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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿読取装置及び画像データ記憶装置を備える画像データ記憶システムであって、
　前記原稿読取装置は、
　自動原稿送り部と、
　原稿台と、
　原稿読取部と、
　前記自動原稿送り部によって搬送されてきた原稿を読み取って画像データを生成する第
１の読取モード及び、前記原稿台にセットされた原稿を読み取って画像データを生成する
第２の読取モードを前記原稿読取部に実行させる読取制御部と、
　前記原稿読取部によって生成された画像データを、前記画像データ記憶装置へ送信する
送信部と、
　前記自動原稿送り部にセットされた複数枚の原稿を、前記自動原稿送り部によって前記
原稿読取部へ搬送中に、前記自動原稿送り部でジャムが発生したかを検知するジャム検知
部と、
　前記自動原稿送り部にセットされた前記複数枚の原稿の読み取りにおいて、前記ジャム
が複数回発生した場合、前記ジャムが発生する毎に、前記ジャム検知部が前記ジャムを検
知し、前記ジャムが解消したと判断したとき、前記原稿読取部に前記第１の読取モードで
、原稿の読み取りを続行させる第１の読取指示を受け付ける第１の読取受付部と、を備え
、
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　前記第１の読取指示は、前記複数回のそれぞれの回の前記ジャムの発生において、当該
回のジャムが発生した原稿より後の残りの原稿の読み取りを続行させる指示であり、さら
に、
　前記第１の読取指示が前記第１の読取受付部で受け付けられる毎に、前記読取制御部が
前記原稿読取部に前記第１の読取モードで、前記残りの原稿の読み取りを続行させること
により、前記読取制御部が前記自動原稿送り部にセットされた原稿がないと判断したとき
、前記原稿読取部に前記第２の読取モードで、前記複数枚の原稿のうち前記ジャムが発生
した原稿の読み取りを続行させる第２の読取指示を受け付ける第２の読取受付部と、を備
え、
　前記読取制御部は、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部で受け付けられると、
前記原稿読取部に前記第２の読取モードで前記ジャムが発生した原稿の読み取りを続行さ
せ、
　前記画像データ記憶装置は、
　前記送信部から送信されてきた画像データを受信する受信部と、
　前記受信部によって受信された、前記複数枚の原稿が前記原稿読取部によって読み取ら
れて生成された複数の画像データを記憶する画像データ記憶部と、を備え、
　前記原稿読取装置は、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部で受け付けられるこ
とにより、前記原稿読取部で読み取られた、前記ジャムが発生した原稿の画像データにジ
ャム情報を付加するジャム情報付加部を備え、
　前記送信部は、前記ジャム情報が付加された、前記ジャムが発生した原稿の画像データ
を前記画像データ記憶装置へ送信し、
　前記画像データ記憶装置は、
　表示部と、
　前記ジャム情報が付加された、前記ジャムが発生した原稿の画像データを特定する画像
を、前記表示部に表示させる表示制御部と、
　前記表示部に前記画像が表示された状態で、前記ジャム情報が付加された、前記ジャム
が発生した原稿の画像データに割り当てられたページの順番を変更する操作を受け付ける
変更受付部と、
　前記変更受付部で受け付けられた順番になるように、前記ジャム情報が付加された、前
記ジャムが発生した原稿の画像データを含む前記複数の画像データのそれぞれに割り当て
られたページの順番を編集して前記画像データ記憶部に記憶させる記憶制御部と、を備え
る画像データ記憶システム。
【請求項２】
　原稿読取装置及び画像データ記憶装置を備える画像データ記憶システムであって、
　前記原稿読取装置は、
　自動原稿送り部と、
　原稿台と、
　原稿読取部と、
　前記自動原稿送り部によって搬送されてきた原稿を読み取って画像データを生成する第
１の読取モード及び、前記原稿台にセットされた原稿を読み取って画像データを生成する
第２の読取モードを前記原稿読取部に実行させる読取制御部と、
　前記原稿読取部によって生成された画像データを、前記画像データ記憶装置へ送信する
送信部と、
　前記自動原稿送り部にセットされた複数枚の原稿を、前記自動原稿送り部によって前記
原稿読取部へ搬送中に、前記自動原稿送り部でジャムが発生したかを検知するジャム検知
部と、
　前記自動原稿送り部にセットされた前記複数枚の原稿の読み取りにおいて、前記ジャム
が複数回発生した場合、前記ジャムが発生する毎に、前記ジャム検知部が前記ジャムを検
知し、前記ジャムが解消したと判断したとき、前記原稿読取部に前記第１の読取モードで
、原稿の読み取りを続行させる第１の読取指示を受け付ける第１の読取受付部と、を備え
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、
　前記第１の読取指示は、前記複数回のそれぞれの回の前記ジャムの発生において、当該
回のジャムが発生した原稿より後の残りの原稿の読み取りを続行させる指示であり、さら
に、
　前記第１の読取指示が前記第１の読取受付部で受け付けられる毎に、前記読取制御部が
前記原稿読取部に前記第１の読取モードで、前記残りの原稿の読み取りを続行させること
により、前記読取制御部が前記自動原稿送り部にセットされた原稿がないと判断したとき
、前記原稿読取部に前記第２の読取モードで、前記複数枚の原稿のうち前記ジャムが発生
した原稿の読み取りを続行させる第２の読取指示を受け付ける第２の読取受付部と、を備
え、
　前記読取制御部は、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部で受け付けられると、
前記原稿読取部に前記第２の読取モードで前記ジャムが発生した原稿の読み取りを続行さ
せ、
　前記画像データ記憶装置は、
　前記送信部から送信されてきた画像データを受信する受信部と、
　前記受信部によって受信された、前記複数枚の原稿が前記原稿読取部によって読み取ら
れて生成された複数の画像データを記憶する画像データ記憶部と、を備え、
　前記原稿読取装置は、前記第１の読取指示が前記第１の読取受付部で受け付けられて、
前記原稿読取部によって最初に読み取られた原稿の画像データである第１の画像データ及
び、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部で受け付けられて、前記原稿読取部によ
って読み取られた原稿の画像データである第２の画像データのそれぞれに、両者を対応づ
けるジャム情報を付加するジャム情報付加部を備え、
　前記画像データ記憶装置は、前記第２の画像データに割り当てられたページの順番が、
前記第１の画像データに割り当てられたページの順番より一つ前の順番になるように、前
記ジャム情報が付加された前記第１及び前記第２の画像データを含む前記複数の画像デー
タのそれぞれに割り当てられたページの順番を編集して前記画像データ記憶部に記憶させ
る記憶制御部を備え、
　前記ジャム情報は、前記複数回の前記ジャムのうち何回目の前記ジャムかを特定する情
報を含み、
　前記記憶制御部は、前記編集において、同じ回の前記ジャムを特定する前記ジャム情報
が付加されている前記第１の画像データと前記第２の画像データとの間で、前記第２の画
像データに割り当てられたページの順番が、前記第１の画像データに割り当てられたペー
ジの順番より一つ前の順番にする画像データ記憶システム。
【請求項３】
　前記第２の読取受付部は、前記第２の読取モードで読み取らせる、前記ジャムが発生し
た原稿の枚数の入力を受け付け、
　前記読取制御部は、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部で受け付けられると、
前記入力された枚数の、前記ジャムが発生した原稿の読み取りを、前記原稿読取部に前記
第２の読取モードで続行させる請求項１又は２に記載の画像データ記憶システム。
【請求項４】
　前記原稿読取装置の前記送信部と前記画像データ記憶装置の前記受信部は、ネットワー
クを通して通信をする請求項１～３のいずれか一項に記載の画像データ記憶システム。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の画像データ記憶システムと、
　画像データにより画像を形成し、形成された画像を用紙に印刷する装置本体と、
　前記原稿読取部と前記装置本体を制御して、前記原稿読取部で読み取られた原稿の画像
データにより画像を形成して用紙に印刷させるコピーモード及び、前記原稿読取部と前記
画像データ記憶装置を制御して、前記原稿読取部で読み取られた複数枚の原稿の画像デー
タを、前記画像データ記憶装置に記憶させるスキャナーモードを実行するモード制御部と
、を備える画像形成装置。



(4) JP 5417377 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動原稿送り装置によって複数枚の原稿が原稿読取装置へ搬送され、原稿読
取装置によって読み取られて生成された複数枚の原稿の画像データを、画像データ記憶装
置に記憶させる画像データ記憶システム、並びにこれと関連する原稿読取装置及び画像形
成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原稿読取装置であるスキャナーによって原稿を読み取って、その原稿の画像データを記
憶装置に記憶することにより、原稿を電子化して保存することができる。自動原稿送り装
置(ＡＤＦ: Auto Document Feeder)は、複数枚の原稿を一枚ずつ連続してスキャナーの原
稿読取箇所に自動的に送る装置である。読み取る原稿の枚数が多い場合、自動原稿送り装
置を利用すれば便利である。
【０００３】
　しかし、自動原稿送り装置ではジャムが発生する(原稿が詰まる)ことがある。ジャムに
対処するために、例えば、複数枚の原稿の読み取り中に自動原稿送り装置でジャムが発生
し、自動原稿送り装置の使用ができなくなった場合、読み取りに失敗した原稿の枚数を表
