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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】後処理を伴う原稿画像の記録紙等の記録媒体に
対する複写を効率的に行う。
【解決手段】ＯＮに設定されているモード（手前、中央
、奥側のいずれか）でステープル止めをフィニッシャー
において実行する上で、原稿載置ガラス台４２９や原稿
セットトレー４３５にセットされた原稿Ｍのセット向き
（縦向き（原稿台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））
が、プリンター部において原稿画像の向きを回転させて
記録紙に印刷する必要がある向きである場合に、その必
要がない原稿Ｍのセット向きを、ディスプレイ１１０に
表示する操作画面によって案内する構成とした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取部において原稿から読み取った原稿画像を記録部において記録媒体に記録し、前記
原稿画像が記録された前記記録媒体が通過する後処理部において前記記録媒体に後処理を
施すと共に、前記読取部における前記原稿及び前記原稿画像の既知の向きと前記後処理部
を通過する前記記録媒体に対して該後処理部により前記後処理が施される前記記録媒体上
の所定箇所とに基づいて必要があると判断した場合に、前記記録部において前記原稿画像
を回転させて前記記録媒体に記録する画像複写システムにおいて、
　前記必要があると判断した場合、前記記録部において前記原稿画像を回転させて前記記
録媒体に記録する前に、前記読取部における前記原稿及び前記原稿画像の向きの変更を指
示する警報を出力する警報出力手段を備えている、
　ことを特徴とする画像複写システム。
【請求項２】
　前記警報出力手段は、前記記録部において前記原稿画像を回転させずに前記記録媒体に
記録するのに適した、前記読取部における前記原稿及び前記原稿画像の向きを、前記警報
として表示出力することを特徴とする請求項１記載の画像複写システム。
【請求項３】
　前記警報の出力の有効及び無効を設定する設定手段をさらに備えており、前記警報出力
手段は、前記設定手段により前記警報の出力の有効が設定されているときに、前記必要が
あると判断した場合に前記警報を出力することを特徴とする請求項１又は２記載の画像複
写システム。
【請求項４】
　前記警報出力手段は、予め外部から入力設定された加工要求により前記原稿画像の回転
以外の加工が該原稿画像に施されて加工後の前記原稿画像が前記記録部において前記記録
媒体に記録される場合に、前記必要があると判断した場合であっても前記警報の出力をキ
ャンセルすることを特徴とする請求項１、２又は３記載の画像複写システム。
【請求項５】
　前記警報出力手段は、予め外部から入力設定された前記原稿のサイズと前記記録媒体の
サイズとが異なるときに、前記必要があると判断した場合であっても前記警報の出力をキ
ャンセルすることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の画像複写システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読取部において原稿から読み取った原稿画像を記録部において記録紙等の記
録媒体に記録すると共に、原稿画像が記録された記録媒体が通過する後処理部において記
録媒体に後処理を施す画像複写システムに係り、詳しくは、必要があると判断した場合に
は記録部において原稿画像を回転させて記録媒体に記録する画像複写システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像複写装置においては、読取部において原稿から原稿画像を読み取るときの原稿の向
きが、記録部において原稿画像が記録される記録紙の向きとマッチングしていないと、記
録紙に原稿画像を正しい方向（上下左右方向）で印刷することができない。
【０００３】
　このような原稿と記録紙との方向のマッチングを取るための提案の一つに、記録部にお
いて原稿画像が記録された記録紙と、手差しの給紙部等から給紙される画像の記録済みの
用紙（合紙）とをセットにして排紙する処理（合紙処理）を行う画像複写装置に関するも
のがある。この画像複写装置では、合紙上の画像の向きと記録紙に記録された原稿画像の
向きとが一致するように、手差し給紙部等に合紙をセットする向きの誘導表示を行うこと
が提案されている。
【０００４】
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　上述した提案に係る文献には、また、読取部において原稿から原稿画像を読み取るとき
の原稿の向きが、記録部において原稿画像が記録される記録紙の向きとマッチングしない
場合の対策として、読取部において原稿から読み取った原稿画像を回転させて記録紙に記
録する回転処理機能を搭載することについても言及されている。
【０００５】
　この種の画像複写装置では、例えば、給紙部に原稿と同じサイズの記録紙が存在してい
ても、その記録紙の向きが、原稿画像に上下左右の方向を合わせた原稿の向きと一致しな
い場合に、回転処理機能が利用される。この回転処理機能を利用することで、原稿とサイ
ズが同じで向きが異なる記録紙に、原稿における原稿画像のレイアウトと同じレイアウト
で原稿画像を複写記録することができる（以上、例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００３－２７１０１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、画像複写装置の中には、原稿画像を記録した記録紙に対してステープル打ち
やパンチ穴開けといった後処理を施す後処理部や、複数頁複数部数複写時の部数別仕分け
を行うソーター等を有する後処理機（フィニッシャー）と併用して、画像複写システムと
したものもある。この種の画像複写システムでは、記録部から搬送される記録紙の向きや
サイズに合わせて後処理部を移動させることができる範囲に限界がある。そのため、後処
理部において後処理を施せる記録紙上の箇所が限られている。
【０００７】
　このような事情に対処するべく、上述した合紙処理を行う画像複写装置では、読取部で
原稿から読み取った原稿画像を回転処理機能によって回転させて記録紙に記録することに
より、記録紙の後処理が施される箇所に合わせた向きで原稿画像を記録紙に記録させるこ
とも提案されている。しかし、回転処理機能による原稿画像の回転動作には相応の時間が
かかるので、後処理を伴う原稿画像の複写に長時間を有する原因となる。また、合紙のセ
ット方向の誘導表示は、合紙処理には有効であっても、後処理を伴う原稿画像の記録紙に
対する複写処理には、何ら有効に作用しない。
【０００８】
　本発明は上記実情に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、後処理を伴う原稿画像
の記録紙等の記録媒体に対する複写を効率的に行うことができる画像複写システムを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載した本発明の画像複写システムは、読取部
において原稿から読み取った原稿画像を記録部において記録媒体に記録し、前記原稿画像
が記録された前記記録媒体が通過する後処理部において前記記録媒体に後処理を施すと共
に、予め外部から入力設定された前記読取部における前記原稿及び前記原稿画像の向きと
前記後処理部を通過する前記記録媒体に対して該後処理部により前記後処理が施される前
記記録媒体上の所定箇所とに基づいて必要があると判断した場合に、前記記録部において
前記原稿画像を回転させて前記記録媒体に記録する画像複写システムにおいて、前記必要
があると判断した場合、前記記録部において前記原稿画像を回転させて前記記録媒体に記
録する前に、前記読取部における前記原稿及び前記原稿画像の向きの変更を指示する警報
を出力する警報出力手段を備えていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項１に記載した本発明の画像複写システムによれば、予め外部から入力設定された
向きで読取部において原稿から読み取られた原稿画像が、そのまま向きを変えずに記録部
において記録媒体に記録され、さらに、その記録媒体の所定箇所に後処理部において後処
理が施されると、記録媒体上の原稿画像と後処理との位置及び向きのマッチングがとれな
くなる場合には、予め外部から入力設定された読取部における原稿及び原稿画像の向きと



(4) JP 2009-164967 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

後処理部を通過する記録媒体に対して後処理部により後処理が施される記録媒体上の所定
箇所とに基づいて、記録部において原稿画像を回転させて記録媒体に記録する必要がある
と判断される。
【００１１】
　そして、記録部において原稿画像を回転させて記録媒体に記録する必要があると判断さ
れると、実際に記録部において原稿画像を回転させて記録媒体に記録する前に、読取部に
おける原稿及び原稿画像の向きの変更を指示する警報が警報出力手段によって出力される
。
【００１２】
　したがって、警報出力手段が出力する警報によって、読取部において原稿から読み取っ
た原稿画像を記録部において記録媒体に回転させて記録する前に、原稿画像を記録媒体に
回転させずに記録するのに適した向きに、読取部における原稿及び原稿画像の向きを変更
するきっかけが与えられることになる。
【００１３】
　このため、回転を伴い時間を要する原稿画像の記録媒体への記録が実行される前に、読
取部における原稿及び原稿画像の向きを変更して、回転を伴わず時間を比較的要しない原
稿画像の記録媒体への記録を行えるようにする機会を得ることができる。
【００１４】
　また、請求項２に記載した本発明の画像複写システムは、請求項１に記載した本発明の
画像複写システムにおいて、前記警報出力手段が、前記記録部において前記原稿画像を回
転させずに前記記録媒体に記録するのに適した、前記読取部における前記原稿及び前記原
稿画像の向きを、前記警報として表示出力することを特徴とする。
【００１５】
　請求項２に記載した本発明の画像複写システムによれば、請求項１に記載した本発明の
画像複写システムにおいて、読取部において原稿から読み取った原稿画像を記録部におい
て回転させて記録媒体に記録する前に、原稿画像を回転させずに記録媒体に記録するのに
適した原稿及び原稿画像の向きが、警報として表示出力されることになる。
【００１６】
　このため、回転を伴い時間を要する原稿画像の記録媒体への記録が実行される前に、読
取部における原稿及び原稿画像の向きを変更して、回転を伴わず時間を比較的要しない原
稿画像の記録媒体への記録を行える向きに、読取部における原稿及び原稿画像の向きを変
