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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された画像データに対応する画像を用紙に印刷する印刷手段と、
　面積の異なる複数のサイズの上記用紙を選択的に上記印刷手段に供給可能な給紙手段と
、
　上記画像におけるドットオン画素が多いほど大きい用紙を選択することにより、上記画
像の上記用紙の面積に対する割合としての印刷率が、印刷後の上記用紙がリサイクル可能
とされる上限値未満となるサイズの上記用紙を、上記複数のサイズの用紙の中から選択し
て上記給紙手段に供給させる用紙選択手段と、
　を備えたことを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　上記用紙選択手段は、上記印刷率を上記各サイズに対して順次算出して上記上限値と比
較することによって、上記用紙を選択することを特徴とする請求項１記載の印刷装置。
【請求項３】
　上記入力された画像が複数ページにわたる際には、上記印刷率は、最も印刷率の高いペ
ージの印刷率を用いることを特徴とする請求項１または２記載の印刷装置。
【請求項４】
　公衆通信回線を介して上記画像データとしてのファクシミリデータを受信する受信手段
を、
　更に備えたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の印刷装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力された画像データに対応する画像を用紙に印刷する印刷装置に関し、詳
しくは、印刷後の用紙がリサイクル可能となるように考慮した印刷を実行可能な印刷装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境が年々深刻化して行く中で、紙のリサイクルが重要視されてきている。
印刷がなされた用紙をリサイクルする場合、用紙の面積に対する印刷部の割合としての印
刷率などに基づき、予め決められたリサイクル分類に従って用紙を分別する必要がある。
そこで、用紙に所望の画像を印刷する際に、その画像の印刷率や用紙種類等に基づきリサ
イクル分類を判断し、そのリサイクル分類情報を上記所望の画像と共に印刷することが提
案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－３０２７５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、上記装置では、印刷後の用紙が所望のリサイクル分類に分別されるように自
動的に印刷を制御することはできない。このため、印刷後の用紙が全て所望のリサイクル
分類に分別されるようにするためには、使用者が画像データの入力時にその画像データに
適宜変更を行う必要がある。しかしながら、印刷装置には、例えばファクシミリデータな
どのように、使用者の意思とは無関係に画像データが入力される場合があり、このような
場合には、印刷後の用紙がリサイクル不可となってしまうことが抑制できない場合があっ
た。そこで、本発明は、印刷後の用紙がリサイクル不可となってしまうのを良好に抑制す
ることのできる印刷装置を提供することを目的としてなされた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
【０００５】
【０００６】
【０００７】
【０００８】
【０００９】
　上記目的を達するためになされた本発明の印刷装置は、入力された画像データに対応す
る画像を用紙に印刷する印刷手段と、面積の異なる複数のサイズの上記用紙を選択的に上
記印刷手段に供給可能な給紙手段と、上記画像の上記用紙の面積に対する割合としての印
刷率が、印刷後の上記用紙がリサイクル可能とされる上限値未満となるサイズの上記用紙
を、上記複数のサイズの用紙の中から選択して上記給紙手段に供給させる用紙選択手段と