示し、その原稿を原稿台にセットしてフラットベッド方式で読み取りを続行できるように
した画像形成装置が提案されている(例えば、特許文献１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２７４９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　自動原稿送り装置でジャムが発生すると、ジャムにより損傷が酷い原稿(例えば、破れ
た原稿)については、自動原稿送り装置を使用することができない。この場合、残りの原
稿をフラットベッド方式で読み取りを続行できるようにすれば、残りの原稿の枚数が多い
と、ユーザーの手間が大きくなる。
【０００６】
　本発明は、自動原稿送り装置でジャムが発生し、それにより損傷して自動原稿送り装置
を使用できない原稿が発生した場合に、ユーザーの手間を少なくして、残りの原稿を読み
取ることができる画像データ記憶システム、並びにこれと関連する原稿読取装置及び画像
形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明の一の局面に係る画像データ記憶システムは、原稿読取装置
及び画像データ記憶装置を備える画像データ記憶システムであって、前記原稿読取装置は
、自動原稿送り部と、原稿台と、原稿読取部と、前記自動原稿送り部によって搬送されて
きた原稿を読み取って画像データを生成する第１の読取モード及び、前記原稿台にセット
された原稿を読み取って画像データを生成する第２の読取モードを前記原稿読取部に実行
させる読取制御部と、前記原稿読取部によって生成された画像データを、前記画像データ
記憶装置へ送信する送信部と、前記自動原稿送り部にセットされた複数枚の原稿を、前記
自動原稿送り部によって前記原稿読取部へ搬送中に、前記自動原稿送り部でジャムが発生
したかを検知するジャム検知部と、前記ジャム検知部によってジャムが検知された場合、
前記原稿読取部に前記第１の読取モードで前記複数枚の原稿の読み取りを続行させる第１
の読取指示を受け付ける第１の読取受付部と、前記原稿読取部によって前記第１の読取モ
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ードで前記複数枚の原稿の読み取りが続行された後、前記原稿読取部に前記第２の読取モ
ードで前記複数枚の原稿の読み取りを続行させる第２の読取指示を受け付ける第２の読取
受付部と、を備え、前記読取制御部は、前記第１の読取指示が前記第１の読取受付部で受
け付けられると、前記原稿読取部に前記第１の読取モードで前記複数枚の原稿の読み取り
を続行させ、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部で受け付けられると、前記原稿
読取部に前記第２の読取モードで前記複数枚の原稿の読み取りを続行させ、前記画像デー
タ記憶装置は、前記送信部から送信されてきた画像データを受信する受信部と、前記受信
部によって受信された、前記複数枚の原稿が前記原稿読取部によって読み取られて生成さ
れた複数の画像データを記憶する画像データ記憶部と、を備える。
【０００８】
　本発明の一の局面に係る画像データ記憶システムでは、第１の読取モードで複数枚の原
稿の読み取り中にジャムが検知された場合、第１の読取モードで複数枚の原稿の読み取り
を続行させる第１の読取指示を、第１の読取受付部で受け付ける。第１の読取指示が受け
付けられて、第１の読取モードで複数枚の原稿の読み取りが続行された後、第２の読取モ
ードで複数枚の原稿の読み取りを続行させる第２の読取指示を、第２の読取受付部が受け
付ける。
【０００９】
　従って、本発明の一の局面に係る画像データ記憶システムによれば、第１の読取モード
で複数枚の原稿の読み取り中に自動原稿送り部でジャムが発生した場合、ジャムが発生し
た原稿より後の残りの原稿を第１の読取モードで読み取りを続行させ、第１の読取モード
での読み取り終了後、ジャムが発生した原稿を第２の読取モードで読み取りをさせること
ができる。よって、自動原稿送り部でジャムが発生し、それにより損傷して自動原稿送り
部を使用できない原稿が発生した場合、第１の読取モードで読み取れる原稿については先
に読み取りを実行し、ジャムにより損傷して自動原稿送り部を使用できない原稿について
は、最後にまとめて第２の読取モードで読み取りを実行することができる。
【００１０】
　以上のように本発明によれば、自動原稿送り装置(自動原稿送り部)でジャムが発生し、
それにより損傷して自動原稿送り装置(自動原稿送り部)を使用できない原稿が発生した場
合に、ユーザーの手間を少なくして、残りの原稿を読み取ることができる。
【００１１】
　上記構成において、前記原稿読取装置は、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部
で受け付けられることにより、前記原稿読取部で読み取られた原稿の画像データにジャム
情報を付加するジャム情報付加部を備え、前記送信部は、前記ジャム情報が付加された画
像データを前記画像データ記憶装置へ送信し、前記画像データ記憶装置は、表示部と、前
記ジャム情報が付加された画像データを特定する画像を、前記表示部に表示させる表示制
御部と、前記表示部に前記画像が表示された状態で、前記ジャム情報が付加された画像デ
ータに割り当てられたページの順番を変更する操作を受け付ける変更受付部と、前記変更
受付部で受け付けられた順番になるように、前記ジャム情報が付加された画像データを含
む前記複数の画像データのそれぞれに割り当てられたページの順番を編集して前記画像デ
ータ記憶部に記憶させる記憶制御部と、を備える。
【００１２】
　上述したように本発明の一の局面に係る画像データ記憶システムによれば、複数枚の原
稿の読み取りでジャムが発生した場合、ジャムが発生した原稿より後の残りの原稿を第１
の読取モードで読み取りを続行させ、最後にジャムが発生した原稿を第２の読取モードで
読み取りをさせる。このため、ジャムが発生した場合、ジャムが発生した原稿の画像デー
タに割り当てられるページは、ジャムが発生しない原稿の画像データに割り当てられるペ
ージより後の順番にされて画像データ記憶部に記憶されることになる。よって、複数枚の
原稿の順番とそれらの画像の順番が異なる状態となる。
【００１３】
　上記構成によれば、ジャム情報が付加された画像データを特定する画像を表示部に表示
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させて、その画像データに割り当てられたページの順番を変更する操作を受け付けている
。そして、受け付けられた順番になるように、複数の画像データのそれぞれに割り当てら
れたページの順番を編集して、画像データ記憶部に記憶させている。従って、ジャムが発
生した原稿をまとめて最後に第２の読取モードで読み取りをしても、複数枚の原稿の順番
とそれらの画像の順番が同じになるように、複数の画像データに割り当てられたページの
順番を手動で編集することができる。
【００１４】
　ジャム情報が付加された画像データを特定する画像とは、例えば、その画像データによ
り生成される画像のプレビュー画像がある(すなわち、ジャムが発生し、第２の読取モー
ドで読み取られた原稿のプレビュー画像)。また、ジャム情報が付加された画像データを
特定する画像として、文字画像でもよい。例えば、ジャムが２回発生した場合、「１回目
のジャムが発生したことを示すメッセージ」及び「２回目のジャムが発生したことを示す
メッセージ」を表示する。ユーザーは１回目のジャムが発生した原稿及び２回目のジャム
が発生した原稿を認識しているので、それらの文字画像だけでも、ユーザーは、ジャム情
報が付加された画像データに割り当てられたページの順番を変更する操作をすることがで
きる。
【００１５】
　上記構成において、前記原稿読取装置は、前記第１の読取指示が前記第１の読取受付部
で受け付けられて、前記原稿読取部によって最初に読み取られた原稿の画像データである
第１の画像データ及び、前記第２の読取指示が前記第２の読取受付部で受け付けられて、
前記原稿読取部によって読み取られた原稿の画像データである第２の画像データのそれぞ
れに、両者を対応づけるジャム情報を付加するジャム情報付加部を備え、前記画像データ
記憶装置は、前記第２の画像データに割り当てられたページの順番が、前記第１の画像デ
ータに割り当てられたページの順番より一つ前の順番になるように、前記ジャム情報が付
加された画像データを含む前記複数の画像データのそれぞれに割り当てられたページの順
番を編集して前記画像データ記憶部に記憶させる記憶制御部を備える。
【００１６】
　この構成によれば、ジャムが発生した後に第１の読取モードで最初に読み取られた原稿
の画像データ(すなわち第１の画像データ)及び、ジャムが発生し第１の読取モード後に第
２の読取モードで読み取られた原稿の画像データ(すなわち第２の画像データ)のそれぞれ
に、両者を対応づけるジャム情報を付加する。そして、第２の画像データに割り当てられ
たページの順番が、第１の画像データに割り当てられたページの順番より一つ前の順番に
なるように、複数の画像データに割り当てられたページの順番を編集して画像データ記憶
部に記憶させている。
【００１７】
　従って、ジャムが発生した原稿をまとめて最後に第２の読取モードで読み取りをしても
、複数枚の原稿の順番とそれらの画像の順番が同じになるように、複数の画像データに割
り当てられたページの順番を自動で編集することができる。
【００１８】
　上記構成において、前記第２の読取受付部は、前記第２の読取モードで読み取らせる原
稿の枚数の入力を受け付け、前記読取制御部は、前記第２の読取指示が前記第２の読取受
付部で受け付けられると、前記入力された枚数の原稿の読み取りを、前記原稿読取部に前
記第２の読取モードで続行させる。
【００１９】
　原稿が重送されて１回のジャムで２枚以上の原稿が詰まった場合、ジャム検知部はジャ
ムを検知できるだけで、ジャムした枚数を検知することができない。原稿読取部に第２の
読取モードで１回だけ原稿を読み取らせる制御をするのか、２回以上原稿を読み取らせる
制御をするのか、読取制御部に認識させる必要がある。この構成によれば、第２の読取モ