更する際に、それらの向きをどの向きに変更すべきであるかを容易に認識することができ
る。
【００１７】
　さらに、請求項３に記載した本発明の画像複写システムは、請求項１又は２に記載した
本発明の画像複写システムにおいて、前記警報の出力の有効及び無効を設定する設定手段
をさらに備えており、前記警報出力手段が、前記設定手段により前記警報の出力の有効が
設定されているときに、前記必要があると判断した場合に前記警報を出力することを特徴
とする。
【００１８】
　請求項３に記載した本発明の画像複写システムによれば、請求項１又は２に記載した本
発明の画像複写システムにおいて、設定手段により警報の出力の無効が設定されていると
きには、予め外部から入力設定された読取部における原稿及び原稿画像の向きと後処理部
を通過する記録媒体に対して後処理部により後処理が施される記録媒体上の所定箇所とに
基づいて、記録部において原稿画像を回転させて記録媒体に記録する必要があると判断さ
れた場合に、読取部における原稿及び原稿画像の向きの変更を指示する警報が警報出力手
段によって出力されず、その代わりに、記録部において原稿画像が回転されて記録媒体に
記録される。
【００１９】
　したがって、読取部における原稿及び原稿画像の向きを変更する手間をかけて原稿画像
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の記録媒体への複写を比較的時間をかけずに実行するよりも、原稿画像の複写と後処理と
を簡便な操作で実行する方を優先する運用を、可能とすることができる。
【００２０】
　また、請求項４に記載した本発明の画像複写システムは、請求項１、２又は３に記載し
た本発明の画像複写システムにおいて、前記警報出力手段が、予め外部から入力設定され
た加工要求により前記原稿画像の回転以外の加工が該原稿画像に施されて加工後の前記原
稿画像が前記記録部において前記記録媒体に記録される場合に、前記必要があると判断し
た場合であっても前記警報の出力をキャンセルすることを特徴とする。
【００２１】
　請求項４に記載した本発明の画像複写システムによれば、請求項１、２又は３に記載し
た本発明の画像複写システムにおいて、記録部において記録媒体に記録する原稿画像に回
転以外の加工を施す必要のある要求が予め外部から入力設定されていると、記録部におい
て原稿画像を記録媒体に記録する際に、外部から入力設定された要求に応じた加工を原稿
画像に施すための時間を要することになる。
【００２２】
　したがって、記録部において記録媒体に原稿画像を記録する際に時間を要する回転以外
の加工を施す必要のある要求が予め外部から入力設定されていると、記録部において原稿
画像を回転させて記録媒体に記録する必要があると判断される読取部における原稿及び原
稿画像の向きを、記録部において記録媒体に記録する原稿画像を回転させる必要がない向
きに変更したとしても、記録部において記録媒体に原稿画像を記録する際にかかる時間の
短縮化はさほど期待できない。
【００２３】
　このため、記録部において原稿画像を記録媒体に記録する際に時間を要する回転以外の
加工を原稿画像に施す必要のある要求が、予め外部から入力設定されている場合には、読
取部における原稿及び原稿画像の向きが、記録部において原稿画像を回転させて記録媒体
に記録する必要があると判断される向きである場合であっても、読取部における原稿及び
原稿画像の向きの変更を指示する警報の出力を警報出力手段にキャンセルさせて、原稿画
像の複写と後処理とを簡便な操作で実行する運用を優先して実行させることができる。
【００２４】
　さらに、請求項５に記載した本発明の画像複写システムは、請求項１、２、３又は４に
記載した本発明の画像複写システムにおいて、前記警報出力手段が、予め外部から入力設
定された前記原稿のサイズと前記記録媒体のサイズとが異なるときに、前記必要があると
判断した場合であっても前記警報の出力をキャンセルすることを特徴とする。
【００２５】
　請求項５に記載した本発明の画像複写システムによれば、請求項１、２、３又は４に記
載した本発明の画像複写システムにおいて、予め外部から入力設定された原稿のサイズが
、その原稿から読み取り部において読み取った原稿画像を記録部において記録する記録媒
体のサイズと一致しない場合には、記録部において原稿画像を記録媒体に記録する際に、
原稿と記録媒体とのサイズの違いに応じて、原稿画像の拡大又は縮小のための加工や、原
稿画像の記録媒体上におけるレイアウトを原稿画像の原稿上におけるレイアウトと異なら
せるための加工等を行う必要がある。
【００２６】
　したがって、原稿のサイズが記録媒体のサイズと一致しないと、記録部において原稿画
像を回転させて記録媒体に記録する必要があると判断される読取部における原稿及び原稿
画像の向きを、記録部において記録媒体に記録する原稿画像を回転させる必要がない向き
に変更したとしても、記録部において記録媒体に原稿画像を記録する際にかかる時間の短
縮化はさほど期待できない。
【００２７】
　このため、原稿のサイズが記録媒体のサイズと一致しない場合には、読取部における原
稿及び原稿画像の向きが、記録部において原稿画像を回転させて記録媒体に記録する必要
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があると判断される向きである場合であっても、読取部における原稿及び原稿画像の向き
の変更を指示する警報の出力を警報出力手段にキャンセルさせて、原稿画像の複写と後処
理とを簡便な操作で実行する運用を優先して実行させることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、回転を伴い時間を要する原稿画像の記録媒体への記録が実行される前
に、読取部における原稿及び原稿画像の向きを変更して、回転を伴わず時間を比較的要し
ない原稿画像の記録媒体への記録を行えるようにする機会を得ることができる。これによ
り、後処理部における後処理を伴う原稿画像の記録媒体に対する複写を、効率的に行うこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る画像複写システムの概略構成を示す説明図である
。
【００３１】
　図１に示すように、本実施形態の画像複写システムは、原稿から読み取った原稿画像を
記録紙に複写印刷するインクジェット記録装置１と、原稿画像が複写印刷された記録紙の
仕分け、及び、ステープラやパンチ等の記録紙に対する後処理加工を施すフィニッシャー
２とを備えている。
【００３２】
　前記インクジェット記録装置１は、原稿Ｍ上の原稿画像Ｉ（図３参照）を読み取って画
像信号を出力するスキャナー部１０１と、スキャナー部１０１から出力された画像信号に
基づいて所定の記録媒体に原稿画像Ｉを印刷（記録）するプリンター部１０２（請求項中
の記録部に相当）と、各種の入力設定及び情報表示を行うディスプレイ１１０とを備えて
いる。
【００３３】
　スキャナー部１０１は、図２に示すように、原稿Ｍの画像を光電的に読み取り、画像を
構成する各画素のＲ成分、Ｇ成分およびＢ成分の８ビットのデジタル信号を出力するもの
である。このスキャナー部１０１は、原稿読取部１０１ａ（請求項中の読取部に相当）と
、自動原稿供給装置（以下ＡＤＦまたはＡＤＦユニットとする）１０１ｂとを有している
。
【００３４】
　原稿読取部１０１ａでは、原稿載置ガラス台４２９に載せたブック等厚物の原稿Ｍの原
稿画像Ｉ（図３参照）を、図２中の引用符号Ａ，Ｂで示す２つのポジション間で矢印ａ方
向に移動させたラインイメージセンサ４２７により読み取る。なお、厚物の原稿Ｍを原稿
載置ガラス台４２９に載せる場合は、圧板４３１を使って、原稿載置ガラス台４２９に原
稿Ｍを圧接させ、かつ、原稿Ｍの周囲からの読取光の漏光を防止する。
【００３５】
　ちなみに、図２中では簡略化して示しているが、原稿載置ガラス台４２９の下方に適切
な間隔をおいて複数配置されている複数の圧板側原稿セットセンサ４３４によって、原稿
載置ガラス台４２９上に原稿Ｍがセットされたことの他、セットされた原稿Ｍのサイズ及
び向きが検出される。
【００３６】
　また、原稿読取部１０１ａでは、光学式のＡＤＦ原稿セットセンサ４３６により原稿セ
ットトレー４３５へのセットが検出された１又は複数枚の原稿Ｍを、送りローラ群４３７
により原稿排出トレー４３９へ送り出す。その途中でターゲットガラス板４３３上を原稿
Ｍに通過させ、ターゲットガラス板４３３の下方の図２中の引用符号Ｃで示すホームポジ
ションに移動させたラインイメージセンサ４２７により、原稿Ｍの原稿画像Ｉ（図３参照
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）を読み取る。
【００３７】
　この場合の原稿Ｍのサイズ及び向きは、ラインイメージセンサ４２７による原稿検出幅
と、送りローラ群４３７により原稿Ｍがラインイメージセンサ４２７を通過する所要時間
とによって検出される。
【００３８】
　なお、原稿載置ガラス台４２９に原稿Ｍを載置する場合は、図３に示すように、原稿画
像Ｉが原稿載置ガラス台４２９側となるよう原稿Ｍを裏向きに載置する。また、ＡＤＦユ
ニット１０１ｂの原稿セットトレー４３５に原稿Ｍを載置する場合にも、図３に示すよう
に、原稿画像Ｉが原稿セットトレー４３５側となるよう原稿Ｍを裏向きに載置する。
【００３９】
　図４に示すように、プリンター部１０２では、スキャナー部１０１おいて原稿Ｍから読
み取った原稿画像Ｉを基に制御基板１０３で生成したデジタル画像信号を用いて、給紙部
１０５からベルト搬送部１０６により矢印ｂ方向に搬送された、原稿画像Ｉが印刷される
前の記録紙Ｐ´（請求項中の記録媒体に相当）に対して、インクジェットヘッドユニット
１０４によって原稿画像Ｉが印刷される。
【００４０】
　片面印刷の場合は、印刷済みの記録紙Ｐ（請求項中の記録媒体に相当）がベルト搬送部
１０６により排紙部１０９に搬送されて排紙される。両面印刷の場合は、ベルト搬送部１
０６と搬送路１１２と両面用ベルト搬送部１０７との連係によって、片面印刷済みの記録
紙Ｐ´が反転状態で矢印ｂ方向から矢印ｃ方向に連続して搬送され、両面用スタックトレ
ー１０８に一旦排紙される。そして、再びベルト搬送部１０６によりインクジェットヘッ
ドユニット１０４に記録紙Ｐ´が搬送されて、残る片面にも原稿画像Ｉが印刷される。印
刷済みの記録紙Ｐは、片面印刷の場合と同様に、ベルト搬送部１０６により排紙部１０９
に搬送されて排紙される。
【００４１】
　インクジェットヘッドユニット１０４は、図５に示すように、Ｙ成分、Ｍ成分、Ｃ成分
およびＫ成分のデジタル画像信号の各成分に対応した記録ヘッド４０～４３と、記録ヘッ
ド４０～４３を駆動するヘッドドライバー４４とを備えている。
【００４２】
　また、図４に示す給紙部１０５には、記録紙Ｐ′のサイズ及び向きを検出する用紙セン
サ５４６が設けられている。
【００４３】
　図４に示す制御基板１０３においては、スキャナー部１０１から出力された原稿Ｍの１
