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(57)【要約】
【課題】読取部で読み取られて保存されている画像デー
タの中からジョブで利用するものを選択する際のユーザ
負担を低減することのできる画像処理装置を提供する。
【解決手段】原稿読取時に、読み取った画像データと、
その読み取りに要した読取所要時間、原稿枚数、読取回
数、自動原稿搬送装置を使用した読み取りかプラテンガ
ラス上の読み取りかを示す読取方式、ジョブ生成日時、
ジョブ実行日時などの情報とを記憶する。これら記憶さ
れている画像データの中からジョブで利用するものをユ
ーザが選択するための選択画面に各画像データの識別情
報（サムネイル画像やジョブ名など）を表示する際の表
示順位を、読み取り作業の面倒さ（読取所要時間が長い
、原稿枚数や読取回数が多い、プラテンガラスでの読み
取りである）、もしくは読み取りの面倒さと経過時間と
を基準に決定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部で原稿画像を読み取る際の読取所要時間を計測する時間計測部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時に前記時間計測部
で計測された読取所要時間とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている読取所要時間に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部で原稿画像を読み取る際の読取回数を計測する読取回数計測部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時に前記読取回数計
測部で計測された読取回数とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている読取回数に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部によって読み取られた原稿画像の原稿枚数を計測する枚数計測部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時に前記枚数計測部
で計測された原稿枚数とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている原稿枚数に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　前記読取部での原稿画像の読み取りに関して操作者が行う作業量を判別する作業量判別
部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記読取部で原稿画像を読み取って得た画像データに対応付けてその読
取時の前記作業量をさらに記憶し、
　前記制御部は、前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情
報に対応する画像データに対応付けて記憶されている前記作業量を加味して決定する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部での原稿画像の読み取りに関して操作者が行う作業量を判別する作業量判別
部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時の前記作業量判別
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部で判別された作業量とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている前記作業量に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　前記読取部は、原稿台に設置された複数枚の原稿を自動原稿搬送装置によって順次繰り
出して自動的に読み取る自動モードと、プラテンガラス上に載置された原稿を読み取るプ
ラテンモードとを備え、
　前記作業量判別部は、原稿画像の読み取りが前記自動モードで行われたか前記プラテン
モードで行われたかを加味して前記作業量を判別する
　ことを特徴とする請求項４または５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記読取部による前記原稿画像の読み取り動作を含むジョブの生成指示をユーザから受
けた生成日時からの経過時間を計る計時部をさらに備え、
　前記制御部は、前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情
報に対応する画像データの読み取り動作を含むジョブの生成日時からの経過時間を加味し
て決定する
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記読取部による前記原稿画像の読み取り動作を含むジョブが該読み取り動作で得た画
像データを使用する出力動作を含むジョブである場合に、その出力動作の実行日時からの
経過時間を計る計時部をさらに備え、
　前記制御部は、前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情
報に対応する画像データの読み取り動作を含むジョブの前記実行日時からの経過時間を加
味して決定する
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　ユーザを識別するユーザ識別部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記ユーザ識別部によってユーザが識別された状態で前記読取部によっ
て原稿画像を読み取って得た画像データに対応付けて、その識別されたユーザを示すユー
ザ情報をさらに記憶し、
　前記制御部は、前記ユーザ識別部によってユーザが識別された状態で前記選択候補画面
を表示する場合は、前記記憶部に記憶されている画像データのうちその識別されたユーザ
のユーザ情報に対応付けされている画像データのみを前記選択候補画面への表示対象にす
る
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読取部で原稿画像を読み取って得た画像データを記憶しておき、後に、その
記憶されている中からジョブで利用する画像データを選択可能な画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、原稿をコピーするような場合、読取部で原稿を読み取って得た画像データはコピ
ー完了により装置内部から消去される。このため、当初設定したコピー部数が必要部数よ
り少なかった場合や、後に必要部数が増えたような場合には、追加コピーのために原稿の



(4) JP 2010-278789 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

読み取り作業から再度行わなければならず、その手間や時間が嵩むほか、原稿を痛めるこ
ともあった。
【０００３】
　そこで、コピー動作が実行された際にその画像データとジョブの履歴データとを対応付
けて保存しておき、この保存されている履歴データの中からジョブの選択を受け付け、そ
の選択されたジョブに係るコピー動作を、保存されている画像データを使用して行う画像
処理装置が提案されている（たとえば、特許文献１参照。）。この装置では、コピー動作
が実行されてからの経過時間を計測し、経過時間が所定時間を越えた履歴データを削除し
ている。また、保存されている履歴データを、古いものから順に選択画面にリスト表示す
るようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１５４５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ユーザが読取部で原稿を読み取る作業を省略して既に保存されている画像データの再利
用を望む理由の主たるものは、読み取りに要する作業時間や作業工数の縮小にあると考え
られる。しかし、選択画面において古いものから順に履歴データをリスト表示するといっ
た表示方法では、ユーザが再利用を望む可能性の高い履歴データと選択画面の上位に表示
される履歴データとが一致せず、特に多数の履歴データが保存されている場合には、目的
