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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の一連の画像データを記憶領域に記憶可能であって、各一連の画像データ毎に対応し
て画像形成モードを記憶する記憶手段と、
前記記憶領域に記憶された前記複数の一連の画像データのうちの何れかを選択する為の第
１のステップと、
前記第１のステップにて選択された一連の画像データに対応する画像形成モードの変更を
行う為の第２のステップと、
前記第１のステップにおいて２つ以上の一連の画像データが選択されたことに応じて、前
記第１のステップから前記第２のステップへの移行を禁止する第３のステップと、を実行
する制御手段と、
を有することを特徴とする画像記憶装置。
【請求項２】
前記制御手段は、画像データ及び前記画像データに対応した画像形成モードに基づいてシ
ート上に画像を形成する画像形成装置に、前記第１ステップにて選択された一連の画像デ
ータを出力する第４のステップを実行可能であり、前記第１のステップにおいて２つ以上
の一連の画像データが選択されたことに応じて、前記第３のステップでは、前記第１のス
テップから前記第２のステップへの移行を禁止して、前記第１のステップから前記第４の
ステップへと移行させることを特徴とする請求項１記載の画像記憶装置。
【請求項３】
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前記第３のステップでは、前記第１のステップにおいて１つの一連の画像データが選択さ
れたことに応じて、前記第１のステップから前記第２のステップへの移行を許可すること
を特徴とする請求項１記載の画像記憶装置。
【請求項４】
前記画像形成モードは複数の設定項目データを含み、前記第２のステップでは、各設定項
目データ毎に変更が可能なことを特徴とする請求項１記載の画像記憶装置。
【請求項５】
前記複数の設定項目データは、画像形成すべきシートの枚数に関する設定データ、及びシ
ートの両面に画像形成するか否かに関する設定データ、及び画像形成すべきシートのサイ
ズに関する設定データを含むことを特徴とする請求項４記載の画像記憶装置。
【請求項６】
前記画像形成モードは複数の設定項目データを含み、前記第２のステップでは、前記記憶
領域に記憶された画像データに対する所定の処理に係る設定項目データの変更動作は予め
禁止し、前記画像データに対する所定の処理に係らない設定項目データの変更動作は許可
することを特徴とする請求項１記載の画像記憶装置。
【請求項７】
前記画像データに対する所定の処理に係る設定項目データは、画像データに対する変倍処
理に係る設定データを含むことを特徴とする請求項６記載の画像記憶装置。
【請求項８】
前記画像データに対する所定の処理に係わらない設定項目データは、画像形成すべきシー
トの枚数に関する設定データを含むことを特徴とする請求項６記載の画像記憶装置。
【請求項９】
前記記憶手段は、外部装置から出力された一連の画像データを前記記憶領域に記憶すると
共に、前記外部装置にて設定された画像形成モードを前記一連の画像データに対応して記
憶することを特徴とする請求項１記載の画像記憶装置。
【請求項１０】
前記画像形成モードは複数の設定項目データを含み、前記複数の設定項目データのうち変
更可能な設定項目データがあるか否かを判定する判定手段を有し、
前記制御手段は、前記判定手段による判定結果に応じて、前記第２のステップにおける前
記画像形成動作モードの変更動作を禁止することを特徴とする請求項１記載の画像記憶装
置。
【請求項１１】
複数の一連の画像データを記憶領域に記憶可能であって、各一連の画像データ毎に対応し
て画像形成モードを記憶する記憶手段を有する画像記憶装置の制御方法において、
前記記憶領域に記憶された前記複数の一連の画像データのうちの何れかを選択する為の第
１のステップと、
前記第１のステップにて選択された一連の画像データに対応する画像形成モードの変更を
行う為の第２のステップと、
前記第１のステップにおいて２つ以上の一連の画像データが選択されたことに応じて、前
記第１のステップから前記第２のステップへの移行を禁止する第３のステップと、
を有することを特徴とする画像記憶装置の制御方法。
【請求項１２】
複数の一連の画像データを記憶領域に記憶可能であって、各一連の画像データ毎に対応し
て画像形成モードを記憶する記憶手段を有する画像記憶装置に、
前記記憶領域に記憶された前記複数の一連の画像データのうちの何れかを選択する為の第
１のステップと、
前記第１のステップにて選択された一連の画像データに対応する画像形成モードの変更を
行う為の第２のステップと、
前記第１のステップにおいて２つ以上の一連の画像データが選択されたことに応じて、前
記第１のステップから前記第２のステップへの移行を禁止する第３のステップと、を実行
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させる為のプログラムを記憶したことを特徴とする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】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
画像データを記憶領域に記憶する画像記憶装置等に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、大容量のハードディスク（ＨＤ）を備えたデジタル複写機がある。この大容量のハ
ードディスクは主に電子ソート機能を行う為に利用されている。
【０００３】
電子ソート機能は、コピーを行うすべての原稿の画像を読み取ってそれらの画像データを
ハードディスクに記憶し、この画像データを頁順に読み出す制御を繰り返し行ってプリン
トアウトするものである。これにより複数のビンを持つソータ装置を持たなくても、コピ
ー紙をソートした状態で排紙することが可能になる。
【０００４】
またホストコンピュータからＰＤＬ（ページ記述言語）データをネットワークを介してデ
ジタル複写機が受け取り、ＰＤＬからビットマップ画像に展開し、上述と同様にハードデ
ィスクに一旦記憶し、そのメモリから画像を読み出してプリントアウトすることが可能で
ある。
【０００５】
更に、最近では、パーソナルボックス機能が備えられたデジタル複写機が提案されている
。パーソナルボックス機能とは、ハードディスクの記憶領域を個人別に分けて、ホストコ
ンピュータから受け取った画像を、ホストコンピュータにより指定された領域（パーソナ
ルボックス）に一旦格納し、パーソナルボックスから画像をプリントする為の機能である
。
【０００６】
パーソナルボックスから画像データをプリントする際には、ユーザが、デジタル複写機の
操作部からパーソナルボックスを指定し、指定したパーソナルボックスに格納された画像
データのなかから所望する画像データを選択して、プリントアウトさせる。
【０００７】
パーソナルボックスに格納された画像データは、予めホストコンピュータにて設定された
プリントモード（画像データの出力部数や出力すべき記録紙の用紙サイズ、排紙処理等）
と対応づけられて記憶されており、デジタル複写機は、予めホストコンピュータにて設定
されたプリントモードに基づいて、画像データをプリントする。
【０００８】
尚、パーソナルボックスから画像データをプリントする場合において、パーソナルボック
スに格納された画像データのなかから所望する画像データを複数選択して、一度に複数の
画像データをプリントアウトさせることが提案されている。
【０００９】
また、プリントモードに関して、ホストコンピュータにて設定されたプリントモードをデ
ジタル複写機の操作部から変更出来るようにすることが提案されている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、パーソナルボックスに格納された画像データのなかから所望する画像デー
タを複数選択して、なお且つ、ホストコンピュータにて設定されたプリントモードを操作
部から変更する場合、ユーザは、所望する複数の画像データのすべてのプリントモードを
把握して、プリントモードの変更を行わなければならない。従って、一度に複数の画像デ
ータをプリントアウトさせようとした場合に、ユーザが行うべき操作が複雑になってしま
うので、パーソナルボックスに対する操作性の向上が望まれる。
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【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記問題を解決するため、本発明は、複数の一連の画像データを記憶領域に記憶可能であ
って、各一連の画像データ毎に対応して画像形成モードを記憶する記憶手段と、前記記憶
領域に記憶された前記複数の一連の画像データのうちの何れかを選択する為の第１のステ
ップと、前記第１のステップにて選択された一連の画像データに対応する画像形成モード
の変更を行う為の第２のステップと、前記第１のステップにおいて２つ以上の一連の画像
データが選択されたことに応じて、前記第１のステップから前記第２のステップへの移行
を禁止する第３のステップと、を実行する制御手段と、を有することを特徴とする画像記
憶装置を提供するものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施形態である複写装置１００を示す断面図である。
【００１３】
複写装置１００の上部には、自動原稿送り装置（ＤＦ）280が設けられている。プラテン
ガラス２０１は原稿を載置する台であり、スキャナ202は、原稿照明ランプ２０３や走査
ミラー２０４等で構成される。
【００１４】
不図示のモータによりスキャナ202は所定方向に往復走査される。原稿の反射光を走査ミ
ラー２０４～２０６を介してレンズ２０７を透過してイメージセンサ部２０８内のＣＣＤ
センサに結像する。
【００１５】
露光制御部２０９は、レーザやポリゴンスキャナ等で構成され、イメージセンサ部２０８
で電気信号に変換され所定の画像処理が施された画像信号に基づいて変調されたレーザ光
２１９を感光体ドラム２１１に照射する。
【００１６】
感光体ドラム２１１の回りには、１次帯電器２１２、現像器２１３、転写帯電器２１６、
前露光ランプ２１４、クリーニング装置２１５が装備されている。
【００１７】
画像処理部２１０において、感光体ドラム２１１は不図示のモータにより図に示す矢印の
方向に回転しており、１次帯電器２１２により所望の電位に帯電された後、露光制御部２
０９からのレーザ光２１９が照射され、静電潜像が形成される。感光体ドラム２１１上に
形成された静電潜像は、現像器２１３により現像されて、トナー像として可視化される。
【００１８】
一方、右カセットデッキ２２１、左カセットデッキ２２２、上段カセット２２３あるいは
下段カセット２２４からピックアップローラ２２５、２２６、２２７、２２８により給紙
された記録紙は、給紙ローラ２２９、２３０、２３１、２３２により本体に送られ、レジ
ストローラ２３３により転写ベルトに給送され、可視化されたトナー像が転写帯電器２１
６により記録紙に転写される。転写後の感光体ドラムは、クリーナー装置２１５により残
留トナーが清掃され、前露光ランプ２１４により残留電荷が消去される。転写後の記録紙
は、分離帯電器２１７によって感光体ドラムから分離され、転写ベルト２３４によって定
着器２３５に送られる。定着器では加圧、加熱により定着され、排出ローラ２３６により
本体１００の外に排出される。
【００１９】
本体１００には、例えば４０００枚の記録紙を収納し得るデッキ２５０が装備されている
。デッキ２５０のリフタ２５１は、ピックアップローラ２５２に記録紙が常に当接するよ
うに記録紙の量に応じて上昇し、記録紙は給紙ローラ２５３によって本体に送られる。ま
た、１００枚の記録紙を収容し得る、マルチ手差し２５４が装備されている。
【００２０】
２３７は排紙フラッパであり、搬送パス２３８側と排出パス２４３側の経路を切り替える
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。２４０は下搬送パスであり、排紙ローラ２３６から送り出された記録紙を反転パス２３
９を介し、記録紙を裏返して再給紙パス２４１に導く。左カセットデッキ２２２から給紙
ローラ２３０により給紙された記録紙も、再給紙パス２４１に導かれる。
【００２１】
