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(57)【要約】
【課題】画像形成を行う前にユーザが文書に合成するウ
ォーターマークなどの文字データを適切に選択すること
ができ、文書を送信するユーザとは異なる言語を用いる
受取人にその文書の重要性を効果的に認識させること。
【解決手段】設定受付部１５ａが、第１の文字データに
より表される第１の文字を記述する第１の言語の設定、
および、第１の文字の第２の言語による翻訳である第２
の文字の設定をユーザから受け付け、データ生成部１５
ｂが、第２の文字を第１の言語に翻訳した第１の文字を
表す第１の文字データを記憶部１４から読み出し、画像
データ１４ｃに第１の文字データを合成した合成画像デ
ータ１４ｄを生成し、装置制御部１５ｃが、合成画像デ
ータ１４ｄを画像形成装置２０に送信し、画像形成装置
２０を制御して、画像形成装置２０に合成画像データ１
４ｄの画像形成処理を実行させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに第１の文字データを合成した合成画像データを生成し、該合成画像データ
の画像形成を行う画像形成装置を制御する装置制御プログラムであって、
　コンピュータに、
　前記第１の文字データにより表される第１の文字を記述する第１の言語の設定、および
、該第１の文字の第２の言語による翻訳である第２の文字の設定をユーザから受け付ける
設定受付ステップと、
　前記第２の文字を前記第１の言語に翻訳した第１の文字を表す前記第１の文字データを
記憶部から読み出すデータ読み出しステップと、
　前記画像データに前記第１の文字データを合成した合成画像データを生成するデータ生
成ステップと、
　前記合成画像データを前記画像形成装置に送信し、前記画像形成装置を制御して、該画
像形成装置に前記合成画像データの画像形成処理を実行させる制御ステップと、
　を実行させることを特徴とする装置制御プログラム。
【請求項２】
　前記データ生成ステップでは、前記第１の文字データに加えて、さらに前記第２の文字
を表す第２の文字データを前記画像データに合成した合成画像データを生成することを特
徴とする請求項１に記載の装置制御プログラム。
【請求項３】
　前記データ生成ステップでは、前記第１の文字の大きさが前記第２の文字の大きさより
も大きく示される前記合成画像データを生成することを特徴とする請求項２に記載の装置
制御プログラム。
【請求項４】
　前記データ生成ステップにより生成された合成画像データを表示部にプレビュー表示す
る表示ステップをさらに含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の装置
制御プログラム。
【請求項５】
　前記第１の言語は、前記合成画像データの画像形成処理により形成される合成画像の送
付先の国の指定をユーザから受け付けた場合に、前記送付先の国と該送付先の国で用いら
れる言語との対応関係を示す言語情報に基づいて設定され、前記設定受付ステップでは、
前記送付先の国の指定を介して前記第１の言語の設定を受け付けることを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項に記載の装置制御プログラム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の装置制御プログラムを記録したことを特徴とする
コンピュータが読み取り可能な記録媒体。
【請求項７】
　画像データに第１の文字データを合成した合成画像データを生成し、該合成画像データ
の画像形成を行う画像形成装置を制御する装置制御方法であって、
　前記第１の文字データにより表される第１の文字を記述する第１の言語の設定、および
、該第１の文字の第２の言語による翻訳である第２の文字の設定をユーザから受け付ける
設定受付ステップと、
　前記第２の文字を前記第１の言語に翻訳した第１の文字を表す前記第１の文字データを
記憶部から読み出すデータ読み出しステップと、
　前記画像データに前記第１の文字データを合成した合成画像データを生成するデータ生
成ステップと、
　前記合成画像データを前記画像形成装置に送信し、前記画像形成装置を制御して、該画
像形成装置に前記合成画像データの画像形成処理を実行させる制御ステップと、
　を含むことを特徴とする装置制御方法。
【請求項８】
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　画像データに第１の文字データを合成した合成画像データを生成し、該合成画像データ
の画像形成を行う画像形成装置を制御する制御装置であって、
　前記第１の文字データを記憶する記憶部と、
　前記第１の文字データにより表される第１の文字を記述する第１の言語の設定、および
、該第１の文字の第２の言語による翻訳である第２の文字の設定をユーザから受け付ける
設定受付部と、
　前記第２の文字を前記第１の言語に翻訳した第１の文字を表す前記第１の文字データを
記憶部から読み出し、前記画像データに前記第１の文字データを合成した合成画像データ
を生成するデータ生成部と、
　前記合成画像データを前記画像形成装置に送信し、前記画像形成装置を制御して、該画
像形成装置に前記合成画像データの画像形成処理を実行させる装置制御部と、
　を備えたことを特徴とする制御装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データに文字データを合成した合成画像データを生成し、合成画像デー