の履歴データを探し出して選択するまでに手間がかかるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記の問題を解決しようとするものであり、読取部で読み取られて保存され
ている画像データの中からジョブで利用するものを選択する際のユーザ負担を低減するこ
とのできる画像処理装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
【０００８】
［１］原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部で原稿画像を読み取る際の読取所要時間を計測する時間計測部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時に前記時間計測部
で計測された読取所要時間とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている読取所要時間に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【０００９】
　上記発明では、原稿を読み取って得た画像データを記憶しておき、その記憶されている
画像データの中からいずれかの画像データを選択し、この選択した画像データを、たとえ
ば、印刷出力などのジョブに利用可能になっている。原稿の読取時には読取所要時間を計
測し、読み取った画像データに対応付けてこの読取所要時間を記憶する。後に、記憶され
ている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択操作を受ける際に、その選
択候補となる画像データの識別情報（画像データそのもの、あるいは画像データのサムネ
イル画像（縮小画像）や名称や、ＩＤ番号など）を選択候補画面に表示すると共に、この
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選択候補画面における識別情報の表示順位をその識別情報に対応する画像データの読取所
要時間に応じて決定する。
【００１０】
　たとえば、既に記憶されている画像データが存在するならば、ユーザは読取所要時間が
長いほど原稿の再読み取りを省いて記憶済みの画像データの利用を望むと想定される。そ
こで、読取所要時間が長いものほど表示の優先順位を高めるようにすれば、ユーザの要望
に一致した優先順位で選択候補を表示することができる。
【００１１】
［２］原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部で原稿画像を読み取る際の読取回数を計測する読取回数計測部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時に前記読取回数計
測部で計測された読取回数とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている読取回数に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【００１２】
　上記発明では、原稿を読み取って得た画像データを記憶しておき、その記憶されている
画像データの中からいずれかの画像データを選択し、この選択した画像データを、たとえ
ば、印刷出力などのジョブに利用可能になっている。原稿の読取時には読取回数（全原稿
を読み取るに必要な読取回数の累計）を計測し、読み取った画像データに対応付けてこの
読取回数を記憶する。後に、記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像デ
ータの選択操作を受ける際に、その選択候補となる画像データの識別情報（画像データそ
のもの、あるいは画像データのサムネイル画像（縮小画像）や名称や、ＩＤ番号など）を
選択候補画面に表示すると共に、この選択候補画面における識別情報の表示順位をその識
別情報に対応する画像データに対応付けて記憶されている読取回数に応じて決定する。
【００１３】
　原稿の表裏両面を読み取る方法には、表裏両面を１回の読取で読み取る方法、片面ずつ
読み取る方法があり、前者の場合は１枚の原稿の表裏両面を読み取るための読取回数は１
回に、後者の場合は２回になる。読取回数が多いほど、読取時間がかかる。また、表面読
み取り後に表裏を反転させて原稿をユーザが再セットする場合には原稿のセットにも手間
がかかる。したがって、既に記憶されている画像データが存在するならば、ユーザは読取
回数が多いほど原稿の再読み取りを省いて記憶済みの画像データの利用を望むと想定され
る。そこで、読取回数が多いものほど表示の優先順位を高めるようにすれば、ユーザの要
望に一致した優先順位で選択候補を表示することができる。
【００１４】
［３］原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部によって読み取られた原稿画像の原稿枚数を計測する枚数計測部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時に前記枚数計測部
で計測された原稿枚数とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている原稿枚数に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
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【００１５】
　上記発明では、原稿を読み取って得た画像データを記憶しておき、その記憶されている
画像データの中からいずれかの画像データを選択し、この選択した画像データを、たとえ
ば、印刷出力などのジョブに利用可能になっている。原稿の読取時には原稿枚数を計測し
、読み取った画像データに対応付けてこの原稿枚数を記憶する。後に、記憶されている画
像データの中からジョブで利用する画像データの選択を受ける際に、その選択候補となる
画像データの識別情報（画像データそのもの、あるいは画像データのサムネイル画像（縮
小画像）や名称や、ＩＤ番号など）を選択候補画面に表示すると共に、この選択候補画面
における識別情報の表示順位をその識別情報に対応する画像データに係る原稿枚数に応じ
て決定する。
【００１６】
　たとえば、既に記憶されている画像データが存在するならば、ユーザは原稿枚数が多い
場合ほど原稿の再読み取りを省いて記憶済みの画像データの利用を望むと想定されるので
、原稿枚数が多いものほど表示の優先順位を高めるようにすれば、ユーザの要望に一致し
た優先順位で選択候補を表示することができる。
【００１７】
［４］前記読取部での原稿画像の読み取りに関して操作者が行う作業量を判別する作業量
判別部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記読取部で原稿画像を読み取って得た画像データに対応付けてその読
取時の前記作業量をさらに記憶し、
　前記制御部は、前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情
報に対応する画像データに対応付けて記憶されている前記作業量を加味して決定する
　ことを特徴とする［１］乃至「３」のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【００１８】
［５］原稿画像を読み取る読取部と、
　前記読取部での原稿画像の読み取りに関して操作者が行う作業量を判別する作業量判別
部と、
　前記読取部で前記原稿画像を読み取って得た画像データとその読取時の前記作業量判別
部で判別された作業量とを対応付けて記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されている画像データの中からジョブで利用する画像データの選択を
受ける操作部と、
　前記選択の候補となる画像データの識別情報を表示する選択候補画面の表示部と、
　前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情報に対応する画
像データに対応付けて記憶されている前記作業量に応じて決定する制御部と、
　を有する
　ことを特徴とする画像処理装置。
【００１９】
　上記［４］［５］に記載の発明では、読み取った画像データに対応付けてその原稿画像
の読み取りに関する操作者の作業量を判別して記憶しておき、画像データの識別情報を選
択候補画面に表示する際の優先順位をその識別情報に対応する画像データに対応付けて記