、を備えたことを特徴とするものであってもよい。
【００１０】
　このように構成された本発明の印刷装置では、給紙手段は、面積の異なる複数のサイズ
の用紙を選択的に印刷手段に供給可能で、その印刷手段は、入力された画像データに対応
する画像を、給紙手段から供給された用紙に印刷する。また、用紙選択手段は、上記画像
の上記用紙の面積に対する割合としての印刷率が、印刷後の上記用紙がリサイクル可能と
される上限値未満となるサイズの上記用紙を、上記複数のサイズの用紙の中から選択して
上記給紙手段に供給させる。このように、本発明では、入力された画像データに対応する
画像を印刷しても印刷率が上記上限値未満となるようなサイズの用紙を選択することによ
り、印刷後の用紙がリサイクル不可となってしまうのを良好に抑制することができる。
【００１１】
　そして、この場合、上記用紙選択手段は、上記印刷率を上記各サイズに対して順次算出
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して上記上限値と比較することによって、上記用紙を選択してもよい。すなわち、用紙の
選択方法としては、画像の面積から必要となる用紙面積を算出して用紙を選択する方法な
ども考えられるが、このように印刷率を各サイズの用紙に対して順次算出する場合、処理
が簡単になる。
【００１２】
　また、この場合、上記入力された画像が複数ページにわたる際には、上記印刷率は、最
も印刷率の高いページの印刷率を用いてもよい。こうすることによって、複数ページ全体
として用紙のサイズを揃えることができる。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
　また、上記各発明において、公衆通信回線を介して上記画像データとしてのファクシミ
リデータを受信する受信手段を、更に備えてもよい。この場合、公衆通信回線を介して送
信されて来る画像データとしてのファクシミリデータを受信手段を介して受信し、そのフ
ァクシミリデータに対応する画像を印刷手段により印刷することができる。また、このよ
うに公衆通信回線を介して受信したファクシミリデータを印刷する装置では、使用者の意
思とは無関係にデータが送信されてくるため、上記のように印刷後の用紙がリサイクル不
可となるのを抑制する効果が一層顕著になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　　［複合機の全体構成］
　次に、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。図１は、本発明が適用された
用紙分別装置の一例としての複合機１の構成を表す外観図である。図１に示すように、複
合機１は、画像が形成される被記録媒体の一例としての用紙Ｐ（図３参照）を給紙する複
数の給紙カセット２と、その給紙カセット２いずれかから供給された用紙Ｐに画像を形成
する本体３と、本体３の上面を完全に覆うように、本体３に開閉可能に支持された本体カ
バー４と、を備えている。
【００１９】
　本体３は、原稿Ｇ（図２参照）に記載された画像を読み取る原稿読取部５（図２参照）
と、給紙カセット２から供給された用紙Ｐに画像を形成する印刷手段の一例としての画像
形成部６（図３参照）とを内部に備えている。原稿読取部５は、本体３の上面に設けられ
た読取面３Ａ（図２参照）の上に載置された原稿Ｇ、または、原稿自動搬送装置７によっ
て搬送される原稿Ｇの画像を以下の構成によって読み取る周知のものである。また、画像
形成部６は、後述のように、イエロー，マゼンタ，シアン，及びブラックのトナーにて電
子写真方式によって画像を形成する周知のプリンタエンジンとして構成され、上記用紙Ｐ
に１枚ずつ画像を形成して排出部８から排出する。更に、本体３の上面には、液晶ディス
プレイ９Ａ及び各種ボタンを備え、各種設定や指示を行うための操作パネル９が設けられ
ている。
【００２０】