ードで読み取らせる原稿の枚数を入力させている。このため、原稿読取部が第２の読取モ
ードで読み取るべき原稿の枚数を、読取制御部に認識させることができる。従って、１回
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のジャムで２枚以上の原稿がジャムしても、第２の読取モードにおいて、それらの原稿を
読み取ることができる。
【００２０】
　上記構成において、前記原稿読取装置の前記送信部と前記画像データ記憶装置の前記受
信部は、ネットワークを通して通信をする。ネットワークとしては、例えば、ＬＡＮやイ
ンターネットである。
【００２１】
　本発明の他の局面に係る画像形成装置は、上述した画像データ記憶システムと、画像デ
ータにより画像を形成し、形成された画像を用紙に印刷する装置本体と、前記原稿読取部
と前記装置本体を制御して、前記原稿読取部で読み取られた原稿の画像データにより画像
を形成して用紙に印刷させるコピーモード及び、前記原稿読取部と前記画像データ記憶装
置を制御して、前記原稿読取部で読み取られた複数枚の原稿の画像データを、前記画像デ
ータ記憶装置に記憶させるスキャナーモードを実行するモード制御部と、を備える。
【００２２】
　本発明の他の局面に係る画像形成装置によれば、本発明の一局面に係る画像データ記憶
システムを備えるので、上述した本発明の一の局面に係る画像データ記憶システムと同様
の作用効果が生じる。
【００２３】
　本発明のさらに他の局面に係る原稿読取装置は、自動原稿送り部と、原稿台と、原稿読
取部と、前記自動原稿送り部によって搬送されてきた原稿を読み取って画像データを生成
する第１の読取モード及び、前記原稿台にセットされた原稿を読み取って画像データを生
成する第２の読取モードを前記原稿読取部に実行させる読取制御部と、前記原稿読取部に
よって生成された画像データを、画像データ記憶装置へ送信する送信部と、前記自動原稿
送り部にセットされた複数枚の原稿を、前記自動原稿送り部によって前記原稿読取部へ搬
送中に、前記自動原稿送り部でジャムが発生したかを検知するジャム検知部と、前記ジャ
ム検知部によってジャムが検知された場合、前記原稿読取部に前記第１の読取モードで前
記複数枚の原稿の読み取りを続行させる第１の読取指示を受け付ける第１の読取受付部と
、前記原稿読取部によって前記第１の読取モードで前記複数枚の原稿の読み取りが続行さ
れた後、前記原稿読取部に前記第２の読取モードで前記複数枚の原稿の読み取りを続行さ
せる第２の読取指示を受け付ける第２の読取受付部と、を備え、前記読取制御部は、前記
第１の読取指示が前記第１の読取受付部で受け付けられると、前記原稿読取部に前記第１
の読取モードで前記複数枚の原稿の読み取りを続行させ、前記第２の読取指示が前記第２
の読取受付部で受け付けられると、前記原稿読取部に前記第２の読取モードで前記複数枚
の原稿の読み取りを続行させる。
【００２４】
　本発明のさらに他の局面に係る原稿読取装置によれば、上述した本発明の一の局面に係
る画像データ記憶システムと同様の作用効果が生じる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、自動原稿送り装置でジャムが発生し、それにより損傷して自動原稿送
り装置を使用できない原稿が発生した場合に、ユーザーの手間を少なくして、残りの原稿
を読み取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１～第３実施形態に係る画像データ記憶システムに備えられる画像形成装置の
内部構造の概略を示す図である。
【図２】第１実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態に係るサーバー装置の構成を示すブロック図である。
【図４】第１実施形態に係る画像データ記憶システムの動作を説明するフローチャートの
前半である。
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【図５】同フローチャートの後半である。
【図６】原稿給送部でジャムが発生しなかった場合に、画像データ記憶部に記憶された８
ページの画像データの一例を示す図である。
【図７】原稿給送部でジャムが発生した場合に、画像データ記憶部に記憶された８ページ
の画像データの一例を示す図である。
【図８】第２実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図９】第２実施形態に係るサーバー装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】第２実施形態に係る画像データ記憶システムの動作を説明するフローチャート
の前半である。
【図１１】同フローチャートの後半である。
【図１２】プレビュー画像の一例を示す図である。
【図１３】第２実施形態において、画像データ記憶部に記憶されている複数の画像データ
のそれぞれに割り当てられているページの順番を編集する第１工程を示す図である。
【図１４】同第２工程を示す図である。
【図１５】同第３工程を示す図である。
【図１６】第３実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図１７】第３実施形態に係るサーバー装置の構成を示すブロック図である。
【図１８】第３実施形態に係る画像データ記憶システムの動作を説明するフローチャート
の前半である。
【図１９】同フローチャートの後半である。
【図２０】第３実施形態において、画像データ記憶部に記憶されている複数の画像データ
のそれぞれに割り当てられているページの順番を編集する第１工程を示す図である。
【図２１】同第２工程を示す図である。
【図２２】同第３工程を示す図である。
【図２３】同第４工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面に基づいて本発明の第１～第３実施形態を詳細に説明する。図１は、第１～
第３実施形態に係る画像データ記憶システムに備えられる画像形成装置の内部構造の概略
を示す図である。第１実施形態に係る画像データ記憶システムに備えられる画像形成装置
１ａ、第２実施形態に係る画像データ記憶システムに備えられる画像形成装置１ｂ、及び
第３実施形態に係る画像データ記憶システムに備えられる画像形成装置１ｃは、共通の内
部構造を有する。
【００２８】
　画像形成装置１ａ，１ｂ，１ｃは、例えば、コピー、プリンター、スキャナー及びファ
クシミリの機能を有するデジタル複合機に適用することができる。画像形成装置１ａ，１
ｂ，１ｃはスキャナー機能の場合に、原稿読取装置となる。画像形成装置１ａ，１ｂ，１
ｃは装置本体１００、装置本体１００の上に配置された原稿読取部２００、原稿読取部２
００の上に配置された原稿給送部３００、及び装置本体１００の上部前面に配置された操
作部４００を備える。
【００２９】
　原稿給紙部３００は自動原稿送り装置として機能し、原稿を送る方向の上流側から順に
配置された原稿トレイ３０５、ピックアップローラー３０７、用紙分離機構３０９、レジ
ストローラー３１１、搬送ドラム３１３、排紙ローラー３１５及び排紙トレイ３１７等を
備える。原稿トレイ３０５には読み取りの対象とされる原稿が載置される。
【００３０】
　ピックアップローラー３０７は原稿トレイ３０５の上方に昇降可能に配置されている。
ピックアップローラー３０７の近傍には用紙分離機構３０９が設けられている。用紙分離
機構３０９は駆動ローラー３０９ａ、従動ローラー３０９ｂ、無端ベルト３０９ｃ及び分
離ローラー３０９ｄを備える。駆動ローラー３０９ａは従動ローラー３０９ｂよりも下流
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側に位置している。駆動ローラー３０９ａと従動ローラー３０９ｂには無端ベルト３０９
ｃが掛け渡されており、これらのローラーは給紙ローラーとして機能する。駆動ローラー
３０９ａと従動ローラー３０９ｂの下方には無端ベルト３０９ｃを押圧するように分離ロ
ーラー３０９ｄが配置されている。
【００３１】
　ピックアップローラー３０７及び駆動ローラー３０９ａは、原稿トレイ３０５に載置さ
れた原稿を原稿トレイ３０５から送り出す方向に回転する。これに対して、分離ローラー
３０９ｄは原稿トレイ３０５に載置された原稿を原稿トレイ３０５へ戻す方向に回転する
。これらによって、ピックアップローラー３０７により一枚ずつ取り込まれた原稿が複数
枚重ねて搬送されるのを防止している。
【００３２】
　用紙分離機構３０９の近傍にはレジストローラー３１１が配置されている。レジストロ
ーラー３１１は原稿を挟むように配置された駆動ローラー３１１ａと従動ローラー３１１
ｂから構成される。用紙分離機構３０９から搬送されてきた原稿は、レジストローラー３
１１により正しい角度に補正されて、搬送ドラム３１３へ送られる。原稿は搬送ドラム３
１３によって原稿読取スリット２３３の上を通過させられた後、排紙ローラー３１５によ
って排紙トレイ３１７へ排出される。原稿読取スリット２３３は後で説明する原稿読取部
２００に備えられる。
【００３３】
　原稿給紙部３００はさらに、切換ガイド３１９、反転ローラー３２１及び反転搬送路３
２３により構成される原稿反転機構を備える。原稿反転機構は原稿の両面を自動で読み取
る際に使用される。両面読み取り時、切換ガイド３１９は下側に切り換えられおり、原稿
読取部２００で表面が読み取られた原稿は、排紙ローラー３１５及び反転ローラー３２１
によって反転搬送路３２３へ搬送される。その後、切換ガイド３１９が上側に切り換えら
れ、反転ローラー３２１が逆回転することにより、原稿が搬送ドラム３１３へ再び送られ
る。そして原稿読取部２００で原稿の裏面が読み取られ、原稿は排紙ローラー３１５によ
って排紙トレイ３１７に排紙される。
【００３４】
　原稿読取部２００は原稿の画像を光学的に読み取って画像データを生成する。原稿読取
部２００は原稿台２３１、原稿読取スリット２３３、光源２３５、第１ミラー２３７、第
２ミラー２３９、第３ミラー２４１、第１キャリッジ２４３、第２キャリッジ２４５、結
像レンズ２４７及びＣＣＤ(Charge Coupled Device)２４９を備える。
 