２４２は記録紙を画像形成部２１０に再給紙する再給紙ローラである。２４４は排紙フラ
ッパ２３７の近傍に配置されて、この排紙フラッパ２３７により排出パス２４３側に切り
替えられた記録紙を機外に排出する排出ローラである。両面記録（両面複写）時には、排
紙フラッパ２３７を上方に上げて、複写済みの記録紙を搬送パス２３８、反転パス２３９
、下搬送パス２４０を介して再給紙パス２４１に導く。このとき、反転ローラ２４５によ
って記録紙の後端が搬送パス２３８から全て抜け出し、且つ、反転ローラ２４５に記録紙
が噛んだ状態の位置まで反転パス２３９に引き込み、反転ローラ２４５を逆転させること
によって搬送パス２４０に送り出す。
【００２２】
本体から記録紙を反転して排出する時には、排紙フラッパ２３７を上方へ上げ、反転ロー
ラ２４５によって記録紙の後端が搬送パス２３８に残った状態の位置まで反転パス２３９
に引き込み、反転ローラ２４５を逆転させることによって、記録紙を裏返して排出ローラ
２４４側に送り出す。
【００２３】
排紙処理装置２９０は、複写装置100から一枚毎に排出される記録紙を処理トレイ２９４
で積載してそろえる。一部の画像形成の排出が終了したら、記録紙束をステイプルして排
紙トレイ２９２、又は、２９３に束で排出する。排紙トレイ２９３は不図示のモーターで
上下に移動制御され、画像処理動作開始前に処理トレイの位置になるように移動する。
【００２４】
２９１は排出された記録紙の間に挿入する区切り紙を積載する用紙トレイで、２９５は排
出された記録紙をＺ折りにするＺ折り機である。また、２９６は排出された記録紙一部を
まとめてセンター折りしステイプルを行なうことによって製本を行なう製本機であり、製
本された紙束は排出トレイ２９７に排出される。
【００２５】
図２は、複写装置１００内の制御構成を説明する為のブロック図である。ＣＰＵ１７１は
複写装置１００の基本制御を行う。ＣＰＵ１７１には、制御プログラムが書き込まれたＲ
ＯＭ１７４及び処理を行う為のワークＲＡＭ１７５、入出力ポート１７３がアドレスバス
またはデータバスを介し接続されている。
【００２６】
入出力ポート１７３には、複写装置１００を制御する為のモータ及びクラッチ等の各種付
加（不図示）や、紙の位置を検知する為のセンサ（不図示）が接続されている。ＣＰＵ１
７１はＲＯＭ１７４の内容に従って、入出力ポート１７３を介し順次入出力の制御を行い
、画像形成動作を実行する。
【００２７】
ＣＰＵ１７１には、複写装置１００の状態を表示する操作部１７２が接続されている。ま
た、ＣＰＵ１７１には、イメージセンサ部２０８にて電気信号に変換された信号に対する
処理を行う画像処理部１７０と、画像処理部１７０にて処理された画像データを蓄積する
為の画像メモリ部３が接続されている。
【００２８】
尚、外部Ｉ／Ｆ処理部４は、外部装置であるホストコンピュータ１０００からのＰＤＬデ
ータをビットマップデータに展開して、展開したデータを画像メモリ部３へ出力する。
【００２９】
図３を用いて画像メモリ部３の詳細な説明を行う。画像メモリ部３は、ＤＲＡＭ等のメモ
リで構成されるページメモリ部３０１と、メモリコントローラ部３０２、圧縮部３０３、
ハードディスク（以下、ＨＤ）３０４で構成されている。
【００３０】
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画像メモリ部３では、メモリコントローラ部３０２を介して、外部Ｉ／Ｆ処理部４または
画像処理部１７０からの２値画像データをページメモリ部３０１に書き込むよう書き込み
処理が行われる。また、プリンタ部２への画像データの読み出し処理が行われる。
【００３１】
また、画像メモリ部３では、大容量の記憶媒体であるＨＤ３０４に対する画像データの入
出力のアクセスが行われる。尚、圧縮部３０３において、ＨＤ３０４に対する画像データ
の入出力に伴い圧縮処理、解凍処理が行われる。
【００３２】
メモリコントローラ部３０２は、ページメモリ部３０１のＤＲＡＭリフレッシュ信号の発
生を行う。また、外部Ｉ／Ｆ処理部４、画像処理部１７０、ＨＤ３０４からのページメモ
リ部３０１へのアクセスの調停を行う。更に、ＣＰＵ１７１からの指示に従い、ページメ
モリ部３０１への書き込みアドレス、ページメモリ部３０１からの読み出しアドレス、読
み出し方向等の制御を行う。これによりＣＰＵ１７１は、ページメモリ部３０１に複数の
原稿画像データをならべてレイアウト処理を行ったり、プリンタ部２への画像データの出
力処理や、画像の一部分のみを切り出して出力する処理や、画像回転処理を行うよう制御
する。
【００３３】
図４を用いて、外部I/F処理部４の構成を述べる。外部I/F処理部４は、ホストコンピュー
タ１０００からの画像データを取り込んだり、画像メモリ部３を介して、画像データをプ
リンタ部２へ出力する。
【００３４】
外部I/F処理部４には、コア部４０６とファクシミリ部４０１、ファクシミリ部の通信画
像データを保存するハードディスク４０２、ホストコンピュータ１０００と接続する為の
コンピュータインターフェース部４０３と、フォーマッタ部４０４、イメージメモリ部４
０５を有している。
【００３５】
ファクシミリ部４０１は、モデム（不図示）を介して公衆回線と接続されており、公衆回
線からのファクシミリ通信データの受信と、公衆回線へのファクシミリ通信データの送信
を行う。
【００３６】
ファクシミリ部４０１では、ファクシミリ機能である、指定された時間にファックス送信
を行ったり、相手から指定パスワードの問い合わせで画像データを送信するようハードデ
ィスク４０２に記憶されたファクス用の画像データに対する処理が行われる。
【００３７】
これにより、一度ハードディスク４０２に記憶した画像データに対するファックス機能を
行う場合は、画像メモリ部３を使用することなく、ファックス送信を行うことができる。
【００３８】
コンピューターインターフェイス部４０３は、ホストコンピュータ１０００とのデータ通
信を行うインターフェイス部であり、ローカルエリアネットワーク（以下、ＬＡＮ）、シ
リアルI/F、SCSII/F、プリンターのデータ入力用のセントロI/Fなどを持つ。このコンピ
ューターインターフェイス部４０３介して、複写装置１００の状態をホストコンピュータ
１０００に通知したり、ホストコンピュータ１０００からの指示に基づいて、複写装置１
００にて読み取った画像データをホストコンピュータへ転送したりする。また、ホストコ
ンピュータ１０００からの画像データを受け取ったりする。
【００３９】
ホストコンピュータ１０００からコンピューターインターフェイス部４０３を介して通知
されるプリントデータは、専用のプリンタコードで記述されているため、フォーマッタ部
４０４は、該コードをラスタイメージデータに変換する。また、フォーマッタ部４０４は
、ラスターイメージデータの展開をイメージメモリ部４０５にて行う。このようにイメー
ジメモリ部４０５は、ラスターイメージデータの展開を行う為のメモリとして使用される
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。また、複写装置１００にて読み取った画像をコンピューターインターフェイス部４０３
を介してホストコンピュータ１０００に送る（画像スキャナ機能）場合に、画像メモリ部
３からの画像データを展開し、外部コンピュータ１０００に送る為のデータの形式に変換
してコンピュータインターフェイス部４０３からデータを送出するような場合にも使用さ
れる。
【００４０】
コア部４０６は、ファクシミリ部４０１、コンピューターインターフェース部４０３、フ
ォーマッタ部４０４、イメージメモリ部４０５が接続されており、画像メモリ部３との間
のデータ転送を制御管理する。これにより、外部I/F処理部４に複数の画像出力部があっ
ても、画像メモリ部３への画像転送路が一つであっても、コア部４０６の管理のもと、排
他制御、優先度制御され画像出力が行われる。
【００４１】
図５は、複写装置の操作部１７２を示す図である。パワーランプ６２１は、電源が入って
いることを示す為のランプである。パワースイッチ６１３は、電源のＯＮ／ＯＦＦの切り
換えに合わせ点灯、消灯する。テンキー６２２は、画像形成枚数の設定や動作モードの設
定等の数値入力の際に使用する。また、ファクシミリ設定画面における電話番号の入力に
使用する。
【００４２】
クリアキー６２３は、テンキー６２２で入力した設定をクリアする場合に使用する。リセ
ットキー６１６は、設定された画像形成枚数や動作モードや選択給紙段等のモードを既定
値に戻す為のものである。
【００４３】
また、スタートキー６１４を押下することで画像形成動作を開始する。スタートキー６１
４の中央には画像形成処理のスタートが可能か否かを示す赤色とグリーンのＬＥＤ（不図
示）がある。画像形成動作のスタートが不可能の場合は、赤色のＬＥＤが点灯し、スター
ト可能な場合はグリーンのＬＥＤが点灯する。
【００４４】
ストップキー６１５は、複写動作の停止を行う際に使用する。また、ガイドキー６１７を
押下した後に、その他のキーを押下すると、そのキーにより設定出来る機能の説明が表示
パネル６２０に表示される。このガイド表示を解除する場合は、再度ガイドキー６１７を
押下する。
【００４５】
ユーザ設定キー６１８は、複写装置１００の設定をユーザが変更する場合に使用する。ユ
ーザが変更できる設定は、例えば、複写装置１００に対する設定を自動的にクリアするま
での時間や、リセットキー６１６を押下した際のモードの既定値の設定等である。また、
画像形成動作中に割り込みキー６１９を押下すると、その他の画像形成動作を中止して、
自動原稿送り装置２８０を使用しないで複写することが出来る。
【００４６】
表示パネル６２０は、液晶等で構成されており、詳細なモード設定を容易にするべく設定
モードに応じて表示内容が切り替わる。尚、該画面はタッチパネルとなっており、それぞ
れ表示される機能の枠内を触れることにより、その機能が実行される。
【００４７】
図５の表示パネル６２０には、複写動作モードの設定画面が表示されている。表示パネル
６２０内には、キー６２４、６２５，６２６、６２７，６２８，６２９，６３０，６３１
が表示されている。ユーザはこれらのキーを押下することで複写装置１００に対するモー
ド設定を行う。
【００４８】
両面印刷設定キー６２４は、両面印刷の設定を行う為のキーであり、片面原稿２枚を両面
原稿で出力する「片面－両面モード」、両面原稿を両面原稿で出力する「両面－両面モー
ド」、両面原稿を片面原稿２枚で出力する「両面－片面モード」等の設定を行う際に使用
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するキーである。
【００４９】
キー６２７は、用紙選択を行う為のキーであり、キー６２８，６２９，６３０、６３１は
複写動作の複写倍率を設定する際に使用するキーである。
【００５０】
応用モードキー６２６は、パンフレットを作成する際に適した順序で画像形成処理を行う
為のパンフレットモードの設定や、多重動作、縮小レイアウトモード、拡大レイアウトモ
ードの設定、記録紙に表紙合紙を挿入する為の表紙・合紙モード等の応用機能モードを設
定する際に使用するキーである。応用モードキー６２６を押下することにより、上述した
ような各応用機能モードの設定する為の画面が表示パネル６２０に表示される。ユーザは
この画面で応用機能モードを設定する。
【００５１】
表示パネル６２０内に表示されているキーで使用できないキーはその表示部分を点線（網
掛け）にすることで、そのキーが操作できないことをあらわすようにする。
【００５２】
また、表示パネル６２０内の上方箇所には設定した複写動作の内容表示や現在の動作状態
を１ラインで表示できる範囲で表示する。図５では、コピーＡの設定画面を示している。
【００５３】
また、表示パネル６２０内の下方箇所にはその他の機能モードの動作状態を１ラインで表
示できる範囲で表示する。図５では、コピーＢのプリンタ部への出力動作中であることを
示している。
【００５４】
図５においてコピーＡ機能キー６０１、コピーＢ機能キー６０４、ファックス機能キー６
０７、プリンタ機能キー６１０及び後述するパーソナルボックスキー６３４は、複写動作
、システム動作の各機能の設定を行う為に操作部の表示パネル６２０の表示内容を切り替
える際に使用する機能キーである。
【００５５】
これらの機能キーは半透明のキーボタンで構成されており、キーの内部にはＬＥＤ等の表
示ランプ（不図示）がある。そして、ユーザが、これらのキーのなかから何れかのキーを
選択することで、選択された操作画面に対応したキー内部のランプのみが点灯制御され、