枚分の原稿画像Ｉがデジタル画像信号の形で記憶され、そのデジタル画像信号に所定の画
像処理が施される。処理済デジタル画像信号は、インクジェットヘッドユニット１０４に
対して出力される。そのために、制御基板１０３は、図６に示すように、記憶手段１１３
、カラー画像処理部１３３、信号変換部１２３、および設定するインク量設定手段１４３
を備えている。
【００４４】
　記憶手段１１３は、スキャナー部１０１から出力された画像１枚分のＲ成分、Ｇ成分お
よびＢ成分のデジタル画像信号および所定の信号処理の施されたデジタル画像信号を記憶
する。
【００４５】
　カラー画像処理部１３３は、記憶手段１１３に記憶されたＲ成分、Ｇ成分およびＢ成分
のデジタル画像信号をＹ成分、Ｍ成分、Ｃ成分およびＫ成分のデジタル画像信号に変換す
る。
【００４６】
　信号変換部１２３は、カラー画像処理部１３３によりＹ（イエロー）成分、Ｍ（マゼン
ダ）成分、Ｃ（シアン）成分およびＫ（ブラック）成分のデジタル画像信号における各画
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素データを３ビットのデータに変換する。
【００４７】
　インク量設定手段１４３は、信号変換部１２３において変換された３ビットの画素デー
タに基づいてインクを吐出する際のインク量を設定する。インク量設定手段１４３が設定
するインク量は、操作者がディスプレイ１１０により指定する濃度によっても変わる。
【００４８】
　記憶手段１１３は、スキャナー部１０１から出力された画像１枚分のＲ成分、Ｇ成分お
よびＢ成分のデジタル画像信号を各成分毎に記憶するフレームメモリ３０と、カラー画像
処理部１３３により変換されたＹ成分、Ｍ成分、Ｃ成分およびＫ成分のデジタル画像信号
などを記憶するワーキングメモリ３１と、インク量設定手段１４３によりインク量の設定
されたＹ成分、Ｍ成分、Ｃ成分およびＫ成分のデジタル画像信号を記憶する駆動メモリ３
２とを備えている。
【００４９】
　具体的には、スキャナー部１０１により光電的に読み取られた原稿画像Ｉに関する、Ｒ
成分、Ｇ成分およびＢ成分に変換されたデジタル画像信号は、原稿Ｍの１枚分ずつ、各成
分毎にフレームメモリ３０に記憶される。
【００５０】
　そして、この印刷指示に応じてフレームメモリ３０に記憶された原稿Ｍの１枚分に当た
る原稿画像Ｉのデジタル画像信号の画素データが、カラー画像処理部１３３に出力におい
て、Ｒ成分、Ｇ成分およびＢ成分からＹ成分、Ｍ成分、Ｃ成分およびＫ成分に変換され、
二値化処理された後、ワーキングメモリ３１に記憶される。
【００５１】
　上記のように二値化されたＹ成分、Ｍ成分、Ｃ成分およびＫ成分の画素データは、それ
ぞれの成分について信号変換部１２３により３ビットのデータに変換され、再びワーキン
グメモリ３１に各成分毎に記憶される。
【００５２】
　上記の処理によって、原稿Ｍの１枚分に当たる原稿画像Ｉのデジタル画像信号の処理済
デジタル画像データが生成されて、各成分毎にワーキングメモリ３１に記憶される。そし
て、ワーキングメモリ３１に記憶された各成分毎の処理済デジタル画像信号は駆動メモリ
３２に記憶される。駆動メモリ３２に記憶された処理済デジタル画像信号は、所定のタイ
ミングでインクジェットヘッドユニット１０４に出力される。
【００５３】
　そして、各成分毎の処理済デジタル画像信号が、図５に示すヘッドドライバー４４に入
力され、ヘッドドライバー４４は、処理済デジタル画像信号を各成分に対応した記録ヘッ
ド４０～４３に出力し、各記録ヘッド４０～４３に、処理済デジタル画像データに基づい
て記録紙の搬送速度に同期させた所定のタイミングでインクを吐出させる。
【００５４】
　一方、上記のような処理が、先に説明した、図４の給紙部１０５からインクジェットヘ
ッドユニット１０４への記録紙Ｐ´の搬送に同期して行われ、記録ヘッド４０～４３から
吐出されたインクが記録紙Ｐ´に転写されて原稿画像Ｉが記録紙Ｐ´に印刷される。
【００５５】
　なお、原稿Ｍからスキャナー部１０１おいて読み取られた原稿画像Ｉは、９０゜又は１
８０°回転させた向きで記録紙Ｐ´に印刷される場合もある。
【００５６】
　例えば、記録紙Ｐ´に両面印刷が行われる場合は、裏面印刷時に、表面に印刷された画
像と画像の向きを同じにする必要がある。
【００５７】
　また、給紙部１０５の用紙センサ５４６により検出される記録紙Ｐ´のサイズが、スキ
ャナー部１０１の複数の圧板側原稿セットセンサ４３４（図２参照）により検出される原
稿載置ガラス台４２９上の原稿Ｍのサイズや、ラインイメージセンサ４２７等により検出
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されるＡＤＦユニット１０１ｂの原稿セットトレー４３５から原稿載置ガラス台４２９に
搬送される原稿Ｍのサイズと一致するものの、ベルト搬送部１０６によりインクジェット
ヘッドユニット１０４に搬送された記録紙Ｐ´に原稿Ｍとは異なる向きで画像情報Ｉが印
刷されてしまうような向きで、原稿載置ガラス台４２９上や原稿セットトレー４３５上に
原稿Ｍが載置されている場合は、記録紙Ｐ´にも原稿Ｍ上の向きと同じ向きで原稿画像Ｉ
が印刷されるようにする必要がある。
【００５８】
　両面印刷に際して原稿画像Ｉの向きを変える必要がある場合には、制御基板１０３にお
けるデジタル画像信号の処理において、原稿画像Ｉの向きを１８０°回転させる処理が施
されることになる。また、原稿Ｍと記録紙Ｐ´との向きに起因して原稿画像Ｉの向きを変
える必要がある場合には、制御基板１０３におけるデジタル画像信号の処理において、原
稿画像Ｉの向きを９０゜回転させる処理が施されることになる。
【００５９】
　この回転処理は、ワーキングメモリ３１に記憶されたＹ成分、Ｍ成分、Ｃ成分およびＫ
成分の各成分毎の処理済デジタル画像信号を駆動メモリ３２に記憶させる際に実行される
。
【００６０】
　次に、ディスプレイ１１０は、スキャナー部１０１と共にプリンター部１０２の上部に
配置されている。ディスプレイ１１０の画面にはタッチセンサ（図示せず）が貼着されて
いる。このタッチセンサにより、ディスプレイ１１０に表示される後述の各ボタンの押圧
操作を検出することができる。
【００６１】
　図７はインクジェット記録装置１に設けられたディスプレイ１１０の表示により構成さ
れる操作画面を示す説明図である。ディスプレイ１１０には、デフォルト画面として図７
に示す基本メニュー画面が表示されている。この基本メニュー画面は、左側に現在の設定
状態やセンサによる検出状態を表示するエリアを有しており、右側に印刷枚数を表示する
カウンタ、印刷枚数等を入力設定するためのテンキー、印刷濃度を自動設定するための自
動濃度ボタン、印刷濃度を手動で入力設定するための濃度入力ゲージ、及び、印刷のスタ
ート、ストップの各キーを表示するエリアを有している。
【００６２】
　基本メニュー画面の左側のエリアに表示されるのは、具体的には、原稿Ｍのセット向き
（縦向き（原稿台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））、原稿Ｍのサイズと向き（例えば
、Ａ４縦、Ａ４横、Ｂ５縦等）、原稿画像Ｉを印刷する記録紙Ｐ´のサイズと向き（例え
ば、Ａ４縦、Ａ４横、Ｂ５縦等）、印刷倍率（等倍、拡大、縮小、倍率％表示）、印刷済
みの記録紙Ｐのソートメニューの設定状態、ステープルメニューの設定状態（手前、中央
、奥側、無）、原稿画像Ｉの記録紙Ｐ´に対する印刷の向きを原稿Ｍと異なる向きに変え
る回転処理を自動で判断し実行する「自動回転」モード（ＯＮ（スピード優先）、ＯＮ（
手間優先）、ＯＦＦ）である。
【００６３】
　このうち、原稿Ｍのセット向きのエリアには、原稿セット向きに関する入力設定内容が
表示される。表示される内容は、右端の設定ボタンを押圧操作することでディスプレイ１
１０に階層的に切替表示される原稿セット向きに関する各設定画面において入力設定され
る。
【００６４】
　具体的には、原稿セット向きの設定ボタンの押圧操作により、まず、ディスプレイ１１
０の表示が図７の基本メニュー画面から図８の原稿セット先設定画面に切り替わる。この
原稿セット先設定画面では、原稿Ｍをセットするのが原稿載置ガラス台４２９であるか、
それとも、ＡＤＦユニット１０１ｂの原稿セットトレー４３５であるかを入力設定するよ
うになっている。
【００６５】
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　なお、原稿セット先設定画面で戻るボタンを押圧操作すると、ディスプレイ１１０の表
示が図７の基本メニュー画面から切り替わった以降に図８の原稿セット先設定画面で行わ
れた、原稿Ｍのセット向きに関する入力設定内容が全てキャンセルされて、ディスプレイ
１１０の表示が図７の基本メニュー画面に切り替わる。
【００６６】
　一方、原稿セット先設定画面において、原稿Ｍのセット対象を押圧操作しさらに選択ボ
タンの押圧操作により入力設定する（入力内容を確定させる）と、ディスプレイ１１０の
表示が図８の原稿セット先設定画面から原稿セット向き設定画面に切り替わる。ここで、
図８の原稿セット先設定画面において原稿Ｍのセット先として原稿載置ガラス台４２９を
入力設定した場合は、図９又は図１０の原稿セット向き設定画面がディスプレイ１１０に
表示される。原稿Ｍのセット先としてＡＤＦユニット１０１ｂの原稿セットトレー４３５
を入力設定した場合は、図１１又は図１２の原稿セット向き設定画面がディスプレイ１１
０に表示される。
【００６７】
　図９及び図１０の原稿セット向き設定画面では、原稿載置ガラス台４２９に対する原稿
Ｍの載置方向が縦向きか横向きかを入力設定する。現在の設定が縦向きである場合や、横
向きに設定されていたのを図１０の原稿セット向き設定画面において縦向きに変更する操
作を行った場合には、図９の原稿セット向き設定画面が表示される。この原稿セット向き
設定画面では、縦向き（読める向き）のエリアが白抜き表示となり、右横のガイダンス画
面が原稿台セット縦向きのイラスト表示となる。反対に、現在の設定が横向きである場合
や、縦向きに設定されていたのを図９の原稿セット向き設定画面において横向きに変更す
る操作を行った場合には、図１０の原稿セット向き設定画面が表示される。この原稿セッ
ト向き設定画面では、横向き（左向き）のエリアが白抜き表示となり、右横のガイダンス
画面が原稿台セット横向きのイラスト表示となる。
【００６８】
　同様に、図１１及び図１２の原稿セット向き設定画面では、ＡＤＦユニット１０１ｂの
原稿セットトレー４３５に対する原稿Ｍのセット方向が縦向きか横向きかを入力設定する
。現在の設定が縦向きである場合や、横向きに設定されていたのを図１２の原稿セット向
き設定画面において縦向きに変更する操作を行った場合には、図１１の原稿セット向き設
定画面が表示される。この原稿セット向き設定画面では、縦向き（読める向き）のエリア
が白抜き表示となり、右横のガイダンス画面がＡＦ（オートフィーダー）セット縦向きの