【００３５】
　原稿台２３１及び原稿読取スリット２３３は、原稿読取部２００の上面に位置している
。原稿台２３１はフラットベッド読取モードで利用され、原稿台２３１の上に原稿を載置
し、原稿が読み取られる。原稿読取スリット２３３は搬送ドラム３１３の下方に位置して
いる。原稿読取スリット２３３はＡＤＦ読取モードで利用され、搬送ドラム３１３によっ
て搬送された原稿は、原稿読取スリット２３３と搬送ドラム３１３の間を通過する際に読
み取られる。
 
【００３６】
　光源２３５及び第１ミラー２３７は第１キャリッジ２４３によって保持されている。第
２ミラー２３９及び第３ミラー２４１は第２キャリッジ２４５によって保持されている。
光源２３５から照射されて原稿で反射された光は、第１ミラー２３７、第２ミラー２３９
、第３ミラー２４１及び結像レンズ２４７により、ＣＣＤ２４９に導かれる。
【００３７】
　フラットベッド読取モードでは原稿台２３１上に原稿を載置し、キャリッジ(第１キャ
リッジ２４３及び第２キャリッジ２４５)を原稿台２３１の長手方向(副走査方向Ｙ)に移
動させながらＣＣＤ２４９により原稿を読み取る。これに対してＡＤＦ読取モードでは、
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キャリッジ(第１キャリッジ２４３及び第２キャリッジ２４５)を原稿読取スリット２３３
と対向する位置に移動させて、原稿給紙部３００から送られてきた原稿を、原稿読取スリ
ット２３３を通してＣＣＤ２４９により読み取る。これによりＣＣＤ２４９から出力され
た電気信号を、原稿読取部２００に設けられた画像エンジン(不図示)により所定の処理を
して画像データとして出力する。
 
【００３８】
　装置本体１００は用紙貯留部１０１、画像形成部１０３及び定着部１０５を備える。用
紙貯留部１０１は装置本体１００の最下部に配置されており、用紙の束を貯留することが
できる複数の給紙カセット１０７を備える。給紙カセット１０７に貯留された用紙の束に
おいて、最上位の用紙がピックアップローラー１０９の駆動により、用紙搬送路１１１へ
向けて送出される。用紙は用紙搬送路１１１を通って、画像形成部１０３へ搬送される。
【００３９】
　画像形成部１０３は搬送されてきた用紙に画像データを基にしてトナー画像を形成する
。画像形成部１０３は感光体ドラム１１３、除電部１１５、帯電部１１７、露光部１１９
、現像部１２１Ｂｋ，１２１Ｙ，１２１Ｍ，１２１Ｃ、転写ドラム１２３及び転写ローラ
ー１２５を備える。
【００４０】
　除電部１１５は感光体ドラム１１３の周面から残留電荷を除去する装置である。帯電部
１１７は除電後の感光体ドラム１１３の周面を帯電させる装置である。露光部１１９は画
像データ(原稿読取部２００のＣＣＤ２４９から出力された画像データ、パソコンから送
信された画像データ、ファクシミリ受信の画像データ等)に対応して変調された光を生成
し、一様に帯電された感光体ドラム１１３の周面に照射することにより、感光体ドラム１
１３の周面に静電潜像を形成する装置である。
【００４１】
　現像部１２１Ｂｋ，１２１Ｙ，１２１Ｍ，１２１Ｃは、静電潜像が形成されている感光
体ドラム１１３の周面に、ブラック(Ｂｋ)、イエロー(Ｙ)、マゼンタ(Ｍ)、シアン(Ｃ)の
各色のトナー画像を形成させる装置である。各色の現像部を区別する必要がなければ、現
像部１２１と記載する。ブラック、イエロー、マゼンタ及びシアンの各色に対するトナー
は、図略のトナー供給容器又はトナーカートリッジから供給される。
【００４２】
　転写ドラム１２３の周面で、感光体ドラム１１３に形成された各色のトナー画像が転写
されて重ね合わされる。転写ローラー１２５は転写ドラム１２３の周面のトナー画像を、
用紙貯留部１０１から搬送されてきた用紙に転写させるローラーである。
【００４３】
　トナー画像が転写された用紙は、定着部１０５に送られる。定着部１０５において、ト
ナー画像と用紙に熱と圧力が加えられて、トナー画像を用紙に定着させる。これにより、
用紙への画像の印刷が完了する。用紙はスタックトレイ１２７又は排紙トレイ１２９に排
紙される。
【００４４】
　操作部４００は操作キー部４０１と表示部４０３を備える。表示部４０３はタッチパネ
ル機能を有しており、ソフトキーを含む画面が表示される。ユーザーは画面を見ながらソ
フトキーを操作することによって、コピー等の機能の実行に必要な設定等をする。
【００４５】
　操作キー部４０１はハードキーからなる操作キーを備えており、具体的にはスタートキ
ー４０７、テンキー４０９及び機能切換キー４０５等を備える。スタートキー４０７はコ
ピー、ファクシミリ送信等の動作を開始させるキーである。テンキー４０９はコピー部数
、ファクシミリ番号等の数字を入力するキーである。
【００４６】
　機能切換キー４０５はコピーキー、送信キー、及びスキャナーキー等を備えており、コ
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ピー機能、送信機能、スキャナー機能等を相互に切り換えるキーである。コピーキーを操
作すれば、コピーの初期画面が表示部４０３に表示される。送信キーを操作すれば、ファ
クシミリ送信及びメール送信の初期画面が表示部４０３に表示される。スキャナーキーを
操作すれば、スキャナーの初期画面が表示部４０３に表示される。
【００４７】
　(第１実施形態)
　第１実施形態に係る画像データ記憶システムは、画像形成装置１ａと、これとＬＡＮに
より接続されたサーバー装置１０ａ(画像データ記憶装置の一例)と、を備える。図２は画
像形成装置１ａの構成を示すブロック図である。図３はサーバー装置１０ａの構成を示す
ブロック図である。まず、図２に示す画像形成装置１ａの構成を説明する。
【００４８】
　画像形成装置１ａは装置本体１００、原稿読取部２００、原稿給送部３００、操作部４
００、制御部５００及び通信部６００がバスによって相互に接続された構成を有する。
【００４９】
　制御部５００はＣＰＵ(Central Processing Unit)、ＲＯＭ(Read Only Memory)、及び
ＲＡＭ(Random Access Memory)等を備える。ＣＰＵは画像形成装置１ａを動作させるため
に必要な制御を、装置本体１００等の画像形成装置１ａの上記構成要素に対して実行する
。ＲＯＭは画像形成装置１ａの動作の制御に必要なソフトウェアを記憶している。ＲＡＭ
はソフトウェアの実行時に発生するデータの一時的な記憶及びアプリケーションソフトの
記憶等に利用される。
【００５０】
　制御部５００はモード制御部５０１、表示制御部５０３、読取制御部５０５、ジャム検
知部５０７、ジャム情報記憶部５１１、第１の読取受付部５１３、及び第２の読取受付部
５１５の機能を有する。これらの機能は制御部５００に備えられる上記ＣＰＵ、ＲＯＭ及
びＲＡＭ等により実現される。
【００５１】
　モード制御部５０１はコピーモード及びスキャナーモードを実行する。コピーモードに
おいて、モード制御部５０１は原稿読取部２００と装置本体１００を制御し(原稿給送部
３００を使用する場合はさらに原稿給送部３００を制御し)、原稿読取部２００で読み取
られた原稿の画像データにより画像を形成して用紙に印刷させる。スキャナーモードにお
いて、モード制御部５０１は原稿読取部２００を制御し(原稿給送部３００を使用する場
合はさらに原稿給送部３００を制御し)、原稿読取部２００で読み取られた原稿の画像デ
ータをサーバー装置１０ａへ送信して、サーバー装置１０ａに記憶させる。
【００５２】
　表示制御部５０３は、画像形成装置１ａにおいて各種操作に使用される操作画面(例え
ば、コピー機能の実行に必要な設定画面)を表示部４０３に表示させる。
【００５３】
　読取制御部５０５は第１の読取モード及び第２の読取モードを原稿読取部２００に実行
させる。第１の読取モードとは、原稿給送部３００によって搬送されてきた原稿を読み取
って画像データを生成するモードをいう。第２の読取モードとは、原稿台２３１にセット
された原稿を読み取って画像データを生成するモードをいう。
【００５４】
　ジャム検知部５０７は、原稿給送部３００の原稿トレイ３０５にセットされた複数枚の
原稿を、順番に原稿給送部３００によって原稿読取部２００へ搬送中に、原稿給送部３０
０でジャムが発生したかを検知する。
【００５５】
　ジャム検知部５０７は複数のセンサー５０９を備える。これらのセンサー５０９は、原
稿給送部３００内の原稿搬送路に沿って間隔を有して設置されている。ジャム検知部５０
７は複数のセンサー５０９のそれぞれについて、原稿を検知している時間を測定し、所定
時間継続して原稿を検知しているセンサー５０９があれば、そのセンサー５０９が配置さ
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れている箇所でジャムが発生していると判断する。
【００５６】
　センサー５０９としては、原稿を検知可能な種々のセンサーを用いることができ、例え
ば直接原稿を突き当てて検知を行うアーム型センサーや、発光部より原稿に光を射出し、
原稿表面からの反射光を受光部で検知する反射型センサー等が用いられる。
【００５７】
　ジャム検知部５０７はジャムを検知した場合、ジャム情報をジャム情報記憶部５１１に
記憶させる。ジャム情報とは、複数枚の原稿の読み取りにおいて、ジャムが発生した場合
、何回目のジャムであるか特定できる情報である。例えば、１回目のジャムのジャム情報
は「Ｊ１」であり、２回目のジャムのジャム情報は「Ｊ２」であり、３回目のジャムのジ
ャム情報は「Ｊ３」である。
【００５８】
　従って、複数枚の原稿の読み取りにおいて、ジャムの発生回数が１回であれば、ジャム
情報記憶部５１１にはジャム情報「Ｊ１」が記憶され、ジャムの発生回数が２回であれば
、ジャム情報記憶部５１１にはジャム情報「Ｊ１」、「Ｊ２」が記憶され、ジャムの発生
回数が３回であれば、ジャム情報記憶部５１１にはジャム情報「Ｊ１」、「Ｊ２」、「Ｊ
３」が記憶される。
 
【００５９】
　第１の読取受付部５１３は、ジャム検知部５０７によってジャムが検知された場合、原
稿読取部２００によって第１の読取モードで複数枚の原稿の読み取りを続行させる第１の
読取指示を受け付ける。