タの画像形成を行う画像形成装置を制御する装置制御プログラム、その装置制御プログラ
ムを記録した記録媒体、画像形成装置を制御する装置制御方法および制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、文書を印刷する際に、その文書の重要性を示すためにウォーターマークが用いら
れている。ウォーターマークとは、「至急」、「マル秘」、「重要」、「極秘」、などの
文書に印刷される文字である。これらのウォーターマークを文書に印刷する機能は、プリ
ンタドライバに標準仕様として備えられている。また、ユーザにより入力された任意の文
字を、ウォーターマークとして文書に印刷することもできる。
【０００３】
　ただし、この場合にユーザが利用できるウォーターマークの言語は、プリンタドライバ
をコンピュータにインストールした際に、ユーザが使用言語として選択した言語となって
しまう。例えば、プリンタドライバのインストール時にユーザが日本語を選択した場合、
文書に印刷されるウォーターマークの言語は日本語となる。
【０００４】
　そして、日本語のウォーターマークが印刷された文書がＦＡＸや郵送、電子メールなど
で英語や韓国語、ポルトガル語圏の国にある販売店や生産工場などに送付された場合、そ
の文書の受取人である現地人スタッフが、そのウォーターマークの重要度を認識すること
ができず、ウォーターマークがその役目を果たさないという事態が生じ得る。
【０００５】
　その結果、「至急」というウォーターマークが印刷された文書が担当者まで届くのが遅
れたり、その文書の処理が後回しにされたり、「極秘」というウォーターマークが印刷さ
れた文書が机上に放置されたりして、ビジネスに支障が生じてしまう。
【０００６】
　ウォーターマークとして用いる文字を、現地人スタッフが理解できる言語でユーザが直
接入力できれば良いが、韓国語やポルトガル語などの言語における表現を知っているユー
ザは少ないものと考えられる。
【０００７】
　また、たとえそれらの言語における表現をユーザが知っていたとしても、コンピュータ
のＯＳ（オペレーティングシステム）が日本語版であったり、キーボードが日本語キーボ
ードであった場合、それらの言語の文字を入力できるようにＯＳをセットアップする必要
があったり、ハングル文字やアクセント記号が付いた文字の入力が難しいなどの問題が生
じる。
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【０００８】
　特許文献１には、日本語を全く理解できないユーザに対して、文書が秘匿すべきもので
あることを伝達するため、文書が秘匿すべきものであることを表す画像であるセキュリテ
ィ情報をデータから抽出し、目的とする言語にそのセキュリティ情報を翻訳する翻訳装置
が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－２７９０９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１の翻訳装置は、セキュリティ情報がすでに文書に印刷されて
いる場合に利用されるものであって、文書の印刷を行う前に利用されるものではない。そ
のため、文書に印刷されるセキュリティ情報の種類をユーザが選択することができない。
【００１１】
　すなわち、特許文献１の翻訳装置は、送付先の国で用いられている言語に起因する問題
を解決するため、ユーザがその文書に付加したいウォーターマークを決めているものの、
まだウォーターマークを付加した文書の印刷を行っていない場合に、その文書に対して適
切な処理を施す装置ではなく、そのような装置とは背景技術や開発目的が全く異なるもの
である。
【００１２】
　本発明は、上記実情に鑑み、画像形成を行う前にユーザが文書に合成するウォーターマ
ークなどの文字データを適切に選択することができ、文書を送信するユーザとは異なる言
語を用いる受取人にその文書の重要性を効果的に認識させることができる装置制御プログ
ラム、その装置制御プログラムを記録した記録媒体、装置制御方法、および制御装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決する為に、本発明の第１の技術手段は、画像データに第１の文字データ
を合成した合成画像データを生成し、該合成画像データの画像形成を行う画像形成装置を
制御する装置制御プログラムであって、コンピュータに、前記第１の文字データにより表
される第１の文字を記述する第１の言語の設定、および、該第１の文字の第２の言語によ
る翻訳である第２の文字の設定をユーザから受け付ける設定受付ステップと、前記第２の
文字を前記第１の言語に翻訳した第１の文字を表す前記第１の文字データを記憶部から読
み出すデータ読み出しステップと、前記画像データに前記第１の文字データを合成した合
成画像データを生成するデータ生成ステップと、前記合成画像データを前記画像形成装置
に送信し、前記画像形成装置を制御して、該画像形成装置に前記合成画像データの画像形
成処理を実行させる制御ステップと、を実行させることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記データ生成ステップでは、
前記第１の文字データに加えて、さらに前記第２の文字を表す第２の文字データを前記画
像データに合成した合成画像データを生成することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の第３の技術手段は、第２の技術手段において、前記データ生成ステップでは、
