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(57)【要約】
【課題】利用者がセキュリティレベル（機密性）を設定
することなく、セキュリティレベルに応じた適切なジョ
ブの消去を行う。
【解決手段】外部から受信した印刷ジョブを記憶する不
揮発性の印刷ジョブ記憶部２７ａと、ウォーターマーク
と、上書き消去パターンとを関連づけて、マッピングテ
ーブルとして記憶する不揮発性のマッピングテーブル記
憶部２７ｂと、印刷ジョブにウォーターマークが含まれ
ているか否かを判定する判定部２２と、ウォーターマー
クが含まれていると判定された場合に、マッピングテー
ブルに基づいて、印刷設定情報に含まれているウォータ
ーマークに対応する上書き消去パターンを抽出する抽出
部２３と、抽出された上書き消去パターンに基づいて、
印刷ジョブ記憶部２７ａに記憶された印刷ジョブを消去
する消去部２４と、を備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から受信した印刷ジョブを記憶する不揮発性の印刷ジョブ記憶手段と、
　ウォーターマークと、当該ウォーターマークが示す機密性に応じて予め定められた上書
き消去パターンとが関連づけられたマッピングテーブルを記憶する不揮発性のマッピング
テーブル記憶手段と、
　前記印刷ジョブにウォーターマークが含まれているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によりウォーターマークが含まれていると判定された場合に、前記マッピ
ングテーブルからウォーターマークに対応する前記上書き消去パターンを抽出する抽出手
段と、
　前記抽出手段により抽出された上書き消去パターンに基づいて、前記印刷ジョブ記憶手
段に記憶された印刷ジョブに上書き消去処理を実行する消去手段と、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　印刷ジョブを生成する端末と、前記端末に接続された画像形成装置とを備えた画像形成
システムであって、
　前記端末は、
　画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　前記画像データ記憶手段に記憶された画像データの印刷が要求された場合、ウォーター
マークが付与されたか否かを判定するウォーターマーク判定手段と、
　前記ウォーターマーク判定手段によりウォーターマークが付与されていると判定された
場合、ウォーターマークを含む印刷設定情報を前記画像データに付加して印刷ジョブを生
成する印刷ジョブ生成手段と、
　前記印刷ジョブ生成手段により生成された印刷ジョブを前記画像形成装置へ送信する送
信手段と、を有し、
　前記画像形成装置は、
　前記端末から受信した印刷ジョブを記憶する不揮発性の印刷ジョブ記憶手段と、
　前記ウォーターマークと、当該ウォーターマークが示す機密性に応じて予め定められた
上書き消去パターンとが関連づけられたマッピングテーブルを記憶する不揮発性のマッピ
ングテーブル記憶手段と、
　前記印刷ジョブにウォーターマークが含まれているか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によりウォーターマークが含まれていると判定された場合に、前記マッピ
ングテーブルからウォーターマークに対応する前記上書き消去パターンを抽出する抽出手
段と、
　前記抽出手段により抽出された上書き消去パターンに基づいて、前記印刷ジョブ記憶手
段に記憶された印刷ジョブに上書き消去処理を実行する消去手段と、を有する
　ことを特徴とする画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不揮発性の記憶媒体に記憶された印刷ジョブを、そのセキュリティレベルに
応じて消去する画像形成装置及び画像形成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ネットワークを介して端末と接続され、この端末から、利用者の操作に基づ
いて各種印刷条件が設定された印刷設定情報を含む印刷ジョブが送信された場合に、印刷