　　［本体カバー及び原稿読取部の構成］
　図２は、本体カバー４及び原稿読取部５の構成を表す概略断面図である。図２に示すよ
うに、本体カバー４は、原稿読取部５に読み取られる前の原稿Ｇを載置する載置部２１と
、原稿読取部５に読み取られた後の原稿Ｇを集積する集積部３１と、載置部２１から読取
面３Ａを経由して（すなわち、原稿自動搬送読取位置Ｒで保持された原稿読取部５に原稿
Ｇを読み取らせた後）集積部３１へと原稿Ｇを搬送する搬送部２５とを備えている。すな
わち、この載置部２１，集積部３１，搬送部２５によって、原稿自動搬送装置７（いわゆ
るＡＤＦ）が構成される。
【００２１】
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　また、図２に示すように、原稿読取部５は、原稿Ｇに対して光を照射する光源５３と、
原稿Ｇによって反射された反射光を集光するミラー及びレンズ等の光学素子群５２と、原
稿Ｇから色も含めて画像を読み取るためのイメージセンサ５１と、を備えている。つまり
、原稿読取部５は、光源５３から光を照射し、原稿Ｇによって反射された反射光を光学素
子群５２によって集光し、集光された反射光をイメージセンサ５１によって認識すること
により原稿Ｇの画像を読み取るように構成されている。
【００２２】
　更に、原稿読取部５は、原稿自動搬送読取位置Ｒと対面する位置において、原稿Ｇの読
み取りが可能であり、かつ、図示しない原稿読取部駆動機構により、読取面３Ａに沿った
本体３の長手方向（図２の左右方向）への移動が可能に構成されている。
【００２３】
　つまり、原稿自動搬送装置７を用いて原稿Ｇの読み取りを行う際には、原稿読取部５は
原稿自動搬送読取位置Ｒに対面する位置に保持され、原稿自動搬送装置７によって搬送さ
れる原稿Ｇから、その原稿Ｇの全画像を読み取る。また、読取面３Ａを覆うように配置さ
れた原稿Ｇの読み取りを行う（いわゆる、フラットベット型として使用する）際には、原
稿読取部５は、上記原稿読取部駆動機構によって移動されながら、読取面３Ａに配置され
た原稿Ｇの全画像を読み取る。
【００２４】
　次に、載置部２１には、その載置部２１に原稿Ｇが載置されていることを検知する原稿
検知センサ２４が配置され、本体３には、読取面３Ａに原稿Ｇが配置されていることを検
知する読取面検知センサ（図示省略）が配置されている。原稿検知センサ２４は、発光部
２４Ａと受光部２４Ｂとからなる光センサである。そして、発光部２４Ａと受光部２４Ｂ
とは、載置部２１に載置された原稿Ｇによって、発光部２４Ａから受光部２４Ｂに向かう
光が遮られるように対向配置されている。
【００２５】
　このため、原稿検知センサ２４では、その載置部２１に原稿Ｇが存在していないときに
は、発光部２４Ａから照射された光が受光部２４Ｂで検知されるため、受光部２４Ｂから
は、信号レベルの大きな受光信号が得られる。また、載置部２１に原稿Ｇが存在している
ときには、上記光が原稿Ｇに遮られ、受光部２４Ｂで検知されないため、受光部２４Ｂか
らは、信号レベルの小さな受光信号が得られる。
【００２６】
　　［画像形成部の構成］
　画像形成部６は、概略、図３に示すように構成されている。すなわち、図３に示すよう
に、画像形成部６は、レーザ光Ｌの露光により表面に静電潜像が形成される静電潜像担持
体としての感光体ドラム６１と、その感光体ドラム６１の表面をレーザ光Ｌにより露光す
る露光手段としてのスキャナユニット６２とを備えている。なお、スキャナユニット６２
は、図示しないレーザダイオードとポリゴンミラーとを備え、感光体ドラム６１を回転軸
方向に走査露光する周知の構成を有している。
【００２７】
　また、感光体ドラム６１は、図３に矢印で示す方向に回転し、その周囲には、スキャナ
ユニット６２による露光に先立ち、感光体ドラム６１の表面を一様に帯電させるスコロト
ロン帯電器６３、トナーカートリッジ６４に収容された現像剤としてのトナーＴを感光体
ドラム６１の表面に付着させて上記静電潜像を現像する現像手段としての現像ローラ６５
