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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを取得する画像データ取得部と、
　前記画像データを原稿アイコンとしてサムネイル表示する表示部と、
　仕上げ設定のための操作入力を受け付ける操作受付部と、
　前記画像データおよび仕上げ設定のデータを記憶する記憶部と、
　前記画像データの仕上げ設定の制御を行なう制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　前記表示部に前記原稿アイコンを表示させ、該表示部の表示面に設けられた前記操作受
付部から取得した、連続した軌跡の座標である入力情報により仕上げ設定するものであり
、
　該軌跡の座標が閉領域をなすか否かの判定を行ない、
　閉領域をなす場合で、該閉領域に前記原稿アイコンの表示領域が含まれているときは、
該軌跡の座標を、用紙の領域を指定する情報として前記記憶部に設定し、該閉領域に前記
原稿アイコンの表示領域が含まれていなく、且つ該閉領域が所定の大きさより小さいとき
は、該軌跡の座標を、穿穴処理の位置を指定する情報であるとして前記記憶部に設定し、
　閉領域をなさない場合で、該軌跡が所定の大きさより小さいときは、該軌跡の座標を、
綴じ処理の位置を指定する情報であるとして前記記憶部に設定することを特徴とする画像
形成装置。
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【請求項２】
　前記制御部は、前記用紙の領域内にある前記原稿アイコンの識別情報、その数および位
置を、記録紙に複数の前記画像データを合成して印刷する設定として前記記憶部に記憶す
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】
　前記制御部は、前記用紙の領域を前記原稿アイコンの数に区分し、該区分に前記原稿ア
イコンが１つずつ対応した場合、前記用紙の領域における前記画像データの配置を確定さ
せ設定することを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記表示部には操作受付部としてタッチパネルが設けられ、前記タッチパネルには、取
得した前記画像データをサムネイル表示する原稿アイコン領域と、該原稿アイコン領域か
らドラッグアンドドロップした原稿アイコンを表示して、タッチペンによる操作入力を受
け付ける出力イメージ操作領域とを備え、前記制御部は、該出力イメージ操作領域での手
書き入力による座標を識別して、仕上げ設定を行なうことを特徴とする請求項１から請求
項３のいずれか１つに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記記憶部に、前記仕上げ設定の条件を設定した条件設定テーブルを備え、前記制御部
は、前記穿穴処理と前記綴じ処理の設定がなされた場合に、前記穿穴処理の位置座標と前
記綴じ処理の位置座標とから前記条件設定テーブルを参照して、仕上げ設定が可能か否か
の判定を行なうことを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記画像データの入力を得て、画像の印刷を行なう画像形成部と、
　印刷した記録紙に、後処理を行なう後処理部と、を備え、
　前記条件設定テーブルには、前記穿穴処理の位置と前記綴じ処理の位置に対応する前記
画像データの向きおよび前記記録紙の送り方向が設定されており、前記制御部は、前記記
憶部から前記仕上げ設定のデータを取得し、前記記録紙に配置する前記画像データに関す
る情報、前記画像データの向きおよび前記記録紙の送り方向に関する情報を前記画像形成
部に、穿穴処理および／又は綴じ処理に関する情報を前記後処理部に出力し、仕上げ処理
の制御を行なうことを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記表示部には、設定情報を表示する設定確認領域を備え、前記操作受付部から受け付
けた仕上げ設定の内容を前記設定確認領域にメッセージ表示することを特徴とする請求項
４から請求項６のいずれか１つ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、画像形成装置での仕上げ設定の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置について、複合機に代表されるように、ファクシミリ、プリンタや
スキャナ等の様々な機能を提供するものが開発されてきた。
　また、画像形成装置には、複数の画像を記録紙の一面に収めて合成する印刷モード（Ｎ
ｉｎ１）、綴じ処理（ステープル）、穿穴処理（パンチ）等の種々の仕上げ機能が備わっ
ている。
【０００３】
　しかし、様々な機能が備わるようになると、ユーザの要望に合わせることができるよう
にはなるが、機能が多くなることにより操作が煩雑になっていた。
【０００４】
　ユーザによる機能選択を容易にするために、画像形成装置の操作パネルに、選択可能な
機能をアイコンで表示し、選択した機能に応じて印刷物の仕上がりイメージを表示させる
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技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－７８７２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の技術では、簡易に機能選択はできるものの、規定の設定し
か選択することができず、例えば、ステープル位置や、パンチの位置等について、ユーザ