その他のキーの内部のランプは消灯制御される。また、これらの機能キーの右側に配置さ
れているグリーンのＬＥＤ６０３、６０６、６０９、６１２、６３３は各機能の動作状況
をあらわすよう点灯制御される。
【００５６】
例えば、コピーＢ機能キー６０４を押下し、表示パネル６２０にコピーＢの操作画面を表
示させる。コピーＢがスタンバイ中ではコピーＢのＬＥＤ６０６は消灯制御される。図５
の例のようにコピーＢが出力動作中の場合はコピーＢのＬＥＤ６０６は点滅制御される。
また、コピーＢの画像が画像メモリ部３のＨＤ３０４に記憶され、コピーＢのプリント動
作が行われていない場合は点灯制御される。
【００５７】
また、ファックス機能キーのＬＥＤ６０９は、通信動作中、プリント動作中、受信データ
の読込み中に点滅制御され、ファクシミリ部のハードディスク４０２にファックス画像が
記憶されている場合に点灯制御される。
【００５８】
６０１、６０４、６０７、６１０、６３４のキーの左側に配置されている赤色のＬＥＤ６
０２，６０５，６０８，６１１、６３２は各機能で異常が発生した場合にそのことをあら
わすよう点灯制御される。
【００５９】
例えば、コピーＢに紙なし中断やＪＡＭなどの異常が発生した場合はコピーＢのＬＥＤ６
０５は点滅制御される。この時、コピーＢ機能キー６０４を押下しコピーＢ機能に切り替



(9) JP 4217356 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

えることで表示パネル６２０にコピーＢの異常状況が表示され、その詳細を知ることがで
きる。
【００６０】
上述したこれらの機能キー６０１、６０４、６０７、６１０、６３４はどの動作状況にも
よらず押下することができ、表示パネル６２０に表示させる内容を変更することで操作部
を切り替える。
【００６１】
そして、前述したストップキー６１５、スタートキー６１４、リセットキー６１６など表
示パネル６２０内に無いキーは、コピーＡ機能キー６０１、コピーＢ機能キー６０４、フ
ァックス機能キー６０７、プリンタ機能キー６１０、後述するパーソナルボックスキー６
３４のうちから選択した機能に対応した操作ができるようになっている。
【００６２】
従って、例えば、図５のように、コピーＡの操作画面を表示パネル６２０上に表示してい
る時に、ストップキー６１５を押下しても、コピーＢの出力動作は停止しない。
【００６３】
コピーＡの操作画面を表示パネル６２０上に表示している時に、コピーＢの複写動作の停
止を行うには、コピーＢ機能キー６０４を押下し、操作画面を切り替えた後に、ストップ
キー６１５を押すことでコピーＢの複写動作は停止する。
【００６４】
また、ユーザー設定キー６１８により変更した内容は変更時に選択していた機能に対して
反映されているので、それぞれの機能に対して独立して設定することができる。
【００６５】
図６、図７、図８、図９、図１０、図１１、図１２を用いて両面印刷の設定方法について
説明する。両面印刷とは、記録紙の両面に印刷することであり、例えば、片面原稿２枚を
両面原稿１枚で出力することである。
【００６６】
図６は、図５で説明した操作部の表示パネル６２０の基本画面を示した図である。該画面
にてユーザが両面印刷設定キー６２４を押下することにより、図７に示す画面に切り替わ
る。図７は、両面印刷の設定を行う為の画面７００である。
【００６７】
本形態では、片面原稿を両面印刷する方法について説明する。図７の設定キー７０１をユ
ーザが押下すると、設定キー７０１は白黒反転表示され、選択可能状態となる。この状態
でユーザがＯＫキー７０２を押下すると、該画面７００から図８に示す画面に切り替わる
。
【００６８】
図８に示す画面８００は、図７の画面７００で選択された両面印刷設定で出力される複写
物の仕上がりの開き方を設定する為の画面であり、図８では、片面原稿を両面印刷した場
合の仕上がりの開き方を設定する為の画面を示している。
【００６９】
ユーザは、画面８００の設定キー８０１または設定キー８０２を用いて、左右開きか、上
下開きかの選択を行う。尚、本形態における文書方向については、図９のように定義する
。
【００７０】
左右開きとは、図１０のように、文書方向に対して左右に開くもの（例えば、書籍）のよ
うな状態のことである。上下開きとは、図１１のように、文書方向に対して上下に開くも
の（例えば、カレンダー）のような状態のことである。
【００７１】
例えば、ユーザが図８の画面８００にて設定キー８０１を押下すると、図のように設定キ
ー８０１が白黒反転表示され、左右開き仕上げとして選択可能状態になる。また、設定キ
ー８０２を押下すると、設定キー８０２が白黒反転され、上下開き仕上げとして選択可能
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状態になる。取り消しキー８０４は、図８の画面８００にてユーザにより行なわれた設定
をキャンセルし、図７の画面７００に戻る場合に使用するキーである。
【００７２】
ユーザが設定キー８０１または設定キー８０２を選択し、ＯＫキー８０３を押下すると、
図１２に示す画面に切り替り、図１２の画面の両面印刷キー６２４が白黒反転表示され、
両面印刷の設定が完了した状態を表す。そして、この状態で、ユーザが操作部のスタート
キー６１４を押下すると、複写装置１００は、図７及び図８の画面にてユーザにより行な
われた両面印刷の設定に基づいた複写動作を開始する。
【００７３】
尚、図８の原稿向き自動検知ボタン８０５は、原稿向きの自動検知を行うか否かを選択す
る為のボタンである。ユーザが原稿向き自動検知ボタン８０５を押下すると、図のように
白黒反転表示され、原稿向きの自動検知を行う設定となる。また、該ボタンが白黒反転表
示された状態で、ユーザが再度該ボタン８０５を押下すると、該ボタンの白黒反転表示が
解除され、原稿向きの自動検知を行わない設定となる。
【００７４】
図１３を用いて縮小レイアウトを行う場合の操作方法について説明する。図１３に示す画
面１３００は、表示パネル６２０に表示される画面であり、ユーザが図５に示した操作部
の応用モードキー６２６を押下した場合に表示される画面である。
【００７５】
図１３の画面１３００にてユーザが縮小レイアウトボタン１３０１を押下すると、原稿サ
イズ選択画面（不図示）が表示され、該画面にてユーザが原稿サイズを指定すると、図１
４に示す縮小レイアウト選択画面１４００に切り替わる。
【００７６】
図１４に示す縮小レイアウト選択画面１４００は、レイアウトの種類を選択する為の画面
である。2in1ボタン１４０１、4in1ボタン１４０２、8in1ボタン１４０３は、レイアウト
の種類を選択するためのボタンである。
【００７７】
ユーザにより2in1ボタン１４０１が押下されると、選択された用紙に、読み込んだ原稿を
2ページ分自動で縮小して画像形成し出力する為の設定が複写装置１００に対して行われ
る。4in1ボタン1402は、選択された用紙に、読み込んだ原稿を4ページ分自動で縮小して
画像形成し出力する為の設定を行うボタンである。8in1ボタン1403は、選択された用紙に
、読み込んだ原稿を８ページ分自動で縮小して画像形成し出力する為の設定を行うボタン
である。
【００７８】
両面原稿ボタン1406は、両面印刷された原稿を読み込む場合に使用するボタンであり、ユ
ーザにより該ボタンが押下されると、自動原稿送り装置２８０は原稿の両面をスキャンす
る。
【００７９】
両面コピーボタン1404は、両面設定を行う為のボタンであり、ユーザにより該ボタンが押
下されると、複写装置１００は両面出力で出力する。製本ボタン1405は、パンフレットモ
ードの設定を行う為のボタンであり、ユーザにより該ボタンが押下されると、複写装置１
００はパンフレットモードで出力する。
【００８０】
パンフレットモードについて図４２を用いて説明する。例えば、図４２に示したように、
Ａ４サイズの片面原稿８ページ分をパンフレットモードで出力する場合、同図の右側に示
すように、Ａ３両面２ページとなる。このときのメモリからの画像データ読み出し順序は
、以下のようになる。
【００８１】
まず、全ての原稿の画像データをメモリに読み込んだら、原稿の１ページ目と８ページ目
に対応する画像データを読み出し、それをＡ３サイズ記録紙の表面に複写する。そして、
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次にＡ３の裏面に、２，７ページ目の画像データを複写する。同様に、次のＡ３サイズ記
録紙の表面に、３，６ページ目の画像データを複写して、裏面に４，５ページ目の画像デ
ータを複写する。
【００８２】
このように、本形態は、最初に全ての原稿をメモリに読み込んでから、パンフレットモー
ド等の出力モードに応じて任意のページ順で読み出すことが可能である。
【００８３】
尚、ユーザにより製本ボタン1405が押下された場合、図15の画面１５００のように、詳細
設定キー1407は網掛けとなり、詳細設定ボタン１４０７にて行う設定を禁止する。
【００８４】
取り消しキー1409は、縮小レイアウトモードの取り消しを行う為のキーであり、ユーザが
取り消しキー１４０９を押下すると、図13に示した応用画面１３００に戻る。
【００８５】
縮小レイアウト選択画面１４００において、ユーザにより2in1ボタン1401が選択され、製
本ボタン1405が押下されていない状態で、詳細設定ボタン1407が押下されると、図１６に
示した画面に切り替わる。
【００８６】
図１６の画面は、2in1レイアウト順設定画面1600である。ボタン1601、ボタン1602は、読
み込んだ画像をどのような順番で用紙に画像形成するかを選択する為のボタンである。
【００８７】
ユーザによりボタン１６０１が選択されると、読み込んだ原稿の1ページ目は出力用紙の
左側、2ページ目は出力用紙の右側にレイアウトされる。また、図１４の縮小レイアウト
選択画面１４００にて、ユーザにより両面原稿設定ボタン１４０６が選択されている場合
は、原稿の表面は左側に、原稿の裏面は右側にレイアウトされる。
【００８８】
また、ユーザによりボタン１６０２が選択されると、読み込んだ原稿の１ページ目は出力
用紙の右側、原稿の2ページ目は、出力用紙の左側にレイアウトされる。また、縮小レイ
アウト選択画面１４００で、両面原稿設定がされている場合は、原稿の表面を右側に、原
稿の裏面は左側にレイアウトされる。
【００８９】
尚、ボタン１６０４は、原稿向き自動検知を行うか否かを選択する為のボタンである。ユ
ーザが1604ボタン１６０４を押下すると、ボタン１６０４は反転表示され、原稿向き自動
検知を行う設定となる。ボタンが反転した状態で、ユーザが再度ボタン1604を押下すると
、ボタン１６０４の反転表示が解除され、原稿向き自動検知は行わない設定となる。
【００９０】
ユーザがＯＫキー1603を押下すると、ボタン１６０１またはボタン１６０２にて選択した
レイアウト順で設定され、縮小レイアウト選択画面１４００に戻る。そして、該画面１４
００にてユーザがOKキー１４０８を押下し、出力用紙を選択した後に、スタートキー614
を押下すると、ユーザが設定したレイアウト種類、レイアウト順で縮小レイアウトが行わ
れる。
【００９１】
また、縮小レイアウト選択画面１４００にて、ユーザにより4in1ボタン1402または、8in1
ボタン1403が選択された状態で、1407の詳細設定ボタン１４０７が押下されると、図１７
に示すようなNin1レイアウト順選択画面１７００が表示される。ユーザは、この画面の１
７０１、１７０２、１７０３、１７０４に表示される４つのレイアウト順の何れかからレ
イアウト順を選択することができる。
【００９２】
例えば、原稿を4枚を読み込んでレイアウトする場合、出力用紙を分割して左上、右上、
左下、右下と称すると、ユーザによりボタン１７０１が選択されれば、原稿1ページ目は
左上、原稿2ページ目は右上、原稿３ページ目は左下、原稿4ページ目は右下 の順でレイ
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アウトされる（以後、Ｚ型縮小レイアウトと称する）。
【００９３】
また、ユーザによりボタン１７０２が選択されれば、原稿1ページ目は右上、原稿2ページ
目は左上、原稿３ページ目は右下、原稿4ページ目は左下 の順でレイアウトされる（以後
、逆Ｚ型縮小レイアウトと称する）。
【００９４】
また、ユーザによりボタン1703が選択されれば、原稿1ページ目は左上、原稿2ページ目は