、感光体ドラム６１との間に用紙Ｐを挟んで矢印方向に搬送し、現像ローラ６５が感光体
ドラム６１の表面に付着させたトナーＴを用紙Ｐに転写する転写手段としての転写ローラ
６６、などが配設されている。更に、トナーＴの転写により画像が形成された用紙Ｐは、
加熱ローラ６７と圧力ローラ６８との間に搬送され、上記転写されたトナーＴが用紙Ｐに
定着される。
【００２８】
　なお、図３では図示を省略したが、画像形成部６は、感光体ドラム６１をＣ（シアン）
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，Ｍ（マゼンタ），Ｙ（イエロー），Ｋ（黒）の各色毎に備えたいわゆるタンデム式のレ
ーザプリンタであり、上記４色のトナー画像が形成された後、加熱ローラ６７及び圧力ロ
ーラ６８による定着がなされる。
【００２９】
　また、画像形成部６は、各給紙カセット２毎に給紙手段の一例としての給紙ローラ２Ａ
をそれぞれ備えており、任意のいずれか１つの給紙ローラ２Ａを駆動することによって給
紙された用紙Ｐが、上記各感光体ドラム６１と転写ローラ６６との間に供給される。給紙
カセット２は３段以上重ねて使用することも可能で、この場合も、各給紙カセット２の給
紙ローラ２Ａは任意の１つを駆動可能である。
【００３０】
　　［制御系に関する説明］
　次に、図４は、複合機１の制御系の構成を表すブロック図である。図４に示すように、
複合機１には、ＬＡＮ等のネットワーク（図示省略）に接続するためのネットワークイン
タフェース（ネットワークＩ／Ｆ）１０８と、電話回線に接続するための受信手段の一例
としてのファクシミリインタフェース（ファクシミリＩ／Ｆ）１０４と、ＵＳＢメモリ１
０５が着脱される接続部１０６（図１参照）と、複合機１の様々な駆動を制御するための
処理プログラムを記憶するＲＯＭ１０１と、処理結果等を一時的に記憶するＲＡＭ１０２
と、ＲＯＭ１０１に記憶された処理プログラムを実行するＣＰＵ１０３と、電源がＯＦＦ
になっても保存しておく必要のあるデータを記憶するＮＶＲＡＭ（不揮発性メモリ）１０
７とが備えられている。また、接続部１０６には、外部記憶媒体の一例としてのＵＳＢメ
モリ１０５が接続されたことを検知（検出）する検出手段の一例としての接続検知部１０
６Ａが設けられている。更に、ＣＰＵ１０３には、前述の原稿読取部５、画像形成部６、
原稿自動搬送装置７、操作パネル９、及び、原稿検知センサ２４が接続されている。
【００３１】
　　［制御系における制御（第１の実施の形態）］
　次に、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムに基づいて実行するＦＡＸ
受信処理の第１の実施の形態について説明する。図５は、このＦＡＸ受信処理を表すフロ
ーチャートである。ＣＰＵ１０３は、複合機１の電源が投入されると、ＲＯＭ１０１に記
憶されたプログラムに基づいてこの処理を開始する。
【００３２】
　図５に示すように、この処理では、先ずＳ１（Ｓはステップを表す：以下同様）にて、
感光体ドラム６１のウォーミングアップ（いわゆるガラ回し）などといった装置の初期化
がなされる。続くＳ２では、ファクシミリインタフェース１０４を介してファクシミリデ
ータが受信されたか否かが判断される。ファクシミリデータが受信されていない場合は（
Ｓ２：Ｎ）、処理はそのままＳ２にて待機し、ファクシミリデータが受信されると（Ｓ２
：Ｙ）、処理はＳ３へ移行する。
【００３３】
　なお、Ｓ２による待機中に、原稿自動搬送装置７にセットされた原稿ＧのＦＡＸ送信等
が操作パネル９を介して指示されると、周知のＦＡＸ送信処理が実行されて処理は再びＳ
２へ戻る。同様に、Ｓ２による待機中に、パーソナルコンピュータ等からネットワークイ
ンタフェース１０８を介して画像データを受信した場合は印刷処理が実行され、操作パネ
ル９を介してコピーが指示されると原稿Ｇのコピー処理が実行されて、処理は再びＳ２へ
戻る。