前記第１の文字の大きさが前記第２の文字の大きさよりも大きく示される前記合成画像デ
ータを生成することを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第４の技術手段は、第１～第３のいずれか１つの技術手段において、前記デー
タ生成ステップにより生成された合成画像データを表示部にプレビュー表示する表示ステ
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ップをさらに含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第５の技術手段は、第１～第４のいずれか１つの技術手段において、前記第１
の言語は、前記合成画像データの画像形成処理により形成される合成画像の送付先の国の
指定をユーザから受け付けた場合に、前記送付先の国と該送付先の国で用いられる言語と
の対応関係を示す言語情報に基づいて設定され、前記設定受付ステップでは、前記送付先
の国の指定を介して前記第１の言語の設定を受け付けることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の第６の技術手段は、上記装置制御プログラムを記録したことを特徴とするコン
ピュータが読み取り可能な記録媒体である。
【００１９】
　本発明の第７の技術手段は、画像データに第１の文字データを合成した合成画像データ
を生成し、該合成画像データの画像形成を行う画像形成装置を制御する装置制御方法であ
って、前記第１の文字データにより表される第１の文字を記述する第１の言語の設定、お
よび、該第１の文字の第２の言語による翻訳である第２の文字の設定をユーザから受け付
ける設定受付ステップと、前記第２の文字を前記第１の言語に翻訳した第１の文字を表す
前記第１の文字データを記憶部から読み出すデータ読み出しステップと、前記画像データ
に前記第１の文字データを合成した合成画像データを生成するデータ生成ステップと、前
記合成画像データを前記画像形成装置に送信し、前記画像形成装置を制御して、該画像形
成装置に前記合成画像データの画像形成処理を実行させる制御ステップと、を含むことを
特徴とする。
【００２０】
　本発明の第８の技術手段は、画像データに第１の文字データを合成した合成画像データ
を生成し、該合成画像データの画像形成を行う画像形成装置を制御する制御装置であって
、前記第１の文字データを記憶する記憶部と、前記第１の文字データにより表される第１
の文字を記述する第１の言語の設定、および、該第１の文字の第２の言語による翻訳であ
る第２の文字の設定をユーザから受け付ける設定受付部と、前記第２の文字を前記第１の
言語に翻訳した第１の文字を表す前記第１の文字データを記憶部から読み出し、前記画像
データに前記第１の文字データを合成した合成画像データを生成するデータ生成部と、前
記合成画像データを前記画像形成装置に送信し、前記画像形成装置を制御して、該画像形
成装置に前記合成画像データの画像形成処理を実行させる装置制御部と、を備えたことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、第１の文字データにより表される第１の文字を記述する第１の言語の
設定、および、第１の文字の第２の言語による翻訳である第２の文字の設定をユーザから
受け付け、第２の文字を第１の言語に翻訳した第１の文字を表す第１の文字データを記憶
部から読み出し、画像データに第１の文字データを合成した合成画像データを生成し、合
成画像データを画像形成装置に送信し、画像形成装置を制御して、画像形成装置に合成画
像データの画像形成処理を実行させることとしたので、画像形成を行う前にユーザが文書
に合成するウォーターマークなどの文字データを適切に選択することができ、文書を送信
するユーザとは異なる言語を用いる受取人にその文書の重要性を効果的に認識させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る制御装置の一例を示す図である。
【図２】デバイスドライバのプロパティ画面の一例を示す図である。
【図３】画像形成装置の印刷設定画面の一例を示す図である。
【図４】ウォーターマークの設定画面の一例を示す図である。
【図５】プルダウンメニューがクリックされた場合に表示される項目の一例を示す図であ
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る。
【図６】プレビュー画面の一例を示す図である。
【図７】ウォーターマークの文字の編集画面の一例を示す図である。
【図８】言語変換設定画面の一例を示す図である。
【図９】英語のウォーターマークが表示されたプレビュー画面の一例を示す図である。
【図１０】英語と日本語のウォーターマークが表示されたプレビュー画面の一例を示す図
である。
【図１１】母国語の文字よりも大きいフォントサイズで表示された指定言語の文字の一例
を示す図である。
【図１２】制御装置が行う装置制御処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】送付先の国の名称の選択を受け付ける言語変換設定画面の一例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明の実
施形態に係る制御装置１０の一例を示す図である。この制御装置１０は、印刷などの画像
形成処理を行う画像形成装置２０とネットワーク３０を介して接続され、画像形成装置２