が所望の位置を指定し、カスタマイズすることはできなかった。
【０００６】
　また、特許文献１の技術では、Ｎｉｎ１の機能を利用する場合でも、ユーザが、記録紙
に対して自由に画像の配置を設定し、または、記録紙に対する画像の大きさの比率を自由
に設定することはできなかった。
【０００７】
　そこで、本発明は、以上のような事情を考慮してなされたものであり、ユーザが簡易に
、直感的に、印刷物の仕上げ機能を設定することができる画像形成装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　斯かる実情に鑑み、第１の発明による画像形成装置は、画像データを取得する画像デー
タ取得部と、前記画像データを原稿アイコンとしてサムネイル表示する表示部と、仕上げ
設定のための操作入力を受け付ける操作受付部と、前記画像データおよび仕上げ設定のデ
ータを記憶する記憶部と、前記画像データの仕上げ設定の制御を行なう制御部とを備え、
前記制御部は、前記表示部に前記原稿アイコンを表示させ、該表示部の表示面に設けられ
た前記操作受付部から取得した、連続した軌跡の座標である入力情報により仕上げ設定す
るものであり、該軌跡の座標が閉領域をなすか否かの判定を行ない、閉領域をなす場合で
、該閉領域に前記原稿アイコンの表示領域が含まれているときは、該軌跡の座標を、用紙
の領域を指定する情報として前記記憶部に設定し、該閉領域に前記原稿アイコンの表示領
域が含まれていなく、且つ該閉領域が所定の大きさより小さいときは、該軌跡の座標を、
穿穴処理の位置を指定する情報であるとして前記記憶部に設定し、閉領域をなさない場合
で、該軌跡が所定の大きさより小さいときは、該軌跡の座標を、綴じ処理の位置を指定す
る情報であるとして前記記憶部に設定することを特徴とする。
【００１０】
　また、第３の発明による画像形成装置は、前記制御部が、前記用紙の領域内にある前記
原稿アイコンの識別情報、その数および位置を、記録紙に複数の前記画像データを合成し
て印刷する設定として前記記憶部に記憶することを特徴とする。
【００１１】
　また、第４の発明による画像形成装置は、前記制御部が、前記用紙の領域を前記原稿ア
イコンの数に区分し、該区分に前記原稿アイコンが１つずつ対応した場合、前記用紙の領
域における前記画像データの配置を確定させ設定することを特徴とする。
【００１４】
　また、第７の発明による画像形成装置は、前記表示部に操作受付部としてタッチパネル
が設けられ、前記タッチパネルには、取得した前記画像データをサムネイル表示する原稿
アイコン領域と、該原稿アイコン領域からドラッグアンドドロップした原稿アイコンを表
示して、タッチペンによる操作入力を受け付ける出力イメージ操作領域とを備え、前記制
御部は、該出力イメージ操作領域での手書き入力による座標を識別して、仕上げ設定を行
なうことを特徴とする。
【００１５】
　また、第８の発明による画像形成装置は、前記記憶部に、前記仕上げ設定の条件を設定
した条件設定テーブルを備え、前記制御部は、前記穿穴処理と前記綴じ処理の設定がなさ
れた場合に、前記穿穴処理の位置座標と前記綴じ処理の位置座標とから前記条件設定テー
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ブルを参照して、仕上げ設定が可能か否かの判定を行なうことを特徴とする。
【００１６】
　また、第９の発明による画像形成装置は、前記画像データの入力を得て、画像の印刷を
行なう画像形成部と、印刷した記録紙に、後処理を行なう後処理部とを備え、前記条件設
定テーブルには、前記穿穴処理の位置と前記綴じ処理の位置に対応する前記画像データの
向きおよび前記記録紙の送り方向が設定されており、前記制御部は、前記記憶部から前記
仕上げ設定のデータを取得し、前記記録紙に配置する前記画像データに関する情報、前記
画像データの向きおよび前記記録紙の送り方向に関する情報を前記画像形成部に、穿穴処
理および／又は綴じ処理に関する情報を前記後処理部に出力し、仕上げ処理の制御を行な
うことを特徴とする。
【００１７】
　また、第１０の発明による画像形成装置は、前記表示部に、設定情報を表示する設定確
認領域を備え、前記操作受付部から受け付けた仕上げ設定の内容を前記設定確認領域にメ
ッセージ表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ユーザは、本発明に係る画像形成装置の表示部に表示した原稿アイコ
ンを利用して仕上げ設定を行なうので、簡易な操作で設定を行なうことができる。
【００１９】
　また、本発明は、表示部に表示した原稿アイコンを囲む入力操作を行なうことで、用紙
の領域を指定することができ、用紙に対する画像データの大きさの比率も自由に設定する
ことができる。
【００２０】
　また、本発明は、Ｎｉｎ１の設定に関し、ユーザが、記録紙に印刷するための画像デー
タの選択、配置等を簡易にかつ任意に設定することができる。
【００２１】
　また、本発明は、穿穴処理（パンチ）の設定に関し、ユーザが、記録紙におけるパンチ
穴の位置を簡易にかつ任意に設定することができる。
【００２２】
　また、本発明は、綴じ処理（ステープル）の設定に関し、ユーザが、記録紙におけるス
テープルの位置を簡易にかつ任意に設定することができる。
【００２３】
　また、本発明は、タッチパネル上へのタッチペンの入力の軌跡によって種々の仕上げ条
件の設定を行うことができるため、直感的な入力操作が可能であり、操作性を向上させる
ことができる。
【００２４】
　また、本発明は、パンチやステープルの条件設定につき、条件テーブルを備えることで
、適切に可否の判定を行なうことができる。
【００２５】
　また、本発明は、パンチやステープルの位置に対応した画像データの回転方向や用紙送
り方向を設定することができ、画像形成、後処理それぞれの工程を行なう処理部に対し、