ジョブを内蔵する記憶部に記憶させ、記憶部に記憶された印刷ジョブに基づいて、印刷を
行う画像形成装置がよく知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、不揮発性の記憶媒体であるＨＤＤ（ハードディスクドライブ
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）と、揮発性の記憶媒体であるＲＡＭ（Random Access Memory）とを有し、ジョブの属性
にセキュリティレベル（高）、（中）、（低）を付加し、その属性を判断し、適切なジョ
ブ処理を行うキューへ送り、印刷を行う機密文書ジョブ制御装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１４０４０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された機密文書ジョブ制御装置では、ジョブ送信の際
、ジョブの属性として、セキュリティレベル（高）、（中）、（低）を選択する必要があ
るので、利用者にとって、操作が煩わしかった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、利用者がセキュリティレベル（機密
性）を設定することなく、セキュリティレベルに応じた適切なジョブの消去を行う画像形
成装置及び画像形成システム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ため、本発明に係る画像形成装置の第１の特徴は、外部から受信し
た印刷ジョブを記憶する不揮発性の印刷ジョブ記憶手段と、ウォーターマークと、当該ウ
ォーターマークが示す機密性に応じて予め定められた上書き消去パターンとが関連づけら
れたマッピングテーブルを記憶する不揮発性のマッピングテーブル記憶手段と、前記印刷
ジョブにウォーターマークが含まれているか否かを判定する判定手段と、前記判定手段に
よりウォーターマークが含まれていると判定された場合に、前記マッピングテーブルから
ウォーターマークに対応する前記上書き消去パターンを抽出する抽出手段と、前記抽出手
段により抽出された上書き消去パターンに基づいて、前記印刷ジョブ記憶手段に記憶され
た印刷ジョブに上書き消去処理を実行する消去手段と、を備えたことにある。
【０００８】
　本発明に係る画像形成システムの第１の特徴は、印刷ジョブを生成する端末と、前記端
末に接続された画像形成装置とを備えた画像形成システムであって、前記端末は、画像デ
ータを記憶する画像データ記憶手段と、前記画像データ記憶手段に記憶された画像データ
の印刷が要求された場合、ウォーターマークが付与されたか否かを判定するウォーターマ
ーク判定手段と、前記ウォーターマーク判定手段によりウォーターマークが付与されてい
ると判定された場合、ウォーターマークを含む印刷設定情報を前記画像データに付加して
印刷ジョブを生成する印刷ジョブ生成手段と、前記印刷ジョブ生成手段により生成された
印刷ジョブを前記画像形成装置へ送信する送信手段と、を有し、前記画像形成装置は、前
記端末から受信した印刷ジョブを記憶する不揮発性の印刷ジョブ記憶手段と、前記ウォー
ターマークと、当該ウォーターマークが示す機密性に応じて予め定められた上書き消去パ
ターンとが関連づけられたマッピングテーブルを記憶する不揮発性のマッピングテーブル
記憶手段と、前記印刷ジョブにウォーターマークが含まれているか否かを判定する判定手
段と、前記判定手段によりウォーターマークが含まれていると判定された場合に、前記マ
ッピングテーブルからウォーターマークに対応する前記上書き消去パターンを抽出する抽
出手段と、前記抽出手段により抽出された上書き消去パターンに基づいて、前記印刷ジョ
ブ記憶手段に記憶された印刷ジョブに上書き消去処理を実行する消去手段と、を有するこ
とにある。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る画像形成装置の第１の特徴によれば、ウォーターマークが含まれていると
判定された場合に、マッピングテーブルからウォーターマークに対応する上書き消去パタ