憶されている作業量に基づいてもしくは作業量を加味して決定する。作業量には、たとえ
ば、自動原稿搬送装置を使用して原稿を読み取るか、プラテンガラス上に原稿を載置して
読み取るかといった読取方式、原稿の読み取り条件などの設定量や設定の煩雑さ、原稿サ
イズが統一されているか異なるサイズの原稿が混在するか（原稿台への原稿セットの面倒
さが異なる）などの要素があり、いずれか１または２以上の要素を作業量の判別に使用す
ればよい。
【００２０】
　作業量が多いほどユーザは再度の読み取りを省いて記憶済みの画像データの利用を欲す
ると想定されるので、読み取りに関する作業量を加味することでユーザの要望により一致
した優先順位で選択候補を表示することができる。
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【００２１】
［６］前記読取部は、原稿台に設置された複数枚の原稿を自動原稿搬送装置によって順次
繰り出して自動的に読み取る自動モードと、プラテンガラス上に載置された原稿を読み取
るプラテンモードとを備え、
　前記作業量判別部は、原稿画像の読み取りが前記自動モードで行われたか前記プラテン
モードで行われたかを加味して前記作業量を判別する
　ことを特徴とする［４］または［５］に記載の画像処理装置。
【００２２】
　上記発明では、原稿画像の読み取りが自動原稿搬送装置を使用した自動モードで行われ
たかプラテンガラス上に原稿を載置するプラテンモードで行われたかを加味して作業量を
判別する。プラテンモードの作業量を自動モードの作業量より大きく設定するとよい。プ
ラテンモードは、たとえば、ブック原稿の読み取りに使用される。
【００２３】
［７］前記読取部による前記原稿画像の読み取り動作を含むジョブの生成指示をユーザか
ら受けた生成日時からの経過時間を計る計時部をさらに備え、
　前記制御部は、前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情
報に対応する画像データの読み取り動作を含むジョブの生成日時からの経過時間を加味し
て決定する
　ことを特徴とする［１］乃至［６］のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【００２４】
　上記発明では、原稿の読み取り動作を含むジョブが生成された日時からの経過時間を加
味して、表示の優先順位が決定される。経過時間が短いほどユーザは原稿の再読み取りを
省略して記憶済みの画像データの利用を望むと想定されるので、経過時間が短いほど優先
順位を高くするようにするとよい。
【００２５】
［８］前記読取部による前記原稿画像の読み取り動作を含むジョブが該読み取り動作で得
た画像データを使用する出力動作を含むジョブである場合に、その出力動作の実行日時か
らの経過時間を計る計時部をさらに備え、
　前記制御部は、前記選択候補画面における前記識別情報の表示の優先順位をその識別情
報に対応する画像データの読み取り動作を含むジョブの前記実行日時からの経過時間を加
味して決定する
　ことを特徴とする［１］乃至［６］のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【００２６】
　上記発明では、原稿の読み取り動作を含むジョブがその読み取った画像データの出力動
作を含むジョブである場合は、出力動作の実行日時からの経過時間を加味して、表示の優
先順位が決定される。経過時間が短いほどユーザは原稿の再読み取りを省略して記憶済み
の画像データの利用を望むと想定されるので、経過時間が短いほど優先順位を高くするよ
うにするとよい。
【００２７】
［９］ユーザを識別するユーザ識別部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記ユーザ識別部によってユーザが識別された状態で前記読取部によっ
て原稿画像を読み取って得た画像データに対応付けて、その識別されたユーザを示すユー
ザ情報をさらに記憶し、
　前記制御部は、前記ユーザ識別部によってユーザが識別された状態で前記選択候補画面
を表示する場合は、前記記憶部に記憶されている画像データのうちその識別されたユーザ
のユーザ情報に対応付けされている画像データのみを前記選択候補画面への表示対象にす
る
　ことを特徴とする［１］乃至［８］のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【００２８】
　上記発明では、識別（認証）されたユーザが読み取り動作を行わせた画像データの識別
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情報のみが選択候補画面の表示対象にされる。他人の画像データが候補として表示されな
いので、セキュリティを確保できると共に、表示対象の候補数が絞られるので、選択作業
が容易になる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の画像処理装置によれば、読取部で読み取られて保存されている画像データの中
からジョブで利用する画像データの選択作業が容易になり、ユーザの操作負担を低減する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像処理装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】コピージョブの流れを示す流れ図である。
【図３】メモリーコピージョブの実行に係る画像処理装置の動作の流れを示す流れ図であ
る。
【図４】原稿枚数と読取方式との組み合わせに対する係数αの値が登録された第１係数テ
ーブルを示す説明図である。
【図５】面倒度指数Ｙ１の計算表を示す説明図である。
【図６】操作表示部に表示される履歴表示画面の一例を示す正面図である。
【図７】操作表示部に表示される確認画面の一例を示す正面図である。
【図８】操作表示部に表示される表示基準選択画面の一例を示す正面図である。
【図９】ＡＤＦ読取優先釦に対応する設定が有効にされている場合の履歴表示画面の一例
を示す正面図である。
【図１０】読取時間と読取方式との組み合わせに対する係数βの値が登録された第２係数
テーブルを示す説明図である。
【図１１】面倒度指数Ｙ２の計算表である。
【図１２】第３例における、メモリーコピージョブの実行に係る画像処理装置の動作の流
れを示す流れ図である。
【図１３】時刻Ｔ１と１２時間経過後の時刻Ｔ２におけるＮｏ.１～Ｎｏ.４のメモリーコ
ピージョブの状態を例示した説明図である。
【図１４】図１３の時刻Ｔ１におけるＮｏ.１～Ｎｏ.４の各メモリーコピージョブに関す
る相関数ｚの値を示す説明図である。
【図１５】図１３の時刻Ｔ２におけるＮｏ.１～Ｎｏ.４の各メモリーコピージョブに関す
る相関数ｚの値を示す説明図である。
【図１６】図１３の時刻Ｔ１における履歴表示画面を示す正面図である。
【図１７】図１３の時刻Ｔ２における履歴表示画面を示す正面図である。
【図１８】図１３のＮｏ.１～Ｎｏ.４の各メモリーコピージョブに関する相関数ｚのグラ
フである。
【図１９】ジョブの属性を表示させた状態の履歴表示画面を例示した正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面に基づき本発明の各種実施の形態を説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像処理装置１０の構成を示すブロック図である。
画像処理装置１０は、原稿画像を光学的に読み取ってその複製画像を記録紙に印刷するコ
ピー機能、コピー機能で実行されたジョブ（読み取った原稿の画像データやジョブ情報な
どジョブの再現実行に必要な情報）を保存しておき、この保存されているジョブ（メモリ
ーコピージョブと呼ぶ）の中から選択されたものを実行するメモリーコピー機能、読み取
った画像データをファイルにして保存したり外部端末へ送信したりするスキャン機能、パ
ーソナルコンピュータなどの外部端末から受信した印刷ジョブに係る画像を記録紙上に形
成して出力するＰＣプリント機能、画像データを送受信するファクシミリ機能などを備え
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た装置であり、複合機とも称される装置である。
【００３３】
　画像処理装置１０では、メモリーコピー機能を使用することで、たとえば、当初設定し
たコピー部数が必要部数より少なかった、あるいは後に必要部数が増えたなどの理由で同