仕上げ設定の指示を適切に行なうことができる。
【００２６】
　また、本発明は、仕上げ設定を表示部にメッセージ表示できるので、設定に関するユー
ザの注意を促すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図示例と共に説明する。
　図１は、複合機（画像形成装置）１の一実施形態を示す断面図である。
【００２８】
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　図１に示すように、画像読取部２は、透明ガラスからなる原稿載置台１１、原稿載置台
１１上へ自動的に原稿を供給するための両面原稿自動送り装置（Ｒｅｃｉｒｃｕｌａｔｉ
ｎｇ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ、以下、「ＲＡＤＦ」とい
う）１２、原稿載置台１１上に載置された原稿の画像を走査して読み取るための原稿画像
読み取りユニット、すなわちスキャナユニット１３から構成されている。
【００２９】
　ＲＡＤＦ１２は、所定の原稿トレイ上に複数枚の原稿を一度にセットしておき、セット
された原稿を１枚ずつ自動的にスキャナユニット１３が読み取る原稿載置台１１上へ送給
する公知の装置である。そして、ＲＡＤＦ１２は、使用者の選択に応じて原稿の片面また
は両面をスキャナユニット１３に読み取らせるように、片面原稿のための搬送経路、両面
原稿のための搬送経路、搬送経路切り換え手段などから構成されている。
【００３０】
　スキャナユニット１３は、原稿面上を露光するランプリフレクタアセンブリと、原稿か
らの反射光像を電気的画像信号に変換する光電変換素子（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ
　Ｄｅｖｉｃｅ、以下、「ＣＣＤ」という）１７に導くための第１反射ミラーを搭載した
第１走査ユニット１４および第２、第３反射ミラーを搭載した第２走査ユニット１５、反
射光像をＣＣＤ１７上に結像するための光学レンズ体１６から構成される。第１走査ユニ
ット１４は原稿載置台１１に沿って左から右へ一定速度Ｖで走行し、第２走査ユニット１
５はＶ／２の速度で同一方向に走行するように走査制御される。
【００３１】
　これにより、画像読取部２では、ＲＡＤＦ１２とスキャナユニット１３の関連した動作
によって、原稿載置台１１上に読み取るべき原稿を順次載置させながら、原稿載置台１１
の下面に沿ってスキャナユニット１３を移動させて、原稿載置台１１上に載置された原稿
の画像を１ライン毎に順次ＣＣＤ１７に結像させて、原稿画像を読み取ることができる。
【００３２】
　原稿画像をスキャナユニット１３で読み取ることにより得られた画像データは、各種処
理が施された後、メモリに一旦記憶され、出力指示に応じてメモリから画像データを画像
形成部３に出力して、感光体ドラム２２上に可視画像として再現した後、用紙上に画像を
転写してトナー像を形成する。
【００３３】
　この画像形成部３は、レーザ書き込みユニット（Ｌａｓｅｒ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ、以下、「ＬＳＵ」という）２１および画像を形成するための電子写真プロセス部２
０を備えている。
【００３４】
　ＬＳＵ２１は、メモリから読み出した画像データまたはパーソナルコンピュータ等の外
部機器から転送されてきた画像データに応じてレーザ光を出射する半導体レーザ、レーザ
光を等角速度偏向するポリゴンミラー、等角速度偏向されたレーザ光が電子写真プロセス
部２０の感光体ドラム２２上を等速度で走査するように補正するｆ－θレンズ等を有して
いる。
【００３５】
　電子写真プロセス部２０は、周知の態様に従い、感光体ドラム２２の周囲に帯電装置２
３、現像装置２４、転写装置２５、剥離装置２６、クリーニング装置２７、除電装置（不
図示）を配置し、さらに感光体ドラム２２の下流側に定着装置２８を配置して構成される
。
【００３６】
　給紙部４は、例えば、図１に示すように、第１～３カセット３１～３３および手差しト
レイ３５を有している。第１カセット３１は、第１のトレイ及び第２のトレイを収容する
タンデムトレイで、両トレイを装置本体から同時に引き出し可能となっている。第２カセ
ット３２、第３カセット３３は、それぞれ第３のトレイ、第４のトレイを収容する。つま
り、本例では、３つのカセット（３１～３３）に４つのトレイが収容されている。給紙搬
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送路３７、３８は、給紙部４から感光体ドラム２２と転写装置２５との間の転写位置に用
紙を搬送するために、給紙ローラ、搬送ローラ、レジストローラを備えている。
【００３７】
　この給紙部４における第１～３カセット３１～３３内の４つのトレイには、用紙がサイ
ズ毎に積載されて収容されており、使用者が所望するサイズの用紙が収容されているカセ
ットあるいはトレイを選択すると、そのトレイ内の用紙束の上から１枚ずつ送り出され、
給紙搬送路３７、３８の搬送経路を経由して順次電子写真プロセス部２０へ向けて搬送さ
れる。
【００３８】
　定着装置２８より用紙搬送方向下流側には、用紙排出路２９が設けられており、この用
紙排出路２９は後処理装置５の排紙搬送路４１と、両面複写のための再給紙搬送路４２と
に分岐している。
【００３９】
　ＬＳＵ２１および電子写真プロセス部２０において、メモリから読み出された画像デー
タは、ＬＳＵ２１がレーザ光線を走査させることにより感光体ドラム２２の表面上に静電
潜像として形成され、現像装置２４のトナーにより可視像化されたトナー像は給紙部４か
ら搬送された用紙の表面上に転写装置２５により静電転写され、定着装置２８によって定