イラスト表示となる。反対に、現在の設定が横向きである場合や、縦向きに設定されてい
たのを図１１の原稿セット向き設定画面において横向きに変更する操作を行った場合には
、図１２の原稿セット向き設定画面が表示される。この原稿セット向き設定画面では、横
向き（左向き）のエリアが白抜き表示となり、右横のガイダンス画面がＡＦセット横向き
のイラスト表示となる。
【００６９】
　図９乃至図１２の原稿セット向き設定画面において入力設定した内容は、それぞれの画
面の右下の確定ボタンを押圧操作することで確定し、ディスプレイ１１０の表示が図７の
基本メニュー画面に戻る。そして、基本メニュー画面の原稿Ｍのセット向きとして、図９
乃至図１２の原稿セット向き設定画面において入力設定した内容（縦向き（原稿台・ＡＦ
）、横向き（原稿台・ＡＦ））が表示される。
【００７０】
　なお、原稿Ｍの縦向きとは、ラインイメージセンサ４２７が原稿載置ガラス台４２９の
原稿Ｍに対して原稿画像Ｉの左右方向に相対移動する向きのことを言い、原稿Ｍの横向き
とは、ラインイメージセンサ４２７が原稿載置ガラス台４２９の原稿Ｍに対して原稿画像
Ｉの上下方向に相対移動する向きのことを言う。
【００７１】
　次に、図７の基本メニュー画面における原稿Ｍのサイズと向きのエリアには、センサに
より検出されたそれらの内容が表示される。例えば、原稿Ｍを原稿載置ガラス台４２９に



(11) JP 2009-164967 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

セットした場合は、図２に示す複数の圧板側原稿セットセンサ４３４により検出された原
稿Ｍのサイズと向きが表示される。原稿セットトレー４３５に原稿Ｍをセットした場合は
、図２に示すラインイメージセンサ４２７による原稿Ｍの検出幅と、送りローラ群４３７
により原稿Ｍがラインイメージセンサ４２７を通過する所要時間とによって検出された原
稿Ｍのサイズと向きが表示される。
【００７２】
　続いて、図７の基本メニュー画面における原稿画像Ｉを印刷する記録紙Ｐ´のサイズと
向きのエリアには、図４に示す給紙部１０５の用紙センサ５４６により検出されたそれら
の内容（例えば、Ａ４縦、Ａ４横、Ｂ５縦等）が表示される。
【００７３】
　次に、図７の基本メニュー画面における印刷倍率のエリアには、原稿Ｍの原稿画像Ｉを
記録紙Ｐ´においてどのような倍率で印刷するかに関する入力設定内容が表示される。表
示される内容は、右端の設定ボタンを押圧操作することでディスプレイ１１０に切替表示
される印刷倍率に関する設定画面において入力設定される。
【００７４】
　具体的には、印刷倍率の設定ボタンの押圧操作により、まず、ディスプレイ１１０の表
示が図７の基本メニュー画面から図１３の倍率設定画面に切り替わる。この倍率設定画面
では、印刷倍率を自動で設定するのか、それとも、この倍率設定画面内で手動で設定する
のかを入力設定するようになっている。
【００７５】
　なお、倍率設定画面でキャンセルボタンを押圧操作すると、ディスプレイ１１０の表示
が図７の基本メニュー画面から切り替わった以降に図１３の倍率設定画面で行われた、印
刷倍率に関する入力設定内容が全てキャンセルされて、ディスプレイ１１０の表示が図７
の基本メニュー画面に切り替わる。
【００７６】
　一方、図１３の倍率設定画面において、左上の自動選択ボタンを押圧操作すると、自動
的に印刷倍率を決定する自動選択モードが選択される。この自動選択モードにおいては、
図２に示す複数の圧板側原稿セットセンサ４３４やラインイメージセンサ４２７等により
検出された原稿Ｍのサイズと向きと、図４に示す給紙部１０５の用紙センサ５４６により
検出された記録紙Ｐ´のサイズと向きとから、自動的に印刷倍率が決定される。
【００７７】
　また、図１３の倍率設定画面において、自動選択ボタンの下の手動選択ボタンを押圧操
作すると、手動によってプリンタ倍率を決定する手動選択モードが選択される。この手動
選択モードにおいては、手動選択ボタンの右側の等倍ボタンの押圧操作により、印刷倍率
が等倍（＝１００％）に設定される。また、手動選択ボタンの下の拡大及び縮小の各固定
倍率ボタンを押圧操作すると、印刷倍率が、それぞれに割り付けられた固定倍率（１４１
％、１２２％、１１６％、８７％、８２％、７１％）に設定される。倍率設定画面の右下
のズーム倍率の増減ボタンを押圧操作すると、その操作内容に応じて、５０％～２００％
の設定可能範囲内の任意の印刷倍率に設定される。手動設定モードにおいて設定された印
刷倍率は、増減ボタンの上側に表示される。
【００７８】
　図１３の倍率設定画面において入力設定した内容は、画面右上のキャンセルボタンを押
圧操作することでキャンセルされ、また、確定ボタンを押圧操作することで確定する。そ
して、いずれの場合にも、ディスプレイ１１０の表示が図７の基本メニュー画面に戻る。
図１３の倍率設定画面における確定ボタンの押圧操作によりディスプレイ１１０の表示が
図７の基本メニュー画面に戻った場合は、印刷倍率として、図１３の倍率設定画面におい
て入力設定した内容（等倍（１００％）、拡大（倍率％表記）、縮小（倍率％表記））が
表示される。
【００７９】
　続いて、図７の基本メニュー画面におけるソートメニューの設定状態のエリアには、原
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稿画像Ｉを印刷した後の記録紙Ｐのソートに関する入力設定内容が表示される。表示され
る内容は、右端の設定ボタンを押圧操作することでディスプレイ１１０に切替表示される
ソートに関する設定画面において入力設定される。
【００８０】
　具体的には、ソートの設定ボタンの押圧操作により、まず、ディスプレイ１１０の表示
が図７の基本メニュー画面から図１４のソート設定画面に切り替わる。このソート設定画
面では、部単位のソートを行うのか、ページ単位のソートを行うのか、それとも、ソート
を行わないのかを入力設定するようになっている。
【００８１】
　なお、ソート設定画面でキャンセルボタンを押圧操作すると、ディスプレイ１１０の表
示が図７の基本メニュー画面から切り替わった以降に図１４のソート設定画面で行われた
、ソートに関する入力設定内容が全てキャンセルされて、ディスプレイ１１０の表示が、
図７の基本メニュー画面に切り替わる。
【００８２】
　一方、図１４のソート設定画面において、左上の部単位ボタンを押圧操作すると、部単
位に記録紙Ｐをソートする部単位ソートモードが選択される。また、ソート設定画面にお
いて、左下のページ単位ボタンを押圧操作すると、ページ単位に記録紙Ｐをソートするペ
ージ単位ソートモードが選択される。
【００８３】
　ソート設定画面右上のソート無ボタンを押圧操作すると、記録紙Ｐのソートを行わない
ノンソートモードが選択される。
【００８４】
　図１４のソート設定画面において入力設定した内容は、画面右下のキャンセルボタンを
押圧操作することでキャンセルされ、また、確定ボタンを押圧操作することで確定する。
そして、いずれの場合にも、ディスプレイ１１０の表示が図７の基本メニュー画面に戻る
。図１４のソート設定画面における確定ボタンの押圧操作によりディスプレイ１１０の表
示が図７の基本メニュー画面に戻った場合は、ソートメニューの設定状態として、図１４
のソート設定画面において入力設定した内容（有（部）、有（ページ）、無）が表示され
る。
【００８５】
　次に、図７の基本メニュー画面におけるステープルメニューの設定状態のエリアには、
原稿画像Ｉを印刷した後の記録紙Ｐのステープル止めに関する入力設定内容が表示される
。表示される内容は、右端の設定ボタンを押圧操作することでディスプレイ１１０に切替
表示されるステープル止めに関する設定画面において入力設定される。
【００８６】
　具体的には、ステープルの設定ボタンの押圧操作により、まず、ディスプレイ１１０の
表示が図７の基本メニュー画面から図１５のステープル設定画面に切り替わる。このステ
ープル設定画面では、フィニッシャー２のステープラ２３４によってステープル止めを行
える記録紙Ｐの向かって左側の縁寄りの部分のうち、ステープル止めするのが手前（１箇
所）であるか、中央（２箇所）であるか、奥側（１箇所）であるか、それとも、ステープ
ル止めを行わないのかを入力設定するようになっている。
【００８７】
　なお、ステープル設定画面でキャンセルボタンを押圧操作すると、図７の基本メニュー
画面からディスプレイ１１０の表示が切り替わった以降に図１５のステープル設定画面で
行われた、ステープル止めに関する入力設定内容が全てキャンセルされて、ディスプレイ
１１０の表示が図７の基本メニュー画面に切り替わる。
【００８８】
　一方、図１５のステープル設定画面において、左上の手前ボタンを押圧操作すると、記
録紙Ｐの左側の手前に１箇所ステープル止めする手前モードが選択される。また、ステー
プル設定画面において、手前ボタンの下の中央ボタンを押圧操作すると、記録紙Ｐの左側



(13) JP 2009-164967 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

の中央に２箇所ステープル止めする中央モードが選択される。さらに、中央ボタンの下の
奥側ボタンを押圧操作すると、記録紙Ｐの左側の下側に１箇所ステープル止めする下側モ
ードが選択される。
【００８９】
　ステープル設定画面右上のステープル無ボタンを押圧操作すると、記録紙Ｐのステープ
ル止めを行わないノンステープルモードが選択される。
【００９０】
　図１５のステープル設定画面において入力設定した内容は、画面右上のキャンセルボタ
ンを押圧操作することでキャンセルされ、また、確定ボタンを押圧操作することで確定す
る。そして、いずれの場合にも、ディスプレイ１１０の表示が図７の基本メニュー画面に
戻る。図１５のステープル設定画面における確定ボタンの押圧操作によりディスプレイ１
１０の表示が図７の基本メニュー画面に戻った場合は、ステープルメニューの設定状態と
して、図１５のステープル設定画面において入力設定した内容（手前、中央、奥側、無）
が表示される。
【００９１】
　続いて、図７の基本メニュー画面における自動回転メニューの設定状態のエリアには、
原稿画像Ｉの記録紙Ｐ´に対する印刷の向きを原稿Ｍと異なる向きに変える回転処理を自
動で判断し実行する、「自動回転」モードに関する入力設定内容が表示される。表示され
る内容は、右端の設定ボタンを押圧操作することでディスプレイ１１０に切替表示される
自動回転に関する設定画面において入力設定される。
【００９２】
　具体的には、自動回転の設定ボタンの押圧操作により、まず、ディスプレイ１１０の表
示が図７の基本メニュー画面から図１６の自動回転設定画面に切り替わる。この自動回転
設定画面では、印刷スピードを優先した自動回転モードＯＮ、ユーザの手間の省略を優先
した自動回転モードＯＮ、あるいは、自動回転モードＯＦＦのいずれかを入力設定するよ
うになっている。
【００９３】