０を制御して、画像形成装置２０に画像形成処理を実行させるパーソナルコンピュータな
どの装置である。制御装置１０は、入力部１１、表示部１２、ネットワークインターフェ
ース部１３、記憶部１４、制御部１５を備える。
【００２４】
　入力部１１は、キーボードやマウスなどの入力デバイスである。表示部１２は、液晶デ
ィスプレイなどの表示デバイスである。ネットワークインターフェース部１３は、ネット
ワーク３０を介して、画像形成装置２０などの他の装置との間で通信を行う処理部である
。
【００２５】
　記憶部１４は、メモリやハードディスク装置などの記憶デバイスである。この記憶部１
４は、デバイスドライバ１４ａ、文字データ１４ｂ、画像データ１４ｃ、合成画像データ
１４ｄなどの各種データを記憶する。
【００２６】
　デバイスドライバ１４ａは、画像形成装置２０を制御するための装置制御プログラムで
ある。このデバイスドライバ１４ａは、後に説明する制御部１５により読み出され、制御
部１５により実行されることにより、設定受付部１５ａ、データ生成部１５ｂ、装置制御
部１５ｃの機能が実現される。
【００２７】
　文字データ１４ｂは、さまざまな言語で記述されたさまざまな種類の文字からなるウォ
ーターマークのデータである。ウォーターマークとは、例えば、「極秘」、「重要」、「
回覧」、「至急」、「大至急」、「コピー禁止」などの画像とともに印刷される文字であ
る。また、ウォーターマークの言語には、例えば、日本語、英語、韓国語、中国語、ポル
トガル語、ベトナム語などの言語が含まれる。
【００２８】
　この文字データ１４ｂには、画像データに合成される第１の言語で記述された第１の文
字データと、第１の文字データが表す第１の文字の第２の言語による翻訳である第２の文
字を表す第２の文字データが含まれる。例えば、第１の言語は、文書の送付先で用いられ
ている英語などの言語であり、第２の言語は、母国語である日本語であり、第１の文字デ
ータは、「ＴＯＰ　ＳＥＣＲＥＴ」などの文字であり、第２の文字データは「極秘」など
の文字である。
【００２９】
　画像データ１４ｃは、印刷対象となる画像データである。この画像データ１４ｃには、
ウォーターマークのデータが合成される。合成画像データ１４ｄは、ウォーターマークの



(7) JP 2013-20585 A 2013.1.31

10

20

30

40

50

データが合成された画像データである。
【００３０】
　制御部１５は、制御装置１０を全体的に制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）
などの制御デバイスである。この制御部１５は、設定受付部１５ａ、データ生成部１５ｂ
、装置制御部１５ｃを備える。
【００３１】
　設定受付部１５ａは、表示部１２に種々の設定画面を表示させ、入力部１１を介して、
画像形成装置２０の制御に係る種々の設定をユーザから受け付ける処理部である。例えば
、設定受付部１５ａは、入力部１１を介して、画像データ１４ｃに合成するウォーターマ
ークの種類の設定をユーザから受け付ける。また、設定受付部１５ａは、入力部１１を介
して、ウォーターマークの言語を変換する場合の変換後の言語の設定をユーザから受け付
ける。
【００３２】
　データ生成部１５ｂは、印刷を行う画像データ１４ｃにウォーターマークのデータを合
成することにより合成画像データ１４ｄを生成する処理部である。具体的には、データ生
成部１５ｂは、設定受付部１５ａが設定を受け付けた種類および言語のウォーターマーク
のデータを文字データ１４ｂから読み出し、読み出したウォーターマークのデータを、印
刷を行う画像データ１４ｃに合成することにより合成画像データを生成する。そして、デ
ータ生成部１５ｂは、生成した合成画像データを記憶部１４に合成画像データ１４ｄとし
て記憶する。
【００３３】
　装置制御部１５ｃは、データ生成部１５ｂにより生成された合成画像データ１４ｄを記
憶部１４から読み出して、画像形成装置２０に送信する。併せて、装置制御部１５ｃは、
画像形成装置２０にその合成画像データ１４ｄを印刷するように指示する制御メッセージ
を送信し、画像形成装置２０を制御して、画像形成装置２０にその合成画像データ１４ｄ
を印刷させる。そして、印刷の結果得られた文書は、例えばＦＡＸや郵送などで、海外の
販売店や生産工場などに送付される。
【００３４】
　つぎに、画像形成装置２０を制御する装置制御処理の設定を行う際に、表示部１２に表
示される各種設定画面について説明する。
【００３５】
　まず、画像データの編集処理等を行うアプリケーションプログラムが、ユーザから画像
データ１４ｃの印刷指示を受け付けた場合、制御部１５は、記憶部１４からデバイスドラ
イバ１４ａを読み出し、デバイスドライバ１４ａを起動する。これにより、設定受付部１
５ａ、データ生成部１５ｂ、装置制御部１５ｃの機能が実現される。
【００３６】
　その後、設定受付部１５ａは、表示部１２に、図２に示すようなデバイスドライバ１４
ａのプロパティ画面を表示させる。図２は、デバイスドライバ１４ａのプロパティ画面４
０の一例を示す図である。設定受付部１５ａは、プロパティ画面４０の印刷設定ボタン４
１がユーザのマウス等の操作によりクリックされると、図３に示す印刷設定画面５０を表
示する。図３は、画像形成装置２０の印刷設定画面５０の一例を示す図である。
【００３７】
　さらに、設定受付部１５ａは、印刷設定画面５０のウォーターマークのタブ５１がユー
ザのマウス等の操作によりクリックされると、図４に示すようなウォーターマークの設定