着される。
【００４０】
　このようにして画像が形成された用紙は、定着装置２８から後処理装置５へ送られ、あ
るいは両面複写のための再給紙搬送路４２へと選択的に搬送される。
【００４１】
　後処理装置５に送られた用紙は、必要に応じてソートあるいはステープル(綴じ)処理、
パンチ処理等の所定の処理が施され、第１排出卜レイ４３または第２排出卜レイ４４にス
タックされる。
【００４２】
　また、両面複写の再給紙搬送路４２に送られた用紙は、ここで反転され再び電子写真プ
ロセス部２０に搬送されて、用紙の裏面に画像が形成され、定着後排出される。
【００４３】
　図１に示す画像形成装置１は、画像形成装置本体に第１～３カセット３１～３３、およ
び手差しトレイ３５を備えているが、さらにオプションとして大容量カセット３４を第５
のトレイとして付加している。大容量カセット３４の内部には、上方に付勢されたエレベ
ータを有し、このエレベータに用紙が堆積され、最上部の用紙が給紙ローラに接触し、給
紙ローラを回転することによって用紙を分離して送り出し、画像形成装置本体の給紙搬送
路３７に合流させる。大容量カセット３４は大容量のトレイであるので、最も使用頻度の
高い、例えばＡ４サイズの標準紙を収容するとよい。
【００４４】
　後処理装置５は、図１では画像形成装置１の左側に配置されており、第１排出卜レイ４
３と第２排出卜レイ４４が備えられている。例えば、第２排出卜レイ４４は、画像形成部
３から排出された画像の形成されたシートを、後処理装置５の側面上部に設けられた受け
取り排紙搬送路４１によって受け取り、シートがそのままの状態で排出される排出部であ
る。第１排出卜レイ４３は、ステープル、パンチ（穿穴）等の後処理が実施可能な後処理
手段４５により後処理が成されたシートが排出される排出部である。または、ソート処理
の指定がない場合、第１排出トレイ４３が使用され、ソート処理の場合、第２排出トレイ
４４が使用されるとしてもよい。
【００４５】
　両面印刷する場合、画像が記録されたシートは、定着装置２８を経て搬送ローラ６１に
よりさらに上方搬送され、切換えゲート９を通過させ、一旦反転ローラ６２により積載ト
レイ６３に向けてシートを排出する。なお、この場合には、シートを完全に排出するので
はなく、シートを狭持させたまま反転ローラ６２を逆転させる。そして、切換えゲート９
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は、図の実線の状態(上向き)から破線の状態(下向き)に、別の切替えゲート６４は、上向
き（破線）の状態となり、シートが再給紙搬送路４２を通り、再び画像形成装置３に供給
され、裏面の印刷がなされる。
【００４６】
　また、後処理のためにシートを反転させる場合には、別の切換えゲート６４が下向き(
実線)の状態となり、シートが再給紙搬送路４２から後処理装置５に搬送され、後処理が
成されるようになっている。
【００４７】
　図２は、画像形成装置１の本発明の特徴部分の概略構成を示した機能ブロック図である
。
【００４８】
　主制御部１０１は、画像形成装置１全体の動作を制御する。
　図２では、主制御部１０１は、操作部１０２の表示制御部１０３、読取制御部１０４、
画像形成制御部１０５、後処理制御部１０６、通信部１０７の制御を行なっている。
【００４９】
　操作部１０２は、仕上げ条件設定部に相当し、表示制御部１０３と、表示部１０８と、
タッチパネル１０９と、操作キー１１０とを含んで構成される。
【００５０】
　この中の表示制御部１０３は、例えば、液晶パネル等のディスプレイである表示部１０
８、タッチパネル１０９、操作のためのキースイッチである操作キー１１０等を制御する
。
【００５１】
　タッチパネル１０９は、表示部１０８の表示面に設けられ、接触位置の座標を表示制御
部１０３に出力する機能を有する。
【００５２】
　読取制御部１０４は、画像読取部２を制御して原稿画像を読み取る。
【００５３】
　画像形成制御部１０５は、画像形成部３を、後処理制御部１０４は、後処理装置５を制
御して印刷物を生成する。
【００５４】
　通信部１０７は、ＬＡＮを介してクライアントＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ）２０１等とネットワーク通信を行う。
　また、クライアントＰＣは、タッチパネルの機能を備えている場合、仕上げ条件設定部
としても機能することができる。
【００５５】
　更に、画像形成装置１は、読取制御部１０４からの読み取った画像データや、主制御部
１０１からの仕上げ設定等について記憶する記憶部１１１を備える。
【００５６】
　図３は、本発明の主制御部１０１で実施される画像形成処理の全体的な流れを示すフロ
ーチャートである。
【００５７】
　まず、主制御部１０１は、ユーザが操作キー１１０等を押下して操作を開始したこと等
をトリガとして、表示制御部１０３を介し、印刷部数、倍率などの印刷条件の操作入力を
受け付ける（Ｓ１）。主制御部１０１は、読取開始のスタートボタンが押されたか否かの
判定を繰り返し（Ｓ２）、スタートボタンの押下を検出したら（Ｓ２で「ＹＥＳ」）、読
取制御部１０４に制御信号を伝達し、読取制御部１０４は、画像読取部２に原稿を読み取
らせ、画像データを記憶部１１１に記憶する（Ｓ３）。
【００５８】
　この後、表示部１０８は、主制御部１０１の指示信号を受けた表示制御部１０３の制御
により、Ｎｉｎ１、ステープル、パンチ処理等の仕上げ設定を受け付けるための画面を表
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示し、設定を受け付け、入力がなされると、表示制御部１０３は、タッチパネル１０９か
ら入力信号を受け取り、記憶部１１１は、入力された設定について記憶する（Ｓ４）。