　なお、自動回転設定画面でキャンセルボタンを押圧操作すると、図７の基本メニュー画
面からディスプレイ１１０の表示が切り替わった以降に図１６の自動回転設定画面で行わ
れた、原稿画像Ｉの記録紙Ｐ´に対するステープル止めに関する入力設定内容が全てキャ
ンセルされて、ディスプレイ１１０の表示が図７の基本メニュー画面に切り替わる。
【００９４】
　一方、図１６の自動回転設定画面において、ＯＮボタンを押圧操作すると、原稿Ｍから
スキャナー部１０１おいて読み取られた原稿画像Ｉを、９０゜又は１８０°回転させた向
きで記録紙Ｐ´に印刷しなければならない場合に、原稿画像Ｉを必要な度数回転させた向
きで記録紙Ｐ´に印刷する自動回転モードのＯＮが選択される。また、自動回転設定画面
において、ＯＦＦボタンを押圧操作すると、原稿Ｍからスキャナー部１０１おいて読み取
られた原稿画像Ｉをその向きのままで記録紙Ｐ´に印刷する自動回転モードのＯＦＦが選
択される。
【００９５】
　図１６の自動回転設定画面において入力設定した内容は、画面右下のキャンセルボタン
を押圧操作することでキャンセルされ、また、確定ボタンを押圧操作することで確定する
。そして、いずれの場合にも、ディスプレイ１１０の表示が図７の基本メニュー画面に戻
る。図１６の自動回転設定画面における確定ボタンの押圧操作によりディスプレイ１１０
の表示が図７の基本メニュー画面に戻った場合は、原稿画像Ｉの向きの自動回転に関する
設定状態として、図１６の自動回転設定画面において入力設定した内容（ＯＮ、ＯＦＦ）
が表示される。
【００９６】
　以上に説明したインクジェット記録装置１の動作は、後述するインクジェット記録装置
１の制御ユニット１０に設けられたＣＰＵ９０（図２０参照）によって制御される。
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【００９７】
　次に、図１に示すフィニッシャー２の構成について図１８を参照して説明する。図１８
はフィニッシャーの概略構成を示す説明図である。図１８に示すように、フィニッシャー
２は、印刷済みの記録紙Ｐを収納するビン列２２１と、ビン列２２１に記録紙Ｐを挿入す
るインデクサ２２２と、印刷済みの記録紙Ｐが確実にビン列２２１に挿入されたか否かを
検出するインデクサセンサ２２３と、インクジェット記録装置１から排出された印刷済み
の記録紙Ｐをビン列２２１まで搬送する搬送ベルト２２４，２２５とを備えている。
【００９８】
　搬送ベルト２２４は、不図示の駆動機構によって、図１８に破線で示す位置と実線で示
す位置とのいずれかの位置に選択的に駆動可能となっている。搬送ベルト２２４を上げた
とき（図１８の破線参照）、インクジェット記録装置１から排出された記録紙Ｐは、搬送
ベルト２２４の下方を通って、インクジェット記録装置１の排紙部１０９へ送られる。ま
た、搬送ベルト２２４を下げたとき（図１８の実線参照）、インクジェット記録装置１か
ら排出された記録紙Ｐは、搬送ベルト２２４に吸引されつつ搬送されてフィニッシャー２
側へ送られる。
【００９９】
　ビン列２２１は、不図示のパルスモータにより図１８の上下方向に駆動されるステープ
ラ２３４を備える。このステープラ２３４は、ビン列２２１に挿入された記録紙Ｐに対し
て最上部のビンから各ビンごとにステープル止めを行う。図１９は、フィニッシャー２の
ビン列２２１とステープラ２３４の詳細な構成を示す図１８のＩ－Ｉ線断面図である。
【０１００】
　ステープラ２３４は、後述するように記録紙Ｐをビン内へ押し戻すための押し戻し部２
３６とともにステープルユニット２３５内において矢印ｅ方向に移動可能に配設されてい
る。ステープルユニット２３５には、各ビン列２２１の記録紙Ｐを整合させる（揃える）
ための立ち面２２１ａを倒すソレノイド２３７が設けられている。
【０１０１】
　ステープラ２３４を使用する場合は、すべてのビン列２２１の記録紙Ｐの整合後にステ
ープル止めが開始される。整合が終了すると、インデクサ２２２が、搬送部最上部へ待避
し、ステープルユニット２３５が最上部のビンのさらに１ビンほど上の位置（以下これを
０ビン目の位置とする）へ移動する。そして、ソレノイド２３７をオンしてステープルユ
ニット２３５を１ビン目に下げ、これにより１ビン目の立ち面２２１ａを解放する。そし
て、記録紙Ｐを矢印ｄ方向においてステープルユニット２３５の方向に押し出して、ステ
ープラ２３４によりステープル止めする。ステープル止めが終了すると、ステープル止め
された記録紙Ｐは矢印ｄ方向においてビンに押し戻され、ソレノイド２３７のオフによち
立ち面２２１ａが閉じられる。以後、記録紙Ｐのあるすべてのビンについて、この過程を
繰り返してステープルを行う。
【０１０２】
　以上に説明したフィニッシャー２の動作は、後述するフィニッシャー２の制御ユニット
２０に設けられたＣＰＵ９４（図２０参照）によって制御される。
【０１０３】
　次に、本実施形態の画像複写システムの制御系の構成について説明する。
【０１０４】
　図２０は図１のインクジェット記録装置とフィニッシャーとにそれぞれ設けられる制御
ユニットの概略構成を示すブロック図である。図２０に示すように、本実施形態の画像複
写システムの制御系は、インクジェット記録装置１の制御ユニットとフィニッシャー２と
にそれぞれ設けられる制御ユニット１０，２０によって構成される。
【０１０５】
　インクジェット記録装置１の制御ユニット１０は、ＲＯＭ９１に格納されているプログ
ラムおよび設定情報に基づいて、ディスプレイ１１０から入力設定される内容に応じたス
キャナー部１０１とプリンター部１０２との動作を制御するＣＰＵ９０を備える。ＣＰＵ
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９０にはＲＡＭ９２が設けられており、ＲＡＭ９２にはディスプレイ１１０から入力され
た印刷枚数や各種の設定内容が随時記憶される。
【０１０６】
　インクジェット記録装置１においては、ディスプレイ１１０の各キーの操作で入力設定
された内容にしたがって、制御ユニット１０のＣＰＵ９０の制御により、原稿Ｍの原稿画
像Ｉが記録紙Ｐ´に印刷される。そして、原稿画像Ｉを複写した記録紙Ｐが出力される。
【０１０７】
　また、フィニッシャー２の制御ユニット２０は、ＲＯＭ９５に格納されているプログラ
ムおよび設定情報に基づき、ディスプレイ１１０から入力設定される内容に応じてインク
ジェット記録装置１の制御ユニット１０のＣＰＵ９０が出力するコマンドを受け取り、そ
のコマンドの内容に応じてフィニッシャー２の動作を制御するＣＰＵ９４を備える。ＣＰ
Ｕ９４にはＲＡＭ９６が設けられており、ＲＡＭ９６にはディスプレイ１１０から入力設
定されてコマンドにより制御ユニット１０のＣＰＵ９０から通知された、フィニッシャー
２の動作に関連する各種の設定内容が随時記憶される。
【０１０８】
　制御ユニット２０のＣＰＵ９４は、ＲＡＭ９６にコマンドとして記憶される、インクジ
ェット記録装置１のディスプレイ１１０によって入力設定されたモード等の内容にしたが
って制御内容を決定する。これにより、フィニッシャー２はインクジェット記録装置１側
の動作に連動して動作することができる。
【０１０９】
　以上に説明したように、本実施形態のフィニッシャー２において、ステープラ２３４が
記録紙Ｐにステープル止めすることができる範囲は、各ビン列２２１の記録紙Ｐの立ち面
２２１ａ側の縁から、記録紙Ｐをステープルユニット２３５の方向に押し出した状態でス
テープラ２３４が届く位置までの部分に限られる。
【０１１０】
　したがって、インクジェット記録装置１のディスプレイ１１０から入力設定されたステ
ープルモードの設定内容が、手前１箇所止めや中央２箇所止めの場合は、記録紙Ｐの立ち
面２２１ａ側の縁を手前としてステープラ２３４によるステープル止めが行われる。しか
し、奥側１箇所止めの場合は、記録紙Ｐの立ち面２２１ａ側とは反対側の縁を記録紙Ｐの
手前として、記録紙Ｐの奥側である立ち面２２１ａ側の縁に、ステープラ２３４によるス
テープル止めを行わざるを得ない。
【０１１１】
　このため、奥側１箇所止めのステープルモードが設定されて、記録紙Ｐの立ち面２２１
ａ側の縁にステープラ２３４によるステープル止めが行われる場合には、その記録紙Ｐの
立ち面２２１ａ側とは反対側が最終的に手前側となるように、スキャナー部１０１におい
て原稿Ｍから読み取った向きから１８０゜回転させた向きで、プリンター部１０２におい
て原稿画像Ｉを印刷した記録紙Ｐを、フィニッシャー２のビン２２１に搬送する必要が生
じる。
【０１１２】
　そのためには、原稿Ｍと記録紙Ｐ´とのサイズが相違するわけではなく、また、両面印
刷でないのにも拘わらず、それらの場合と同様に、原稿画像Ｉの向きを回転して記録紙Ｐ
´に印刷する必要がある。
【０１１３】
　原稿画像Ｉの向きを回転させるには、先に説明したように、プリンター部１０２の図６
に示す記憶手段１１３のワーキングメモリ３１に記憶された原稿画像Ｉのデジタル画像信
号を、駆動メモリ３２に移して記憶させる際に、デジタル画像信号の回転処理を行う必要
がある。この処理には相応の時間がかかり、原稿Ｍの枚数が多いとその枚数に応じて余計
にかかる処理時間が長くなる。よって、原稿画像Ｉの複写と記録紙Ｐのステープル止めと
を全て終えるまでにかなりの時間を要することになる。
【０１１４】
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　そこで、本実施形態の画像複写システムでは、インクジェット記録装置１のディスプレ
イ１１０から自動回転モードについてＯＮが選択、設定されているときには、プリンター
部１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がある場合に
、プリンター部１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させずに記録紙Ｐ´に印刷するの
に適した、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５への原稿Ｍのセット向き（
縦向き・横向き）を、ディスプレイ１１０での表示によって案内するようにしている。
【０１１５】
　以下、そのような案内を行うためにインクジェット記録装置１の制御ユニット１０のＣ
ＰＵ９０が行う処理の手順について、図２１及び図２２のフローチャートを参照して説明
する。
【０１１６】
　まず、図２１のメインルーチンのフローチャートに示すように、図７の基本メニュー画
面のスタートボタンの押圧操作が検出されるまでの間（ステップＳ５でＮＯ）、ディスプ
レイ１１０において入力設定された各種の設定の確認と（ステップＳ１）、圧板側原稿セ
ットセンサ４３４（図２参照）により検出される、原稿載置ガラス台４２９にセットされ
た原稿Ｍのサイズ及び向きや、ラインイメージセンサ４２７等により検出される、原稿セ
ットトレー４３５から原稿載置ガラス台４２９に搬送される原稿Ｍのサイズ及び向きの確
認（ステップＳ３）とを繰り返す。