左下、原稿３ページ目は右上、原稿4ページ目は右下 の順でレイアウトされる（以後、逆
Ｎ型縮小レイアウトと称する）。
【００９５】
また、ユーザによりボタン1704が選択されれば、原稿1ページ目は右上、原稿2ページ目は
左下、原稿３ページ目は左上、原稿4ページ目は左下 の順でレイアウトされる（以後、Ｎ
型縮小レイアウトと称する）。
【００９６】
尚、ボタン１７０６は、原稿向き自動検知を行うか否かを選択する為のボタンである。ユ
ーザがボタン１７０６を押下すると、図のようにボタン１７０６は反転表示され、原稿向
き自動検知を行う設定となる。そして、ボタン１７０６が反転された状態で、ユーザが再
度、ボタン１７０６を押下すると、該ボタンの反転は解除され、原稿向き自動検知は行わ
ない設定となる。
【００９７】
ユーザがＯＫキー１７０５を押下すると、ボタン１７０１、１７０２，１７０３，１７０
４の何れかで選択したレイアウト順で設定され、縮小レイアウト選択画面１４００に戻る
。そして、該画面１４００にてユーザがOKキー１４０８を押下し、出力用紙を選択した後
に、スタートキー614を押下すると、ユーザが設定したレイアウト種類、レイアウト順で
縮小レイアウトが行われる。
【００９８】
次に、図１３に示した応用画面１３００で、ユーザにより拡大レイアウトが選択された時
の操作フローを説明する。ユーザにより拡大レイアウトボタン１３０３が選択されると、
図１８に示す拡大レイアウト選択画面１８００が表示される。
【００９９】
1to2ボタン1801、1to4ボタン1802、両面1to2ボタン１８０３、両面1to4ボタン１８０４は
、拡大レイアウトの種類を選択するためのボタンである。
【０１００】
1to2ボタン1801は、読み込んだ1枚の原稿に対して左側の画像と右側の画像の2つの画像を
分割して読み込み、それぞれ一枚ずつ出力用紙に出力する為の設定ボタンである。
【０１０１】
1to4ボタン1802は、読み込んだ1枚の原稿に対して、左上の画像、右上の画像、左下の画
像、右下の画像の４つの画像を分割して読み込み、それぞれ一枚ずつ読み込んだ順に出力
用紙に出力する為の設定ボタンである。
【０１０２】
両面1to2ボタン1803は、一枚の原稿を表面、裏面ともに左側の画像、右側の画像の２つの
画像を分割して読み込み、それぞれ一枚ずつ出力用紙に出力する為の設定ボタンである。
【０１０３】
両面1to4ボタン1804は、一枚の原稿を表面、裏面ともに、左上の画像、右上の画像、左下
の画像、右下の画像の４つの画像を分割して読み込み、読み込んだ順序でそれぞれ一枚ず
つ出力用紙に出力する為の設定ボタンである。尚、両面ボタン１８０５は、両面出力設定
を行う為のボタンである。
【０１０４】
拡大レイアウト選択画面１８００で、ユーザにより1to2ボタン1801又は両面１to2ボタン1
803が選択され、ＯＫキー1806が押下されると、図19に示す1to2最終原稿レイアウト設定
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画面1900が表示される。
【０１０５】
この画面は、最終原稿に関して、裏面にも画像があるか否かを設定する為の画面である。
ユーザがボタン1901を選択すると、最終原稿の裏面は読み込まない設定となる。また、ユ
ーザが1902を選択すると、最終原稿に関しても裏面を読み込む設定となる。
【０１０６】
尚、拡大レイアウト選択画面1800において、ユーザにより1to2ボタンが選択されていた場
合、ボタン１９０２は、網掛けになり設定できない。
【０１０７】
ボタン1903、1904は、最終原稿の最終読み込み面（ボタン1901が設定されていれば最終原
稿の表面、ボタン1902が設定されていれば最終原稿の裏面に相当）に関して、画像が２つ
あるか１つあるかを選択する為のボタンである。ユーザによりボタン1903が選択されれば
、原稿一枚に対して２つの画像の読み込みを、全原稿に関して行う。また、ボタン1904が
選択されれば、最終原稿の最終読み込み面に関しては、一つの画像しか読み込まない。
【０１０８】
尚、該画面1900は、最終原稿の最終ページに一つしか画像がなかった場合において、2つ
の画像の読み込み動作を行うと白紙が排出されてしまうので、それを防ぐ為の設定を行う
画面である。
【０１０９】
次に、拡大レイアウト選択画面1900で、ユーザが詳細設定ボタンを押下した際に表示され
る拡大レイアウト順選択画面2000について図２０を用いて説明する。
【０１１０】
ボタン2001、2002は、読み込む原稿に関して、左側の画像から読み込むか、右側の画像か
ら読み込むかの読み込みの順序を選択する為のボタンである。ユーザによりボタン 2001
が選択され、OKキー2003が押下されれば、左側の画像から読み込む設定となる（以後、左
右型拡大レイアウトと称する。）。また、ユーザによりボタン2002が選択され、OKキー20
03が押下されれば、右側の画像から読み込む設定となる（以後、右左型縮小レイアウトと
称する。）。
【０１１１】
ユーザがOKキー2003を押下すると、応用画面1300に戻り、画面１３００が表示された状態
で、スタートキー614を押下すると、ユーザが設定した順で読み込みを行い、レイアウト
を行う。
【０１１２】
次に、拡大レイアウト選択画面1800にて、ユーザにより1to4ボタン1802または両面1to4ボ
タン180４が選択され、OKキー１８０６が押下された時に表示される1to4最終原稿レイア
ウト選択画面2100を図21を用いて説明する。
【０１１３】
図２１の画面２１００は、図１９で述べたように、最終原稿に関して、裏面にも画像があ
るか否かを設定する為の画面である。ユーザがボタン2101を選択すると、最終原稿の裏面
は読み込まない設定となる。また、ユーザが2102を選択すると、最終原稿に関して裏面を
読み込む設定となる。
【０１１４】
尚、拡大レイアウト選択画面1800で、ユーザにより1to4ボタン１８０２が選択されていた
場合は、ボタン2102は、網掛けになり設定できない。
【０１１５】
ボタン2103、2104、2105、2106は、最終原稿の最終読み込み面（ボタン2101が設定されて
いれば最終原稿の表面、ボタン2102が設定されていれば裏面に相当）に関して、画像がい
くつあるかを選択する為のボタンである。
【０１１６】
ユーザによりボタン2103が選択されれば、全原稿に関して、原稿一枚に対して4つの画像



(14) JP 4217356 B2 2009.1.28

10

20

30

40

50

を読み込みを行う。また、ボタン2104が選択されれば、全原稿に関して、原稿一枚に対し
て3つの画像を読み込みを行う。
【０１１７】
また、ユーザによりボタン210５が選択されれば、全原稿に関して、原稿一枚に対して2つ
の画像を読み込みを行う。また、ボタン2106が選択されれば、全原稿に関して、原稿一枚
に対して1つの画像を読み込みを行う。
【０１１８】
次に、画面2100において、ユーザにより詳細設定ボタン2108が押下された際に表示する拡
大レイアウト順選択画面2200について図２２を用いて説明する。
【０１１９】
画面２２００の ボタン2201,2202,2203,2204は、読み込む原稿の左上の画像、左下の画像
、右上の画像、右下の画像に対して、どの順序で読み込むかを選択する為のボタンである
。
【０１２０】
ユーザによりボタン2201が選択されると、左上の画像→右上の画像→左下の画像→右下の
画像の順序で原稿を読み込む設定となる（以後、Ｚ型縮小レイアウトと称する）。また、
ユーザによりボタン2202が選択されると、右上の画像→左上の画像→右下の画像→左下の
画像の順序で読み込む設定となる（以後、逆Ｚ型縮小レイアウトと称する）。
【０１２１】
また、ユーザによりボタン2203が選択されると、左上の画像→左下の画像→右上の画像→
右下の画像の順序で原稿を読み込む設定となる（以後、逆Ｎ型縮小レイアウトと称する）
。また、ボタン2204が選択されると、原稿に対して、右上の画像→右下の画像→左上の画
像→左下の画像の順序で読み込む設定となる（以後、Ｎ型縮小レイアウトと称する）。
【０１２２】
そして、ユーザが、上述したボタン２２０１、２２０２、２２０３、２２０４の何れかの
ボタンを選択し、OKキー2203を押下すると、応用画面1300に戻る。そして、画面１３００
が表示された状態でユーザによりスタートキー614が押下されると、ユーザが設定した順
で読み込みが行なわれ、レイアウトされる。
【０１２３】
次に、イメージ合成機能の設定、ならびにフォーム画像の登録・消去の設定方法について
説明する。尚、本形態のイメージ合成機能とは、複数のフォーム画像（例えば、表やイラ
スト）を登録画像としてＨＤ３０４に記憶しておき、フォーム画像とスキャナにより読み
取った画像データとを合成してプリントする機能である。
【０１２４】
図２３に示す画面２３００は、ＨＤ３０４に記憶されたフォーム画像と読み込んだ原稿画
像データとのイメージ合成設定画面であり、図１３の応用画面１３００において、ユーザ
によりイメージ合成キー１３０２が押下された際に表示される画面である。
【０１２５】
画面２３００には、ＨＤ３０４に登録されたフォーム画像のリストが表示される。尚、図
２３では、例えば、ＨＤ３０４に登録できるフォーム画像の数が１００個で、各フォーム
画像の番号が００～９９個用意されていることを表示する。また、図では、ＨＤ３０４に
フォーム画像が１つだけ登録されていることを示している。
【０１２６】
ユーザは、画面２３００において、表示領域２３０７内にリスト表示されるフォーム画像
のなかから所望するフォーム画像を選択する。尚、ユーザにより選択されたフォーム画像
は図のように白黒反転表示される。
【０１２７】
ユーザがフォーム画像を選択し、ＯＫキー２３０６を押下すると、画面２３００にてユー
ザにより選択されたフォーム画像と、読み込んだ原稿画像とのイメージ合成の設定が複写
装置１００に対して行なわれ、図３２に示す標準画面に切り替わる。尚、図３２に示すよ
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うに、応用モードキー３２０１は、応用モードが設定されていることをユーザに示す為に
、白黒反転表示される。
【０１２８】
画面２３００のチェックコピーボタン２３０４は、ユーザが選択したフォーム画像と読み
込んだ原稿画像データとのイメージ合成コピーを作成する前に、お試しコピー（試し刷り
）を行う為のボタンである。
【０１２９】
ユーザがチェックコピーボタン２３０４を押下すると、該ボタン２３０４は白黒反転表示
される。このチェックコピーボタン２３０４が黒の状態で、ユーザによりＯＫキー２３０
６が押下されると、イメージ合成コピー作成前にお試しコピーを行うよう複写装置１００
に対して設定される。
【０１３０】
取消しボタン２３０１は、イメージ合成設定の取り消しを行う為のボタンであり、ユーザ
が取り消しボタン２３０１を押下すると、図13に示した応用画面１３００に戻る。
【０１３１】
２３０２、２３０３は、上下スクロールボタンであり、１画面では表示しきれない多数の
ジョブ内容を表示する場合に、画面をスクロールさせるボタンである。ユーザにより２３
０２が押下されると、画面が上にスクロールし、２３０３が押下されると画面が下にスク
ロールする。
【０１３２】
また、ユーザにより登録・消去ボタン２３０５が押下された場合は、図２４に示す登録内
容設定画面２４００に移行する。
【０１３３】
図２４の画面２４００は、選択されたフォーム場所へのフォーム画像の登録、もしくは選
択されたフォーム画像の消去の設定を行う為の画面である。
【０１３４】
図２４において、登録ボタン２４０１は、図２３において選択されたフォーム場所のフォ
ーム登録に移行する為のボタンである。フォーム画像の登録については後述する。名称登
録ボタン２４０２は、図２３において選択されたフォーム画像の名称の登録に移行する為
のボタンである。
【０１３５】
消去ボタン２４０３は、図23で選択されたフォーム画像の消去に移行する為のボタンであ
る。フォーム画像の消去についても後述する。
【０１３６】
２４４は閉じるボタンである。このボタン２４４が押下されると、フォーム画像の登録・
消去の設定は行わず、図23のイメージ合成設定画面に戻る。
【０１３７】
図２４の画面２４００において、ユーザにより登録ボタン２４０１が押下された時の動作
を説明する。まず、図24の画面２４００にてユーザにより登録ボタン２４０１が押下され
ると、図25に示す原稿サイズ設定画面２５００に移行する。
【０１３８】