【００６０】
　第２の読取受付部５１５は、原稿読取部２００によって第１の読取モードで複数枚の原
稿の読み取りが続行された後、原稿読取部２００によって第２の読取モードで複数枚の原
稿の読み取りを続行させる第２の読取指示を受け付ける。また、第２の読取受付部５１５
は、第２の読取モードで読み取らせる原稿の枚数の入力を受け付ける。
【００６１】
　読取制御部５０５は、第１の読取指示が第１の読取受付部５１３で受け付けられると、
原稿読取部２００に第１の読取モードで複数枚の原稿の読み取りを続行させ、第２の読取
指示が第２の読取受付部５１５で受け付けられると、原稿読取部２００に第２の読取モー
ドで複数枚の原稿の読み取りを続行させる。また、読取制御部５０５は、第２の読取指示
が第２の読取受付部５１５で受け付けられると、入力された枚数の原稿の読み取りを、原
稿読取部２００に第２の読取モードで続行させる。
【００６２】
　通信部６００は電話回線６０１を用いてファクシミリ通信する部分とＬＡＮ６０３を用
いてネットワーク通信する部分とにより構成される。通信部６００は送信部６０５を備え
る。送信部６０５は原稿読取部２００によって生成された画像データを、サーバー装置１
０ａへ送信する。送信部６０５の機能は、主に、ネットワーク通信する部分(ネットワー
クＩ／Ｆ部)により実現される。
【００６３】
　装置本体１００、原稿読取部２００、原稿給送部３００及び操作部４００に関しては既
に説明したので、説明を省略する。
【００６４】
　次に、図３に示すサーバー装置１０ａの構成について説明する。サーバー装置１０ａは
制御部２０、通信部３０及び操作部４０がバスによって相互に接続された構成を有する。
サーバー装置１０ａは画像データを記憶するサーバーである。すなわち、サーバー装置１
０ａは、クライアント装置(例えば画像形成装置１ａ)からＬＡＮ６０３を介して送信され
てきた画像データを記憶し、クライアント装置からＬＡＮ６０３を介して画像データを読
み出すアクセスがあれば、そのクライアント装置に画像データを送信する機能を有する。
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【００６５】
　通信部３０はＬＡＮ６０３を用いてネットワーク通信をするインターフェイスである。
通信部３０は受信部３１の機能を有する。受信部３１は送信部６０５(図２)から送信され
てきた画像データを受信する。
【００６６】
　操作部４０は操作キー部４１及び表示部４３を備える。表示部４３はタッチパネル機能
を有しており、ソフトキーを含む画面が表示される。ユーザーは画面を見ながらソフトキ
ーや操作キー部４１を操作することによって、次に説明する画像データ記憶部２１ａに記
憶されている画像データの編集、消去等の命令を入力する。
【００６７】
　制御部２０は画像データ記憶部２１ａ、記憶制御部２３ａ及び表示制御部２５ａの機能
を有する。これらの機能は制御部２０に備えられるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等により実
現される。
【００６８】
　画像データ記憶部２１ａは、受信部３１によって受信された複数の画像データを記憶す
る。複数の画像データとは、複数枚の原稿が原稿読取部２００によって読み取られて生成
されたものである。
【００６９】
　記憶制御部２３ａは、画像データ記憶部２１ａに画像データを書き込む制御、画像デー
タ記憶部２１ａに記憶されている画像データを読み出す制御、画像データ記憶部２１ａに
記憶されている画像データを消去する制御をする。
【００７０】
　表示制御部２５ａは、サーバー装置１０ａにおいて各種操作に使用される操作画面(例
えば、画像データの消去や編集に必要な設定画面)を表示部４３に表示させる。
【００７１】
　次に、第１実施形態に係る画像データ記憶システムの動作を説明する。図４及び図５は
これを説明するフローチャートである。８枚の原稿の片面を読み取って８ページの画像デ
ータを生成する場合を例に説明する。
【００７２】
　ユーザーは、図１に示す操作部４００の機能切換キー４０５を操作して、スキャナー機
能を選択する。スキャナー機能は、原稿読取部２００で読み取られた原稿の画像データが
、ＬＡＮ６０３を経由してサーバー装置１０ａに送られて、サーバー装置１０ａに記憶さ
せる機能である。
【００７３】
　ユーザーは図１に示す原稿トレイ３０５に８枚の原稿をセットし、スタートキー４０７
を操作する。これにより、原稿給送部３００は、原稿トレイ３０５にセットされた８枚の
原稿のうち、一番上の原稿を原稿読取部２００へ搬送する(ステップＳ１)。すなわち、ピ
ックアップローラー３０７は、原稿トレイ３０５にセットされた８枚の原稿のうち、一番
上の原稿をピックアップして、原稿給送部３００内へ送り出す。
【００７４】
　ジャム検知部５０７は原稿給送部３００内を搬送されている原稿について、ジャムが発
生したか検知する(ステップＳ２)。ジャム検知部５０７がジャムを検知しない場合(ステ
ップＳ２でＮｏ)、原稿は原稿読取スリット２３３に搬送され、原稿読取部２００が原稿
を読み取って、ページ情報が付加された画像データを生成する(ステップＳ３)。ページ情
報とは、その画像データに割り当てられたページである。すなわち、ページ情報とは、そ
の画像データにより生成される画像が、第何ページの画像であるかを示す情報である。例
えば、１番目に読み取られた原稿の画像データには、ページ情報「１」が付加される。こ
の画像データにより生成される画像は、第１ページの画像となる。言い換えれば、ページ
情報は、第１の読取モードと第２の読取モードを通して、複数枚の原稿の読み取り順に付
けられたページの情報である。　　　　　　



(14) JP 5417377 B2 2014.2.12

10

20

30

40

50

【００７５】
　送信部６０５はステップＳ３で生成された画像データをサーバー装置１０ａに送信する
(ステップＳ４)。読取制御部５０５が、原稿トレイ３０５に原稿がセットされていると判
断した場合(ステップＳ５でＹｅｓ)、ステップＳ１に戻る。
【００７６】
　一方、ジャム検知部５０７が、原稿給送部３００内を搬送されている原稿についてジャ
ムが発生したと検知した場合(ステップＳ２でＹｅｓ)、ジャム情報を生成して、ジャム情
報記憶部５１１に記憶させる(ステップＳ６)。ここでは、１回目のジャムが発生したこと
を示す情報(例えば「Ｊ１」)がジャム情報となる。
【００７７】
　ジャム検知部５０７はジャムが解消されたか判断する(ステップＳ７)。ユーザーが原稿
給送部３００内に詰まった原稿を取り除かない場合、ジャム検知部５０７はジャムが解消
されたと判断しない(ステップＳ７でＮｏ)。この場合、ステップＳ７の処理を繰り返す。
【００７８】
　ユーザーが原稿給送部３００内に詰まった原稿を取り除くと、ジャム検知部５０７はジ
ャムが解消されたと判断して(ステップＳ７でＹｅｓ)、表示制御部５０３は、「ＡＤＦで
原稿の読み取りを続行する場合、スタートキーを操作して下さい」の文字を、表示部４０
３に表示させる。ＡＤＦでの原稿の読み取りとは、第１の読取モードで原稿を読み取るこ
とを意味する。
【００７９】
　第１の読取受付部５１３は、ユーザーがスタートキー４０７を操作したか判断、言い換
えれば、第１の読取指示を受け付けたか判断する(ステップＳ８)。
【００８０】
　第１の読取受付部５１３が、第１の読取指示を受け付けたと判断しない場合(ステップ
Ｓ８でＮｏ)、ステップＳ８の処理を繰り返す。
【００８１】
　第１の読取受付部５１３が、第１の読取指示を受け付けたと判断した場合(ステップＳ
８でＹｅｓ)、ステップＳ１へ戻る。これにより、ジャムが発生した原稿より後の原稿に
ついて、第１の読取モードで読み取りが続行される。
【００８２】
　読取制御部５０５が、原稿トレイ３０５に原稿がセットされていると判断しない場合(
ステップＳ５でＮｏ)、読取制御部５０５はジャム情報記憶部５１１にジャム情報が記憶
されているか判断する(ステップＳ９)。
【００８３】
　読取制御部５０５が、ジャム情報記憶部５１１にジャム情報が記憶されていると判断し
ない(ステップ９でＮｏ)、すなわち、８枚の原稿の読み取りでジャムが発生しなかった場
合、通信部６００は、全ての原稿の読み取り処理が終了したこと示す終了信号(例えば、A
ll Get Complete信号)を、ＬＡＮ６０３を用いてサーバー装置１０ａに送信する(ステッ
プＳ１０)。
【００８４】
　読取制御部５０５が、ジャム情報記憶部５１１にジャム情報が記憶されていると判断し
た場合(ステップＳ９でＹｅｓ)、ステップＳ１１へ進む。ジャムの発生回数が例えば２回
であり、１回目のジャムが３枚目の原稿であり、２回目のジャムは５枚目と６枚目の原稿
とする。ジャム情報記憶部５１１には、１回目のジャム発生を示すジャム情報「Ｊ１」と
、２回目のジャム発生を示すジャム情報「Ｊ２」が記憶されている。３枚目、５枚目及び
６枚目の原稿はジャムにより損傷が酷く、第１の読取モードで読み取りができない状態と
する。
【００８５】
　表示制御部５０３は、「１回目のジャム発生により、読み取られなかった原稿の枚数を
入力して、順番に原稿台にセットして、スタートキーを操作することを繰り返して下さい
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」の文字を、表示部４０３に表示させる。これは第２の読取モードで原稿の読み取りを続
行することを意味する。原稿の枚数を入力させるのは、ジャム検知部５０７は１回のジャ
ムで詰まった原稿の枚数について検知できないからである。１回目のジャムで読み取れな
かった原稿は３枚目の原稿であり、１枚の原稿なので、テンキー４０９を操作して、原稿
の枚数「１」を入力する(ステップＳ１１)。ユーザーは３枚目の原稿を原稿台２３１にセ
ットする。
【００８６】
　第２の読取受付部５１５は、ユーザーがスタートキー４０７を操作したか判断、言い換
えれば、第２の読取指示を受け付けたか判断する(ステップＳ１２)。
【００８７】
　第２の読取受付部５１５が、第２の読取指示を受け付けたと判断しない場合(ステップ
Ｓ１２でＮｏ)、ステップＳ１２の処理を繰り返す。
【００８８】
　第２の読取受付部５１５が、第２の読取指示を受け付けたと判断した場合(ステップＳ