じ原稿を追加コピーする必要がある場合に、その原稿の再度の読み取り作業を省略するこ
とができる。
【００３４】
　画像処理装置１０は、当該画像処理装置１０の動作を統括制御する制御部としてのＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）１１にバス１２を介して、ＲＯＭ（Read Only Memory）
１３と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１４と、不揮発メモリ１５と、ハードディスク
装置１６と、ネットワーク通信部１７と、認証部１８と、操作表示部２１と、自動原稿搬
送装置２２と、読取部２３と、画像処理部２４と、プリンタ部２５と、計測部２６と、外
部Ｉ／Ｆ部２７を接続して構成される。
【００３５】
　ＲＯＭ１３には各種のプログラムが格納されており、これらのプログラムに従ってＣＰ
Ｕ１１が処理を実行することにより画像処理装置１０としての各機能が実現される。ＣＰ
Ｕ１１は、読取部２３での原稿画像の読み取りに関して操作者が行う作業量を判別する作
業量判別部としての機能を果たす。また、ＣＰＵ１１は、読取部２３による原稿画像の読
み取り動作を含むジョブの生成指示をユーザから受けた生成日時からの経過時間を計る計
時部としての機能を果たす。ＲＡＭ１４はＣＰＵ１１がプログラムを実行する際に各種の
データを一時的に格納するワークメモリや画像データを格納する画像メモリ、送受信に係
るデータを一時的に保存する通信バッファなどとして使用されるランダム・アクセス・メ
モリである。
【００３６】
　ネットワーク通信部１７は、ＬＡＮなどのネットワークを介してパーソナルコンピュー
タなどの端末装置やサーバなどと通信して各種のデータや情報を送受信する機能を果たす
。
【００３７】
　認証部１８は、画像処理装置１０を使用するユーザの認証(識別)を行う。ここでは、画
像処理装置１０の近くに居るユーザが所持する個人認証用無線カードと交信して該カード
からユーザ情報を読み出すことによってユーザを特定して認証する。認証方法はこれに限
定されるものではない。
【００３８】
　操作表示部２１は、各種の操作画面や設定画面、案内画面、警告画面などを表示する機
能およびユーザから各種の操作を受け付ける機能を果たす。操作表示部２１は、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ…Liquid Crystal Display）などで構成された表示部と、その画面上に
設けられて押下された座標位置を検出するタッチパネルと、機能モードキーと、テンキー
、スタートボタンなどの操作キーを備えて構成される。
【００３９】
　読取部２３は、原稿画像を光学的に読み取って画像データを取得する機能を果たす。自
動原稿搬送装置２２は、原稿台にセットされた原稿をその最上のものから１枚ずつ順に繰
り出して搬送し、読取部２３の読み取り位置を通過させて所定の排紙位置へ排紙する機能
を果たす。
【００４０】
　読取部２３は、原稿に光を照射する光源と、原稿をその幅方向に１ライン分読み取るラ
インイメージセンサと、原稿からの反射光をラインイメージセンサに導いて結像させるレ
ンズやミラーからなる光学経路などで構成される。読取部２３は、プラテンガラス裏面に
沿ってライン単位の読み取り位置を移動させることで、プラテンガラス上に載置された静
止原稿を光学的に読み取ることができる。また、プラテンガラスに併置されたコンタクト
ガラスの下方に読み取り位置を固定させておき、自動原稿搬送装置２２によって搬送され
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る原稿に対するライン単位の読み取り動作を繰り返すことによって原稿を２次元画像とし
て読み取る、所謂、流し読み形式での読み取りを行うことも可能になっている。
【００４１】
　なお、自動原稿搬送装置２２は、表面の読み取られた原稿をその表裏を反転して再び読
み取り位置へ送り込む機能を有しており、これにより読取部２３は原稿の表裏両面を読み
取ることも可能となっている。なお、表面読み取り用のラインイメージセンサと裏面読み
取り用のラインイメージセンサとを備えて、原稿の表裏両面を同時に読み取る方式に構成
されてもかまわない。
【００４２】
　自動原稿搬送装置２２を使用した読み取り（以後、ＡＤＦ読取と呼ぶ。）では複数枚の
原稿を連続して自動的に読み取ることができる。一方、プラテンガラス上に原稿をセット
して読み取る方法（以後、プラテン読取と呼ぶ。）では、１枚ずつの読み取りとなるので
、複数枚の原稿を読み取る場合はプラテンガラス上にセットする原稿を手動で入れ替える
ことになる。プラテン読取は、本をコピーするなどの場合に利用される。
【００４３】
　画像処理部２４は、画像データの圧縮処理や伸張処理、画像の回転処理、拡大縮小処理
、外部の端末装置から受信した印刷データをイメージデータ（ビットマップデータ）に変
換するラスタライズ処理などを行う機能を備えている。
【００４４】
　プリンタ部２５は、画像データに応じた画像を記録紙に印刷して出力する機能を果たす
。ここでは、記録紙の搬送装置と、感光体ドラムと、帯電装置と、レーザユニットと、現
像装置と、転写装置と、分離装置と、クリーニング装置と、定着部とを有し、電子写真プ
ロセスによって画像形成を行う、所謂、レーザープリンタとして構成されている。
【００４５】
　計測部２６は、読取部２３での原稿読み取りに要した時間（読取時間）を計測する機能
を果たす。また、現在時刻を計時する時計機能も備えている。
【００４６】
　外部Ｉ／Ｆ部２７は、ＵＳＢメモリやＣＦカードなどの記録媒体が着脱可能に接続され
、その接続された記録媒体に対してデータのリードライトを行う機能を果たす。
【００４７】
　ハードディスク装置１６は、大容量不揮発の記憶装置であり、画像データなどが記憶さ
れる。
【００４８】
　不揮発メモリ１５は、電源をオフしてもその記憶内容が保持される書き換え可能なメモ
リである。不揮発メモリ１５には、画像処理装置１０に対して設定された各種の設定内容
（設定値）、ユーザ情報、ユーザの認証情報などが記憶される。
【００４９】
　メモリーコピージョブに係るデータは、ジョブの再現実行に必要な画像データとジョブ
履歴データとで構成される。このうち画像データはハードディスク装置１６に保存され、
ジョブ履歴データはハードディスク装置１６に保存された画像データに関連付けされて不
揮発メモリ１５に保存される。たとえば、ハードディスク装置１６には、コピー機能に係
るジョブ（コピージョブ）において原稿画像を読み取って得た画像データが、メモリーコ
ピー機能での利用のために、過去の１００コピージョブ分保存され、不揮発メモリ１５に
は、その１００コピー分のジョブ履歴データが記憶される。なお、ジョブ履歴データはハ
ードディスク装置１６に保存されてもよい。また、画像データやジョブ履歴データはハー
ドディスク装置１６や不揮発メモリ１５に代えて外部Ｉ／Ｆ部２７に接続される記憶媒体
に記憶されてもよい。
【００５０】
　ジョブ履歴データには、対応するコピージョブのジョブ情報（ジョブの実行条件（原稿
サイズ、解像度、カラー／モノクロ、両面/片面など）や当該ジョブを投入したユーザの
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ユーザ情報、当該ジョブが投入された日時であるジョブ生成日時、当該ジョブに係る印刷
出力動作が実行された実行日時など）と、読取工数データが含まれる。読取工数データは
、読取部２３での原稿画像の読み取りに関して操作者が行う作業量を含め、原稿の読み取
りに関する面倒さを判別するための指標となる情報である。読取工数データには、原稿の
読み取りに要した読取時間、読み取り枚数、読み取りが自動原稿搬送装置２２を使用して
行われたかプラテンガラス上の原稿を読み取ったものかを示す読取方式、原稿の読み取り
に要した読取回数を示す情報などが含まれる。
【００５１】
　読取回数は、たとえば、ＡＤＦ読取において、原稿の表裏両面の同時読み取りが行われ
る場合は、原稿１枚の表裏両面読み取りにつき「１回」になる。原稿を片面ずつ読み取る
場合は原稿１枚の表裏両面読み取りにつき「２回」になる。また、プラテン読取の場合も
原稿１枚の表裏両面読み取りにつき「２回」になる。読取工数データとして記憶される読
取回数は、１つのジョブの全原稿の読み取りに要した読取回数（全原稿に関する累計回数
）になっている。
【００５２】
　次に、読取部２３で原稿画像を読み取って得た画像データを記憶しておき、これを後の