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ーンを抽出し、抽出された上書き消去パターンに基づいて、印刷ジョブ記憶手段に記憶さ
れた印刷ジョブに上書き消去処理を実行するので、利用者が別途セキュリティレベル（機
密性）を設定することなく、セキュリティレベルに応じた適切なジョブの消去を行うこと
ができる。
【００１０】
　本発明に係る画像形成システムの第１の特徴によれば、上記画像形成装置に接続された
　端末が、画像データ記憶手段に記憶された画像データの印刷実行の際にウォーターマー
クが付与されたか否かを判定し、ウォーターマークが付与されていると判定された場合、
ウォーターマークを含む印刷設定情報を画像データに付加して印刷ジョブを生成し、生成
された印刷ジョブを画像形成装置へ送信するので、利用者が別途セキュリティレベル（機
密性）を設定することなく、画像形成装置側にてユーザの操作により埋め込まれたウォー
ターマークのセキュリティレベルに応じた適切なジョブの上書き消去処理を行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態である画像形成システムの構成を示した構成図である。
【図２】本発明の一実施形態である画像形成システムが備えるマッピングテーブル記憶部
が記憶しているマッピングテーブルの一例を示した説明図である。
【図３】本発明の一実施形態である画像形成システムの端末における印刷ジョブ送信処理
の処理手順を示したフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態である画像形成システムのインクジェット印刷装置における
印刷上書き処理の処理手順を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
　本発明の一実施形態では、印刷設定情報を含む印刷ジョブを送信する端末に接続され、
印刷ジョブに基づいて印刷し、印刷設定情報に基づいて、そのセキュリティレベルに応じ
て印刷ジョブを消去する画像形成装置を例に挙げて説明する。
【００１４】
＜画像形成システムの構成＞
　図１は、本発明の一実施形態である画像形成システムの構成を示した構成図である。
【００１５】
　図１に示すように、画像形成システム１０は、端末１と、画像の読み取りや印刷を行う
画像形成装置であるインクジェット印刷装置２とを備えている。
【００１６】
　インクジェット印刷装置２は、入出力インタフェース部２１と、判定部２２と、抽出部
２３と、消去部２４と、印刷制御部２５と、印刷部２６と、記憶部２７と、操作部３０と
を備えている。
【００１７】
　入出力インタフェース部２１は、端末１と接続するための接続インタフェースであり、
端末１から印刷ジョブを受信したり、インクジェット印刷装置２の状態を端末１へ送信し
たりする。
【００１８】
　判定部２２は、端末１により送信された印刷ジョブの印刷設定情報にウォーターマーク
が含まれているか否かを判定する。
【００１９】
　抽出部２３は、判定部２２によりウォーターマークが含まれていると判定された場合に
、マッピングテーブルに基づいて、印刷設定情報に含まれているウォーターマークに対応
する上書き消去パターンを抽出する。
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【００２０】
　消去部２４は、抽出部２３により抽出された上書き消去パターンに基づいて、後述する
印刷ジョブ記憶部２７ａに記憶された印刷ジョブを消去する。
【００２１】
　印刷制御部２５は、利用者の操作に基づいて生成された印刷ジョブ又は端末１から供給
された印刷ジョブに基づいて、印刷部２６に印刷させる。
【００２２】
　印刷部２６は、印刷制御部２５から供給される印刷ジョブに基づいて、インクジェット
ヘッド（図示しない）からシアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、及びブラッ
ク（Ｋ）の合計４色のインクを吐出することにより、長尺状のロール紙等の印刷媒体や所
定の寸法に切断された印刷媒体に対してカラー印刷を行う。