１２でＹｅｓ)、原稿読取部２００が原稿台２３１にセットされた原稿を読み取り、ペー
ジ情報が付加された画像データを生成する(ステップＳ１３)。送信部６０５はステップＳ
１３で生成された画像データをサーバー装置１０ａに送信する(ステップＳ１４)。
【００８９】
　読取制御部５０５はステップＳ１１で入力した枚数の読み取りが終了したか判断する(
ステップＳ１５)。ここでは、入力した枚数が「１」なので、読取制御部５０５は入力し
た枚数の読み取りが終了したと判断し(ステップＳ１５でＹｅｓ)、ジャム情報記憶部５１
１からジャム情報「Ｊ１」を消去して、ステップＳ９に戻る。
【００９０】
　ジャム情報記憶部５１１には２回目のジャム情報「Ｊ２」が記憶されているので、読取
制御部５０５はジャム情報記憶部５１１にジャム情報が記憶されていると判断する(ステ
ップＳ９でＹｅｓ)。
【００９１】
　表示制御部５０３は、「２回目のジャム発生により、読み取られなかった原稿の枚数を
入力して、順番に原稿台にセットして、スタートキーを操作することを繰り返して下さい
」の文字を、表示部４０３に表示させる。２回目のジャム発生により、読み取られなかっ
た原稿の枚数は２枚(５枚目と６枚目の原稿)なので、ユーザーはテンキー４０９を操作し
て、原稿の枚数「２」を入力する(ステップＳ１１)。
【００９２】
　ユーザーは原稿台２３１に５枚目の原稿をセットしてスタートキー４０７を操作する。
第２の読取受付部５１５は、ユーザーがスタートキー４０７を操作したか判断、言い換え
れば、第２の読取指示を受け付けたか判断する(ステップＳ１２)。
【００９３】
　第２の読取受付部５１５が、第２の読取指示を受け付けると(ステップＳ１２でＹｅｓ)
、原稿読取部２００は原稿台２３１にセットされた原稿を読み取って、ページ情報が付加
された画像データを生成する(ステップＳ１３)。
【００９４】
　送信部６０５はステップＳ１３で生成された画像データをサーバー装置１０ａに送信し
(ステップＳ１４)、読取制御部５０５はステップＳ１１で入力した枚数の読み取りが終了
したか判断する(ステップＳ１５)。ここでは、入力した枚数が「２」なので、読取制御部
５０５は入力した枚数の読み取りが終了したと判断せず(ステップＳ１５でＮｏ)、ステッ
プＳ１２に戻る。そして、ユーザーは次の原稿(ここでは６枚目の原稿)を原稿台２３１に
セットして、スタートキー４０７を操作する。
【００９５】
　原稿台２３１にセットされた次の原稿が、原稿読取部２００により読み取れて、ページ
情報が付加された画像データが生成される(ステップＳ１３)。送信部６０５はステップＳ
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１３で生成された画像データをサーバー装置１０ａに送信する(ステップＳ１４)。読取制
御部５０５はステップＳ１１で入力した枚数の読み取りが終了したか判断する(ステップ
Ｓ１５)。入力した枚数が「２」なので、読取制御部５０５は入力した枚数の読み取りが
終了したと判断し(ステップＳ１５でＹｅｓ)、ジャム情報記憶部５１１からジャム情報「
Ｊ２」を消去して、ステップＳ９に戻る。
【００９６】
　ジャム情報記憶部５１１にはジャム情報が記憶されていないので、読取制御部５０５が
、ジャム情報記憶部５１１にジャム情報が記憶されていると判断しない(ステップ９でＮ
ｏ)、そしてステップＳ１０へ進む。
【００９７】
　ステップＳ４及びステップＳ１４において、サーバー装置１０ａに送信された画像デー
タは、送信されてきた順番に画像データ記憶部２１ａ(図３)に記憶される。これについて
説明する。
【００９８】
　サーバー装置１０ａは待機状態である(ステップＳ２１)。記憶制御部２３ａは、画像形
成装置１ａの送信部６０５から送信されてきた画像データを、受信部３１が受信したかを
判断する(ステップＳ２２)。
【００９９】
　記憶制御部２３ａが、送信部６０５から送信されてきた画像データを、受信部３１が受
信したと判断しない場合(ステップＳ２２でＮｏ)、ステップＳ２１に戻る。記憶制御部２
３ａが、送信部６０５から送信されてきた画像データを、受信部３１が受信したと判断し
た場合(ステップＳ２２でＹｅｓ)、記憶制御部２３ａは、受信部３１で受信された画像デ
ータを画像データ記憶部２１ａに記憶させる(ステップＳ２３)。
【０１００】
　記憶制御部２３ａは、全ての原稿の読み取り処理が終了したこと示す終了信号を、受信
部３１が受信したかを判断する(ステップＳ２４)。記憶制御部２３ａが、その終了信号を
受信部３１が受信したと判断しない場合(ステップＳ２４でＮｏ)、ステップＳ２２に戻る
。記憶制御部２３ａが、その終了信号を受信部３１が受信したと判断した場合(ステップ
Ｓ２４でＹｅｓ)、８枚の原稿を読み取って生成された８ページの画像データが、画像デ
ータ記憶部２１ａに記憶される処理が終了する。
【０１０１】
　図６は、原稿給送部３００でジャムが発生しなかった場合に、画像データ記憶部２１ａ
に記憶された８ページの画像データＩ１～Ｉ８の一例を示す図である。各画像データＩ１
～Ｉ８には、ページ情報Ｐが付加されている。
【０１０２】
　ジャムが発生しなかったので、８枚の原稿の順番と８ページの画像の順番が一致してい
る。すなわち、第１ページの画像データが１枚目の原稿の画像データＩ１、第２ページの
画像データが２枚目の原稿の画像データＩ２、第３ページの画像データが３枚目の原稿の
画像データＩ３、第４ページの画像データが４枚目の原稿の画像データＩ４、第５ページ
の画像データが５枚目の原稿の画像データＩ５、第６ページの画像データが６枚目の原稿
の画像データＩ６、第７ページの画像データが７枚目の原稿の画像データＩ７、第８ペー
ジの画像データが８枚目の原稿の画像データＩ８とされている。
【０１０３】
　図７は、原稿給送部３００でジャムが２回発生した場合に、画像データ記憶部２１ａに
記憶された８ページの画像データＩ１～Ｉ８の一例を示す図である。第１ページの画像デ
ータが１枚目の原稿の画像データＩ１、第２ページの画像データが２枚目の原稿の画像デ
ータＩ２、第３ページの画像データが４枚目の原稿の画像データＩ４、第４ページの画像
データが７枚目の原稿の画像データＩ７、第５ページの画像データが８枚目の原稿の画像
データＩ８、第６ページの画像データが３枚目の原稿の画像データＩ３、第７ページの画
像データが５枚目の原稿の画像データＩ５、第８ページの画像データが６枚目の原稿の画
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像データＩ６とされている。
【０１０４】
　第１実施形態の主な効果を説明する。第１実施形態に係る画像データ記憶システムでは
、第１の読取モードで複数枚の原稿の読み取り中にジャムが検知された場合(ステップＳ
２でＹｅｓ)、第１の読取モードで複数枚の原稿の読み取りを続行させる第１の読取指示
を、第１の読取受付部５１３で受け付ける(ステップＳ８)。第１の読取指示が受け付けら
れて、第１の読取モードで複数枚の原稿の読み取りが続行された後、第２の読取モードで
複数枚の原稿の読み取りを続行させる第２の読取指示を、第２の読取受付部５１５が受け
付ける(ステップＳ１２)。
【０１０５】
　従って、第１実施形態に係る画像データ記憶システムによれば、第１の読取モードで複
数枚の原稿の読み取り中に原稿給送部３００でジャムが発生した場合、ジャムが発生した
原稿より後の残りの原稿を第１の読取モードで読み取りを続行させ、最後にジャムが発生
した原稿を第２の読取モードで読み取りをさせることができる。よって、原稿給送部３０
０でジャムが発生し、それにより損傷して原稿給送部３００を使用できない原稿が発生し
た場合、第１の読取モードで読み取れる原稿については先に読み取りを実行し、ジャムに
より損傷して原稿給送部３００を使用できない原稿については、最後にまとめて第２の読
取モードで読み取りを実行することができる。
【０１０６】
　以上のように第１実施形態によれば、原稿給送部３００でジャムが発生し、それにより
損傷して原稿給送部３００を使用できない原稿が発生した場合に、ユーザーの手間を少な
くして、残りの原稿を読み取ることができる。
【０１０７】
　また、第１実施形態に係る画像データ記憶システムによれば、次の効果を有する。原稿
が重送されて１回のジャムで２枚以上の原稿が詰まった場合、ジャム検知部５０７はジャ
ムを検知できるだけで、ジャムした枚数を検知することができない。原稿読取部２００に
第２の読取モードで１回だけ原稿を読み取らせる制御をするのか、２回以上原稿を読み取
らせる制御をするのか、読取制御部５０５に認識させる必要がある。
【０１０８】
　第１実施形態によれば、第２の読取モードで読み取らせる原稿の枚数を入力させている
(ステップＳ１１)。このため、原稿読取部２００が第２の読取モードで読み取るべき原稿
の枚数を、読取制御部５０５に認識させることができる。従って、１回のジャムで２枚以
上の原稿がジャムしても、第２の読取モードにおいて、それらの原稿を読み取ることがで
きる。
【０１０９】
　第１実施形態では画像データ記憶システムについて説明した。画像形成装置１ａにサー
バー装置１０ａを組み込んだ態様についても、上述した第１実施形態の主な効果を有する
。この態様では、スキャナーモードにおいて、図２に示すモード制御部５０１は原稿読取
部２００、原稿給送部３００及びサーバー装置１０ａを制御し、原稿読取部２００で読み
取られた複数枚の原稿の画像データを、サーバー装置１０ａに記憶させる。
【０１１０】
　(第２実施形態)
　第２実施形態に係る画像データ記憶システムについて、第１実施形態に係る画像データ
記憶システムと異なる点を主に説明し、同じ点については説明を省略する。図７に示すよ
うに、第１実施形態ではジャムが発生した場合、画像データ記憶部２１ａに記憶される複
数の画像データにおいて、ジャムが発生した原稿の画像データに割り当てられているペー
ジの順番は、ジャムが発生しない原稿の画像データに割り当てられているページの順番よ
り後の順番にされている。従って、第１ページから第８ページの画像の順番が、８枚の原
稿の順番と異なる状態になる。第２実施形態では、複数のページの画像の順番が、複数枚