画面６０を表示部１２に表示させる。図４は、ウォーターマークの設定画面６０の一例を
示す図である。
【００３８】
　設定受付部１５ａは、この設定画面６０において、ユーザがプルダウンメニュー６１を
用いて選択したウォーターマークを、画像データ１４ｃに合成するウォーターマークとし
て受け付ける。図５は、プルダウンメニュー６１がクリックされた場合に表示される項目
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の一例を示す図である。
【００３９】
　図５には、「極秘」、「重要」、「回覧」、「至急」、「大至急」、「コピー禁止」の
各項目が表示されている。ユーザがマウス等を操作して、いずれかの項目を選択した場合
、設定受付部１５ａは、ユーザにより選択された文字を画像データ１４ｃに合成するウォ
ーターマークとして受け付ける。なお、上記項目中には日本語のウォーターマークのみ含
まれているが、英語のウォーターマークを含めることとしてもよい。
【００４０】
　また、ユーザは、画像データ１４ｃにウォーターマークとして合成する文字を、キーボ
ードを用いて、図４のテキスト入力フィールド６２に入力することもできる。この場合、
設定受付部１５ａは、テキスト入力フィールド６２に入力された文字を、画像データ１４
ｃに合成するウォーターマークとして受け付ける。
【００４１】
　設定受付部１５ａは、ウォーターマークの指定を受け付けた場合、図６に示すようなプ
レビュー画面６３を表示部１２に表示させる。図６は、プレビュー画面６３の一例を示す
図である。図６には、図５に示したプルダウンメニュー６１において、「極秘」のウォー
ターマークが選択された場合のプレビュー画面６３が示されている。
【００４２】
　この場合、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、テキスト入力フィールド６２
にも、プルダウンメニュー６１において選択された「極秘」のウォーターマークの文字を
表示させる。ユーザがキーボードを用いてその文字を編集した場合、設定受付部１５ａは
、編集後の文字をユーザにより設定されたウォーターマークとして受け付ける。
【００４３】
　また、設定受付部１５ａは、ユーザによりテキスト入力フィールド６２に文字が入力さ
れ、さらに追加ボタン６４がマウス等によりクリックされた場合に、テキスト入力フィー
ルド６２に入力された文字をプルダウンメニュー６１の項目に追加する。
【００４４】
　また、設定受付部１５ａは、ユーザによりプルダウンメニュー６１において項目が選択
され、さらに削除ボタン６５がマウス等によりクリックされた場合に、プルダウンメニュ
ー６１において選択された項目をプルダウンメニュー６１の項目から削除する。
【００４５】
　また、設定受付部１５ａは、プルダウンメニュー６１においてユーザにより項目が選択
された場合、あるいは、テキスト入力フィールド６２に文字が入力された場合に、表示部
１２を制御して、選択された項目の文字、あるいは、入力された文字を、プレビュー画面
６３に表示させる。
【００４６】
　そして、設定受付部１５ａは、ユーザがスクロールバー６６、６７をマウス等で操作し
た場合に、その文字の表示位置をその操作に応じて上下左右に変更する。また、設定受付
部１５ａは、ユーザが中央セットボタン６８をマウス等でクリックした場合に、文字の表
示位置を中央に設定する。さらに、設定受付部１５ａは、ユーザがスクロールバー６９、
７０をマウス等で操作した場合に、その文字の大きさや角度を変更する。
【００４７】
　また、設定受付部１５ａは、ユーザにより編集ボタン７１がマウス等によりクリックさ
れると、ウォーターマークの文字の編集画面を表示部１２に表示させる。図７は、ウォー
ターマークの文字の編集画面８０の一例を示す図である。設定受付部１５ａは、ユーザが
プルダウンメニュー８１、８２をマウス等により操作して、文字のフォントや色を選択し
た場合に、文字のフォントや色を選択された文字のフォントや色に設定する。
【００４８】
　また、設定受付部１５ａは、図６に示す設定画面６０の言語変換ボタン７２がユーザの
マウス等の操作によりクリックされた場合、図８に示すような、言語変換設定画面９０を
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表示部１２に表示させる。図８は、言語変換設定画面９０の一例を示す図である。
【００４９】
　この言語変換設定画面９０では、図６に示す設定画面６０において設定されたウォータ
ーマーク（図８の例では「極秘」）が、プルダウンメニュー９１において選択された状態
となる。設定受付部１５ａは、ユーザが再度プルダウンメニュー９１を用いてウォーター
マークを選択した場合、すでに選択されたウォーターマークを新たに選択されたウォータ
ーマークに変更する。
【００５０】
　また、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、プルダウンメニュー９１において
選択されているウォーターマークを、プレビュー画面９２に表示させる。また、図６で説
明したスクロールバー６６、６７と同様に、設定受付部１５ａは、図８に示したスクロー
ルバー９３、９４をユーザがマウス等により操作した場合、その操作に応じてウォーター
マークの文字の位置を上下左右に変更する。
【００５１】
　さらに、図６で説明したスクロールバー６９、７０と同様に、設定受付部１５ａは、図
８に示したスクロールバー９５、９６をユーザがマウス等により操作した場合、その文字