画面２５００では、フォーム画像としてＨＤ３０４に登録したい画像データの原稿サイズ
をユーザにより選択する。２５０１はサイズ表示領域である。ユーザは、この表示領域２
５０１内に表示されている原稿サイズボタンを押下することで所望する原稿サイズを選択
出来る。ユーザにより選択された原稿サイズボタンは白黒反転され表示される。
【０１３９】
尚、本形態では、Ａ／Ｂのサイズタイプのみであるが、インチサイズの原稿サイズを選べ
るようにしてもよい。
【０１４０】
ユーザによりＯＫボタン２５０３が押下されると、ユーザにより選択された原稿サイズで
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設定が行なわれ、図26に示す登録フォーム種類設定画面２６００に移行する。２５０２は
取消しボタン２５０２であり、原稿サイズの設定は行なわず、図24の登録内容設定画面２
４００に戻る為のボタンである。
【０１４１】
図２６のフォーム種類設定画面２６００について説明する。２６０１は全面合成選択ボタ
ンであり、全面合成選択ボタン２６０１がユーザにより押下されると、該ボタン２６０１
は白黒反転され、選択可能状態となる。
【０１４２】
２６０２は透かし合成選択ボタンであり、透かし合成選択ボタン２６０２がユーザにより
押下されると、該ボタン２６０２は白黒反転され、選択可能状態となる。全面合成選択ボ
タン２６０１と透かし合成選択ボタン２６０２の白黒反転は排他的であり、どちらか一方
が白黒反転状態となる。また、白黒反転されたボタンのほうが選択されている状態となる
。
【０１４３】
２６０３は、取消しボタンであり、該ボタン２６０３が押下されると該画面における設定
は行わないで、図25に示した原稿サイズ設定画面２５００に戻る。
【０１４４】
２６０４はOKボタンであり、ユーザにより全面合成が選択され、OKボタン２６０４が押下
された場合は、読込む原稿画像をそのままフォーム画像として登録する設定にし、図27に
示す基本画面２７００に戻る。
【０１４５】
一方、透かし合成が選択され、OKボタン２６０４が押下された場合は、読込む原稿画像の
濃度を減少させ、フォーム画像として登録する設定にし、図27に示す基本画面２７００に
戻る。
【０１４６】
図27に示す基本画面では、フォーム画像の読込み待ちの状態を表しており、この状態で、
ユーザが複写装置１００のスタートキー６１４を押下すると、複写装置１００は原稿読込
み処理を開始する。
【０１４７】
図28に示す画面２８００は、図27の画面においてフォーム画像の読込みが終わった後に移
行する画面であり、表示領域２８０７にリスト表示されている番号が００番のフォーム画
像は読込んだ画像データに書き換わっている。
【０１４８】
尚、本形態では、予めフォーム画像が記憶されている領域に対するフォーム画像の再登録
を行ったが、ユーザは、図23の画面２３００にリスト表示されているフォーム画像のなか
から未登録のフォーム画像の番号を選択し、登録・消去ボタン２３０５を押下することで
、上述したような登録の設定を行うことができ、フォーム画像の新規登録を行うことが出
来る。
【０１４９】
次に、図２４の画面２４００において、ユーザにより消去ボタン２４０３が押下された時
の動作を説明する。まず、図24の画面２４００にてユーザにより消去ボタン２４０３が押
下されると、図29のフォーム画像消去確認画面２９００がポップアップする。
【０１５０】
画面２９００において、ユーザは、図23の画面２３００で選択したフォーム画像をＨＤ３
０４から消去するか否かを設定出来る。該画面の２９０２はNOボタンであり、図23で選択
したフォーム画像の消去は行わず、図24の設定内容選択画面２４００に戻る為のボタンで
ある。
【０１５１】
２９０１はYESボタンであり、図23で選択したフォーム画像の消去を行い、図23のイメー
ジ合成設定画面２３００に戻る為のボタンである。尚、本形態は、図２３に示したように
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、ＨＤ３０４にフォーム画像が１つだけ登録されているので、このフォーム画像がＨＤ３
０４から消去されたら、図２３に示したイメージ合成設定画面２３００は、図３０に示す
ような画面となる。
【０１５２】
次に、フォーム画像出力中（イメージ合成出力中）に、図１３のイメージ合成ボタン１３
０２がユーザにより押下された際の処理について説明する。
【０１５３】
フォーム画像出力中（イメージ合成出力中）に、図１３のイメージ合成ボタン１３０２が
ユーザにより押下された場合は、図３１のようなイメージ合成設定画面が表示される。
【０１５４】
図31に示す画面は、図23に示した画面とは異なり、登録・消去ボタン３１０１の表示が薄
く表示されている。このように、ボタンの表示が薄い場合は、ユーザが押下しても反応し
ない状態（無効状態）になっている。これにより、イメージ合成出力中に、ＨＤ３０４に
対するフォーム画像の登録または消去を行うことを禁止する。尚、ＨＤ３０４に複数フォ
ーム画像が登録されている場合は、何れのフォーム画像もユーザは選択できないようにす
る。
【０１５５】
本形態は、イメージ合成出力中には、図３１に示すように、イメージ合成設定画面の登録
・消去ボタン３１０１を無効状態としたが、イメージ合成出力処理に使用しているフォー
ム画像がユーザにより選択された場合に限り、登録・消去ボタン３１０１を無効状態とし
てもよい。この場合は、使用しているフォーム画像のみ登録・消去が不可能となる。
【０１５６】
次に、図６に示した基本画面において、ユーザによりソートキー６２５が押下された場合
について説明する。
【０１５７】
ソートキー６２５は、排紙処理を選択する為のキーであり、ユーザがソートキー６２５を
押下すると、図３３に示す排紙処理選択画面３３００に切り替わる。
【０１５８】
図３３において、ボタン３３０１は、ソート排紙処理を選択する為のボタンであり、ボタ
ン３３０２は、グループ排紙処理を選択する為のボタンである。ボタン３３０５は、排紙
する際、シートの片側半分をＺ型に折り込んで排紙する排紙処理を選択する為のボタンで
ある。ボタン３３０４は、排紙する際、シートにパンチ穴を開けて排紙する排紙処理を選
択する為のボタンである。
【０１５９】
ボタン３３０３は、ステイプルソート排紙処理を選択する為のボタンであり、ユーザが該
ボタン３３０３押下すると、図３４に示すステイプル位置設定画面３４００に切り替わる
。
【０１６０】
図３４において、ボタン３４０１、３４０２は、ステイプルの種類を選択する為のボタン
であり、ユーザが３４０１を押下すると、コーナーにシングルステイプルを行う設定とな
り、ボタン３４０２を押下すると、２個所綴じでステイプルを行う設定となる。
【０１６１】
ボタン３４０３，３４０４，３４０５，３４０５は、ステイプルの位置を設定する為のボ
タンである。ボタン３４０７は、ステイプルソートを選択した際、原稿向き自動検知を行
うか否かを設定する為のボタンである。ユーザによりボタン３４０７が押下されると、原
稿読み込み時に原稿の文書方向を判定し、判定した文書の方向に対して、ボタン３４０３
，３４０４，３４０５，３４０５の何れかで選択されたステイプル位置にステイプルが行
われるように制御する。原稿向き自動検知を行わない場合は、原稿の文書方向は判定せず
、原稿画像に対して、ボタン３４０３，３４０４，３４０５，３４０５の何れかで選択さ
れたステイプル位置にステイプルする。
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【０１６２】
図３５を用いて、本発明に関わるパーソナルボックスについて説明する。ＨＤ３０４は、
テンポラリ領域９００とパーソナルボックス領域９０１で構成されている。テンポラリ領
域９００は、電子ソートを行うために画像データを一時的に記憶させる領域であり、ジョ
ブ終了後に、それらの画像データは消去される。
【０１６３】
パーソナルボックス領域９０１は、ホストコンピュータ１０００からのＰＤＬ画像が展開
された画像データを、ホストコンピュータ１０００から受信したパーソナルボックス番号
に対応するパーソナルボックス領域９０１内のパーソナルボックスに格納する領域である
。
【０１６４】
図３５に示されるように、１ＧＢのハードディスクの場合、本形態では、３００ＭＢをテ
ンポラリ領域９００、７００ＭＢをパーソナルボックス領域９０１に分けて使用する。ま
た、パーソナルボックス数が１０であるとき、各個人が所有するボックスまたは共有して
使用する共通のボックスの領域は、各７０ＭＢとなる。そして各パーソナルボックスには
番号がついており、例えばボックス９０２，９０３，９０４，９０５、９０６は、それぞ
れパーソナルボックス番号０，１，２，９、３となる。
【０１６５】
ユーザは操作部１７２にて、パーソナルボックス領域９０１のなかから印刷すべき画像デ
ータが格納されているパーソナルボックスを選択する。
【０１６６】
また、パーソナルボックス領域９０１には、画像データ（ここでいう、画像データとは一
連の画像データを意味し、一連の画像データとは、即ち、１ジョブ分のデータのことであ
る。）と共にパーソナルボックスに格納された画像データに付随するプリント時に必要な
プリントモードに関するデータ（画像データの出力部数、出力すべき記録紙の用紙サイズ
、片面出力または両面出力、排紙処理等の設定項目データ）や、画像データの自動消去処
理に関する情報（ボックスに画像データを記憶した時刻、自動消去時間）も記憶される。
【０１６７】
このように、本形態では、一連の画像データ（即ち、１ジョブ分のデータ）と共にホスト
コンピュータ１０００から出力されたプリントモードに関するデータを該一連の画像デー
タと対応づけてＨＤ３０４のパーソナルボックス領域９０１に格納する。従って、１つの
パーソナルボックスに複数の文書（画像データ）を格納している場合は、各文書毎に、ホ
ストコンピュータ１０００にて設定されたプリントモードに関するデータ（この場合、初
期設定データ）を夫々記憶している。このホストコンピュータ１０００にて設定されたプ
リントモードに関するデータは、該プリントモードに関するデータに対応する一連の画像
データがパーソナルボックスから消去されるまでＨＤ３０４に保持しておき、ユーザによ
る所定の操作（後述する再設定クリアボタン３９０５の押下）に応じて、直ちにＨＤ３０
４から読み出せるようにしておく。尚、図３８、図３９に示す画面３８００、３９００を
用いて後述する、複写機の操作部におけるユーザによるプリントモードの再設定が行なわ
れた場合は、ホストで予め設定されたプリントモードデータと、該操作部で再設定された
プリントモードデータの両者をＨＤ３０４に保持しておき、ユーザからの要求に応じて、
いづれか一方をＨＤ３０４から読み出せるようにしても良い。この場合でも、各一連の画
像データ毎に（各ジョブ毎に）、プリントモードデータを記憶しておく。
【０１６８】
各パーソナルボックスは、ボックス毎に自動消去機能を設定することが出来る。自動消去
機能とは、パーソナルボックスに画像データを格納してから自動消去するまでの期間（例
えば２時間）が経過したことに応じてパーソナルボックスに格納された画像データをＨＤ
３０４から自動消去するよう画像データの自動消去処理を行う為の機能である。自動消去
するまでの期間はユーザが設定することが出来る。
【０１６９】
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パーソナルボックスに対して自動消去機能を設定することで、ホストコンピュータ１００
０から任意に送られてくる画像データによって、ＨＤ３０４がメモリフルとなり、所望す
る画像データを格納することが出来ないという問題を回避することが出来る。尚、パーソ
ナルボックス内の画像データは、パーソナルボックスに画像データを格納した時刻により
それぞれ自動消去される時刻が異なる。
【０１７０】
図３５を用いて、ホストコンピュータ１０００からパーソナルボックスに画像データを格
納する際について説明する。例えば、田中さんが自分のボックス９０３に画像データを格
納する場合は、ホストコンピュータ１０００にてボックス番号１を指定する。
【０１７１】
また、例えば、田中さんが、その他の人のボックス、例えば加藤さんのボックス９０５に
画像データを格納する場合は、画像データを送りたいボックスのボックス番号、即ちボッ
クス番号９をホストコンピュータ１０００から指定する。これにより自分で作成した画像
データをその他の人のボックスに格納することが出来る。
【０１７２】