【００５９】
　なお、ここで、原稿の読取が行なわれてから仕上げ設定を受け付けるとしたが、印刷部
数等の印刷条件の受け付けとともに、仕上げ設定を受け付けるとしてもよい。
【００６０】
　次に、主制御部１０１は、表示制御部１０３を介して、印刷開始のスタートボタンが押
下されたか否かの判定を行ない（Ｓ５）、スタートボタンの押下を検出したら（Ｓ５で、
「ＹＥＳ」）、設定された印刷条件、仕上げ条件および画像データを記憶部１１１から読
み出して、これらに基づいて印刷を実行し（Ｓ６）、本処理を終了する。
【００６１】
　例えば、主制御部１０１等にタイマを備えて計時し、一定時間に印刷開始のスタートボ
タンの押下が検出されなかったときは（Ｓ５で「ＮＯ」）、主制御部１０１の制御により
、表示部１０８の画面を切り換える等して、設定キャンセルの操作指示を受け付け（Ｓ７
）、キャンセルしない入力がなされたときは（Ｓ７で、「ＮＯ」）、Ｓ５の判定に戻り、
キャンセル指示がされたときは（Ｓ７で、「ＹＥＳ」）、仕上げ条件の設定をキャンセル
して（Ｓ８）、再度Ｓ４に戻り仕上げ設定を受け付ける。
【００６２】
　なお、主制御部１０１は、原稿を読み取る代わりに、ネットワークを介してクライアン
トＰＣ２０１から画像データを取得するとしてもよい。また、仕上げ設定も、クライアン
トＰＣ２０１に表示部１０８、タッチパネル１０９等を備え、受け付けるとしてもよい。
【００６３】
　図４は、上述したＳ４での仕上げ設定のための表示部１０８の表示例である。以下に、
図を用いて、仕上げ設定の操作について説明する。
【００６４】
　図４（ａ）は、原稿読取開始前の表示部１０８の表示例である。
　仕上げ設定受け付けのための表示は、例えば、原稿アイコン領域１１２、出力イメージ
操作領域１１３および設定確認領域１１４に大別される。
【００６５】
　原稿アイコン領域１１２は、取得した画像データをアイコンとして表示する領域である
。画像読取部２にて原稿を読み取り、又はクライアントＰＣ２０１から通信部１０７を介
して取得した画像データを記憶部１１１に記憶した後、図４（ｂ）に示すように、主制御
部１０１は、表示制御部１０３を介して、画像データの原稿アイコン（サムネイル）を表
示部１０８の原稿アイコン領域１１２に表示させる。
【００６６】
　出力イメージ操作領域１１３は、図４（ｃ）に示すように、原稿アイコン領域１１２よ
り原稿アイコンがドラッグアンドドロップして配置され、図４（ｄ）、（ｅ）のように該
アイコンに操作者がタッチペン等により手書き入力を行ない、仕上げ設定を行うことので
きる領域である。図４（ｄ）は、出力イメージ操作領域１１３に、原稿アイコンを複数、
配置し、タッチペンにより原稿アイコンを囲むように指定することで用紙の外縁（用紙領
域）を指定する様子を表したものである。図４（ｅ）は、指定した用紙領域に、斜線でス
テープル位置を、丸印２つでパンチ位置を指定する様子を表したものである。
【００６７】
　また、設定確認領域１１４は、設定された内容をユーザが確認できるようにメッセージ
表示される領域である。例えば、図４（ｄ）、（ｅ）のように、出力イメージ操作領域１
１３に指定がなされた仕上げ設定については、設定確認領域１１４に表示される。
【００６８】
　次に、図３のＳ４の仕上げ設定について詳細に説明する。
　図５は、仕上げ設定の処理の流れを示すフローチャートである。
【００６９】
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　主制御部１０１は、表示制御部１０３を介して、タッチパネル１０９における出力イメ
ージ操作領域１１３へのタッチペン等による入力があるか否かの判定を行ない（Ｓ１１）
、出力イメージ操作領域１１３への入力を検出したら（Ｓ１１で、「ＹＥＳ」）、タッチ
された座標を検出し（Ｓ１２）、タッチペンが接触した座標点を記録するためのメモリ平
面（プレーン）を記憶部１１１に準備する（Ｓ１３）。主制御部１０１は、プレーンに、
タッチペンの出力イメージ操作領域１１３でのタッチが検出され、タッチペンが該領域を
離れるまでの指定座標を記録する。タッチペンが該領域から一旦離れ、再度タッチペンに
よる入力が検出されたら、主制御部１０１は、別のプレーンを記憶部１１１に準備する。
このようにして、タッチペンによる操作が個別に記録されるようになっている。タッチペ
ンによる指定座標をプレーンに記録しながら、主制御部１０１は、表示制御部１０３を制
御して、タッチした軌跡を表示部１０８の出力イメージ操作領域１１３に表示していき（
Ｓ１４）、タッチペンがタッチパネル１０９を離れたか否かの判定を行なう（Ｓ１５）。
【００７０】
　タッチペンがタッチパネル１０９を離れたと判定した場合（Ｓ１５で「ＹＥＳ」）、主
制御部１０１は、タッチペンにより指定されたプレーンでの軌跡を探索していき、指定さ
れたことを示す値を設定していく（Ｓ１６）。例えば、初期値として座標には０が設定さ
れていて、指定された軌跡の座標に１等を設定していくことで、他の座標と区別する。
【００７１】
　次に、主制御部１０１は、プレーンに記録された軌跡が、囲まれた領域（閉領域）であ
るか否かの判定を行なう（Ｓ１７）。閉領域であれば（Ｓ１７で、「ＹＥＳ」）、主制御
部１０１は、プレーンの閉領域内の全ての座標について、指定されたことを示す値を設定
し、閉領域の中に原稿アイコンの座標を含むか否かの判定を行なう（Ｓ１８）。
【００７２】
　閉領域に原稿アイコンが含まれる場合（Ｓ１８で、「ＹＥＳ」）、該閉領域を用紙領域
（記録紙の外形）として設定する（Ｓ１９）。
【００７３】
　次に、主制御部１０１は、用紙領域内のアイコン数、アイコン位置を検出し（Ｓ２０）
、Ｎｉｎ１のアイコン数（Ｎ）、用紙領域の中での原稿アイコンの占める領域についての
座標情報等を記憶部１１１に設定して（Ｓ２１）、設定確認領域１１４にその旨の表示を