の大きさや角度を変更する。
【００５２】
　さらに、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、言語変換設定画面９０に、母国
語（本実施形態では日本語）のウォーターマークのみを表示するのか、指定言語（他の言
語）のウォーターマークのみを表示するのか、あるいは、母国語と指定言語とを両方表示
するのかの選択をユーザから受け付けるラジオボタン９７を表示させる。
【００５３】
　また、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、言語変換設定画面９０に、ウォー
ターマークの変換後の言語の設定を受け付けるプルダウンメニュー９８を表示させる。設
定受付部１５ａは、このプルダウンメニュー９８をユーザがマウス等によりクリックした
場合、英語や韓国語、中国語、ポルトガル語などの項目を表示部１２に表示させる。
【００５４】
　設定受付部１５ａは、ウォーターマークの言語を母国語のみにするか、指定言語のみに
するか、あるいは、母国語と指定言語の両方にするかの設定をユーザから受け付ける。そ
して、ウォーターマークの言語を指定言語のみにする場合、あるいは、母国語と指定言語
の両方にする場合、設定受付部１５ａは、さらにプロダウンメニュー９８による言語の設
定をユーザから受け付ける。
【００５５】
　例えば、図８において、「指定言語のみ」のラジオボタン９７が選択され、プロダウン
メニュー９８において英語が選択された場合、設定受付部１５ａは、プレビュー画面９２
に、英語のウォーターマークを表示する。
【００５６】
　図９は、英語のウォーターマークが表示されたプレビュー画面９２の一例を示す図であ
る。図９に示すように、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、プレビュー画面９
２に、日本語の「極秘」という文字の翻訳である「ＴＯＰ　ＳＥＣＲＥＴ」という文字を
ウォーターマークとして表示させる。これにより、その文書を受け取った現地人スタッフ
がその文書の重要性を認識することができ、文書のセキュリティを確保することができる
。
【００５７】
　他に、日本語のウォーターマークの文字が「至急」、「大至急」、「マル秘」、「重要
」、「コピー厳禁」である場合には、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、「Ｕ
ＲＧＥＮＴ」、「ＴＯＰ　ＵＲＧＥＮＴ」、「ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ」、「ＩＭＰＯ
ＲＴＡＮＴ」、「ＮＯＮ　ＣＯＰＹ」という文字をそれぞれ表示させる。
【００５８】
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　また、設定受付部１５ａは、図８において、ユーザが「母国語／指定言語の併記」のラ
ジオボタン９７を選択し、プロダウンメニュー９８において英語を選択した場合、表示部
１２を制御して、プレビュー画面９２に、母国語である日本語と英語のウォーターマーク
を表示させる。
【００５９】
　図１０は、英語と日本語のウォーターマークが表示されたプレビュー画面９２の一例を
示す図である。図１０に示すように、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、プレ
ビュー画面９２に、日本語の「極秘」という文字と、その翻訳である「ＴＯＰ　ＳＥＣＲ
ＥＴ」という文字とをウォーターマークとして表示させる。これにより、文書の作成者だ
けでなく、その文書を受け取った現地人スタッフや現地の日本人スタッフもその文書の重
要性を認識することができ、文書のセキュリティを確保することができる。
【００６０】
　図８の説明に戻ると、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、図８の言語変換設
定画面９０に、２つのスピンボタン９９、１００を表示させる。スピンボタン９９は、図
１０に示したようにしてウォーターマークの文字を母国語（本実施形態では日本語）と指
定言語（本実施形態では英語）の両方で表示する場合に、母国語の文字に対する指定言語
の文字の表示倍率の設定をユーザから受け付けるボタンである。この表示倍率は１００％
以上の値に設定され、その結果、指定言語の文字は、母国語の文字のフォントサイズより
も大きく表示される。
【００６１】
　図１１は、母国語の文字よりも大きいフォントサイズで表示された指定言語の文字の一
例を示す図である。例えば、設定受付部１５ａは、図８に示すように、ユーザがスピンボ
タン９９を用いて「１２０％」と設定した場合、表示部１２を制御し、図１１に示すよう
に、母国語である日本語の文字のフォントサイズよりも「１２０％」大きなフォントサイ
ズで、指定言語である英語の文字を表示させる。これにより、現地人スタッフがウォータ
ーマークを見落としてしまうことを防ぐことができ、文書のセキュリティをより確実に確
保することができる。
【００６２】
　また、設定受付部１５ａは、図１１において、ユーザがスクロールバー９５、９６をマ
ウス等により操作した場合、図１１に示した母国語の文字と指定言語の文字との間のフォ
ントサイズの比率を保持したまま、用紙全体に対する母国語の文字および指定言語の文字
のサイズを縮小拡大し、また、角度を変更する。
【００６３】
　図８の説明に戻ると、図８に示したスピンボタン１００は、ウォーターマークの文字の