【０１１７】
　なお、ステップＳ１で確認する各種の設定には、図７乃至図１６の各画面においてディ
スプレイ１１０から入力設定された全ての入力設定が含まれる。
【０１１８】
　そして、図７の基本メニュー画面のスタートボタンの押圧操作が検出されたならば（ス
テップＳ５でＹＥＳ）、ＣＰＵ９０は、最新のステップＳ１において確認した自動回転モ
ードの設定がＯＮであるか否かを確認する（ステップＳ７）。自動回転モードの設定がＯ
Ｎでない場合は（ステップＳ７でＮＯ）、後述するステップＳ１９に進み、ＯＮである場
合は（ステップＳ７でＹＥＳ）、自動回転判定処理を行う（ステップＳ９）。
【０１１９】
　ステップＳ９の自動回転判定処理においては、図２２にサブルーチンのフローチャート
で示すように、最新のステップＳ１において確認したステープルメニューの設定状態がＯ
Ｎ、つまり、手前、中央、奥側のいずれかであるか否かを確認する（ステップＳ９１）。
【０１２０】
　ステープルメニューの設定状態がＯＮでない場合は（ステップＳ９１でＮＯ）、後述す
るステップＳ９５に進み、ＯＮである場合は（ステップＳ９１でＹＥＳ）、原稿載置ガラ
ス台４２９や原稿セットトレー４３５にセットされた原稿Ｍのセット向きが、プリンター
部１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がある向きで
あるか否かを確認する（ステップＳ９２）。
【０１２１】
　ステップＳ９２の確認は、ＯＮに設定されているステープルメニューの具体的なモード
（手前、中央、奥側）と、図２１の最新のステップＳ１において確認した、原稿載置ガラ
ス台４２９や原稿セットトレー４３５にセットされた原稿Ｍのセット向き（縦向き（原稿
台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））との関係によって、行うことができる。
【０１２２】
　原稿画像Ｉの向きを回転させる必要がある向きでない場合は（ステップＳ９２でＮＯ）
、ＲＡＭ９２に確保されたエリアのアナウンスフラグをＯＦＦした後（ステップＳ９３）
、自動回転判定処理を終了して、図２１のメインルーチンにリターンする。一方、原稿画
像Ｉの向きを回転させる必要がある向きである場合は（ステップＳ９２でＹＥＳ）、ＲＡ
Ｍ９２のアナウンスフラグをＯＮした後（ステップＳ９４）、自動回転判定処理を終了し
て、図２１のメインルーチンにリターンする。
【０１２３】
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　ステップＳ９１において、ステープルメニューの設定状態がＯＮでない場合（ＮＯ）に
進むステップＳ９５では、図２１の最新のステップＳ３において確認した原稿載置ガラス
台４２９上の原稿Ｍの向き、又は、原稿セットトレー４３５から原稿載置ガラス台４２９
に搬送される原稿Ｍの向きと、給紙部１０５の用紙センサ５４６により検出された記録紙
Ｐ´の向きとが一致するか否かを確認する。
【０１２４】
　原稿Ｍの向きと記録紙Ｐ´の向きとが一致しない場合は（ステップＳ９５でＮＯ）、Ｒ
ＡＭ９２のアナウンスフラグをＯＮした後（ステップＳ９６）、自動回転判定処理を終了
して、図２１のメインルーチンにリターンする。一方、原稿Ｍの向きと記録紙Ｐ´の向き
とが一致する場合は（ステップＳ９５でＹＥＳ）、ＲＡＭ９２のアナウンスフラグをＯＦ
Ｆした後（ステップＳ９７）、自動回転判定処理を終了して、図２１のメインルーチンに
リターンする。
【０１２５】
　図２２の自動回転判定処理が終了したならば、図２１に示すように、ＲＡＭ９２のアナ
ウンスフラグがＯＮであるか否かを確認し（ステップＳ１１）、ＯＮでない場合は（ステ
ップＳ１１でＮＯ）、ステップＳ１９に進む。一方、アナウンスフラグがＯＮである場合
は（ステップＳ１１でＹＥＳ）、プリンター部１０２において原稿画像Ｉの向きを回転さ
せずに記録紙Ｐ´に印刷するのに適した、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４
３５への原稿Ｍのセット向き（縦向き・横向き）を、例えば図１７に示す操作画面のよう
な、ディスプレイ１１０での表示により案内する（ステップＳ１３）。
【０１２６】
　そして、例えば図１７の操作画面に示す向きに原稿Ｍがセットし直され（ステップＳ１
５）、さらに、図１７の操作画面中の確認ボタンの操作が検出されたならば（ステップＳ
１７でＹＥＳ）、ステップＳ１９に進む。
【０１２７】
　ステップＳ１９では、最新のステップＳ１において確認した各種の設定にしたがって、
インクジェット記録装置１における原稿Ｍの複写に関する印刷動作をプリンター部１０２
において実行させると共に、フィニッシャー２において実行させるソートやステープル止
めを指示するコマンドを、フィニッシャー２の制御ユニット２０のＣＰＵ９５に出力する
。このステップＳ９５の処理が済んだならば、一連の処理を終了する。そして、これ以後
、図２１及び図２２のフローチャートに示す処理を繰り返し実行する。
【０１２８】
　以上の説明からも明らかなように、第１実施形態の画像複写システムでは、図２１及び
図２２のフローチャートに示す手順の処理を行うＣＰＵ９０と、ディスプレイ１１０とで
、請求項中の警報出力手段が構成されている。
【０１２９】
　以上に説明したように、第１実施形態の画像複写システムによれば、ＯＮに設定されて
いるモード（手前、中央、奥側のいずれか）でステープル止めをフィニッシャー２におい
て実行する上で、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５にセットされた原稿
Ｍのセット向き（縦向き（原稿台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））が、プリンター部
１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がある向きであ
る場合に、その必要がない原稿Ｍのセット向きを、例えば図１７に示す操作画面をディス
プレイ１１０で表示することで、案内する構成とした。
【０１３０】
　このため、フィニッシャー２で記録紙Ｐのステープル止めを行う場合に、プリンター部
１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がない向きに、
原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５に原稿Ｍがセットされるように促すこ
とができる。
【０１３１】
　これにより、ディスプレイ１１０に表示される図１７の操作画面の案内にしたがって、
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プリンター部１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要が
ない向きに原稿Ｍが正しくセットし直されれば、原稿画像Ｉの回転処理をプリンター部１
０２において実行しなくて済むようになる。よって、ステープル止めを伴う原稿Ｍの原稿
画像Ｉに関するプリンター部１０２での印刷動作が、迅速に行えるようにすることができ
る。
【０１３２】
　もちろん、正しい向きに原稿Ｍがセットし直されても、その他に原稿画像Ｉの回転を必
要とするような設定や状況があることが制御ユニット１０のＣＰＵ９０により検出された
場合に、必要な回転処理をデジタル画像信号に対して行うことは、何らやぶさかでない。
【０１３３】
　なお、第１実施形態の画像複写システムでは、図１６の自動回転設定画面において入力
設定される「自動回転」モードに関する選択肢が、ＯＮとＯＦＦだけである場合について
説明した。しかし、自動回転モードのＯＮをさらに細分化して設定できる構成とすること
もできる。
【０１３４】
　そこで、そのように構成した本発明の第２実施形態に係る画像複写システムについて、
以下に説明する。
【０１３５】
　第２実施形態に係る画像複写システムは、インクジェット記録装置１のディスプレイ１
１０に表示される、自動回転モードの入力設定のための自動回転設定画面が、図１６に示
す第１実施形態の画像複写システムにおける自動回転設定画面とは異なっている。
【０１３６】
　詳しくは、第２実施形態に係る画像複写システムの自動回転設定画面では、図２３に示
すように、印刷スピードを優先した自動回転モードＯＮ、ユーザの手間の省略を優先した
自動回転モードＯＮ、あるいは、自動回転モードＯＦＦのいずれかを入力設定するように
なっている。
【０１３７】
　そして、図２３の自動回転設定画面において、一番上のＯＮ（スピード優先モード）ボ
タンを押圧操作すると、原稿Ｍからスキャナー部１０１おいて読み取られた原稿画像Ｉを
、９０゜又は１８０°回転させた向きで記録紙Ｐ´に印刷しなければならない場合に、そ
のように原稿画像Ｉを回転させた向きで記録紙Ｐ´に印刷する必要が無くなるような、原
稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５への原稿Ｍのセット向き（縦向き・横向
き）を案内するスピード優先モードが選択される。
【０１３８】
　また、自動回転設定画面において、ＯＮ（スピード優先モード）ボタンの下のＯＮ（手
間省略優先モード）ボタンを押圧操作すると、原稿Ｍからスキャナー部１０１おいて読み
取られた原稿画像Ｉを、９０゜又は１８０°回転させた向きで記録紙Ｐ´に印刷しなけれ
ばならない場合に、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５への原稿Ｍのセッ
ト向き（縦向き・横向き）を変えずに、原稿画像Ｉを必要な度数回転させた向きで記録紙
Ｐ´に印刷する手間省略優先モードが選択される。
【０１３９】
　図２３の自動回転設定画面において入力設定した内容は、画面右下のキャンセルボタン
を押圧操作することでキャンセルされ、また、確定ボタンを押圧操作することで確定する
。そして、いずれの場合にも、ディスプレイ１１０の表示が図２４の基本メニュー画面に
戻る。図２３の自動回転設定画面における確定ボタンの押圧操作によりディスプレイ１１
０の表示が図２４の基本メニュー画面に戻った場合は、原稿画像Ｉの向きの自動回転に関
する設定状態として、図２３の自動回転設定画面において入力設定した内容（ＯＮ（スピ
ード優先モード）、ＯＮ（手間省略優先モード）、ＯＦＦ）が表示される。
【０１４０】
　また、第２実施形態に係る画像複写システムは、インクジェット記録装置１の制御ユニ
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ット１０のＣＰＵ９０が行う処理のうち、図２１のステップＳ９で行う自動回転判定処理
の内容が、図２２に示す第１実施形態の画像複写システムにおける自動回転判定処理とは
一部異なっている。
【０１４１】
　詳しくは、第２実施形態に係る画像複写システムの自動回転判定処理では、図２２のス