行う。Ｎｉｎ１とは、前述の通り１ページの中に複数の画像を合成して出力することを指
す。２ｉｎ１であれば１ページに原稿２枚が印刷される。
【００７４】
　以上のような構成とすることにより、Ｎｉｎ１設定に関し、ユーザは、記録紙における
画像の配置、画像の大きさの比率を簡易にかつ任意に設定することができる。
【００７５】
　閉領域にアイコンが含まれない場合（Ｓ１８で、「ＮＯ」）、パンチ穴位置の指定の可
能性があるので、パンチ穴指定であるか否かの判定を行う。
【００７６】
　まず、主制御部１０１は、指定された閉領域の大きさを算出する。閉領域の大きさは、
閉領域の最大Ｘ座標をＸｍａｘ、最大Ｙ座標をＹｍａｘ、最小Ｘ座標をＸｍｉｎ、最小Ｙ
座標をＹｍｉｎとして、例えば、（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ）－（Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）の距
離により算出する（Ｓ２２）。主制御部１０１は、閉領域の大きさが、所定値以下である
か否かの判定を行なう（Ｓ２３）。なお、所定値は、パンチ穴の指定である可能性を示す
範囲の値として、予め記憶部１１１に設定されているものとする。所定値以下であれば、
主制御部１０１は、パンチ穴として判定する。
【００７７】
　主制御部１０１は、（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ）と（Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）の中間の座標を
パンチ穴の座標（Ｘｐ１，Ｙｐ１）等として記憶部１１１に一時的に記憶する（Ｓ２４）
。次に、主制御部１０１は、パンチ穴の座標が２つ設定されたか否かの判定を行なう（Ｓ
２５）。パンチ穴として座標が２つ設定された場合は（Ｓ２５で、「ＹＥＳ」）、主制御
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部１０１は、２つのパンチ穴の中間位置（Ｘｐ２，Ｙｐ２）をパンチ処理位置として算出
し（Ｓ２６）、記憶部１１１に記憶し（Ｓ２７）、パンチ穴設定がされた旨、設定確認領
域１１４に表示する。
【００７８】
　以上のような構成とすることにより、パンチ処理の設定に関し、ユーザは、記録紙にお
けるパンチ穴の位置を簡易にかつ任意に設定することができる。
【００７９】
　また、閉領域の大きさが所定値以上である場合（Ｓ２３で、「ＮＯ」）、又は、パンチ
穴と判定した閉領域が２つでなかった場合（Ｓ２５で、「ＮＯ」）、主制御部１０１は、
表示制御部１０３を介して、表示部１０８にエラー表示を行う（Ｓ２８）。このようにし
て誤入力を防止する。
【００８０】
　閉領域がなかった場合（Ｓ１７で、「ＮＯ」）、ステープル位置の指定の可能性がある
ので、プレーンからタッチペンが最初にタッチパネルにタッチした座標（ｘ１，ｙ１）と
タッチパネルから離れたときの座標（ｘ２，ｙ２）を抽出して（Ｓ２９）、（ｘ１，ｙ１
）－（ｘ２，ｙ２）の距離を算出する（Ｓ３０）。
【００８１】
　次に、主制御部１０１は、Ｓ３０で算出した距離が所定の長さ範囲内に含まれるか否か
の判定を行なう（Ｓ３１）。なお、この所定値は、ステープルの指定である可能性を示す
範囲の値として、予め記憶部１１１に設定されているものとする。算出した距離が所定の
長さ範囲内に含まれる場合（Ｓ３１で「ＹＥＳ」）、主制御部１０１は、（ｘ１，ｙ１）
と（ｘ２，ｙ２）の中間座標をステープル位置の設定座標（Ｘｓ，Ｙｓ）として算出し（
Ｓ３２）、記憶部１１１に記憶して（Ｓ３３）、ステープル設定がされた旨、設定確認領
域１１４に表示する。
【００８２】
　以上のような構成とすることにより、ステープル処理の設定に関し、ユーザは、記録紙
におけるステープルの位置を簡易にかつ任意に設定することができる。
【００８３】
　また、所定の長さ範囲内でない場合（Ｓ３１で、「ＮＯ」）、主制御部１０１は、表示
制御部１０３を介して、表示部１０８にエラー表示を行う（Ｓ２８）。このことにより、
所定の長さ範囲のみをステープル位置として受け付けて、誤操作を防止する。
【００８４】
　また、タッチパネル１０９における出力イメージ操作領域１１３へのタッチペンによる
入力が検出されなかったら（Ｓ１１で、「ＮＯ」）、主制御部１０１は、表示制御部１０
３を介して、タッチパネル１０９における原稿アイコン領域１１２へのタッチペンによる
入力を検出する（Ｓ３４）。
【００８５】
　原稿アイコン領域１１２へのタッチペンによる入力が検出されたら（Ｓ３４で、「ＹＥ
Ｓ」）、主制御部１０１は、入力座標を検出し(Ｓ３５)、入力座標が原稿アイコンの表示
領域に含まれているか否かの判定を行なう（Ｓ３６）。原稿アイコン領域１１２における
入力座標が原稿アイコンの表示領域に含まれていたら（Ｓ３６で、「ＹＥＳ」）、主制御
部１０１は、当該アイコンを選択する（Ｓ３７）。
【００８６】
　次に、主制御部１０１は、タッチペンがタッチパネル１０９を離れたことを検出したら
（Ｓ３８）、離れたときの座標を検出して（Ｓ３９）、離れた位置が出力イメージ操作領
域１１３であるか否かの判定を行なう（Ｓ４０）。タッチペンの離れた位置が出力イメー
ジ操作領域１１３であった場合（Ｓ４０で「ＹＥＳ」）、離れたときの座標を原稿アイコ
ンの表示位置として記憶部１１１に記憶し、原稿アイコンを出力イメージ操作領域１１３
に表示する（Ｓ４１）。
【００８７】
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　以上のような構成とすることで、原稿アイコン領域１１２に表示したアイコンを、タッ
チペン等の操作により出力イメージ操作領域１１３にドラッグアンドドロップして、ユー