ジョブで利用する場合における画像処理装置１０の動作について説明する。ここでは、か
かる動作を、メモリーコピージョブを例に説明する。コピージョブを行うと、そのジョブ
が自動的にメモリーコピージョブとして記憶されるようになっている。
【００５３】
　図２は、コピージョブの流れを示している。ＣＰＵ１１は、画像処理装置１０の使用に
際してユーザのログインを受け付ける（ステップＳ１０１）。ここでは、認証部１８によ
ってユーザ認証が行われてログインする場合と、ユーザ認証が省略されてログインする場
合とがあり、省略された場合は当該ログインユーザをパブリックユーザとして扱うように
なっている。続いて、ユーザにより自動原稿搬送装置２２の原稿台もしくはプラテンガラ
ス上に原稿のセットが行われると共に、ＣＰＵ１１は、操作表示部２１にて、読み取りの
解像度、カラー／モノクロ、両面/片面など、当該コピージョブの実行条件に関する各種
設定操作を受け付ける(ステップＳ１０２)。
【００５４】
　その後、スタート釦の操作を受けると（ステップＳ１０３；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１１は、
該操作のあった日時を当該ジョブの生成日時として記憶する。さらにＣＰＵ１１は計測部
２６を使用して読取時間（原稿の読み取りに要する時間（読取所要時間））の計測を開始
する(ステップＳ１０４)。続いて、読取部２３にて原稿の読み取りを行い、その画像デー
タをハードディスク装置１６に記憶する(ステップＳ１０５)。
【００５５】
　原稿の読み取りは、図示省略のセンサにて自動原稿搬送装置２２の原稿台に原稿がセッ
トされていることを検知した場合は自動原稿搬送装置２２を使用したＡＤＦ読取にて行い
、検知しない場合はプラテン読取を行う。また、両面読取が設定されている場合は両面読
み取りを、片面読取が設定されている場合は片面読み取りを行う。
【００５６】
　なお、複数枚の原稿をプラテン読取で行う場合には、たとえば、ジョブの実行条件の１
つとして、操作表示部２１にて複数枚読み込みモードの選択操作を受ける。このモードで
は、プラテンガラス上の原稿を１枚読み取る毎に、次原稿の有無をユーザに問い合わせし
、「有」が選択された場合はプラテンガラス上の原稿の読み取りを行い、「無」が選択さ
れた場合は読み取りを終了する。
【００５７】
　ステップＳ１０５での原稿１枚の読み取りが完了すると、これが最終原稿か否かを判定
し(ステップＳ１０６)、最終原稿でなければ（ステップＳ１０６；Ｎｏ）次の原稿１枚に
対してステップＳ１０５を行う。なお、ＣＰＵ１１は読み取った原稿の枚数（原稿枚数）
を計数する。また、読取回数も計数する。最終原稿の場合は（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ
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）、読取時間の計測を終了させる（ステップＳ１０７）。そして、読み取った画像データ
に関連付けて当該ジョブのジョブ履歴データを記憶する（ステップＳ１０８）。これによ
り今回のコピージョブがメモリーコピージョブとして記憶される。その後、読み取った画
像データに対応する画像を指定された部数だけプリンタ部２５にて記録紙に印刷出力して
（ステップＳ１０９）処理を終了する。印刷出力が完了した日時は当該ジョブの実行日時
としてジョブ履歴データに記憶される。
【００５８】
　即時実行のコピージョブの場合、ジョブの生成日時と実行日時に時間的な差は少ないが
、たとえば、印刷などの出力動作は設定された時刻が到来した時点で実行する場合や、読
み取り完了後にユーザから出力開始の操作を受けた時点で出力動作を開始させる場合には
、ジョブの生成日時と実行日時に顕著な差が生じるようになる。なお、このように出力動
作の後に行われる場合には、出力動作が実行された時点でジョブの実行日時が読取工数デ
ータとして記憶される。
【００５９】
　次に、記憶されているメモリーコピージョブの選択操作をユーザから受けて、その選択
されたメモリーコピージョブを実行する場合の動作を説明する。
【００６０】
　メモリーコピージョブは、個人用、パブリック用を含めて多数（たとえば、１００ジョ
ブ以上）登録可能なため、メモリーコピー機能を利用するにあたって、ユーザは、多数の
メモリーコピージョブの中から所望のものを探し出す必要がある。そこで、画像処理装置
１０では、この探し出しを効率的に行うことができるように、選択可能なメモリーコピー
ジョブに関する識別情報（たとえば、画像データに対応する画像やそのサムネイル画像（
縮小画像）、ジョブの生成日時やジョブの名称やＩＤ番号など）を履歴表示画面に表示す
る際の表示順位を制御する。以下、表示順位の制御基準が異なる複数の例について説明す
る。
【００６１】
　<第１例＞　第１例では、メモリーコピージョブの識別情報を履歴表示画面に表示する
際の表示順位を、読取部２３での読み取り枚数と読取方式（ＡＤＦ読取、プラテン読取）
との２要素に基づいて決定し制御する。
【００６２】
　図３は、メモリーコピージョブの実行に係る画像処理装置１０の動作の流れを示してい
る。ＣＰＵ１１は、画像処理装置１０の使用に際してはユーザのログインを受け付ける（
ステップＳ２０１）。ここでは、認証部１８によってユーザ認証が行われてログインする
場合と、ユーザ認証が省略されてログインする場合があり、省略された場合は当該ユーザ
をパブリックユーザとして扱うようになっている。ログインが行われた後、ＣＰＵ１１は
操作表示部２１にジョブの種類の選択を受けるためのメニュー画面を表示させ、該画面に
てユーザからジョブの種類の選択操作を受ける（ステップＳ２０２）。
【００６３】
　画像処理装置１０のＣＰＵ１１は、選択されたジョブの種類がメモリーコピージョブで
ない場合は（ステップＳ２０２；Ｎｏ）、その押下されたジョブの種類に応じた動作を行
って（ステップＳ２１２）処理を終了する。
【００６４】
　画像処理装置１０のＣＰＵ１１は、選択されたジョブの種類がメモリーコピージョブの
場合は（ステップＳ２０２；Ｙｅｓ）、ステップＳ２０１にてユーザ認証を行ってログイ
ンされているか否かを調べ（ステップＳ２０３）、ユーザ認証有りの場合は（ステップＳ
２０３；Ｙｅｓ）、記憶されているジョブ履歴データのうち、ユーザ認証によって特定さ
れて識別されたユーザ（認証ユーザと呼ぶ）がジョブの投入ユーザとなっているジョブ履
歴データのみを、表示対象のジョブ履歴データとして抽出し（ステップＳ２０４）、ステ
ップＳ２０６へ移行する。
【００６５】
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　一方、ユーザ認証なしの場合は（ステップＳ２０３；Ｎｏ）、記憶されているジョブ履
歴データのうち、パブリックユーザがジョブの投入ユーザとなっているジョブ履歴データ
のみを、表示対象のジョブ履歴データとして抽出し（ステップＳ２０５）、ステップＳ２
０６へ移行する。
【００６６】
　ステップＳ２０６では、表示対象に抽出された各ジョブ履歴データについて、読み取り
作業に関する面倒度指数Ｙ１を算出する。第１例では、面倒度指数は以下の（１）式によ
って求める。　
　面倒度指数Ｙ１＝原稿枚数×係数α　　……（１）式
【００６７】
　図４は、係数αの値を示す第１係数テーブル４０の一例を示している。係数αは、原稿
の読み取りに関する操作者の作業量の大小を反映した係数である。ここでは係数αは読取
方式と原稿枚数に応じた値になっている。同一の原稿枚数においては、読取方式がＡＤＦ
読取の場合に比べてプラテン読取の場合に係数αの値は大きく設定されている。また、原
稿枚数を複数のランクに分類し、原稿枚数が多いランクほど係数αの値が大きくなるよう
にしてある。
【００６８】
　なお、図４では、原稿枚数のランクに応じて係数αの値を変化させた例を示したが、係
数αは原稿枚数に依存せず、読取方式のみに応じた値に設定されてもよい。たとえば、原
稿枚数に係らず、ＡＤＦ読取では係数α＝１、プラテン読取では係数α＝２、というよう
に設定されてもよい。
【００６９】
　図５は、Ｎｏ.１からＮｏ.４のメモリーコピージョブについて、ジョブ名と、原稿枚数
と、読取方式と、係数αと、これら原稿枚数と読取方式と係数αに基づいて算出された面
倒度指数Ｙ１と、を対応付けて示した面倒度指数Ｙ１の計算表５０である。
【００７０】
　Ｎｏ.１のメモリーコピージョブは、読取方式がプラテン読取であり、原稿枚数が３枚