図３６に示す画面は、操作部の表示パネル６２０に表示されるパーソナルボックスのメイ
ン画面３６００である。画面３６００は、ユーザが図５に示した操作部のパーソナルボッ
クスキー６３４を押下することで表示される。
【０１７３】
図３６に示す画面３６００は、例えば、パーソナルボックスの数が１０個で、各ボックス
のボックス番号が００～１０個用意され、夫々個人別に、ホストコンピュータ１０００か
ら入力された画像データが格納されていることを表示する為の画面である。尚、パーソナ
ルボックスには、ホストコンピュータ１０００からのＰＤＬデータをビットマップデータ
に展開した状態で画像データが格納される。
【０１７４】
また、図示しない操作部の画面で、それぞれのパーソナルボックスの番号に対して、名前
がつけられる。例えば、ボックス番号１の場合「田中のボックス」という名前がつけられ
、田中さんが使用するボックスであることを明示できる。
【０１７５】
また、それぞれのボックスの欄の右端に表示されているパーセント表示は、全体のパーソ
ナルボックス領域のハードディスク容量に対して、そのボックスが使用している割合を示
す。例えば、パーソナルボックス領域のハードディスク容量が７００ＭＢであった場合、
ボックス番号０１はその２％で、約１４ＭＢ使用しているということを示す。
【０１７６】
ボタン３６０２、３６０３，３６０４，３６０５は、それぞれのボックス番号００、０１
，０２，０３に格納されているジョブ内容を、表示させるためのモードに入る為のボタン
である。
【０１７７】
例えば、田中さんが、ホストコンピュータ１０００側にてボックス番号１を選択し、自分
のパーソナルボックスに画像データを格納させ、その後、複写装置側１００にて、パーソ
ナルボックスに格納された画像データをプリントする場合は、該画面３６００にて自分の
ボックス番号０１のボタン３６０３を押下する。
【０１７８】
田中さんがボタン３６０３を押下すると、パーソナルボックスに格納された画像データを
印刷する為のプリントモード画面に切り替わる。プリントモードについては、後述する。
【０１７９】
尚、図３６に示すボックス番号０３の「共通のボックス」のような複数人で共有するボッ
クスではなく、ボックス番号００、０１，０２等の個人で使用するボックスを該画面にて
ユーザが選択した場合、ユーザによるボックス番号の押下後に、パスワード入力画面を表
示し、その画面にてボックスに対応するパスワードがユーザにより入力されたことに応じ
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て、プリントモード画面を表示するようにしても良い。
【０１８０】
また、本形態では、ホストコンピュータから受信した画像データをパーソナルボックスに
格納するようにしているが、複写装置１００の読み取り部にて読み取った原稿の画像デー
タをパーソナルボックスに格納出来るようにしても良い。このような場合でも、操作部１
７２にて設定されたプリントモードと該画像データとを対応づけてパーソナルボックス領
域９０１に夫々記憶し、該画像データがパーソナルボックスから消去されるまで、操作部
１７２にて設定された該プリントモードに関するデータ（初期設定プリントモードデータ
）をＨＤ３０４に保持しておくようにする。
【０１８１】
３６０６，３６０７は上下スクロールキーであり、これらを押すことにより画面がスクロ
ールでき、画面に表示されていない画像データが格納されているパーソナルボックスのボ
ックス番号の名前や使用容量を見ることができる。
【０１８２】
３６０８は閉じるキーであり、これを押すことで、図５のメイン画面に戻ることができる
。３６０９は、ファックス状況キーであり、これを押すことで、ファックス送受信の状態
を確認することができる。
【０１８３】
図３７は、図３６のパーソナルボックスのメイン画面３６００において、ユーザにより選
択されたパーソナルボックスに格納されている画像データをリスト表示する為のパーソナ
ルボックスプリント画面（プリントモード画面に相当）３７００である。
【０１８４】
例えば、図３７は、図３６に示したパーソナルボックスのメイン画面３６００において、
ユーザが、ボックス番号０３の「共通のボックス」のボタン３６０５を押下した際に表示
されるパーソナルボックスプリント画面３７００である。
【０１８５】
表示領域３７０２には、このボックスに格納されている画像データに関する情報（格納さ
れた日付、時刻、文書名、プリント済みか否か）がリスト表示されている。
【０１８６】
本形態は、パーソナルボックスから画像データをプリントする際に、パーソナルボックス
に格納された複数の画像データ（ここで言う、画像データとは上述したように、一連の画
像データを意味し、一連の画像データとは、即ち、１ジョブ分のデータに相当する。）の
なかから所望する画像データ（ジョブ）を複数選択して（例えば、２つのジョブ）、一度
に複数の画像データ（即ち、複数のジョブ）をプリントアウトすることが出来る。
【０１８７】
また、パーソナルボックスに格納された複数の画像データのなかから所望する画像データ
（ジョブ）を複数選択して、一度に複数の画像データをＨＤ３０４から消去することが出
来る。
【０１８８】
複数選択ボタン３７０３は、パーソナルボックスに格納されている画像データを一度に複
数プリントしたり（即ち、一度に複数のジョブをプリントすることを意味する）、ＨＤ３
０４から画像データを一度に複数消去する（即ち、一度に複数のジョブを消去することを
意味する）場合において、パーソナルボックスに格納されている画像データのなかから複
数の画像データ（複数のジョブ）を選択出来るようにする為のボタンである。
【０１８９】
ユーザが、複数選択ボタン３７０３を押下し、表示領域３７０２内に表示されている画像
データのなかから所望する画像データを複数選択すると、図４１に示す画面のように、ユ
ーザにより選択された複数のジョブが白黒反転表示される。
【０１９０】
詳細情報ボタン３７０４は、ユーザにより選択された画像データに関する詳細な情報（例
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えば、ＨＤ３０４の全記憶容量に対する該画像データの使用容量、予めホストコンピュー
タ１０００にて設定された原稿枚数及び出力部数等）を表示する画面（不図示）に移行す
る為のボタンである。
【０１９１】
上下スクロールボタン３７０５は、１画面では表示しきれない多数のジョブ内容を表示す
る場合に、画面をスクロールさせるボタンである。閉じるボタン３７０６は、図３６のパ
ーソナルボックスのメイン画面３６００に戻る為のボタンである。
【０１９２】
消去ボタン３７０７は、表示領域３７０２上でユーザにより選択された画像データをパー
ソナルボックスから消去する為のボタンである。
【０１９３】
プリントボタン３７０８は、表示領域３７０２上でユーザにより選択された画像データを
プリントする為のボタンである。
【０１９４】
尚、本形態は、ユーザが複数選択ボタン３７０３を押下せずに、表示領域３７０２上で所
望する画像データを１つだけ選択し、プリントボタン３７０８を押下すると、図３８に示
すプリント部数変更画面３８００が表示される。ユーザは、画面３８００において、画像
データの出力部数の設定変更を行うことが出来る。そして、更に、図３８の画面３８００
から図３９に示すプリントモード設定画面３９００に移行し、画面３９００において、ユ
ーザは、画像データのプリントモードの設定変更を行うことが出来る。
【０１９５】
また、一方、ユーザが複数選択ボタン３７０３を押下し、表示領域３７０２上で所望する
画像データを複数選択し、プリントボタン３７０８を押下すると、上述した画像データの
出力部数及びプリントモードの設定変更を禁止するよう画面３８００を表示せずに、予め
ホストコンピュータ１０００にて設定された画像データの出力部数及びプリントモードに
基づいて画像データのプリントを開始する。
【０１９６】
例えば、図４１に示す画面の状態、即ち、ユーザが複数選択ボタン３７０３を押下した後
、ボックス内の複数のジョブ（複数の一連の画像データに相当）のうちの「組織に関する
機密」という文書名の例えば６ページからなるジョブと、「パーソナルボックスの使い方
」という文書名の例えば４ページからなるジョブを、パネル内から選択した状態で、ユー
ザが該画面のプリントボタンを押下すると、プリントモードの再設定の為の画面（画面３
８００、画面３９００）への遷移は行なわれずに、そのまま、「組織に関する機密」とい
う文書名のジョブと「パーソナルボックスの使い方」という文書名のジョブの画像データ
が順次ＨＤ３０４から読み出され、各々、ホストコンピュータ１０００で予め設定された
プリントモードデータ（初期設定プリントモードデータ）に基づいたプリント処理が実行
される。
【０１９７】
尚、画面の表示に関して、ユーザにより複数選択ボタン３７０３が押下され、次いで、ボ
ックス内からユーザの所望する複数の文書（ファイル）が選択され、プリントボタンが押
下された時点で、表示パネル６２０上に、「現在選択されたファイル数は２つです。ファ
イルが複数なので設定変更は出来ません。プリント設定を変更したい場合は、ファイルを
１つだけ選択して下さい。」等のメッセージ画面を表示してユーザに確認を求めても良い
。そして、該画面上のＯＫボタンがユーザにより押下された時点でプリント処理を開始す
るようにしても良い。
【０１９８】
これにより、所望する複数の画像データ（即ち、複数のジョブ）のすべてのプリントモー
ドを把握していないユーザが、一度に複数の画像データをプリントする場合において、誤
ってプリントモードを変更してしまうことを防ぐ。
【０１９９】
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図３８のプリント部数変更画面３８００について説明する。この画面は、図３７の画面３
７００において、ユーザが複数選択ボタン３７０３を押下せずに、表示領域３７０２上で
所望する画像データを１つだけ選択し、プリントボタン３７０８を押下した場合に表示さ
れる画面である。
【０２００】
また、本形態は、図３７の画面３７００から画面３８００に切り替わると、画面３８００
には、予めホストコンピュータ１０００にて設定された画像データの出力部数が表示され
る。例えば、図３８では、予めホストコンピュータ１０００にて設定された画像データの
出力部数が１００であること表している。
【０２０１】
該画面３８００が表示されている状態で、ユーザが操作部のテンキー６２２を用いて画像
データの出力部数を入力することにより、予めホストコンピュータ１０００にて設定され
た画像データの出力部数を変更することが出来る。
【０２０２】
尚、画像データの出力部数は、表示領域３８０１に表示されており、ユーザがテンキー６
２２を用いて入力した画像データの出力部数に対応した数値が表示領域３８０１に表示さ
れる。
【０２０３】
ユーザが画像データの出力部数を変更するよう操作部のテンキー６２２を用いて画像デー
タの出力部数を入力し、ＯＫボタン３８０２を押下すると、複写装置１００は、表示領域
３８０１に表示されてた出力部数で画像データのプリントを行う。
【０２０４】
プリントモード再設定ボタン３８０３は、予めホストコンピュータ１０００にて設定され
たプリントモードを変更する為のボタンであり、ユーザが該ボタン３８０３を押下すると
、図３９に示すプリントモード設定画面３９００が表示される。
【０２０５】
取り消しボタン３８０４は、画像データのプリント処理を取り消す為のボタンであり、ユ
ーザが該ボタン３８０４を押下すると、画像データのプリント処理を行わずに、図３７の
パーソナルボックスプリント画面３７００に戻る。
【０２０６】
図３９のプリントモード設定画面３９００について説明する。この画面は、図３８の画面
３８００において、ユーザによりプリントモード再設定ボタン３８０３が押下された場合
に表示される画面である。ユーザは、該画面３９００にて予めホストコンピュータ１００
０にて設定されたプリントモード（画像データの出力部数、出力すべき記録紙の用紙サイ
ズ、片面出力または両面出力、排紙処理等）を変更することが出来る。
【０２０７】
また、本形態は、図３９の画面３９００が表示された際は、予めホストコンピュータ１０
００にて設定された画像データのプリントモードがが表示される。
【０２０８】
例えば、図３９の画面３９００には、画像データの出力部数が１００で、出力する記録紙
の用紙サイズがＡ４で片面出力を行うモードが表示されている。尚、ソートの設定は、パ