【００２３】
　記憶部２７は、ハードディスク等の不揮発性の記憶媒体であり、印刷制御部２５が実行
する各種制御プログラム等を記憶している。また、記憶部２７は、記憶領域として、印刷
ジョブ記憶部２７ａと、マッピングテーブル記憶部２７ｂとを備えている。
【００２４】
　印刷ジョブ記憶部２７ａは、端末１から送信された印刷ジョブを記憶する。
【００２５】
　マッピングテーブル記憶部２７ｂは、ウォーターマークと、印刷ジョブ記憶部２７ａに
上書きするデータのパターンである上書き消去パターンとを関連づけて、マッピングテー
ブルとして記憶する。
【００２６】
　図２は、マッピングテーブル記憶部２７ｂが記憶しているマッピングテーブルの一例を
示した説明図である。
【００２７】
　図２に示すように、カラム名“ウォーターマーク”（符号１０１）と、カラム名“上書
き消去パターン”（符号１０２）とが関連付けられてマッピングテーブルとして記憶され
ている。
【００２８】
　ここで、上書き消去パターン１０２は、セキュリティレベルが高い程、上書き消去する
回数が多くなるように、予め設定されている。例えば、“機密”や“極秘”などのように
セキュリティレベルが高いウォーターマーク１０１に対応する上書き消去パターン１０２
は、“００ｘ０→０ｘＦＦ→乱数”と設定されている。これは、１回目“００ｘ０”、２
回目“０ｘＦＦ”、３回目“乱数”というように３回上書き消去することにより高い精度
で消去を実行できるように設定されている。
【００２９】
　一方、ウォーターマーク１０１が、“無し”の場合、即ち、セキュリティレベルが低い
場合には、消去する必要がないので、上書き消去パターン１０２は、“実行しない”と設
定されている。
【００３０】
　操作部３０は、表示／入力パネル（図示しない）と、読み取り部（図示しない）による
読み取りや印刷等を開始させるためのスタートキー、読み取りや印刷等を停止させるため
のストップキー、印刷枚数等を入力するためのテンキー（いずれも図示せず）等の各種操
作キーとを備え、利用者操作に基づく操作信号を入出力インタフェース部２１に供給する
。
【００３１】
　操作部３０の表示／入力パネルは、前面に配置された感圧式あるいは静電式の透明なタ
ッチパネルと、このタッチパネルの裏面に配置され、各種表示画面を表示する液晶表示パ
ネル（いずれも図示せず）とを有している。利用者は、液晶表示パネルの表示画面を見な
がら、タッチパネルの表面を指などで直接触れることで、各種ボタンの押下操作を行うこ
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とができる。
【００３２】
　端末１は、入出力インタフェース部１１と、ウォーターマーク判定部１２と、印刷ジョ
ブ生成部１３と、画像データ記憶部１５とを備えている。
【００３３】
　入出力インタフェース部１１は、インクジェット印刷装置２と接続するための接続イン
タフェースであり、印刷ジョブ生成部１３により生成されたインクジェット印刷装置２に
印刷させるための印刷ジョブをインクジェット印刷装置２へ送信する。
【００３４】
　ウォーターマーク判定部１２は、画像データ記憶部１５に記憶された画像データの印刷
が要求された場合、ウォーターマークが付与されたか否かを判定する。
【００３５】
　印刷ジョブ生成部１３は、ウォーターマーク判定部１２によりウォーターマークが付与
されていると判定された場合、ウォーターマークを含む印刷設定情報を画像データに付加
して印刷ジョブを生成する。
【００３６】
　画像データ記憶部１５は、不揮発性の記憶媒体で構成され、画像データを記憶する。
【００３７】
＜端末１の作用＞
　本発明の一実施形態である画像形成システム１０の端末１の作用について説明する。
【００３８】
　本発明の一実施形態である画像形成システム１０の端末１は、主に、印刷ジョブ送信処
理を実行し、端末１に接続されたインクジェット印刷装置２は、印刷上書き処理を実行す
る。そのため、各々の処理について以下に詳細に説明する。
【００３９】
≪印刷ジョブ送信処理≫
　図３は、本発明の一実施形態である画像形成システム１０の端末１における印刷ジョブ
送信処理の処理手順を示したフローチャートである。