なので、第１係数テーブル４０から係数αは２．０となり、（１）式より、面倒度指数Ｙ
１は６．０となる。
【００７１】
　Ｎｏ.２のメモリーコピージョブは、読取方式がプラテン読取であり、原稿枚数が７枚
なので、第１係数テーブル４０から係数αは２．２となり、（１）式より、面倒度指数Ｙ
１は１５．４となる。
【００７２】
　Ｎｏ.３のメモリーコピージョブは、読取方式がＡＤＦ読取であり、原稿枚数が１２枚
なので、第１係数テーブル４０から係数αは１．２となり、（１）式より、面倒度指数Ｙ
１は１４．４となる。
【００７３】
　Ｎｏ.４のメモリーコピージョブは、読取方式がＡＤＦ読取であり、原稿枚数が１５枚
なので、第１係数テーブル４０から係数αは１．２となり、（１）式より、面倒度指数Ｙ
１は１８．０となる。
【００７４】
　ＣＰＵ１１は、面倒度指数の算出が完了すると、その算出した面倒度指数の値が大きい
ほど順位が高くなるようにして、表示対象の各ジョブ履歴データに表示順位を割り当てる
（図３：ステップＳ２０７）。図５の例では、表示順位は、Ｎｏ.４＞Ｎｏ.２＞Ｎｏ.３
＞Ｎｏ.１　となる。
【００７５】
　さらに、この割り当てた表示順位に従って各ジョブ履歴データに係るメモリーコピージ
ョブの識別情報を履歴表示画面に表示する。たとえば、ジョブ履歴データに係るメモリー
コピージョブの識別情報をリスト表示する場合には、表示順位が高いものほどリストの上
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位に表示する、あるいは、表示順位が高いものほどサムネイル画像などを大きいサイズで
表示する、あるいはジョブ名称などを大きな文字サイズで表示する、といった表示を行う
。図６は、図５のＮｏ.１からＮｏ.４のメモリーコピージョブをそれらに与えた表示順位
に従って表示した履歴表示画面６０の一例を示している。
【００７６】
　ここでは、該当するメモリーコピージョブのサムネイル画像とジョブ名称とを表示した
矩形のジョブ選択釦６１～６４を、各メモリーコピージョブに対応する識別情報として表
示している。ジョブ選択釦６１～６４は、表示順位が高いものを上左、低いものを下右と
なる配列で表示すると共に、表示順位が高いメモリーコピージョブのジョブ選択釦６１～
６４ほどその表示サイズを大きくしてある。
【００７７】
　履歴表示画面６０上でジョブ選択釦６１～６４を押下すると、対応するメモリーコピー
ジョブが選択される。少なくとも１つのジョブ選択釦６１～６４が選択された状態になる
とＯＫ釦６５とリセット釦６６が表示される。その状態でＯＫ釦６５が操作されると選択
が確定し、リセット釦６６が押下されると選択が解除される。戻る釦６７が操作されると
履歴表示画面６０に到来する１つ前の画面に表示が遷移する。
【００７８】
　ＣＰＵ１１は、履歴表示画面６０に表示されている中からメモリーコピージョブの選択
操作をユーザから受け付けると（図３：ステップＳ２０９；Ｙｅｓ）、その選択されたメ
モリーコピージョブを実行するか否かをユーザに再確認する（ステップＳ２１０）。たと
えば、図６の履歴表示画面６０にてＯＫ釦６５が操作されると、図７に示す確認画面７０
に遷移し、実行の確認あるいはキャンセル操作を受け付ける。確認画面７０において実行
釦７２の操作を受けると（図３：ステップＳ２１０；Ｙｅｓ）、その選択されたメモリー
コピージョブに係る印刷出力動作を実行して（ステップＳ２１１）処理を終了する。具体
的には、記憶されている、その選択されたメモリーコピージョブの画像データを使用し、
かつそのメモリーコピーのジョブ履歴データに含まれているジョブ情報に基づいて印刷出
力動作を実行する。
【００７９】
　図６の履歴表示画面６０においてユーザからメモリーコピージョブの選択操作を受けな
い場合、たとえば、戻る釦６７の操作を受けた場合（図３：ステップＳ２０９；Ｎｏ）、
もしくは確認画面７０において不実行釦７１の操作を受けた場合は（図３：ステップＳ２
１０；Ｎｏ）、メモリーコピージョブに係る印刷出力動作を実行せずに本処理を終了する
。
【００８０】
　このように第１例では、原稿枚数と読取方式（ＡＤＦ読取、プラテン読取）とに基づい
て原稿の読み取りに関する面倒度指数を算出し、面倒度指数が大きいものほど履歴表示画
面６０への表示順位を高くしたので、原稿を再度読み取るための作業が面倒なメモリーコ
ピージョブほど履歴表示画面６０に優先的に表示される。すなわち、読み取りに要する作
業時間や作業工数が大きいほど、ユーザは読取部２３での原稿の再読み取りを省略してメ
モリーコピージョブの利用を望むので、上記のような表示順位で履歴表示画面６０に選択
候補を表示することによって、ユーザは多数のメモリーコピージョブの中から所望のもの
を探し出し易くなり、利便性が向上する。
【００８１】
　また、ユーザ認証を受けている場合は、認証ユーザが投入したメモリーコピージョブの
みが履歴表示画面６０の表示対象になるので、他人のメモリーコピージョブが候補として
表示されず、機密文書などであってもセキュリティを確保することができる。また、表示
対象の候補数が絞られるので、選択作業がさらに容易になる。
【００８２】
　なお、履歴表示画面６０の表示に際して、ユーザから表示順位をどのような基準にする
かの選択操作を受けるように構成されてもよい。たとえば、図８に示すような表示基準選
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択画面８０を操作表示部２１に表示し、表示順位の決定に関する基準の選択をユーザから
受け付ける。図８の表示基準選択画面８０には、ＡＤＦ読取優先釦８１と、プラテン読取
優先釦８２と、読取方式無視釦８３と、ＯＫ釦８４と、戻る釦８５と、メッセージ表示部
８６とが表示されている。ＡＤＦ読取優先釦８１は、ＡＤＦ読取で原稿を読み取ったメモ
リーコピージョブを優先的に表示する基準を設定するための操作釦である。プラテン読取
優先釦８２は、プラテン読取で原稿を読み取ったメモリーコピージョブを優先的に表示す
る基準を設定するための操作釦である。読取方式無視釦８３は、表示順位を決定するため
の基準に読取方式を加えない設定を行うための操作釦である。
【００８３】
　ＡＤＦ読取優先釦８１に対応する設定が有効にされると、第１係数テーブル４０によっ
て係数αが決定され、この係数αを使用して面倒度指数Ｙ１が算出される。プラテン読取
優先釦８２に対応する設定が有効にされると、ＡＤＦ読取に係る係数αよりもプラテン読
取に係る係数αの値が大きくなるような係数テーブルが参照される。読取方式無視釦８３
に対応する設定が有効にされると、係数αは常に所定値（たとえば「１」）にされる、も
しくは、面倒度指数Ｙ１は原稿枚数のみに依存して決定される。
【００８４】
　図９は、ＡＤＦ読取優先釦８１に対応する設定が有効にされている場合に、図５のＮｏ
.１からＮｏ.４のメモリーコピージョブを表示対象にした履歴表示画面６０Ｂの一例を示
している。ＡＤＦ読取のＮｏ.３、Ｎｏ.４がプラテン読取のＮｏ.１、Ｎｏ.２より高い表
示順位で優先的に表示されている。なお、図９では、ＡＤＦ読取同士、あるいは、プラテ
ン読取同士では、ジョブ番号の順に表示順位を定めているが、原稿枚数が多いものの表示
順位を高くするようにされてもよい。
【００８５】
　なお、表示基準選択画面８０は、管理者モードにおいて表示され、権限を有する管理者
のみが表示順位を決定するための基準を設定変更できるように構成されている。これに代
えて、ユーザ毎に表示順位の基準を設定変更可能に構成されてもよい。設定値は不揮発メ
モリ１５に保存される。さらに、履歴表示画面６０の表示直前あるいは履歴表示画面６０
において表示順位を決定する基準を変更するための操作釦を設け、その釦が操作された場
合に表示基準選択画面８０を表示し、表示基準選択画面８０にて設定された基準に従って
履歴表示画面６０を表示したり履歴表示画面６０の表示状態を変更したりするように構成
されてもよい。
【００８６】
　＜第２例＞　第２例では、履歴表示画面に表示するメモリーコピージョブの表示順位を
、読取部２３での読取時間と読取方式（ＡＤＦ読取、プラテン読取）との２要素に基づい
て制御する。
【００８７】
　メモリーコピージョブの実行に係る画像処理装置１０の動作の流れは図３に示すものと
、ステップＳ２０６（面倒度指数の算出処理）の処理内容が相違する点以外は同一である
。以下、相違について説明し同一部分の説明は省略する。
【００８８】
　第２例では、面倒度指数は以下の（２）式によって求める。　