ンフレットモードが選択されているものとする。
【０２０９】
また、この場合、予めホストコンピュータ１０００にて設定されたプリントモードは、画
像データの出力部数が１００で、出力すべき各ページがすべて片面出力であり、出力する
記録紙の用紙サイズがＡ４である。
【０２１０】
このように、出力すべき各ページの設定がすべて同じ場合、ユーザは、両面設定ボタン39
01を用いて、全ページに対して両面出力を行うよう再設定することができる。
【０２１１】
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同様に、出力すべき各ページの用紙サイズがすべて同じ場合、ユーザは、用紙選択ボタン
3902を用いて、全ページに対する用紙サイズの再設定を行うことが出来る。
【０２１２】
尚、ソートの設定に関しては、上述したように、予めホストコンピュータ１０００にてパ
ンフレットモードが設定されている。本形態は、ＰＤＬデータからビットマップデータに
展開する時点でパンフレットモードにおけるレイアウト処理を行う。また、そのレイアウ
トにて展開された画像データをＨＤ３０４に記憶するので、出力時におけるソートの再設
定はユーザが行えないようにする為にソート選択ボタン3903を網掛け表示する。
【０２１３】
即ち、ＣＰＵ１７１は、ユーザにより選択された画像データが、ＨＤ３０４への記憶処理
に先立って、既に所定の処理（ex、Ｎｉｎ１等のレイアウト処理や、フォーム画像との合
成処理）が施された画像データであるか否かを判別し、ＨＤ３０４への記憶処理に先立っ
て、画像データの編集処理が行なわれたと判別した場合は、画像データの編集処理に係る
変更操作（例えば、４ｉｎ１処理した状態でＨＤ３０４に記憶したものを２ｉｎ１で出力
するよう再設定したり、フォーム合成された状態でＨＤ３０４に記憶されたものをフォー
ム画像が合成される前の状態で出力するよう再設定したりする等）を、ユーザが行えない
よう、これらの設定に該当するボタン（例えば、図では、ボタン３９０３）を網掛け表示
して無効状態（ユーザが押下しても反応しない状態）とし、一方、このような画像データ
の編集処理に直接係らない変更操作（例えば、１部出力するようホストで設定されていた
ものを２部出力するよう再設定したり、片面から両面印刷に再設定したり、印刷すべきシ
ートのサイズの変更等）はユーザが行えるよう、これらの設定に該当するボタン（例えば
、ボタン３９０１、３９０２等）は有効状態にするよう制御する。従って、ホストコンピ
ュータにて設定されたプリントモードに関するデータに含まれているソートの種類に関す
る設定項目データが、パンフレットモードでは無く、仮に、ステイプルソートモード（画
像形成されたシート群に対して綴じ処理を行う）であった場合は、ソート選択ボタン３９
０３は網掛け表示せずに有効状態とし、ユーザによる再設定を許可しても良い。例えば、
この場合、ユーザは、該ボタンを押下することで、ステイプルソートモードからノンソー
トモードまたはグループソートまたはソートモードに再設定することが出来る。
【０２１４】
また、ホストコンピュータ１０００にて作成された画像データを忠実に再現することを考
慮し、上述したような、ＨＤ３０４への記憶処理に先立って、画像データの編集処理が行
なわれたか否かを判別する処理を行わずに、シート上に画像を形成する処理に先立って行
う画像データに対する所定の処理（例えば、画像データの合成処理やNin1処理、拡大／縮
小レイアウト処理や画像データの回転処理等）に係る設定は、ユーザにより変更不可能な
設定項目とし、上記画像データに対する所定の処理に係る再設定は予め禁止するよう制御
し、上記画像データに対する所定の処理に直接的に係らないその他の設定、例えば、画像
形成すべきシートの出力枚数に関する設定及びシートの両面に画像を形成するか否かに関
する設定、及び画像形成されたシートの整合処理に関する設定、印刷すべきシートのサイ
ズに関する設定等をユーザにより変更可能な設定項目とし、これらに関する再設定は許可
するようＣＰＵ１７１により制御しても良い。
【０２１５】
このように、本形態では、ユーザにより再設定が出来ない項目（この場合、ソートの設定
）に対応するボタンを網掛け表示する。
【０２１６】
尚、上述したように、図３８の画面３８００において、ユーザは、予めホストコンピュー
タ１０００にて設定された画像データの出力部数を変更できる。本形態では、該画面３９
００においても、画像データの出力部数を変更することが出来る。この場合、ユーザは、
操作部のテンキー６２２を用いて、画像データの出力部数を設定する。
【０２１７】
該画面３９００において、ユーザがプリントモードの再設定を行い、ＯＫボタン3904を押
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下すると、複写装置１００は、ユーザにより設定されたプリントモードで画像データのプ
リント処理を行う。
【０２１８】
取り消しボタン３９０６は、画像データのプリント処理を行わないで、パーソナルボック
スのプリント画面３７００に戻る為のボタンである。
【０２１９】
再設定クリアボタン3905は、ユーザにより再設定されたプリントモードをホストコンピュ
ータ１０００にて設定されたプリントモードに戻す為のボタンである。ユーザが該ボタン
3905を押下すると、複写装置１００は、画像データのプリントモードをホストコンピュー
タ１０００にて設定されたプリントモードに戻し、プリント部数設定画面3800に戻る。
【０２２０】
以上説明したように、ホストコンピュータ１０００で設定され、画像データと共にＨＤ３
０４に記憶された、プリントモードデータには、画像形成すべきシートの出力枚数に関す
る設定、及びシートの両面に画像を形成するか否かに関する設定、及び画像形成されたシ
ートの整合処理に関する設定（ノンソートモード、ソートモード、ステイプルソートモー
ド等）、及び印刷すべきシートのサイズに関する設定等、複数の設定項目データが含まれ
ている。このホストコンピュータ１０００で予め設定されたプリントモードは、操作部１
７２の操作パネル６２０上に表示される設定画面３８００や画面３９００上で、各設定項
目毎に、ユーザが変更することが出来る。そして、仮に、ユーザにより複数の設定項目の
何れかが複写装置の操作部１７２で変更された場合に、再度ホストコンピュータ１０００
で設定した内容に戻したいとユーザが希望する場合は、画面３９００上の再設定クリアボ
タン３９０５を１回押下するだけで、複数の設定項目のすべてがホストコンピュータ１０
００で設定された内容に復帰することが出来る。
【０２２１】
これにより、複数の設定項目のうちの幾つかを操作部１７２で変更したが、やはり、ホス
トコンピュータ１０００で設定したプリントモードに戻したいと希望した場合に、複数の
設定項目毎に、いちいちホストコンピュータ１０００で設定された内容に戻していくとい
った煩わしい操作を省くことが出来る。
【０２２２】
また、複数のパーソナルボックスのうちの、共有ボックスのような、複数人で共有するボ
ックスのなかから所望する文書（画像データ）を選択してプリントする場合に、ユーザが
プリント指示の前に、再設定クリアボタン３９０５を１度押下しておけば、誰かが先に操
作部１７２で該文書のプリントモードを変更していたとしても、該ユーザはそれを意識す
ること無く、ホストコンピュータ１０００で作成されたデータを忠実に出力させることが
出来る。
【０２２３】
このように、本形態は、ユーザが操作部にて変更したプリントモードを、所定の指示に応
じて、ホストコンピュータにて設定されたプリントモードに一括で復帰することできる。
【０２２４】
従って、操作部にて変更したプリントモードをホストコンピュータにて設定されたプリン
トモードに戻す場合において、ユーザが行うべき操作を簡単にすることができ、パーソナ
ルボックスに対する操作性が向上がする。
【０２２５】
次に、図40のフローチャートを用いてパーソナルボックスに記憶された画像データをプリ
ントする際の処理を説明する。この処理は、操作部の表示パネル６２０に、図３７のパー
ソナルボックスのプリント画面３７００が表示される度に行われ、ＣＰＵ１７１により行
われる。該処理を実行する為のプログラムは、ＲＯＭ１７４にプログラムコードとして記
憶しており、ＣＰＵ１７１が該コードを読み出して実行する。
【０２２６】
まず、図３７の画面３７００において、ユーザにより閉じるボタン３７０６が押下された
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か否か判定する（ステップＳ４２００）。ステップＳ４２００にて、ユーザにより閉じる
ボタン３７０６が押下されたと判定した場合は、この処理を終了する。
【０２２７】
ステップＳ４２００にて、ユーザにより閉じるボタン３７０６が押下されていないと判定
した場合は、ユーザにより複数選択ボタン３７０３が押下されたか否かを判定する（ステ
ップＳ４２０１）。
【０２２８】
ステップＳ４２０１にて複数選択ボタン３７０３が押下されていないと判定した場合は、
画面３７００の表示領域３７０２上でユーザにより画像データが選択されたか否かを判定
する（ステップＳ４２０２）。
【０２２９】
ステップＳ４２０２にて、ユーザにより画像データが選択されないと判定した場合はステ
ップＳ４２００に戻る。また、ステップＳ４２０２にてユーザにより画像データが選択さ
れたと判定した場合は、該画像データの詳細情報を操作パネル６２０に表示できる状態に
する（ステップＳ４２０３）。
【０２３０】
ステップＳ４２０３の処理が完了したら、図３７の画面３７００にてユーザにより詳細情
報ボタン３７０４が押下されたか否を判定する（ステップＳ４２０４）。
【０２３１】
ステップＳ４２０４にて、ユーザにより詳細情報ボタン３７０４が押下されたと判定した
場合は、ユーザにより選択された画像データに関する詳細な情報（例えば、ＨＤ３０４の
全記憶容量に対する該画像データの使用容量、予めホストコンピュータ１０００にて設定
された原稿枚数及び出力部数等）を示す画面を表示パネル６２０上に表示する（ステップ
Ｓ４２０５）。
【０２３２】
ステップＳ４２０５にて詳細情報の画面を表示した状態で、ユーザにより図３７の画面３
７００の閉じるボタン３７０６が押下されたか否かの判定する（ステップＳ４２０６）。
ステップＳ４２０６は、詳細情報の画面を表示した状態で、ユーザにより閉じるボタン３
７０６が押下されるまで繰り返される。
【０２３３】
ステップＳ４２０６にて、詳細情報の画面を表示した状態で、ユーザにより閉じるボタン
３７０６が押下されたと判定した場合は、パーソナルボックスのプリント画面３７００に
戻し（ステップＳ４２０７）、ステップＳ４２００に戻る。
【０２３４】
ステップＳ４２０４にて、ユーザにより詳細情報ボタン３７０４が押下されていないと判
定した場合は、ユーザにより画面３７００の消去ボタン３７０７が押下されたか否か判定
する（ステップＳ４２０８）。
【０２３５】
ステップＳ４２０８において、ユーザにより消去ボタン３７０７が押下されたと判定した
ら、ステップＳ４２０２にてユーザにより選択された画像データをＨＤ３０４から消去し
（ステップＳ４２０９）、ステップＳ４２００に戻る。
【０２３６】
ステップＳ４２０８において、ユーザにより消去ボタン３７０７が押下されていないと判
定したら、ユーザにより画面３７００のプリントボタン３７０８が押下されたか否かを判
定する（ステップＳ４２１０）。
【０２３７】
ステップＳ４２１０にて、ユーザにより画面３７００のプリントボタン３７０８が押下さ
れていないと判定したら、ステップＳ４２００に戻る。
【０２３８】
ステップＳ４２１０にて、ユーザにより画面３７００のプリントボタン３７０８が押下さ
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れた場合は、操作パネル６２０に図３８のプリント部数設定画面3800を表示する（ステッ
プＳ４２１１）。尚、ユーザが、予めホストコンピュータ１０００にて設定された画像デ
ータの出力部数を変更したい場合は、この際に、操作部１７２のテンキー６２２を用いて
所望する出力部数を入力する。
【０２３９】
ステップＳ４２１１にて、プリント部数設定画面3800を表示したら、ステップＳ４２０２
にてユーザにより選択された画像データについて再設定できる項目（画像データの出力部
数、用紙サイズ、両面印刷または片面印刷、ソートの設定等）の判定（ステップＳ４２１
２）を行い、再設定が可能な状態であるか否か（ステップＳ４２１３）を判定する。