【００４０】
　図３に示すように、印刷ジョブ生成部１３は、印刷開始が要求されたか否かを判定する
（ステップＳ１０１）。例えば、プリンタドライバの設定画面から、ユーザが、ウォータ
ーマークを埋め込む操作を行った後、印刷を要求する操作を行った場合、印刷ジョブ生成
部１３は、印刷開始が要求されたと判定する。
【００４１】
　ステップＳ１０１において、印刷開始が要求されたと判定された場合（ＹＥＳの場合）
、ウォーターマーク判定部１２は、ユーザにより操作された印刷設定の内容を読み込む（
ステップＳ１０３）。
【００４２】
　次に、ウォーターマーク判定部１２は、読み込んだ印刷設定に基づいて、ウォーターマ
ークが付与されたか否かを判定する（ステップＳ１０５）。具体的には、ステップＳ１０
１において、プリンタドライバの設定画面から、ユーザが、ウォーターマークを入力又は
選択することにより埋め込む操作を行った場合、ウォーターマーク判定部１２は、読み込
んだ印刷設定に基づいて、ウォーターマークが付与されたと判定する。
【００４３】
　ステップＳ１０５において、ウォーターマークが付与されたと判定された場合（ＹＥＳ
の場合）、印刷ジョブ生成部１３は、ウォーターマーク記述命令をＰＤＬ（Page Descrip
tion Language）に埋め込む（ステップＳ１０７）。具体的には、印刷ジョブ生成部１３
は、少なくともウォーターマークの埋め込みがあることを示すフラグと、入力又は選択さ
れたウォーターマークの文字列とを印刷設定情報として、ＰＤＬに埋め込む。
【００４４】
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　そして、印刷ジョブ生成部１３は、印刷ジョブを生成する（ステップＳ１０９）。具体
的には、印刷ジョブ生成部１３は、ステップＳ１０９において印刷設定情報が埋め込まれ
たＰＤＬに、画像データ記憶部１５に記憶された画像データを埋め込むことにより、印刷
ジョブを生成する。
【００４５】
　そして、印刷ジョブ生成部１３は、印刷ジョブを送信する（ステップＳ１１１）。具体
的には、入出力インタフェース部１１が、印刷ジョブ生成部１３により生成された印刷ジ
ョブをインクジェット印刷装置２へ送信する。
【００４６】
≪印刷上書き処理≫
　図４は、本発明の一実施形態である画像形成システム１０のインクジェット印刷装置２
における印刷上書き処理の処理手順を示したフローチャートである。
【００４７】
　図４に示すように、インクジェット印刷装置２の判定部２２は、端末１から印刷ジョブ
が送信された、即ち、印刷ジョブを受信したか否かを判定する（ステップＳ２０１）。
【００４８】
　ステップＳ２０１において、印刷ジョブを受信したと判定された場合（ＹＥＳの場合）
、印刷制御部２５は、記憶部２７の印刷ジョブ記憶部２７ａに、受信した印刷ジョブを記
憶させる（ステップＳ２０２）。
【００４９】
　次に、判定部２２は、印刷ジョブの印刷設定情報にウォーターマークが含まれているか
否かを判定する（ステップＳ２０３）。例えば、判定部２２は、端末１により送信された
印刷ジョブにウォーターマーク記述命令が含まれているか否かを判定する。
【００５０】
　ステップＳ２０３において、印刷ジョブの印刷設定情報にウォーターマークが含まれて
いると判定された場合（ＹＥＳの場合）、抽出部２３は、上書き消去が必要か否かを判定
する（ステップＳ２０５）。具体的には、抽出部２３は、ウォーターマーク記述命令に、
ウォーターマークの埋め込みがあることを示すフラグがオンになっている場合に、上書き
消去が必要と判定する。
【００５１】
　ステップＳ２０３において、印刷ジョブの印刷設定情報にウォーターマークが含まれて
いないと判定された場合（ＮＯの場合）、ステップＳ２０５において、上書き消去が必要
ではないと判定された場合（ＮＯの場合）、印刷制御部２５は、印刷ジョブ記憶部２７ａ
に記憶された印刷ジョブに基づいて、印刷処理を開始する（ステップＳ２２１）。具体的
には、印刷部２６は、印刷制御部２５から供給される印刷ジョブに基づいて、インクジェ
ットヘッドからシアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、及びブラック（Ｋ）の