　面倒度指数Ｙ２＝読取時間×係数β……（１）式　
　図１０は、係数βの値を示す第２係数テーブル４０Ｂの一例を示している。係数βは、
原稿の読み取りに関する操作者の作業量の大小を反映した係数である。ここでは係数βは
読取方式と読取時間に応じた値になっている。同一の読取時間においては、読取方式がＡ
ＤＦ読取の場合に比べてプラテン読取の場合に係数βの値は大きく設定されている。また
、読取時間を複数のランクに分類し、読取時間が長いランクほど係数βの値が大きくなる
ようにしてある。
【００８９】
　なお、図１０では、読取時間のランクに応じて係数βの値を変化させた例を示したが、
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係数βは読取時間に依存せず、読取方式のみに応じた値にされてもよい。たとえば、読取
時間に係らず、ＡＤＦ読取では係数β＝１、プラテン読取では係数β＝２、というように
設定されてもよい。
【００９０】
　図１１は、Ｎｏ.１からＮｏ.４のメモリーコピージョブについて、ジョブ名と、読取時
間と、読取方式と、係数βと、これら読取時間と読取方式と係数βに基づいて算出された
面倒度指数Ｙ２と、を対応付けて示した面倒度指数Ｙ２の計算表５０Ｂである。
【００９１】
　Ｎｏ.１のメモリーコピージョブは、読取方式がプラテン読取であり、読取時間が３秒
なので、第２係数テーブル４０Ｂから係数βは２．０となり、（２）式より、面倒度指数
Ｙ２は６．０となる。
【００９２】
　Ｎｏ.２のメモリーコピージョブは、読取方式がプラテン読取であり、読取時間が７秒
なので、第２係数テーブル４０Ｂから係数βは２．２となり、（２）式より、面倒度指数
Ｙ２は１５．４となる。
【００９３】
　Ｎｏ.３のメモリーコピージョブは、読取方式がＡＤＦ読取であり、読取時間が１２秒
なので、第２係数テーブル４０Ｂから係数βは１．２となり、（２）式より、面倒度指数
Ｙ２は１４．４となる。
【００９４】
　Ｎｏ.４のメモリーコピージョブは、読取方式がＡＤＦ読取であり、読取時間が１５秒
なので、第２係数テーブル４０Ｂから係数βは１．２となり、（２）式より、面倒度指数
Ｙ２は１８．０となる。
【００９５】
　図１１の例では、表示順位は、Ｎｏ.４＞Ｎｏ.２＞Ｎｏ.３＞Ｎｏ.１　となる。図１１
のＮｏ.１からＮｏ.４のメモリーコピージョブをそれらに与えた表示順位に従って表示し
た履歴表示画面は、図６と同一画面(履歴表示画面６０)になる。
【００９６】
　このように第２例では、読取時間と読取方式とに基づいて原稿の読み取りに関する面倒
度指数を算出し、面倒度指数が大きいものほど履歴表示画面６０への表示順位を高くした
ので、原稿を再度読み取るための作業が面倒なメモリーコピージョブほど履歴表示画面６
０に優先的に表示される。すなわち、読み取りに要する作業時間や作業工数が大きい場合
ほど、ユーザは読取部２３での原稿の再読み取りを省略してメモリーコピージョブの利用
を望むので、上記のような表示順位で履歴表示画面６０に表示することによって、ユーザ
は多数のメモリーコピージョブの中から所望のものを探し出し易くなり、利便性が向上す
る。
【００９７】
　なお、第２例においても図８の表示基準選択画面８０を通じて表示順位の決定基準の設
定変更を受けることは第１例と同じであり、その説明は省略する。
＜第３例＞　第３例では、履歴表示画面に表示するメモリーコピージョブの表示順位を、
読取部２３での読取回数と読取方式（ＡＤＦ読取、プラテン読取）との２要素に基づいて
制御する。
【００９８】
　メモリーコピージョブの実行に係る画像処理装置１０の動作の流れは図３に示すものと
、ステップＳ２０６（面倒度指数の算出処理）の処理内容が相違する点以外は同一である
。以下、相違について説明し同一部分の説明は省略する。
【００９９】
　第３例では、たとえば、図４の第１係数テーブル４０における原稿枚数（累計）を読取
回数（累計）とした係数テーブルを使用する。同一の読取回数において、読取方式がＡＤ
Ｆ読取の場合に比べてプラテン読取の場合に係数αの値は大きく設定されればよい。
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【０１００】
　＜第４例＞　第４例では、履歴表示画面に表示するメモリーコピージョブの表示順位を
、読取部２３での読取時間と、ジョブ生成日時もしくはジョブ実行日時からの経過時間と
の２要素に基づいて制御する。
【０１０１】
　図１２は、第４例における、メモリーコピージョブの実行に係る画像処理装置１０の動
作の流れを示している。ＣＰＵ１１は、画像処理装置１０の使用に際してはユーザのログ
インを受け付ける（ステップＳ３０１）。第１例と同様に、ここでは、ユーザ認証が行わ
れてログインする場合と、ユーザ認証が省略されてログインする場合があり、省略された
場合は当該ユーザをパブリックユーザとして扱う。ログインが行われた後、ＣＰＵ１１は
操作表示部２１にジョブの種類の選択を受けるためのメニュー画面を表示させ、該画面に
てユーザからジョブの種類の選択操作を受ける（ステップＳ３０２）。
【０１０２】
　画像処理装置１０のＣＰＵ１１は、選択されたジョブの種類がメモリーコピージョブで
ない場合は（ステップＳ３０２；Ｎｏ）、その押下されたジョブの種類に応じた動作を行
って（ステップＳ３１４）処理を終了する。
【０１０３】
　画像処理装置１０のＣＰＵ１１は、選択されたジョブの種類がメモリーコピージョブの
場合は（ステップＳ３０２；Ｙｅｓ）、ステップＳ３０１にてユーザ認証を行ってログイ
ンされているか否かを調べ（ステップＳ３０３）、ユーザ認証有りの場合は（ステップＳ
３０３；Ｙｅｓ）、記憶されているジョブ履歴データのうち、認証ユーザがジョブの投入
ユーザとなっているジョブ履歴データのみを、表示対象のジョブ履歴データとして抽出し
（ステップＳ３０４）、ステップＳ３０６へ移行する。
【０１０４】
　一方、ユーザ認証なしの場合は（ステップＳ３０３；Ｎｏ）、記憶されているジョブ履
歴データのうち、パブリックユーザがジョブの投入ユーザとなっているジョブ履歴データ
のみを、表示対象のジョブ履歴データとして抽出し（ステップＳ３０５）、ステップＳ３
０６へ移行する。
【０１０５】
　ステップＳ３０６では、ＣＰＵ１１は現在時刻を取得する。ここでは、計測部２６から
現在時刻を取得する。さらに、ＣＰＵ１１は、表示対象に抽出されている各ジョブ履歴デ
ータについて、経過時間を算出する（ステップＳ３０７）。経過時間は、ステップＳ３０
６で取得した現在時刻（現在日時）から、そのジョブ履歴データに含まれているそのジョ
ブの生成日時もしくは実行日時を減算した値である。ジョブの生成日時とするか実行日時
とするかは設定により変更可能にされている。この設定は、たとえば、管理者画面を通じ
て権限ある管理者によって設定されて、不揮発メモリ１５に記憶されている。
【０１０６】
　次に、ジョブ履歴データ毎に、履歴表示画面への表示順位を決定するため判断基準とな
る相関数ｚの値を求める（ステップＳ３０８）。相関数ｚは、以下の（３）式によって求
める。
　相関数ｚ＝log(読取時間（秒）＋１)－log（経過時間（分）＋１）　　…（３）式
【０１０７】
　相関数ｚは、経過時間が長くなるほど値が小さくなり、読取時間が長いほど値が大きく
なるようにされている。
【０１０８】
　ＣＰＵ１１は、相関数ｚの算出が完了すると、その算出した相関数ｚの値が大きいほど
（マイナス領域では絶対値が小さいほど）順位が高くなるようにして、表示対象の各ジョ
ブ履歴データに表示順位を割り当てる（ステップＳ３０９）。さらに、この割り当てた表
示順位に従って各ジョブ履歴データに係るメモリーコピージョブの識別情報を履歴表示画
面に表示する（ステップＳ３１０）。たとえば、ジョブ履歴データに係るメモリーコピー
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ジョブの識別情報をリスト表示する場合には、表示順位が高いものほどリストの上位に表
示する、あるいは、表示順位が高いものほどサムネイル画像などを大きいサイズで表示す
る、あるいはジョブ名称などを大きな文字サイズで表示する、といった表示を行う。
【０１０９】
　ＣＰＵ１１は、履歴表示画面に表示されている中からメモリーコピージョブの選択操作
をユーザから受け付けると（ステップＳ３１１；Ｙｅｓ）、その選択されたメモリーコピ
ージョブを実行するか否かを、図７と同様の確認画面を通じてユーザに再確認する（ステ
ップＳ３１２）。そして、メモリーコピージョブを実行する旨の操作を受けると（ステッ