【００３４】
　ファクシミリデータが受信されて処理がＳ３へ移行すると（Ｓ２：Ｙ）、所定のプロト
コルに従ってファクシミリデータを受信する周知のＦＡＸ受信処理が開始され、続くＳ４
では、受信が終了するまで待機する（Ｓ４：Ｎ）。なお、受信されたファクシミリデータ
は、ＮＶＲＡＭ１０７の所定領域に一旦記憶される。ＦＡＸ受信が終了すると（Ｓ４：Ｙ
）、処理はＳ６へ移行し、用紙Ｐが選択される。このＳ６では、各給紙カセット２に収納
された用紙Ｐのサイズが順次参照され、ＦＡＸ受信処理に適したＡ４，リーガル，または
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レターサイズの用紙Ｐを収納した給紙カセット２があればその給紙カセット２に収納され
た用紙Ｐが選択される。
【００３５】
　続くＳ７では、Ｓ６にて選択された用紙Ｐに合わせて、上記受信されたファクシミリデ
ータに対応する画像（以下、受信画像という）が印刷用画像、すなわちビットマップに展
開される。続くＳ８では、その印刷用画像におけるドットオン画素がカウントされ、印刷
率算出手段の一例としてのＳ９にて、そのカウント値に基づきドットオン比率Ｄが求めら
れる。すなわち、Ｓ９では、ドットがオンとなっている画素（すなわち画像）の面積が用
紙Ｐ全体の面積に対して占める割合が、印刷率の一例としてのドットオン比率Ｄとして算
出される。
【００３６】
　更に続く判断手段の一例としてのＳ１０では、Ｓ９にて求められたドットオン比率Ｄが
２５％以上であるか否かが判断される。本実施の形態では、モノクロで印刷率が２５％未
満の場合に再生紙としてリサイクル可能である旨の基準がリサイクル業者から提示された
ことを前提にしている。そこで、Ｄ＜２５％であれば、そのまま印刷を実行しても印刷後
の用紙Ｐは再生紙としてリサイクル可能である。そこで、この場合（Ｓ１０：Ｎ）、処理
はＳ１１へ移行し、Ｓ７にて展開された印刷用画像が用紙Ｐに印刷されて、処理は前述の
Ｓ２へ移行する。なお、リサイクル可能であるとされる基準が異なれば、ドットオン比率
Ｄと比較される数値もそれに応じて変更すべきことはいうまでもない。
【００３７】
　一方、Ｓ１０にてドットオン比率Ｄが２５％以上と判断された場合は（Ｓ１０：Ｙ）、
処理は縮小率算出手段の一例としてのＳ１２へ移行し、ドットオン比率Ｄが２５％未満と
なるような縮小率Ｒが求められる。具体的には、例えば、Ｒ＝（２４／Ｄ）＊１００（％
）なる式にＳ９にて求められたドットオン比率Ｄの値を代入することにより、ドットオン
比率Ｄが２４％となる縮小率Ｒが算出される。
【００３８】
　続くＳ１３では、Ｒ＜８０％であるか否かが判断され、Ｒ≧８０％の場合は（Ｓ１３：
Ｎ）、Ｓ１４にて上記受信画像が縮小率Ｒで印刷用画像（ビットマップ）に再展開された
後、処理は前述のＳ１０へ移行する。すると、Ｓ１０では、Ｓ１４にて展開された印刷用
画像が用紙Ｐに印刷されて、処理は前述のＳ２へ移行する。
【００３９】
　また、Ｓ１３にてＲ＜８０％と判断された場合は（Ｓ１３：Ｙ）、Ｓ１５にて、再生紙
リサイクル不可を示す画像が挿入されて、処理は前述のＳ１１へ移行する。すると、Ｓ１
１では、Ｓ７にて通常の倍率で展開された印刷用画像が、再生紙リサイクル不可を示す画
像と共に印刷されて、処理は前述のＳ２へ移行する。
【００４０】
　このため、例えば図６（Ａ）に例示するようにそのまま印刷するとＤ≧２５％となって
リサイクル不可となるようなファクシミリデータを受信した場合にも（Ｓ１０：Ｙ）、図
６（Ｂ）に例示するように縮小印刷することによりＤ＜２５％とすることができ（Ｓ１２
，Ｓ１４）、再生紙としてのリサイクルが可能なる。このため、印刷後の用紙Ｐが再生紙
としてのリサイクル不可となってしまうのを良好に抑制することができる。
【００４１】
　また、図６（Ｃ）に例示するように８０％未満の縮小率Ｒで縮小しなければＤ＜２５％
とならないようなファクシミリデータを受信した場合には、縮小することなく、再生紙リ