合計４色のインクを吐出することにより、所定の寸法に切断された印刷媒体に対してカラ
ー印刷を行う。
【００５２】
　そして、印刷制御部２５は、印刷処理が完了したか否かを判定する（ステップＳ２２３
）。具体的には、印刷制御部２５は、ステップＳ２０２において記憶された印刷ジョブに
基づいた印刷処理が全て終了した場合、印刷処理が完了したと判定する。
【００５３】
　一方、ステップＳ２０５において、上書き消去が必要と判定された場合（ＹＥＳの場合
）、抽出部２３は、上書き消去パターンを決定する（ステップＳ２０７）。具体的には、
抽出部２３は、印刷設定情報からウォーターマークを抽出し、マッピングテーブル記憶部
２７ｂに記憶されているマッピングテーブルから、この抽出されたウォーターマークに対
応する上書き消去パターンを決定する。例えば、抽出されたウォーターマークが“社外秘
”であった場合、この“社外秘”に対応する上書きパターンは“０ｘ００”と定められて
いるので（図２参照）、抽出部２３は、“０ｘ００”を上書きパターンとして決定する。
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【００５４】
　次に、消去部２４は、印刷ジョブを記憶している印刷ジョブ記憶部２７ａの物理アドレ
スを特定する（ステップＳ２０９）。具体的には、消去部２４は、inode及びファイルシ
ステムの情報に基づいて、対象の印刷ジョブが記憶されているセクタの物理アドレスを算
出する。ここで、inodeとは、印刷ジョブが記憶されている印刷ジョブ記憶部２７ａ上の
ファイル・サイズや変更時刻などの管理情報のことである。
【００５５】
　次に、印刷制御部２５は、印刷ジョブ記憶部２７ａに記憶された印刷ジョブに基づいて
、印刷処理を開始する（ステップＳ２１１）。
【００５６】
　そして、印刷制御部２５は、印刷処理が完了したか否かを判定する（ステップＳ２１３
）。
【００５７】
　ステップＳ２１３において、印刷処理が完了したと判定された場合（ＹＥＳの場合）、
消去部２４は、上書き消去パターンで上書き消去する（ステップＳ２１５）。具体的には
、消去部２４は、ステップＳ２０７において、抽出部２３により決定された上書き消去パ
ターンを用いて、ステップＳ２０９において算出された印刷ジョブ記憶部２７ａの物理ア
ドレスに対して、上書きする。これにより、ステップＳ２０２において記憶された印刷ジ
ョブに対して、上書き消去することができる。
【００５８】
　以上のように、本発明の一実施形態である画像形成システム１０によれば、端末１が、
ウォーターマークを含む印刷設定情報を画像データに付加して印刷ジョブを生成してイン
クジェット印刷装置２へ送信し、印刷ジョブにウォーターマークが含まれている場合に、
マッピングテーブルに基づいて、インクジェット印刷装置２が、印刷設定情報に含まれて
いるウォーターマークに対応する上書き消去パターンを抽出し、この抽出された上書き消
去パターンに基づいて、印刷ジョブ記憶部２７ａに記憶された印刷ジョブを消去するので
、利用者がセキュリティレベル（機密性）を設定することなく、機密性に応じた適切なジ
ョブの消去を行うことができる。
【００５９】
　なお、本発明の一実施形態である画像形成システム１０によれば、インクジェット印刷
装置２は、印刷処理が完了したと判定された場合、直ちに、印刷ジョブ記憶部２７ａに記
憶された印刷ジョブを上書き消去パターンで上書き消去したが、これに限らない。
【００６０】
　例えば、印刷処理が完了したと判定された場合、インクジェット印刷装置２の負荷に余
裕があるときに、印刷ジョブ記憶部２７ａに記憶された印刷ジョブを上書き消去パターン
で上書き消去するようにしてもよい。例えば、ユーザ認証していない、待機している印刷
ジョブがない、及び印刷状態が待機中である等の条件を満たしている場合に、インクジェ
ット印刷装置２が、印刷ジョブ記憶部２７ａに記憶された印刷ジョブを上書き消去パター
ンで上書き消去するようにしてもよい。
【００６１】
　なお、マッピングテーブル記憶部２７ｂが記憶しているマッピングテーブルは、インク
ジェット印刷装置２が備える操作部３０から利用者が操作することにより、変更可能であ