プＳ３１２；Ｙｅｓ）、その選択されたメモリーコピージョブに係る印刷出力動作を実行
させて（ステップＳ３１３）処理を終了する。
【０１１０】
　履歴表示画面においてユーザからメモリーコピージョブの選択操作を受けない場合（ス
テップＳ３１１；Ｎｏ）、もしくは再確認時にユーザからメモリーコピージョブを実行し
ない旨の操作を受けた場合は（ステップＳ３１２；Ｎｏ）、メモリーコピージョブに係る
印刷出力動作を実行せずに本処理を終了する。
【０１１１】
　このように第４例では、ジョブ生成日時もしくはジョブ実行日時からの経過時間と読取
時間とに基づいて相関数ｚを算出し、相関数ｚの値が大きいものほど履歴表示画面への表
示順位を高くしたので、ユーザが利用を希望する可能性の高いメモリーコピージョブを高
い優先順位で表示することができ、多数のメモリーコピージョブの中から所望のものを探
し出す作業が容易になって利便性が向上する。
【０１１２】
　すなわち、読取時間が長いほど原稿の読み取りに関する面倒度が高いので、ユーザはメ
モリーコピージョブの利用を欲する可能性が高い。さらに、生成あるいは実行してからの
経過時間が少ないメモリーコピージョブほど、ユーザ自身もそのメモリーコピージョブの
内容をより正確に記憶していることや追加のコピーを行う確率が高いので、ユーザが利用
を欲する可能性が高い。第４例では、この２つの要素を総合的に考慮して表示順位を決定
するので、ユーザの利用形態に即したより適切な履歴表示画面を表示でき、多数のメモリ
ーコピージョブの中から所望のものを探し出すためのユーザの手間が軽減される。すなわ
ち、読取時間が多くかかるジョブ（読取時間の観点からは表示順位が上位となる場合）で
も、経過時間がかなり経過しているジョブ（経過時間の観点からは表示順位が下位となる
場合）は、表示の優先順位をそれなりに下げて表示するので、ユーザの利用形態に即した
表示順位で履歴表示画面を表示することができる。
【０１１３】
　第４例の具体例を図１３に示すＮｏ.１～Ｎｏ.４のメモリーコピージョブを例に説明す
る。現時点（時刻Ｔ１）では、経過時間が０時間で読取時間が２秒のジョブＮｏ.１と、
経過時間が３時間で読取時間が４秒のジョブＮｏ.２と、経過時間が６時間で読取時間が
３３秒のジョブＮｏ.３と、経過時間が１０時間で読取時間が１２秒のジョブＮｏ.４とが
メモリーコピージョブとして記憶されているものとする。時刻Ｔ１から１２時間経過後の
時刻Ｔ２になると、ジョブＮｏ.１は経過時間が１２時間で読取時間が２秒となり、ジョ
ブＮｏ.２は経過時間が１５時間で読取時間が４秒となり、ジョブＮｏ.３は経過時間が１
８時間で読取時間が３３秒となり、ジョブＮｏ.４は経過時間が２２時間で読取時間が１
２秒となる。
【０１１４】
　これらＮｏ.１～Ｎｏ.４のメモリーコピージョブについて時刻Ｔ１での相関数ｚの値を
求めると図１４に示すようになる。相関数ｚの値が大きいものほど表示順位を高くするの
で、表示順位はＮｏ.１＞Ｎｏ.３＞Ｎｏ.２＞Ｎｏ.４、になる。一方、Ｎｏ.１～Ｎｏ.４
のメモリーコピージョブについて時刻Ｔ２での相関数ｚの値を求めると図１５に示すよう
になる。表示順位はＮｏ.３＞Ｎｏ.４＞Ｎｏ.２＞Ｎｏ.１、に入れ替わる。
【０１１５】
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　図１６は、時刻Ｔ１における履歴表示画面６０Ｃを示しており、図１７は、時刻Ｔ２に
おける履歴表示画面６０Ｄを示している。また、図１８には、参考として、上記Ｎｏ.１
～Ｎｏ.４のメモリーコピージョブについての相関数のグラフを示す。グラフＡはジョブ
Ｎｏ.１、グラフＢはジョブＮｏ.２、グラフＣはジョブＮｏ.３、グラフＤはジョブＮｏ.
４に対応している。
【０１１６】
　図１９は、履歴表示画面６０ＣにおいてジョブＮｏ.３を選択した状態で所定の操作（
ダブルクリックあるいは別の操作釦の押下など）を行うことにより、そのジョブのジョブ
属性を、ポップアップ表示などによって表示させた状態を例示している。ユーザはジョブ
属性の表示によってメモリーコピージョブの内容をより詳細に認識でき、そのメモリーコ
ピージョブを実行対象に選択するか否かをより的確に判断することができる。
【０１１７】
　以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、具体的な構成は実施の形態
に示したものに限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追
加があっても本発明に含まれる。
【０１１８】
　たとえば、第４例では読取時間と経過時間とによって表示順位を決定したが、読取時間
に代えて原稿枚数や読取回数を使用してもかまわない。さらには、読取形式を加味しても
よい。すなわち、第１例～第３例の面倒度指数と経過時間とから表示順位を決定するよう
に構成されてもよい。
【０１１９】
　表示順位を決定する際に考慮に入れる要素は、少なくとも原稿枚数もしくは読取時間の
いずれか一方を含む条件下で２以上の任意の要素を組み合わせて使用してもかまわない。
すなわち、原稿枚数と読取時間と読取回数の中の少なくとも１つ以上と、読取形式、その
他の作業量、経過時間の中の１または２以上のものとを組み合わせて表示順位を決定する
ように構成されてもよい。
【０１２０】
　実施の形態では、読み取りに関する操作者の作業量を判別する基準として読取方式（Ａ
ＤＦ読取、プラテン読取）を例示したが、別の基準であってもかまわない。原稿読み取り
の際に設定したジョブの実行条件（読み取りの解像度、カラー／モノクロ、両面/片面な
ど、当該コピージョブの実行条件に関する各種設定操作）の複雑さやその設定操作の複雑
さを上記作業量に関する１つの指標としてもよい。
【０１２１】
　相関数は（３）式に示したものに限定されるものではない。たとえば、原稿枚数や読取
時間に比例し、経過時間に逆比例するような関数でもかまわない。
【０１２２】
　実施の形態では、メモリーコピージョブを例に説明したが、読取部２３で原稿を読み取
って得た画像データを保存しておき、その保存されている画像データを利用するジョブで
あれば、他の種類のジョブでもかまわない。たとえば、記憶されている画像データを外部
装置に送信する送信ジョブ（ファクシミリ送信ジョブや電子メールに画像データを添付し
て送信するジョブ）などでもよい。
【０１２３】
　さらに、読取時のジョブを再現する必要はなく、記憶してある画像データを利用して新
たなジョブを生成して実行させるような利用形態でもかまわない。たとえば、記憶されて
いるメモリーコピージョブの画像データを使用して印刷部数やステイプルの有無などを変
更した新たなジョブを生成するようにされてもよい。また、印刷などの出力を伴わずに、
読取部２３で原稿画像を読み取って記憶する動作を行わせ、そのときの画像データと読取
工数データとを対応付けて記憶しておき、その記憶されている画像データの中から選択し
て新たなジョブで利用するような形態でもかまわない。
【０１２４】
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　実施の形態では、画像処理装置１０を多様な機能を備えた複合機として構成したが、こ
れに限定されるものではなく、原稿を読み取って画像データを記憶し、その記憶されてい
る画像データを利用して何らかのジョブを行う画像処理装置であればよい。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０…画像処理装置
　１１…ＣＰＵ
　１２…バス
　１３…ＲＯＭ
　１４…ＲＡＭ
　１５…不揮発メモリ
　１６…ハードディスク装置
　１７…ネットワーク通信部
　１８…認証部
　２１…操作表示部
　２２…自動原稿搬送装置
　２３…読取部
　２４…画像処理部
　２５…プリンタ部
　２６…計測部
　２７…外部Ｉ／Ｆ部
　４０…第１係数テーブル
　４０Ｂ…第２係数テーブル
　５０…面倒度指数Ｙ１の計算表
　５０Ｂ…面倒度指数Ｙ２の計算表
　６０…履歴表示画面
　６１～６４…ジョブ選択釦
　６５…ＯＫ釦
　６６…リセット釦
　６７…戻る釦
　７０…確認画面
　７１…不実行釦
　７２…実行釦
　８０…表示基準選択画面
　８１…ＡＤＦ読取優先釦
　８２…プラテン読取優先釦
　８３…読取方式無視釦
　８４…ＯＫ釦
　８５…戻る釦
　８６…メッセージ表示部
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