ザが手書き入力等により仕上げ設定を行なえるようにすることができる。
【００８８】
　Ｓ３４で、原稿アイコン領域１１２へのタッチペンによる入力が検出されなかった場合
（Ｓ３４で、「ＮＯ」）、又は、Ｓ４０で、タッチペンの離れた位置が出力イメージ操作
領域１１３でなかった場合（Ｓ４０で、「ＮＯ」）、Ｓ１１の判定に戻る。
【００８９】
　また、Ｓ３６で、原稿アイコン領域１１２における入力座標が原稿アイコンの表示領域
に含まれていなかった場合（Ｓ３６で、「ＮＯ」）、又は、Ｓ３８で、タッチペンがタッ
チパネル１０９を離れたことを検出しなかった場合（Ｓ３８で、「ＮＯ」）、Ｓ３５の処
理に戻る。
【００９０】
　更に、主制御部１０１は、仕上げ設定の操作が完了した旨のボタン等が押下されて処理
完了の指示がなされたか否かの判定を行ない（Ｓ４２）、処理完了の指示がされたと判定
すれば（Ｓ４２で、「ＹＥＳ」）、記憶部１１１から仕上げ設定のデータを読み出し、後
述の出力条件テーブルを参照して、指定されたパンチ穴、ステープル等の条件が設定可能
であるか否かの判定を行なう（Ｓ４３）。主制御部１０１は、これらの条件が設定可能で
ないと判定した場合（Ｓ４３で「ＮＯ」）、エラー表示を行い（Ｓ４４）、Ｓ１１に戻る
。
【００９１】
　また、処理完了か否かを確認する画面を表示部１０８に表示して、ユーザにより処理完
了しない旨のボタン等が押下された場合（Ｓ４２で「ＮＯ」）、Ｓ１１に戻る。
　なお、処理が完了したかを確認する画面を表示せず、処理完了ボタンのみある場合、Ｓ
４２の処理は、該ボタンが押下されたかの繰り返し判定処理となる。
【００９２】
　主制御部１０１は、指定されたパンチ穴やステープル等の条件が設定可能であると判定
した場合（Ｓ４３で、「ＹＥＳ」）、更に、出力条件テーブルから用紙送り方向および画
像回転方向に関するデータを取得して、これら条件について決定し、指定されたＮｉｎ１
の用紙領域および原稿の配置、パンチ位置、ステープル位置等に基づき、後処理制御部１
０６に、パンチ、ステープルの処理の実行の有無と、これら処理に伴う指定データについ
て出力し、画像形成制御部１０５に、Ｎｉｎ１の処理の実行の有無と該処理に伴う指定デ
ータ、画像方向および用紙送り方向についてのデータを出力して（Ｓ４５）、本仕上げ設
定処理を終了する。
【００９３】
　以上のような構成とすることにより、パンチ穴やステープルの条件設定につき、適切に
可否の判定を行ない、画像形成、後処理それぞれの工程を行なう処理部に対し、仕上げ設
定の指示を行うことができる。
【００９４】
［パンチ処理とステープル処理に関する判定と設定］
　以下に、Ｓ２７のパンチ処理箇所の設定、Ｓ３３のステープル処理箇所の設定、Ｓ４３
の仕上げ処理の設定が可能かの判定、およびＳ４５の仕上げ条件の決定について更に詳し
く説明する。
【００９５】
　図６は、Ｎｉｎ１処理の用紙領域と原稿の配置、ステープル処理の位置、パンチ処理の
位置の設定について示した説明図である。
【００９６】
　Ｓ２７で説明したように、パンチ設定位置の座標（Ｘｐ，Ｙｐ）は、例えば、タッチペ
ンにより指定された２箇所の閉領域Ｐ１、Ｐ２それぞれの中心座標から中間の位置とする
。
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【００９７】
　また、Ｓ３３で説明したように、ステープル設定位置の座標（Ｘｓ，Ｙｓ）は、例えば
、タッチペンにより指定された軌跡の両端の中間の位置とする。
【００９８】
　また、Ｎｉｎ１処理での原稿配置設定の位置の座標は、例えば、図６に示すように、原
稿アイコンＡの場合は、原稿アイコンＡの中心座標(Ｘａ，Ｙａ)であり、原稿アイコンＢ
の場合は、原稿アイコンＢの中心座標（Ｘｂ，Ｙｂ）とする。
【００９９】
　図７は、用紙領域においてパンチ位置、ステープル位置の設定を可能とする座標領域（
エリア１～８）の一例を示した図である。
【０１００】
　図５のＳ１９では、閉領域の座標のうち、最小の座標（Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）と最大の
座標（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ）を用紙領域として設定する。
【０１０１】
　この用紙領域において、例えば、Ｘ座標をＸｍｉｎ、（Ｘｍｉｎ＋Ｘｍａｘ）×１／４
、（Ｘｍｉｎ＋Ｘｍａｘ）×３／４、Ｘｍａｘで、Ｙ座標をＹｍｉｎ、（Ｙｍｉｎ＋Ｙｍ
ａｘ）×１／４、（Ｙｍｉｎ＋Ｙｍａｘ）×３／４、Ｙｍａｘで分割し、例えば、（Ｘｍ
ｉｎ，Ｙｍｉｎ）、（Ｘｍｉｎ，（Ｙｍｉｎ＋Ｙｍａｘ）×１／４）、（（Ｘｍｉｎ＋Ｘ
ｍａｘ）×１／４，Ｙｍｉｎ）、（（Ｘｍｉｎ＋Ｘｍａｘ）×１／４，（Ｙｍｉｎ＋Ｙｍ
ａｘ）×１／４）で囲まれた領域をエリア１と設定する。
【０１０２】
　そして、この用紙領域内に指定したパンチ座標（Ｘｐ，Ｙｐ）、ステープル座標（Ｘｓ
，Ｙｓ）等が、図７に示したように、いずれのエリア(エリア１～８)に位置するかに基づ
いて、主制御部１０１が、後述の出力条件テーブルを参照し、仕上げ設定が可能かの判定
および画像や用紙の向きの設定を行う。
【０１０３】
　図８、図９に、用紙領域における設定可能なパンチ位置、ステープル位置の例を示す。
　図１０は、記憶部１１１に格納されている上述の出力条件テーブルの一例である。
　図８および図９で付与されている番号（各用紙領域図の上部に記載）は、図１０のテー
ブルの「出力条件」の左側の項目に対応している。
【０１０４】
　出力条件テーブルは、入力条件であるパンチ位置（Ｘｐ，Ｙｐ)、ステープル位置（Ｘ
ｓ，Ｙｓ）が、図７に示す用紙領域のいずれのエリアに含まれるか、及び、用紙領域が横
長で入力されているか、縦長で入力されているかに応じて、主制御部１０１により参照さ