の原稿の順番と同じになるように、複数の画像データのそれぞれに割り当てられているペ
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ージの順番を手動で編集できるようにしている。
【０１１１】
　第２実施形態に係る画像データ記憶システムは、画像形成装置１ｂと、これとＬＡＮに
より接続されたサーバー装置１０ｂ(画像データ記憶装置の一例)と、を備える。図８は画
像形成装置１ｂの構成を示すブロック図である。図９はサーバー装置１０ｂの構成を示す
ブロック図である。まず、図８に示す画像形成装置１ｂの構成を説明する。
【０１１２】
　画像形成装置１ｂは、図２に示す画像形成装置１ａに、ジャム情報付加部５１７ｂを追
加した構成を有する。制御部５００がジャム情報付加部５１７ｂの機能を有する。ジャム
情報付加部５１７ｂは、第２の読取指示が第２の読取受付部５１５で受け付けられて、原
稿読取部２００によって読み取られた原稿の画像データにジャム情報を付加する。送信部
６０５は、ジャム情報が付加された画像データをサーバー装置１０ｂへ送信する。
【０１１３】
　図９に示すようにサーバー装置１０ｂの制御部２０は、画像データ記憶部２１ｂ、記憶
制御部２３ｂ、表示制御部２５ｂ、画像生成部２７及び変更受付部２９の機能を有する。
これらの機能は制御部２０に備えられるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等により実現される。
【０１１４】
　画像データ記憶部２１ｂの機能は、画像データ記憶部２１ａの機能と同様である。
【０１１５】
　表示制御部２５ｂは表示制御部２５ａの機能に加えて、ジャム情報が付加された画像デ
ータにより生成される画像のプレビュー画像(ジャム情報が付加された画像データを特定
する画像の一例)を、表示部４３に表示させる機能を有する。ジャム情報が付加された画
像データにより生成される画像のプレビュー画像は、画像生成部２７により生成される。
【０１１６】
　変更受付部２９は、表示部４３にプレビュー画像が表示された状態で、ジャム情報が付
加された画像データに割り当てられたページの順番を変更する操作を受け付ける。
【０１１７】
　記憶制御部２３ｂは、記憶制御部２３ａの機能に加えて、変更受付部２９で受け付けら
れた順番になるように、ジャム情報が付加された画像データを含む複数の画像データのそ
れぞれに割り当てられたページの順番を編集して画像データ記憶部２１ｂに記憶させる。
【０１１８】
　次に、第２実施形態に係る画像データ記憶システムの動作を説明する。図１０及び図１
１はこれを説明するフローチャートである。図１３～図１５は第２実施形態において、画
像データ記憶部２１ｂに記憶されている複数の画像データＩ１～Ｉ８のそれぞれに割り当
てられているページの順番を編集する工程を示す図である。
【０１１９】
　第２実施形態では、ステップＳ１３の処理の後に、ステップＳ１３－１の処理が追加さ
れる。詳細に説明すると、ジャム情報付加部５１７ｂはジャム情報記憶部５１１からジャ
ム情報を読み出して、ステップＳ１３で生成された画像データに付加する(ステップＳ１
３－１)。
【０１２０】
　ここでは、３枚目の原稿の画像データＩ３にジャム情報「Ｊ１」が付加され、５枚目及
び６枚目の原稿の画像データＩ５，Ｉ６にジャム情報「Ｊ２」が付加される。送信部６０
５は、ジャム情報が付加された画像データを、サーバー装置１０ｂへ送信する(ステップ
Ｓ１４)。図１３に示すように、画像データ記憶部２１ｂには、第１ページの画像データ
が１枚目の原稿の画像データＩ１、第２ページの画像データが２枚目の原稿の画像データ
Ｉ２、第３ページの画像データが４枚目の原稿の画像データＩ４、第４ページの画像デー
タが７枚目の原稿の画像データＩ７、第５ページの画像データが８枚目の原稿の画像デー
タＩ８、第６ページの画像データが３枚目の原稿の画像データＩ３、第７ページの画像デ
ータが５枚目の原稿の画像データＩ５、第８ページの画像データが６枚目の原稿の画像デ
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ータＩ６が記憶されている。
【０１２１】
　さらに、第２実施形態では、ステップＳ２４の処理の後に、記憶制御部２３ｂは画像デ
ータ記憶部２１ｂに記憶されている８ページの画像データＩ１～Ｉ８中にジャム情報が付
加された画像データがあるか判断する(ステップＳ２５)。記憶制御部２３ｂが、８ページ
の画像データＩ１～Ｉ８中にジャム情報が付加された画像データがあると判断しない場合
(ステップＳ２５でＮｏ)、すなわちジャムが発生していない場合、８枚の原稿を読み取っ
て生成された８ページの画像データＩ１～Ｉ８が、画像データ記憶部２１ｂに記憶される
処理が終了する。
【０１２２】
　記憶制御部２３ｂが、８ページの画像データＩ１～Ｉ８中にジャム情報が付加された画
像データがあると判断した場合(ステップＳ２５でＹｅｓ)、すなわちジャムが発生した場
合、８ページの画像データＩ１～Ｉ８のそれぞれに割り当てられたページの順番を手動で
編集する工程へ移る。
【０１２３】
　記憶制御部２３ｂは画像データ記憶部２１ｂに記憶されている８ページの画像データＩ
１～Ｉ８を読み出す(これはジャム情報が付加されている画像データＩ３，Ｉ５，Ｉ６を
読み出していることになる)。画像生成部２７は読み出された画像データＩ１～Ｉ８のプ
レビュー画像を生成する。表示制御部２５ｂは生成されたプレビュー画像を表示部４３に
表示させる(ステップＳ２６)。
【０１２４】
　これにより、図１２に示すように、プレビュー画像Ｇ１～Ｇ８が表示部４３に表示され
る。画像データＩ１のプレビュー画像Ｇ１は１枚目の原稿を示し、画像データＩ２のプレ
ビュー画像Ｇ２は２枚目の原稿を示し、画像データＩ３のプレビュー画像Ｇ３は３枚目の
原稿を示し、画像データＩ４のプレビュー画像Ｇ４は４枚目の原稿を示し、画像データＩ
５のプレビュー画像Ｇ５は５枚目の原稿を示し、画像データＩ６のプレビュー画像Ｇ６は
６枚目の原稿を示し、画像データＩ７のプレビュー画像Ｇ７は７枚目の原稿を示し、画像
データＩ８のプレビュー画像Ｇ８は８枚目の原稿を示している。
【０１２５】
　ユーザーは、画像Ｇ３をタッチし、画像Ｇ２と画像Ｇ４の間にドラッグする。次に、画
像Ｇ５をタッチし、画像Ｇ４と画像Ｇ７の間にドラッグする。最後に、画像Ｇ６をタッチ
し、画像Ｇ５と画像Ｇ７の間にドラッグする。これらの操作を図式化したのが、図１４で
ある。
【０１２６】
　ユーザーが登録キー４５を操作して順番変更を確定させると、それが変更受付部２９で
受け付けられる(ステップＳ２７)。これにより、記憶制御部２３ｂは画像データＩ１～Ｉ
８のそれぞれに割り当てられているページを編集する(ステップＳ２８)。具体的に説明す
ると、記憶制御部２３ｂは図１５に示すように、ジャム情報「Ｊ１」，「Ｊ２」が付加さ
れている画像データからジャム情報を削除し、確定された順番に各画像データのページ情
報を変更して、画像データ記憶部２１ｂに記憶させる。
【０１２７】
　これにより、８ページの画像の順番が、複数枚の原稿の順番と同じとなる。すなわち、
図１５に示すように、１枚目の原稿が第１ページの画像となり、２枚目の原稿が第２ペー
ジの画像となり、３枚目の原稿が第３ページの画像となり、４枚目の原稿が第４ページの
画像となり、５枚目の原稿が第５ページの画像となり、６枚目の原稿が第６ページの画像
となり、７枚目の原稿が第７ページの画像となり、８枚目の原稿が第８ページの画像とな
る。
【０１２８】
　第２実施形態は、上述した第１実施形態の効果に加えて、次の効果を有する。
【０１２９】
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　上述したように第１実施形態に係る画像データ記憶システムによれば、複数枚の原稿の
読み取りでジャムが発生した場合、ジャムが発生した原稿より後の残りの原稿を第１の読
取モードで読み取りを続行させ、最後にジャムが発生した原稿を第２の読取モードで読み
取りをさせる。このため、図７に示すように、ジャムが発生した場合、ジャムが発生した
原稿の画像データに割り当てられるページは、ジャムが発生しない原稿の画像データに割
り当てられるページより後の順番にされて画像データ記憶部２１ａ(図３)に記憶されるこ
とになる。よって、複数枚の原稿の順番とそれらの画像の順番が異なる状態となる。
【０１３０】
　第２実施形態によれば、ジャム情報が付加された画像データのプレビュー画像を表示部
４３に表示させて(ステップＳ２６)、その画像データに割り当てられたページの順番を変
更する操作を受け付けている(ステップＳ２７)。そして、受け付けられた順番になるよう
に、複数の画像データのそれぞれに割り当てられたページの順番を編集して、画像データ
記憶部に記憶させている(ステップＳ２８)。
【０１３１】
　従って、ジャムが発生した原稿をまとめて最後に第２の読取モードで読み取りをしても
、複数枚の原稿の順番とそれらの画像の順番が同じになるように、複数の画像データに割
り当てられたページの順番を手動で編集することができる。
【０１３２】
　第２実施形態では画像データ記憶システムについて説明した。画像形成装置１ｂにサー
バー装置１０ｂを組み込んだ態様についても、上述した第２実施形態の効果を有する。こ
の態様では、スキャナーモードにおいて、図８に示すモード制御部５０１は原稿読取部２
００、原稿給送部３００及びサーバー装置１０ｂを制御し、原稿読取部２００で読み取ら
れた複数枚の原稿の画像データを、サーバー装置１０ｂに記憶させる。
【０１３３】
 (第３実施形態)
　第３実施形態に係る画像データ記憶システムについて、第１及び第２実施形態に係る画
像データ記憶システムと異なる点を主に説明し、同じ点については説明を省略する。図１
３～図１５に示すように、第２実施形態では、複数のページの画像の順番が、複数枚の原
稿の順番と同じになるように、複数の画像データのそれぞれに割り当てられているページ
の順番を手動で編集できるようにしている。これに対して、第３実施形態では、複数のペ
ージの画像の順番が、複数枚の原稿の順番と同じになるように、複数の画像データのそれ
ぞれに割り当てられているページの順番を自動で編集できるようにしている。
【０１３４】