サイクル不可を表す画像Ｍを挿入して印刷がなされる。このため、受信画像が過度に縮小
されるのを抑制して、印刷後の画像から正確な情報を読み取ることができる。しかも、こ
の場合、再生紙リサイクル不可を表す画像Ｍが挿入されるので、リサイクル業者に渡すと
きにその画像Ｍが挿入された用紙Ｐだけを分別して渡すことができる。
【００４２】
　なお、Ｓ１４において縮小率Ｒで印刷画像に再展開する方法としては、画素を間引くな
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どの方法も適用可能であるが、１画素当りの面積を縮小するのが望ましい。こうすること
によって、縮小後の画像からも正確な情報を読み取ることができる。特に、電話回線を介
して送受信されるファクシミリデータの解像度は一般に２００ｄｐｉであり（Ｇ３の場合
）、画像形成部６の解像度は６００ｄｐｉ程度のものが主流である。このため、１画素当
りの面積を縮小することが良好に行え、縮小後の画像からも正確な情報を読み取り可能と
するといった前述の効果が安定して発揮できる。また、画像形成部６の解像度に応じて、
Ｓ１３にて縮小率Ｒと比較される数値も変更するのが望ましい。
【００４３】
　　［制御系における制御（第２の実施の形態）］
　なお、本発明は上記実施の形態になんら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々の形態で実施することができる。図７は、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１
に記憶されたプログラムに基づいて実行するＦＡＸ受信処理の第２の実施の形態を表すフ
ローチャートである。
【００４４】
　この処理も、複合機１の電源が投入されると、ＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムに
基づいて開始され、Ｓ５１～Ｓ５４では前述のＳ１～Ｓ４と同様の処理が実行される。す
なわち、装置の初期化がなされた後（Ｓ５１）、ファクシミリデータが受信されるまで待
機し（Ｓ５２：Ｎ）、ファクシミリデータが受信されると（Ｓ５２：Ｙ）、ＦＡＸ受信処
理が開始されて（Ｓ５３）、受信が終了するまで待機する（Ｓ５４）。そして、ＦＡＸ受
信が完了すると（Ｓ５４：Ｙ）、続くＳ５７では、各給紙カセット２に収納された用紙Ｐ
のうち最小用紙サイズのものに合わせて受信画像が印刷用画像（ビットマップ）に展開さ
れる。
【００４５】
　そして、Ｓ５８～Ｓ６１では、前述のＳ８～Ｓ１１と同様に、印刷用画像におけるドッ
トオン画素がカウントされ（Ｓ５８）、そのカウント値に基づきドットオン比率Ｄが求め
られ（Ｓ５９）、Ｄ＜２５％であれば（Ｓ６０：Ｎ）、Ｓ５７にて展開された印刷用画像
が用紙Ｐに印刷されて（Ｓ６１）、処理は前述のＳ５２へ移行する。このとき、印刷用画
像が複数ページで構成されるときは、各ページ毎のドットオン比率Ｄを求め、最大のＤを
適用することとする。これにより、複数ページ全体として、用紙の大きさを揃えることが
できる。
【００４６】
　一方、Ｄ≧２５％の場合は（Ｓ６０：Ｙ）、処理はＳ６２へ移行し、別の用紙Ｐがある
か否かが判断される。そして、別の用紙Ｐ（以下、最初に選択された用紙Ｐと区別する場
合は用紙ＰＡという：図８参照）がある場合は（Ｓ６２：Ｙ）、Ｓ６３にて、その用紙Ｐ
Ａが給紙選択用紙として選択され、処理はＳ６４へ移行する。Ｓ６４では、新たに選択さ
れた用紙ＰＡの面積ＳＡと、Ｓ５７で選択された用紙Ｐの面積Ｓと、Ｓ５９で求められた
ドットオン比率Ｄとに基づき、Ｄ＊（ＳＡ／Ｓ）＜２５％であるか否かが判断される。す
なわち、上記不等式の左辺は新たな用紙ＰＡに上記印刷画像を印刷した場合のドットオン
比率であり、そのドットオン比率が２５％未満であるか否かが判断されるのである。
【００４７】
　Ｄ＊（ＳＡ／Ｓ）＜２５％の場合は（Ｓ６４：Ｙ）、処理は前述のＳ６１へ移行して、