テップＳ９２において、原稿画像Ｉの向きを回転させる必要がある向きである場合に（ス
テップＳ９２でＹＥＳ）、図２５のフローチャートに示すように、図２１の最新のステッ
プＳ１において確認した、ステープルメニューの設定状態が、ＯＮ（スピード優先モード
）であるか否かを確認する（ステップＳ９２ａ）。
【０１４２】
　そして、ＯＮ（スピード優先モード）でない場合は（ステップＳ９２ａでＮＯ）、ＲＡ
Ｍ９２のアナウンスフラグをＯＦＦした後（ステップＳ９３）、自動回転判定処理を終了
して、図２１のメインルーチンにリターンする。一方、ＯＮ（スピード優先モード）であ
る場合は（ステップＳ９２ａでＹＥＳ）、ＲＡＭ９２のアナウンスフラグをＯＮした後（
ステップＳ９４）、自動回転判定処理を終了して、図２１のメインルーチンにリターンす
る。
【０１４３】
　また、第２実施形態に係る画像複写システムの自動回転判定処理では、図２２のステッ
プＳ９５において、原稿Ｍの向きと記録紙Ｐ´の向きとが一致しない場合に（ステップＳ
９５でＮＯ）、図２５のフローチャートに示すように、図２１の最新のステップＳ１にお
いて確認した、ステープルメニューの設定状態が、ＯＮ（スピード優先モード）であるか
否かを確認する（ステップＳ９５ａ）。
【０１４４】
　そして、ＯＮ（スピード優先モード）である場合は（ステップＳ９５ａでＹＥＳ）、Ｒ
ＡＭ９２のアナウンスフラグをＯＮした後（ステップＳ９６）、自動回転判定処理を終了
して、図２１のメインルーチンにリターンする。一方、ＯＮ（スピード優先モード）でな
い場合は（ステップＳ９５ａでＮＯ）、ＲＡＭ９２のアナウンスフラグをＯＦＦした後（
ステップＳ９７）、自動回転判定処理を終了して、図２１のメインルーチンにリターンす
る。
【０１４５】
　以上に説明した部分を除く、自動回転判定処理の他の部分の内容は、図２２に示す第１
実施形態の画像複写システムにおける自動回転判定処理と同様である。
【０１４６】
　以上の説明からも明らかなように、第２実施形態の画像複写システムでは、図２１及び
図２５のフローチャートに示す手順の処理を行うＣＰＵ９０と、ディスプレイ１１０とで
、請求項中の警報出力手段と設定手段とが構成されている。
【０１４７】
　以上に説明したように、第２実施形態の画像複写システムによれば、ＯＮに設定されて
いるモード（手前、中央、奥側のいずれか）でステープル止めをフィニッシャー２におい
て実行する上で、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５にセットされた原稿
Ｍのセット向き（縦向き（原稿台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））が、プリンター部
１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がある向きであ
る場合に、その必要がない原稿Ｍのセット向きを、自動回転モードがスピード優先モード
でＯＮされている場合に限って案内する構成とした。
【０１４８】
　このため、フィニッシャー２で記録紙Ｐのステープル止めを行う場合、印刷動作のスピ
ードを優先するスピード優先モードで自動回転モードがＯＮされているときに限って、プ
リンター部１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がな
い向きに、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５に原稿Ｍがセットされるよ
うに促すことができる。
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【０１４９】
　これにより、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５に原稿Ｍをセットし直
す手間を面倒に感じる場合には、自動回転モードを手間省略優先モードでＯＮさせること
で、印刷動作に時間がかかっても原稿Ｍの向きをセットし直さずに印刷動作が実行される
ようにすることができる。
【０１５０】
　なお、第１実施形態及び第２実施形態の画像複写システムでは、ＯＮに設定されている
モード（手前、中央、奥側のいずれか）でステープル止めをフィニッシャー２において実
行する上で、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５にセットされた原稿Ｍの
セット向き（縦向き（原稿台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））が、プリンター部１０
２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がある向きである場
合に、その必要がない原稿Ｍのセット向きを必ず案内する構成について説明した。
【０１５１】
　しかし、ステープルメニューの設定以外にもデジタル画像信号の加工を必要とするよう
な印刷設定である場合には、ステープルメニューの実行に適したセット向きに原稿Ｍの向
きを変更しても、デジタル画像信号の加工処理によってプリンター部１０２における印刷
動作の長時間化が避けられないので、原稿Ｍの向きの変更を促す案内を無用に行わない構
成とすることもできる。
【０１５２】
　そこで、そのように構成した本発明の第３実施形態に係る画像複写システムについて、
以下に説明する。
【０１５３】
　第３実施形態に係る画像複写システムは、インクジェット記録装置１の制御ユニット１
０のＣＰＵ９０が行う処理のうち、図２１のステップＳ９で行う自動回転判定処理の内容
が、図２２に示す第１実施形態の画像複写システムにおける自動回転判定処理とは一部異
なっている。
【０１５４】
　詳しくは、第３実施形態に係る画像複写システムの自動回転判定処理では、図２２のス
テップＳ９２において、原稿画像Ｉの向きを回転させる必要がある向きである場合に（ス
テップＳ９２でＹＥＳ）、図２６のフローチャートに示すように、後述するステップＳ９
２ｂに進む。
【０１５５】
　また、第３実施形態に係る画像複写システムの自動回転判定処理では、図２２のステッ
プＳ９５において、原稿Ｍの向きと記録紙Ｐ´の向きとが一致しない場合にも（ステップ
Ｓ９５でＮＯ）、図２６のフローチャートに示すように、ステップＳ９２ｂに進む。
【０１５６】
　そして、ステップＳ９２ｂにおいて、図２１の最新のステップＳ１やステップＳ３にお
いて確認した各種の設定内容が、ステープルメニューの設定以外に、ワーキングメモリ３
１に記憶された各成分毎の処理済デジタル画像信号を駆動メモリ３２に記憶させる際に加
工が必要な設定を含んでいるか否かを確認する。
【０１５７】
　このステップＳ９２ｂにおいて行う、加工が必要な設定を含んでいることの確認は、例
えば、図２１の最新のステップＳ３において確認した原稿載置ガラス台４２９上の原稿Ｍ
の向き、又は、原稿セットトレー４３５から原稿載置ガラス台４２９に搬送される原稿Ｍ
の向きと、給紙部１０５の用紙センサ５４６により検出された記録紙Ｐ´の向きとが一致
しないことを確認することによって行うことができる。
【０１５８】
　また、ステップＳ９２ｂにおいて行う、加工が必要な設定を含んでいることの確認は、
図２１の最新のステップＳ１において確認した倍率の設定内容が、等倍（１００％）以外
の倍率に設定されていることを確認することによっても、行うことができる。あるいは、
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詳細な説明は省略するが、例えば、複数枚の原稿Ｍの原稿画像Ｉを１枚の記録紙Ｐ´の等
分割したエリアの１つ１つに割り付けて合成印刷する面付け印刷の設定があることや、原
稿画像Ｉを反転（表裏、白黒）して印刷する設定があること、両面印刷の設定があること
、両面原稿を片面ずつ別々の記録紙Ｐ´に印刷する両面→片面印刷の設定があること等に
よっても、行うことができる。
【０１５９】
　処理済デジタル画像信号を駆動メモリ３２に記憶させる際に加工が必要な設定を含んで
いない場合は（ステップＳ９２ｂでＮＯ）、ＲＡＭ９２のアナウンスフラグをＯＮした後
（ステップＳ９４）、自動回転判定処理を終了して、図２１のメインルーチンにリターン
する。一方、処理済デジタル画像信号を駆動メモリ３２に記憶させる際に加工が必要な設
定を含んでいる場合は（ステップＳ９２ｂでＹＥＳ）、ＲＡＭ９２のアナウンスフラグを
ＯＦＦした後（ステップＳ９７）、自動回転判定処理を終了して、図２１のメインルーチ
ンにリターンする。
【０１６０】
　以上に説明した部分を除く、自動回転判定処理の他の部分の内容は、図２２に示す第１
実施形態の画像複写システムにおける自動回転判定処理と同様である。
【０１６１】
　以上の説明からも明らかなように、第３実施形態の画像複写システムでは、図２１及び
図２６のフローチャートに示す手順の処理を行うＣＰＵ９０と、ディスプレイ１１０とで
、請求項中の警報出力手段と設定手段とが構成されている。
【０１６２】
　以上に説明したように、第３実施形態の画像複写システムによれば、ＯＮに設定されて
いるモード（手前、中央、奥側のいずれか）でステープル止めをフィニッシャー２におい
て実行する上で、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５にセットされた原稿
Ｍのセット向き（縦向き（原稿台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））が、プリンター部
１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がある向きであ
る場合に、その必要がない原稿Ｍのセット向きを、ステープルメニューの設定以外に処理
済デジタル画像信号の加工が必要な設定を含んでいる場合には案内しない構成とした。
【０１６３】
　このため、フィニッシャー２で記録紙Ｐのステープル止めを行う場合、ステープルメニ
ューの設定以外に、処理済デジタル画像信号の加工が必要な設定を含んでいないときに限
って、プリンター部１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する
必要がない向きに、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５に原稿Ｍがセット
されるように促すことができる。
【０１６４】
　これにより、原稿Ｍの向きと記録紙Ｐ´の向きとの不一致だけでなく、原稿画像Ｉの拡
大、縮小、面付け印刷や反転印刷、両面印刷、両面→片面印刷といった、ステープルメニ
ューの設定以外に処理済デジタル画像信号の加工が必要な設定を含んでいる場合には、原
稿Ｍのセット向きの変更を促す案内が、印刷動作の短縮化につながらず無用であるにも拘
わらず実行されてしまうのを防ぐことができる。
【０１６５】
　なお、第３実施形態の画像複写システムでは、ステープルメニューの設定以外にもデジ
タル画像信号の加工を必要とするような印刷設定であるときには必ず、ステープルメニュ