表示濃度の設定を受け付けるボタンである。設定受付部１５ａは、ユーザがこのスピンボ
タン１００を用いて表示濃度の設定を変更した場合、その設定に応じてウォーターマーク
の表示濃度を変更する。
【００６４】
　つぎに、制御装置１０が行う装置制御処理の処理手順について説明する。図１２は、制
御装置１０が行う装置制御処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【００６５】
　まず、制御装置１０の設定受付部１５ａは、印刷を行う画像データ１４ｃの指定をユー
ザから受け付け、その画像データ１４ｃを記憶部１４から読み出す（ステップＳ１０１）
。
【００６６】
　そして、設定受付部１５ａは、図４に示したプルダウンメニュー６１により、ユーザか
らウォーターマークの種類の設定を受け付け（ステップＳ１０２）、さらに、図８に示し
たラジオボタン９７やプルダウンメニュー９８を用いてユーザによりなされた言語の設定
を受け付ける（ステップＳ１０３）。
【００６７】
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　そして、データ生成部１５ｂは、図８に示したラジオボタン９７を用いてユーザが「母
国語のみ」を選択したか否かを判定する（ステップＳ１０４）。ユーザが「母国語のみ」
を選択した場合（ステップＳ１０４においてＹＥＳの場合）、データ生成部１５ｂは、文
字データ１４ｂから母国語のウォーターマークの文字データを読み出す（ステップＳ１０
５）。
【００６８】
　そして、データ生成部１５ｂは、母国語のウォーターマークの文字データを、ステップ
Ｓ１０１で読み出された画像データ１４ｃに合成し、合成画像データ１４ｄを生成する（
ステップＳ１０６）。
【００６９】
　その後、装置制御部１５ｃは、画像形成装置２０に合成画像データ１４ｄを送信すると
ともに、その合成画像データ１４ｄを印刷することを指示する印刷制御メッセージを画像
形成装置２０に送信し（ステップＳ１０７）、この装置制御処理は終了する。この印刷制
御メッセージを受信した画像形成装置２０は、合成画像データ１４ｄを印刷する処理を行
う。
【００７０】
　ステップＳ１０４において、ユーザが「母国語のみ」が選択しなかった場合（ステップ
Ｓ１０４においてＮＯの場合）、データ生成部１５ｂは、ユーザがラジオボタン９７を用
いて「指定言語のみ」を選択したか否かを判定する（ステップＳ１０８）。
【００７１】
　ユーザが「指定言語のみ」を選択した場合（ステップＳ１０８においてＹＥＳの場合）
、データ生成部１５ｂは、図８に示したプルダウンメニュー９８を用いてユーザにより指
定された言語のウォーターマークの文字データを文字データ１４ｂから読み出す（ステッ
プ１０９）。
【００７２】
　そして、データ生成部１５ｂは、指定言語のウォーターマークの文字データを、ステッ
プＳ１０１で読み出された画像データ１４ｃに合成し、合成画像データ１４ｄを生成する
（ステップＳ１１０）。
【００７３】
　その後、装置制御部１５ｃは、画像形成装置２０に合成画像データ１４ｄを送信すると
ともに、その合成画像データ１４ｄを印刷することを指示する印刷制御メッセージを画像
形成装置２０に送信し（ステップＳ１０７）、この装置制御処理は終了する。この印刷制
御メッセージを受信した画像形成装置２０は、合成画像データ１４ｄを印刷する処理を行
う。
【００７４】
　ステップＳ１０８において、ユーザが「指定言語のみ」を選択しなかった場合（ステッ
プＳ１０８においてＮＯの場合）、図８に示す「母国語／指定言語の併記」のラジオボタ
ン９７がユーザにより選択されたことになるので、データ生成部１５ｂは、母国語のウォ
ーターマークの文字データに加えて、図８に示したプルダウンメニュー９８を用いてユー
ザにより指定された言語のウォーターマークの文字データを文字データ１４ｂから読み出
す（ステップ１１１）。
【００７５】
　そして、データ生成部１５ｂは、母国語のウォーターマークの文字データ、および、指
定言語のウォーターマークの文字データを、ステップＳ１０１で読み出された画像データ
１４ｃに合成し、合成画像データ１４ｄを生成する（ステップＳ１１２）。
【００７６】
　その後、装置制御部１５ｃは、画像形成装置２０に合成画像データ１４ｄを送信すると
ともに、その合成画像データ１４ｄを印刷することを指示する印刷制御メッセージを画像
形成装置２０に送信し（ステップＳ１０７）、この装置制御処理は終了する。この印刷制
御メッセージを受信した画像形成装置２０は、合成画像データ１４ｄを印刷する処理を行
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う。
【００７７】
　なお、上記装置制御処理では、ユーザから、図４に示したプルダウンメニュー６１によ
りウォーターマークの種類の設定を受け付け、さらに、図８に示したラジオボタン９７や
プルダウンメニュー９８を用いてユーザによりなされた言語の設定を受け付け、その種類
および言語に対応するウォーターマークの文字データを読み出すこととしたが、図４に示
したテキスト入力フィールド６２にユーザにより文字の入力がなされた場合に、設定受付
部１５ａが、その文字を辞書データを用いて翻訳し、翻訳された文字のデータをウォータ
ーマークとして画像データ１４ｃに合成する文字のデータとして設定することとしてもよ
い。
【００７８】
　ここで上記辞書データは、母国語の単語とその単語を他の言語に翻訳した翻訳語とを対
応付けて記憶したデータであり、この辞書データは、予め記憶部１４に記憶されているも