　第３実施形態に係る画像データ記憶システムは、画像形成装置１ｃと、これとＬＡＮに
より接続されたサーバー装置１０ｃと、を備える。図１６は画像形成装置１ｃの構成を示
すブロック図である。図１７はサーバー装置１０ｃ(画像データ記憶装置の一例)の構成を
示すブロック図である。まず、図１６に示す画像形成装置１ｃの構成を説明する。
【０１３５】
　画像形成装置１ｃは、図２に示す画像形成装置１ａに、ジャム情報付加部５１７ｃを追
加した構成を有する。制御部５００がジャム情報付加部５１７ｃの機能を有する。ジャム
情報付加部５１７ｃは、第１の画像データ及び第２の画像データのそれぞれに、両者を対
応づけるジャム情報を付加する。第１の画像データとは、第１の読取指示が第１の読取受
付部５１３で受け付けられて、原稿読取部２００によって最初に読み取られた原稿の画像
データである。第２の画像データとは、第２の読取指示が第２の読取受付部５１５で受け
付けられて、原稿読取部２００によって読み取られた原稿の画像データである。
【０１３６】
　図１７に示すようにサーバー装置１０ｃの制御部２０は、画像データ記憶部２１ｃ、記
憶制御部２３ｃ及び表示制御部２５ｃの機能を有する。これらの機能は制御部２０に備え
られるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等により実現される。
【０１３７】
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　画像データ記憶部２１ｃの機能は、画像データ記憶部２１ａの機能と同様である。表示
制御部２５ｃの機能は、表示制御部２５ａの機能と同様である。
【０１３８】
　記憶制御部２３ｃは、記憶制御部２３ａの機能に加えて、第２の画像データに割り当て
られたページの順番が、第１の画像データに割り当てられたページの順番より一つ前の順
番になるように、ジャム情報が付加された画像データを含む複数の画像データのそれぞれ
に割り当てられたページの順番を編集して画像データ記憶部２１ｃに記憶させる機能を有
する。
【０１３９】
　次に、第３実施形態に係る画像データ記憶システムの動作を説明する。図１８及び図１
９はこれを説明するフローチャートである。図２０～図２３は第３実施形態において、画
像データ記憶部２１ｃに記憶されている複数の画像データＩ１～Ｉ８のそれぞれに割り当
てられているページの順番を編集する工程を示す図である。第３実施形態では、ステップ
Ｓ３の処理の後、ステップＳ３－１，Ｓ３－２の処理が追加される。詳細に説明すると、
読取制御部５０５は、ステップＳ３で生成された画像データが、第１の読取指示が第１の
読取受付部５１３で受け付けられて(ステップＳ８でＹｅｓ)、原稿読取部２００によって
最初に読み取られた原稿の画像データ(第１の画像データ)であるか判断する(ステップＳ
３－１)。言い換えれば、直近の第１の読取指示が受け付けられ後、最初に第１の読取モ
ードで読み取られた原稿であるか判断する。第３実施形態では、４枚目の原稿の画像デー
タＩ４と７枚目の原稿の画像データＩ７が、第１の画像データに該当する。
【０１４０】
　読取制御部５０５が、ステップＳ３で生成された画像データが、第１の画像データであ
ると判断しない場合(ステップＳ３－１でＮｏ)、ステップＳ４へ進む。
【０１４１】
　読取制御部５０５が、ステップＳ３で生成された画像データが、第１の画像データであ
ると判断した場合(ステップＳ３－１でＹｅｓ)、ジャム情報付加部５１７ｃは第１の画像
データにジャム情報を付加する(ステップＳ３－２)。４枚目の原稿の画像データＩ４には
ジャム情報「Ｊ１」が付加され、７枚目の原稿の画像データＩ７にはジャム情報「Ｊ２」
が付加される。送信部６０５はジャム情報が付加された画像データをサーバー装置１０ｃ
へ送信する(ステップＳ４)。
【０１４２】
　また、第３実施形態では、ステップＳ１３の処理の後に、ステップＳ１３－１の処理が
追加される。この処理については第２実施形態で説明したので省略する。
【０１４３】
　さらに、第３実施形態では、ステップＳ２４の処理の後、第２実施形態と同様に、記憶
制御部２３ｃは画像データ記憶部２１ｃに記憶されている８ページの画像データの中にジ
ャム情報が付加された画像データがあるか判断する(ステップＳ２５)。記憶制御部２３ｃ
が、８ページの画像データの中にジャム情報が付加された画像データがあると判断しない
場合(ステップＳ２５でＮｏ)、すなわちジャムが発生していない場合、８枚の原稿を読み
取って生成された８ページの画像データが、画像データ記憶部２１ｃに記憶される処理が
終了する。
【０１４４】
　記憶制御部２３ｃが、８ページの画像データの中にジャム情報が付加された画像データ
があると判断した場合(ステップＳ２５でＹｅｓ)、すなわちジャムが発生した場合、記憶
制御部２３ｃが８ページの画像データの順番を編集する(ステップＳ３０)。これについて
説明する。
【０１４５】
　図２０に示すように、画像データ記憶部２１ｃには、編集前の８ページの画像データＩ
１～Ｉ８が記憶されている。
【０１４６】
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　３枚目の原稿の画像データＩ３は、１回目のジャム発生により、原稿読取部２００によ
り読み取られなかった原稿の画像データである。５枚目の原稿の画像データＩ５及び６枚
目の原稿の画像データＩ６は、２回目のジャム発生により、原稿読取部２００により読み
取られなかった原稿の画像データである。いずれの画像データも、第２の読取指示が第２
の読取受付部５１５で受け付けられて、原稿読取部２００によって読み取られた原稿の画
像データ(第２の画像データ)である。　
【０１４７】
　４枚目の原稿の画像データＩ４は、１回目のジャム発生後に原稿読取部２００によって
最初に読み取られた原稿の画像データである。７枚目の原稿の画像データＩ７は、２回目
のジャム発生後に原稿読取部２００によって最初に読み取られた原稿の画像データである
。いずれの画像データも、第１の読取指示が第１の読取受付部５１３で受け付けられて、
原稿読取部２００によって最初に読み取られた原稿の画像データ(第１の画像データ)であ
る。
【０１４８】
　３枚目の原稿の画像データＩ３及び４枚目の原稿の画像データＩ４には、ジャム情報「
Ｊ１」が付加されている。５枚目の原稿の画像データＩ５、６枚目の原稿の画像データＩ
６及び７枚目の原稿の画像データＩ７には、ジャム情報「Ｊ２」が付加されている。ジャ
ム情報「Ｊ１」は、３枚目の原稿の画像データＩ３と４枚目の原稿の画像データＩ４を対
応付けている。ジャム情報「Ｊ２」は、５，６枚目の原稿の画像データＩ５，Ｉ６と７枚
目の原稿の画像データＩ７を対応付けている。
【０１４９】
　３枚目の原稿の画像データＩ３にはジャム情報「Ｊ１」が付加されているので、図２１
に示すように、ジャム情報「Ｊ１」が付加されている画像データである４枚目の原稿の画
像データＩ４の一つ前の順番にされる。
【０１５０】
　５枚目及び６枚目の原稿の画像データＩ５，Ｉ６にはジャム情報「Ｊ２」が付加されて
いるので、図２２に示すように、ジャム情報「Ｊ２」が付加されている画像データである
７枚目の原稿の画像データＩ７の一つ前の順番にされる。
【０１５１】
　最後に、図２３に示すように、ジャム情報「Ｊ１」，「Ｊ２」が付加されている画像デ
ータからジャム情報を削除し、ページ情報Ｐを８ページの画像データＩ１～Ｉ８が並び替
えた後の順番に変更して、画像データ記憶部２１ｃに記憶させる。
【０１５２】
　これにより、８ページの画像の順番が、複数枚の原稿の順番と同じとなる。すなわち、
図２３に示すように、１枚目の原稿が第１ページの画像となり、２枚目の原稿が第２ペー
ジの画像となり、３枚目の原稿が第３ページの画像となり、４枚目の原稿が第４ページの
画像となり、５枚目の原稿が第５ページの画像となり、６枚目の原稿が第６ページの画像
となり、７枚目の原稿が第７ページの画像となり、８枚目の原稿が第８ページの画像とな
る。
【０１５３】
　第３実施形態は、上述した第１実施形態の効果に加えて、次の効果を有する。第３実施
形態によれば、ジャムが発生した後に第１の読取モードで最初に読み取られた原稿の画像
データ(すなわち第１の画像データ)及び、ジャムが発生して最後に第２の読取モードで読
み取られた原稿の画像データ(すなわち第２の画像データ)のそれぞれに、両者を対応づけ
るジャム情報を付加する(ステップＳ３－２、ステップＳ１３－１)。そして、図２０～図
２３に示すように、第２の画像データに割り当てられたページの順番が、第１の画像デー
タに割り当てられたページの順番より一つ前の順番になるように、複数の画像データに割
り当てられたページの順番を編集して画像データ記憶部に記憶させている(ステップＳ３
０)。
【０１５４】
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　従って、ジャムが発生した原稿をまとめて最後に第２の読取モードで読み取りをしても
、複数枚の原稿の順番とそれらの画像の順番が同じになるように、複数の画像データに割
り当てられたページの順番を自動で編集することができる。
【０１５５】
　第３実施形態では画像データ記憶システムについて説明した。画像形成装置１ｃにサー
バー装置１０ｃを組み込んだ態様についても、上述した第３実施形態の効果を有する。こ
の態様では、スキャナーモードにおいて、図１６に示すモード制御部５０１は原稿読取部
２００、原稿給送部３００及びサーバー装置１０ｃを制御し、原稿読取部２００で読み取
られた複数枚の原稿の画像データを、サーバー装置１０ｃに記憶させる。　
【符号の説明】
【０１５６】
１ａ，１ｂ，１ｃ　画像形成装置(原稿読取装置の一例)
１０ａ，１０ｂ，１０ｃ　サーバー装置(画像データ記憶装置の一例)
３００　原稿給送部(自動原稿送り装置の一例)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】

【図２１】
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【図２２】

【図２３】
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