ーの実行に適したセット向きに原稿Ｍの向きを変更することを促す案内を行わない構成に
ついて説明した。
【０１６６】
　しかし、ステープルメニューの設定以外にもデジタル画像信号の加工を必要とするよう
な印刷設定であるときに、その印刷設定が原稿Ｍのサイズと記録紙Ｐ´のサイズとの不一
致がある場合に限って、ステープルメニューの実行に適したセット向きに原稿Ｍの向きを
変更することを促す案内を行わない構成とすることもできる。
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【０１６７】
　そこで、そのように構成した本発明の第４実施形態に係る画像複写システムについて、
以下に説明する。
【０１６８】
　第４実施形態に係る画像複写システムは、インクジェット記録装置１の制御ユニット１
０のＣＰＵ９０が行う処理のうち、図２１のステップＳ９で行う自動回転判定処理の内容
が、図２６に示す第３実施形態の画像複写システムにおける自動回転判定処理とは一部異
なっている。
【０１６９】
　詳しくは、第４実施形態に係る画像複写システムの自動回転判定処理では、図２６のフ
ローチャートにおけるステップＳ９２ｂを、図２７のフローチャートに示すように、ステ
ップＳ９２ｃに変更している。
【０１７０】
　そして、ステップＳ９２ｃにおいて、図２１の最新のステップＳ３において確認した原
稿載置ガラス台４２９上の原稿Ｍのサイズ、又は、原稿セットトレー４３５から原稿載置
ガラス台４２９に搬送される原稿Ｍのサイズと、給紙部１０５の用紙センサ５４６により
検出された記録紙Ｐ´のサイズとが一致するか否かを確認する。
【０１７１】
　原稿Ｍのサイズと記録紙Ｐ´のサイズとが一致する場合は（ステップＳ９２ｃでＹＥＳ
）、ＲＡＭ９２のアナウンスフラグをＯＮした後（ステップＳ９４）、自動回転判定処理
を終了して、図２１のメインルーチンにリターンする。一方、原稿Ｍのサイズと記録紙Ｐ
´のサイズとが一致しない場合は（ステップＳ９２ｃでＮＯ）、ＲＡＭ９２のアナウンス
フラグをＯＦＦした後（ステップＳ９７）、自動回転判定処理を終了して、図２１のメイ
ンルーチンにリターンする。
【０１７２】
　以上に説明した部分を除く、自動回転判定処理の他の部分の内容は、図２２に示す第１
実施形態の画像複写システムにおける自動回転判定処理と同様である。
【０１７３】
　以上の説明からも明らかなように、第４実施形態の画像複写システムでは、図２１及び
図２７のフローチャートに示す手順の処理を行うＣＰＵ９０と、ディスプレイ１１０とで
、請求項中の警報出力手段と設定手段とが構成されている。
【０１７４】
　以上に説明したように、第４実施形態の画像複写システムによれば、ＯＮに設定されて
いるモード（手前、中央、奥側のいずれか）でステープル止めをフィニッシャー２におい
て実行する上で、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５にセットされた原稿
Ｍのセット向き（縦向き（原稿台・ＡＦ）、横向き（原稿台・ＡＦ））が、プリンター部
１０２において原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がある向きであ
る場合に、その必要がない原稿Ｍのセット向きを、原稿Ｍのサイズと記録紙Ｐ´のサイズ
とが一致しない場合には案内しない構成とした。
【０１７５】
　このため、フィニッシャー２で記録紙Ｐのステープル止めを行う場合、ステープルメニ
ューの設定以外に、処理済デジタル画像信号の拡大、縮小の加工が必要となる原稿Ｍのサ
イズと記録紙Ｐ´のサイズとの不一致がないときに限って、プリンター部１０２において
原稿画像Ｉの向きを回転させて記録紙Ｐ´に印刷する必要がない向きに、原稿載置ガラス
台４２９や原稿セットトレー４３５に原稿Ｍがセットされるように促すことができる。
【０１７６】
　これにより、原稿Ｍの向きと記録紙Ｐ´の向きとの不一致だけでなく、原稿Ｍのサイズ
と記録紙Ｐ´のサイズとの不一致に伴う原稿画像Ｉの拡大、縮小という、処理済デジタル
画像信号の加工が必要な設定を含んでいる場合には、原稿Ｍのセット向きの変更を促す案
内が、印刷動作の短縮化につながらず無用であるにも拘わらず実行されてしまうのを防ぐ
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ことができる。
【０１７７】
　なお、上述した第１乃至第４実施形態では、フィニッシャー２で記録紙Ｐのステープル
止めを行う都合で、原稿載置ガラス台４２９や原稿セットトレー４３５に対する原稿Ｍの
セット方向を変える必要が無くても、原稿Ｍの向きと印刷前の記録紙Ｐ´の向きとが一致
しない場合には、原稿Ｍのセット向きを変えるように促す図１７の操作画面をディスプレ
イ１１０に表示させる場合がある構成とした。しかし、原稿Ｍの向きと印刷前の記録紙Ｐ
´の向きとが一致しない場合には図１７の操作画面をディスプレイ１１０に一切表示させ
ないように構成してもよい。
【０１７８】
　また、上述した第１乃至第４実施形態では、後処理部がステープラ２３４を有するフィ
ニッシャー２である場合について説明したが、ステープラ２３４に変えて、あるいは、加
えて、パンチャー（穿孔器）等の、設定次第で原稿画像Ｉの向きを変えて記録紙Ｐ´に印
刷する必要を発生させるものであれば、後処理部はステープラ２３４に限らず任意である
。
【０１７９】
　さらに、上述した第１乃至第４実施形態では、記録部がインクジェット式のプリンター
部１０２である画像複写システムを例に取って説明したが、本発明の記録部は、後処理部
で行う後処理の設定次第で原稿画像の記録（印刷）の際に記録部において原稿画像の向き
を変えて記録紙に記録することのできるものであれば、電子写真方式等、インクジェット
方式以外の方式による記録部であってもよいことは、勿論のことである。
【０１８０】
　また、上述した第１乃至第４実施形態では、後処理部であるフィニッシャー２が読取部
や記録部であるインクジェット記録装置１と別体に構成された画像複写システムについて
説明したが、本発明は、後処理部が読取部や記録部と共に一体化された画像複写システム
についても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１８１】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像複写システムの概略構成を示す説明図である。
【図２】図１のインクジェット記録装置のうちスキャナー部の概略構成を示す説明図であ
る。
【図３】図１のスキャナー部において原稿画像を読み取る原稿のセット方向を示す説明図
である。
【図４】図１のインクジェット記録装置のうちプリンター部の概略構成を示す説明図であ
る。
【図５】図１のインクジェット記録装置のインクジェットヘッドユニットのブロック図で
ある。
【図６】図４のプリンター部の画像処理部のブロック図である。
【図７】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説明
図である。
【図８】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説明
図である。
【図９】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説明
図である。
【図１０】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。説明図である。
【図１１】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。
【図１２】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。
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【図１３】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。
【図１４】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。説明図である。
【図１５】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。
【図１６】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。
【図１７】図１のインクジェット記録装置のディスプレイに表示される操作画面を示す説
明図である。
【図１８】図１のフィニッシャーの概略構成を示す説明図である。
【図１９】図１８のフィニッシャーのビン列とステープラの詳細な構成を示す図１８のＩ
－Ｉ線断面図である。
【図２０】図１の画像複写システムの制御系の構成を示すブロック図である。
【図２１】図２０のインクジェット記録装置の制御ユニットのＣＰＵがＲＯＭに格納され
たプログラムにしたがって実行する処理の内容を示すメインルーチンのフローチャートで
ある。
【図２２】図２１のフローチャートにおける自動回転判定処理の内容を示すサブルーチン
のフローチャートである。
【図２３】本発明の第２実施形態に係る画像複写システムにおいてインクジェット記録装
置のディスプレイに表示される操作画面を示す説明図である。
【図２４】本発明の第２実施形態に係る画像複写システムにおいてインクジェット記録装
置のディスプレイに表示される操作画面を示す説明図である。
【図２５】本発明の第２実施形態に係る画像複写システムにおいてインクジェット記録装
置の制御ユニットのＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムにしたがって実行する処理の
うち、自動回転判定処理の内容を示すサブルーチンのフローチャートである。
【図２６】本発明の第３実施形態に係る画像複写システムにおいてインクジェット記録装
置の制御ユニットのＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムにしたがって実行する処理の
うち、自動回転判定処理の内容を示すサブルーチンのフローチャートである。
【図２７】本発明の第４実施形態に係る画像複写システムにおいてインクジェット記録装
置の制御ユニットのＣＰＵがＲＯＭに格納されたプログラムにしたがって実行する処理の
うち、自動回転判定処理の内容を示すサブルーチンのフローチャートである。
【符号の説明】
【０１８２】
　１　インクジェット記録装置
　２　フィニッシャー（後処理部）
　９０ ＣＰＵ（警報出力手段、設定手段）
　１０１ａ　原稿読取部（読取部）
　１０２　プリンター部（記録部）
　１１０　ディスプレイ（警報出力手段、設定手段）
　Ｉ　原稿画像
　Ｍ　原稿
　Ｐ，Ｐ´　記録紙（記録媒体）
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