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