【０２４０】
ステップＳ４２１３にて、ユーザにより再設定が可能な項目が１つでもあると判定したら
、ユーザにより図３８の画面３８００の再設定ボタン３８０３が押下されたか否か判定す
る（ステップＳ４２１４）。
【０２４１】
ステップＳ４２１４にて、ユーザにより画面３８００の再設定ボタン３８０３が押下され
たと判定したら、プリントモード設定画面３９００を表示する（ステップＳ４２１５）。
尚、ユーザにより再設定不可能な項目がある場合は、この際に、該当するボタン（例えば
、ボタン３９０３）を網掛け表示し、該項目に限りユーザによる再設定を禁止する。
【０２４２】
次に、該画面３９００において、ユーザにより再設定クリアボタン３９０５が押下された
か否か判定（ステップＳ４２１６）する。ステップＳ４２１６にて、ユーザにより再設定
クリアボタン３９０５が押下されたと判定した場合は、モード解除を行い（ステップＳ４
２１７）、ステップＳ４２１１に戻る。
【０２４３】
ステップＳ４２１７のモード解除とは、ユーザにより再設定されたプリントモードを一括
解除し、予めＨＤ３０４に記憶されているプリントモードに戻す動作である。即ち、ユー
ザにより再設定されたプリントモードを予めホストコンピュータ１０００にて設定された
プリントモードに戻す為の処理である。
【０２４４】
ステップＳ４２１６にて、ユーザにより再設定クリアボタン３９０５が押下されていない
と判定した場合は、ユーザにより画面３９００のＯＫボタン３９０４が押下されたか否か
判定する（ステップＳ４２１８）。
【０２４５】
ステップＳ４２１８にてユーザによりＯＫボタン３９０４が押下されたと判定したら、画
面３９００に表示されたプリントモードに基づいて、画像データのプリントを開始する（
ステップＳ４２１９）。
【０２４６】
ステップＳ４２１８にてユーザによりＯＫボタン３９０４が押下されていないと判定した
ら、ステップＳ４２１６に戻る。
【０２４７】
ステップＳ４２１３において、再設定が不可能と判定した場合は、ユーザがプリントモー
ドの再設定を行うことを禁止するよう再設定ボタン３８０３を網掛け表示し、プリントモ
ード設定画面３９００に移行出来ないようにする（ステップＳ４２２０）。
【０２４８】
ステップＳ４２１４にて、ユーザにより画面３８００の再設定ボタン３８０３が押下され
ていなと判定した場合、または、ステップＳ４２２０を行ったら、ユーザにより画面３８
００の取消ボタン３８０４が押下されたか否を判定する（ステップＳ４２２１）。
【０２４９】
ステップＳ４２２１にて、ユーザにより取消ボタン３８０４が押下されたと判定した場合
は、パーソナルボックスのプリント画面３７００に切り換え（ステップＳ４２２２）、ス
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テップＳ４２００に戻る。
【０２５０】
ステップＳ４２２１にて、ユーザにより画面３８００の取消ボタン３８０４が押下されて
いないと判定した場合は、ユーザにより画面３８００のＯＫボタン３８０２が押下された
か否かを判定する（ステップＳ４２２３）。
【０２５１】
ステップＳ４２２３にて、ユーザにより画面３８００のＯＫボタン３８０２が押下された
と判定したら、画面３８００に表示された画像データの出力部数に基づいて、画像データ
のプリントを開始する（ステップＳ４２１９）。ステップＳ４２２３にてユーザによりＯ
Ｋボタン３８０２が押下されていないと判定したら、ステップＳ４２２１に戻る。
【０２５２】
ステップＳ４２０１にて、複数選択ボタン３７０３が押下されたと判定した場合は、画面
３７００の表示領域３７０２上でユーザにより複数の画像データ（即ち、複数のジョブ）
が選択されたか否かを判定する（ステップＳ４２２４）。
【０２５３】
ステップＳ４２２４にて、ユーザにより複数の画像データが選択されていないと判定した
場合はステップＳ４２００に戻る。また、ステップＳ４２２４にて、ユーザにより複数の
画像データが選択されたと判定した場合は、ユーザにより画面３７００の消去ボタン３７
０７が押下されたか否か判定する（ステップＳ４２２５）。
【０２５４】
ステップＳ４２２５において、ユーザにより消去ボタン３７０７が押下されたと判定した
ら、ステップＳ４２２４にてユーザにより選択された複数の画像データをＨＤ３０４から
消去し（ステップＳ４２２６）、ステップＳ４２００に戻る。
【０２５５】
ステップＳ４２２５において、ユーザにより消去ボタン３７０７が押下されていないと判
定したら、ユーザにより画面３７００のプリントボタン３７０８が押下されたか否かを判
定する（ステップＳ４２２７）。
【０２５６】
ステップＳ４２２７にて、ユーザにより画面３７００のプリントボタン３７０８が押下さ
れていないと判定したら、ステップＳ４２００に戻る。
【０２５７】
ステップＳ４２２７にて、ユーザにより画面３７００のプリントボタン３７０８が押下さ
れたと判定したら、画面３７００から画面３８００、画面３９００への表示切換え動作を
行わずに、そのまま、ステップＳ４２２４にてユーザにより選択された複数の画像データ
（即ち、複数のジョブ）に対するプリント処理を実行する（ステップＳ４２２８）。そし
て、ステップＳ４２００に戻る。
【０２５８】
上述した処理により、ユーザが操作部にて変更したプリントモードを所定の命令に応じて
、ホストコンピュータにて設定されたプリントモードに一括で復帰できる。従って、操作
部にて変更したプリントモードをホストコンピュータ１０００にて設定されたプリントモ
ードに戻す場合において、ユーザが行うべき操作を簡単にすることができる。
【０２５９】
また、パーソナルボックスから画像データをプリントする際に、ユーザは、パーソナルボ
ックスに格納された画像データのなかから所望する画像データを複数選択して、一度に複
数の画像データをプリントアウト出来るので、ユーザが行うべき操作を簡単にすることが
出来る。
【０２６０】
同様に、パーソナルボックスに格納された画像データのなかから所望する画像データを複
数選択して、一度に複数の画像データをＨＤ３０４から消去することが出来る。
【０２６１】
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また、ユーザが、パーソナルボックスに格納された画像データのなかから所望する画像デ
ータを複数選択した場合は、ホストコンピュータ１０００にて設定されたプリントモード
の設定変更を禁止するよう制御するので、所望する複数の画像データのすべてのプリント
モードを把握していないユーザが、一度に複数の画像データをプリントする場合において
、誤ってプリントモードを変更してしまうことを防ぐ。
【０２６２】
このように、パーソナルボックスに対する操作性を向上させ、ユーザが行うべき操作を簡
単にし、パーソナルボックスの使い勝手を向上させることが出来る。
【０２６３】
尚、以上説明した本実施形態の機能を実現するソフトウェ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、達成されることは言うまでもない。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本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。
【０２６４】
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、フロッピディスク，ハー
ドディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，磁気テープ，不揮
発性のメモリカード，ＲＯＭなどを用いることができる。
【０２６５】
また、コンピュータが読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）など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。
【０２６６】
さらに、記憶媒体から読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など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。
【０２６７】
なお、実施形態では印刷機構部分にレーザビームによる電子写真方式を採用した例を説明
したが、これに限らず如何なる印刷方式（例えばＬＥＤプリンタ、熱転写プリンタ、イン
クジェットプリンタ等）を採用しても良いのは勿論である。
【０２６８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、複数の一連の画像データを記憶領域に記憶可能で
あって、各一連の画像データ毎に対応して画像形成モードを記憶する画像記憶装置におい
て、制御手段が、記憶領域に記憶された前記複数の一連の画像データのうちの何れかを選
択する為のステップと、選択された一連の画像データに対応する画像形成モードの変更を
行う為の第２のステップと、前記第１のステップにおいて２つ以上の一連の画像データが
選択されたことに応じて、前記第１のステップから前記第２のステップへの移行を禁止す
る第３のステップと、を実行するので、所望する複数の一連の画像データのすべての画像
形成モードを把握していないユーザが、一度に複数の一連の画像データを画像形成する場
合において、誤って画像形成モードを変更してしまうことを防ぐことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】複写装置の断面図である。
【図２】複写装置のブロック図である。
【図３】画像メモリ部の詳細な説明を行う為の図である。
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【図４】外部I/F処理部の構成を述べる為の図である。
【図５】複写装置の操作部を示す図である。
【図６】操作部の画面を示す図である。
【図７】操作部の画面を示す図である。
【図８】操作部の画面を示す図である。
【図９】文書方向について定義する為の図である。
【図１０】左右開きを説明する為の図である。
【図１１】上下開きを説明する為の図である。
【図１２】操作部の画面を示す図である。
【図１３】操作部の画面を示す図である。
【図１４】操作部の画面を示す図である。
【図１５】操作部の画面を示す図である。
【図１６】操作部の画面を示す図である。
【図１７】操作部の画面を示す図である。
【図１８】操作部の画面を示す図である。
【図１９】操作部の画面を示す図である。
【図２０】操作部の画面を示す図である。
【図２１】操作部の画面を示す図である。
【図２２】操作部の画面を示す図である。
【図２３】操作部の画面を示す図である。
【図２４】操作部の画面を示す図である。
【図２５】操作部の画面を示す図である。
【図２６】操作部の画面を示す図である。
【図２７】操作部の画面を示す図である。
【図２８】操作部の画面を示す図である。
【図２９】操作部の画面を示す図である。
【図３０】操作部の画面を示す図である。
【図３１】操作部の画面を示す図である。
【図３２】操作部の画面を示す図である。
【図３３】操作部の画面を示す図である。
【図３４】操作部の画面を示す図である。
【図３５】パーソナルボックスを説明する為の図である。
【図３６】操作部の画面を示す図である。
【図３７】操作部の画面を示す図である。
【図３８】操作部の画面を示す図である。
【図３９】操作部の画面を示す図である。
【図４０】パーソナルボックスに記憶された画像データをプリントする際の処理のフロー
チャートを示す図である。
【図４１】操作部の画面を示す図である。
【図４２】パンフレットモードを説明する為の図である。
【符号の説明】
３　画像メモリ部
４　外部Ｉ／Ｆ処理部
１００　複写装置
３０４　ＨＤ
１７０　画像処理部
１７１　ＣＰＵ
１７２　操作部
６２０　表示パネル
１０００　ホストコンピュータ
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】



(38) JP 4217356 B2 2009.1.28

【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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【図４１】 【図４２】
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