のとする。これにより、プルダウンメニュー６１中に所望の文字のウォーターマークがな
い場合でも、テキスト入力フィールド６２にその文字を入力することにより、ユーザはそ
の文字のウォーターマークを利用できるようになる。
【００７９】
　さて、これまで制御装置および装置制御方法の実施形態を中心に説明を行ったが、本発
明はこれらの実施形態に限定されるものではなく、制御装置の機能を実現するためのコン
ピュータプログラムとしての形態、あるいは、当該コンピュータプログラムが記録された
コンピュータ読み取り可能な記録媒体の形態として本発明が実施されることとしてもよい
。
【００８０】
　ここで、記録媒体としては、ディスク系（例えば、磁気ディスク、光ディスク等）、カ
ード系（例えば、メモリカード、光カード等）、半導体メモリ系（例えば、ＲＯＭ、不揮
発性メモリ等）、テープ系（例えば、磁気テープ、カセットテープ等）等、さまざまな形
態のものを採用することができる。
【００８１】
　これら記録媒体に上記実施形態における制御装置の機能を実現させるコンピュータプロ
グラム、または、装置制御方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムを記
録して流通させることにより、コストの低廉化、及び可搬性や汎用性を向上させることが
できる。
【００８２】
　そして、コンピュータに上記記録媒体を装着し、コンピュータにより記録媒体に記録さ
れたコンピュータプログラムを読み出してメモリに格納し、コンピュータが備えるプロセ
ッサ（CPU：Central Processing Unit、MPU：Micro Processing Unit）が当該コンピュー
タプログラムをメモリから読み出して実行することにより、本実施形態に係る制御装置の
機能を実現し、装置制御方法を実行することができる。
【００８３】
　また、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で各
種の変形、修正が可能である。
【００８４】
　例えば、上記実施形態では、図８を用いて説明したように、ウォーターマークの言語を
変換する場合の変換後の言語の設定を、プルダウンメニュー９８でユーザから言語の指定
を受け付けることにより行うこととしたが、合成画像データを印刷することにより得られ
る合成画像の送付先の国の名称の指定をユーザから受け付け、その国の名称に基づいて、
変換後の言語の設定を行うこととしてもよい。
【００８５】
　この場合、例えば、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、図８に示したような
言語変換設定画面９０に、合成画像の送信先の国の選択をユーザから受け付けるプルダウ
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用語の情報とを対応付けて記憶した言語情報を記憶しておく。
【００８６】
　そして、設定受付部１５ａは、ユーザがマウス等を操作してプルダウンメニューから国
の名称を選択した場合に、言語情報を参照し、その国の名称に対応する公用語を、ウォー
ターマークの言語を変換する場合の変換後の言語に設定する。なお、ここでは、公用語を
用いることとしたが、これに限定されず、任意の言語を国の名称と対応付けて用いること
としてもよい。
【００８７】
　図１３は、送付先の国の名称の選択を受け付ける言語変換設定画面９０の一例を示す図
である。この言語変換設定画面９０には、合成画像の送信先の国の選択をユーザから受け
付けるプルダウンメニュー１０１が表示されている。
【００８８】
　プルダウンメニュー１０１において、送付先の国の名称（図１３の例では、米国）が選
択された場合、設定受付部１５ａは、上述した言語情報を参照し、表示部１２を制御して
、送付先の国の名称に対応する言語（図１３の例では、英語）をプルダウンメニュー９８
に表示させる。また、設定受付部１５ａは、表示部１２を制御して、プレビュー画面９２
に英語表記のウォーターマークを表示させる。このようにして、設定受付部１５ａは、ウ
ォーターマークの言語を変換する場合の変換後の言語の設定をユーザから受け付ける。
【００８９】
　これにより、合成画像の送付先の国で、どのような言語が用いられているのか不明であ
る場合でも、送付先の国を選択するだけでユーザは適切なウォーターマークを付すことが
でき、その文書を受け取った現地人スタッフにその文書の重要性を確実に認識させること
ができるようになる。
【符号の説明】
【００９０】
１０…制御装置、１１…入力部、１２…表示部、１３…ネットワークインターフェース部
、１４…記憶部、１４ａ…デバイスドライバ、１４ｂ…文字データ、１４ｃ…画像データ
、１４ｄ…合成画像データ、１５…制御部、１５ａ…設定受付部、１５ｂ…データ生成部
、１５ｃ…装置制御部、２０…画像形成装置、３０…ネットワーク、４０…プロパティ画
面、４１…印刷設定ボタン、５０…印刷設定画面、５１…ウォーターマークのタブ、６０
…ウォーターマークの設定画面、６１，８１，８２，９１，９８，１０１…プルダウンメ
ニュー、６２…テキスト入力フィールド、６３，９２…プレビュー画面、６４…追加ボタ
ン、６５…削除ボタン、６６，６７，６９，７０，９３，９４，９５，９６…スクロール
バー、６８…中央セットボタン、７１…編集ボタン、８０…ウォーターマークの文字の編
集画面、９０…言語変換設定画面、９７…ラジオボタン、９９，１００…スピンボタン
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