れて設定可能か判定が行なわれ、設定可能であれば、用紙送り方向と画像回転方向につい
てのデータを画像形成制御部１０５および後処理制御部１０６に出力するために更に参照
され、利用される。
【０１０５】
　用紙領域が横長で入力されているか、縦長で入力されているかの判定は、例えば、図１
０に示すように、Ｘｍｉｎ－ＸｍａｘとＹｍｉｎ－Ｙｍａｘとを比較し、Ｘｍｉｎ－Ｘｍ
ａｘの数値の方が大きければ横長、Ｙｍｉｎ－Ｙｍａｘの数値の方が大きければ縦長と判
定することができる。
【０１０６】
　図８および図９に示すように、本実施形態では、パンチ、ステープルは記録紙の同じ端
側にしか設定できないので、出力条件テーブルにおいても、パンチ、ステープルの処理位
置は必ず同じ側に設定される必要がある。同じ側に設定されていない入力は、出力条件テ
ーブルの入力条件には規定されていないので、その場合は、図５のＳ４４のようにエラー
表示がなされる。
【０１０７】
　以上のように、仕上げの条件設定について参照するテーブルを備えることにより、パン
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チ穴やステープルの条件設定につき、可否の判定を行なうことができる。
【０１０８】
［Ｎｉｎ１処理に関する設定］
　以下に、図５のＳ２０およびＳ２１のＮｉｎ１の設定について更に詳しく説明する。
　図１１は、Ｎｉｎ１の設定の例を示した図である。
【０１０９】
　図に示すように、用紙領域に含まれる原稿アイコン数に応じて用紙領域を分割し、原稿
画像が配置されるエリア設定を行う。図１１（ａ）と（ｂ）は２ｉｎ１、図１１（ｃ）と
（ｄ）は３ｉｎ１、図１１（ｅ）は４ｉｎ１、図１１（ｆ）は５ｉｎ１又は６ｉｎ１の設
定例を示している。
【０１１０】
　例えば、用紙領域に含まれる原稿アイコン数が２つであれば２ｉｎ１であるので、用紙
領域を縦方向又は横方向に、エリアＡ、エリアＢとして分割する。
【０１１１】
　主制御部１０１は、例えば図１１（ａ）に示すように、最初に横方向分割の場合につい
て判定を行う。
　主制御部１０１は、２つの原稿アイコンの中心座標（Ｘａ，Ｙａ）、(Ｘｂ，Ｙｂ)がエ
リアＡとエリアＢのいずれに含まれるかを判定して、原稿画像の位置をエリアＡ又はエリ
アＢに設定する。
【０１１２】
　原稿アイコンの中心座標（Ｘａ，Ｙａ）、(Ｘｂ，Ｙｂ)が同じ領域に含まれる場合、主
制御部１０１は、横方向分割（図１１（ａ））での設定を無効とする。無効とした場合、
主制御部１０１は、次に縦方向分割（図１１（ｂ））での判定を行い、原稿アイコンの中
心座標（Ｘａ，Ｙａ）、(Ｘｂ，Ｙｂ)がいずれのエリアに含まれるかを判定する。同じ領
域に含まれる場合は、横方向と同様に無効とする。
【０１１３】
　このように主制御部１０１が判定を行うことで、原稿画像が縦並びか横並びかを識別し
、並び方に応じてＮｉｎ１での原稿画像位置の設定を行うことができる。
【０１１４】
　原稿画像が３つの３ｉｎ１の場合は、図１１（ｃ）と（ｄ）に示すように、エリアＡ、
Ｂ、Ｃで判定、４ｉｎ１の場合は、図１１（ｅ）に示すように、エリアＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで
判定、５ｉｎ１と６ｉｎ１の場合は、図１１（ｆ）に示すように、エリアＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ
、Ｅ、Ｆで同様に判定する。
【０１１５】
　以上のような構成とすることで、ユーザは、タッチペン等による直感的な操作で、Ｎｉ
ｎ１の処理を指定することができる。
【０１１６】
　尚、本発明の画像形成装置は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明に係る画像形成装置の一実施形態を示す断面図である。
【図２】本発明の特徴部分の概略構成を示した機能ブロック図である。
【図３】本発明に係る画像形成装置の主制御部で実施される画像形成処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図４】本発明に係る画像形成装置での仕上げ設定のための表示部の表示例である。
【図５】本発明に係る画像形成装置での仕上げ設定の処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図６】本発明に係る画像形成装置での仕上げ処理の位置の設定について示した説明図で
ある。
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【図７】本発明に係る画像形成装置での用紙領域においてパンチ位置、ステープル位置の
設定を可能とする座標領域の一例を示した図である。
【図８】本発明に係る画像形成装置での用紙領域に設定可能なパンチ位置、ステープル位
置の例を示した図である。
【図９】本発明に係る画像形成装置での用紙領域に設定可能なパンチ位置、ステープル位
置の例を示した図である。
【図１０】本発明に係る画像形成装置でのパンチ位置およびステープル位置の設定時に参
照する出力条件テーブルの一例である。
【図１１】本発明に係る画像形成装置でのＮｉｎ１の設定の例を示した図である。
【符号の説明】
【０１１８】
１　画像形成装置（複合機）
２　画像読取部
３　画像形成部
４　給紙部
５　後処理装置
４５　後処理手段
１０１　主制御部
１０２　操作部
１０３　表示制御部
１０４　読取制御部
１０５　画像形成制御部
１０６　後処理制御部
１０７　通信部
１０８　表示部
１０９　タッチパネル
１１０　操作キー
１１１　記憶部
２０１　クライアントＰＣ
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