る。また、図示しないが、インクジェット印刷装置２にＷｅｂサーバを搭載し、端末１か
らＷｅｂサーバを介して利用者が操作することにより、マッピングテーブルを変更するよ
うにしてもよい。
【００６２】
　また、本発明の一実施形態である画像形成システム１０では、印刷ジョブの印刷設定情
報に、ユーザの埋め込み操作により埋め込まれたウォーターマークが含まれる否かを判定
し、ウォーターマークが含まれる場合に、マッピングテーブルに基づいて、印刷設定情報
に含まれているウォーターマークに対応する上書き消去パターンを抽出したが、これに限
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らない。
【００６３】
　例えば、本発明はスキャナにて読み取った原稿画像に、周知の画像処理技術を使ってウ
ォーターマークが含まれる否かを判別し、ウォーターマークが含まれる場合に上記と同様
の処理を実行させることも可能である。
【００６４】
　具体的には、インクジェット印刷装置２が、コンタクトガラス上に載置された原稿から
画像データを読み込むスキャナに接続され、このスキャナが読み込んだ画像データを印刷
ジョブとして受信する。そして、インクジェット印刷装置２は、受信した画像データに対
して文字認識処理を実行することにより文字認識を行い、この文字認識された文字列にウ
ォーターマークが含まれるか否かを判定する。または、受信した画像データ中に予め記憶
部２７に記憶されている所定の画像と相似する画像が含まれているか否かを判定する。イ
ンクジェット印刷装置２は、ウォーターマークが含まれると判定した場合に、マッピング
テーブルに基づいて、印刷設定情報に含まれているウォーターマークに対応する上書き消
去パターンを抽出する。
【００６５】
　これにより、ユーザがウォーターマークを埋め込む操作をすることなく、スキャナによ
り読み取られた画像データにウォーターマークが含まれる場合、機密性に応じた適切なジ
ョブの消去を行うことができる。
【００６６】
　さらに、本発明の一実施形態である画像形成システム１０では、ウォーターマークと、
上書き消去パターンとを関連づけて、マッピングテーブルとして、印刷装置２のマッピン
グテーブル記憶部２７ｂに記憶したが、これに限らない。
【００６７】
　例えば、マッピングテーブルを印刷装置２側ではなく、端末１に設けられた記憶部に記
憶するようにしてもよい。そして、端末１のウォーターマーク判定部１２が印刷ジョブに
ウォーターマークが含まれているか否かを判定し、ウォーターマーク判定部１２により印
刷ジョブにウォーターマークが含まれていると判定された場合、印刷ジョブ生成部１３が
、マッピングテーブルに基づいて、印刷設定情報に含まれているウォーターマークに対応
する上書き消去パターンを抽出する。そして、印刷ジョブ生成部１３は、この抽出された
上書き消去パターンを印刷ジョブに付加して印刷装置２に送るようにしてもよい。
【００６８】
　また、本発明の一実施形態であるインクジェット印刷装置２は、インクジェットヘッド
から４色のインクを吐出することにより、所定の寸法に切断された印刷媒体に対してカラ
ー印刷を行うインクジェット方式のプリンタを例に挙げて説明したが、これに限らず、レ
ーザ方式、又は孔版印刷方式等の印刷装置であってもよい。
【符号の説明】
【００６９】
　１…端末
　２…インクジェット印刷装置
　１０…画像形成システム
　１１…入出力インタフェース部
　１２…ウォーターマーク判定部
　１３…印刷ジョブ生成部
　１５…画像データ記憶部
　２１…入出力インタフェース部
　２２…判定部
　２３…抽出部
　２４…消去部
　２５…印刷制御部
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　２６…印刷部
　２７…記憶部
　２７ａ…印刷ジョブ記憶部
　２７ｂ…マッピングテーブル記憶部
　３０…操作部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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