Ｓ５７にて展開された印刷用画像が用紙ＰＡに印刷されて（Ｓ６０）、処理は前述のＳ５
２へ移行する。一方、Ｄ＊（ＳＡ／Ｓ）≧２５％の場合は（Ｓ６４：Ｎ）、処理は前述の
Ｓ６２へ移行して、更に別の用紙Ｐがあるか否かが判断される。すなわち、Ｓ６２～Ｓ６
４の処理が用紙選択手段に相当する。
【００４８】
　そして、Ｓ６２にて別の用紙Ｐがないと判断された場合は（Ｓ６２：Ｎ）、処理はＳ６
６へ移行し、最小サイズの用紙Ｐが選択され、続くＳ６７にて、その用紙Ｐに合わせて受
信画像が印刷画像（ビットマップ）に展開される。更に続くＳ６８では、再生紙リサイク
ル不可を示す画像が挿入されて処理は前述のＳ６０へ移行する。すると、Ｓ６０では、Ｓ
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６７にて展開された印刷用画像が再生紙リサイクル不可を示す画像と共に印刷されて、処
理は前述のＳ２へ移行する。
【００４９】
　このため、例えば図８（Ａ）に例示するように、レターサイズの用紙Ｐに印刷するとド
ットオン比率Ｄが２５％以上となってリサイクル不可となるようなファクシミリデータを
受信した場合にも（Ｓ６０：Ｙ）、図８（Ｂ）に例示するようにリーガルサイズの用紙Ｐ
Ａに印刷することによりドットオン比率を２５％未満に抑えることができ（Ｓ６３）、再
生紙としてのリサイクルが可能なる。このため、印刷後の用紙Ｐが再生紙としてのリサイ
クル不可となってしまうのを良好に抑制することができる。
【００５０】
　また、図８（Ｃ）に例示するようにどの用紙Ｐを選択してもドットオン比率が２５％以
上となる場合は（Ｓ６２：Ｎ）、最小の用紙Ｐ（この例ではレターサイズ）に再生紙リサ
イクル不可を表す画像Ｍと共に印刷がなされる。このため、リサイクル業者に渡すときに
その画像Ｍが挿入された用紙Ｐだけを分別して渡すことができる。なお、用紙Ｐの選択方
法としては、ドットオン画素の数からＤ＜２５％とするのに必要となる用紙面積を算出し
て用紙Ｐを選択する方法なども考えられるが、上記のようにドットオン比率Ｄを各サイズ
の用紙Ｐに対して順次算出する場合（Ｓ６２～Ｓ６４）、処理が簡単になる。
【００５１】
　　［制御系における制御（第３の実施の形態）］
　次に、図９は、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムに基づいて実行す
るＦＡＸ受信処理の第３の実施の形態を表すフローチャートである。
【００５２】
　この処理も、複合機１の電源が投入されると、ＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムに
基づいて開始され、Ｓ８０ではＳ１と同様に装置の初期化がなされる。続くＳ８１では、
接続部１０６にＵＳＢメモリ１０５が新規に接続されたか否かが接続検知部１０６Ａを介
して判断され、ＵＳＢメモリ１０５の新規接続がない場合は（Ｓ８１：Ｎ）、Ｓ８２にて
ファクシミリデータが受信されたか否かが判断され、受信されていない場合は（Ｓ８２：
Ｎ）、処理はＳ８１へ移行する。こうして、Ｓ８１，Ｓ８２のループ処理により、ＵＳＢ
メモリ１０５が新規に接続されるかファクシミリデータが受信されるかするまで処理は待
機する。
【００５３】
　そして、ファクシミリデータが受信されると（Ｓ８２：Ｙ）、前述のＳ３～Ｓ１０と同
様の処理が実行される。すなわち、ＦＡＸ受信処理が開始され（Ｓ８３）、受信が終了す
るまで待機した後（Ｓ８４：Ｙ）、用紙Ｐが選択され（Ｓ８６）、その用紙Ｐに合わせて
受信画像が印刷用画像（ビットマップ）に展開される（Ｓ８７）。続いて、その印刷用画
像におけるドットオン画素がカウントされ（Ｓ８８）、そのカウント値に基づきドットオ
ン比率Ｄが求められ（Ｓ８９）、Ｄ＜２５％であれば（Ｓ９０：Ｎ）、処理はＳ９１へ移
行する。Ｓ９１では、前述のＳ１１と同様に、Ｓ８７にて展開された印刷用画像が用紙Ｐ
に印刷されて、処理は前述のＳ８１へ移行する。
【００５４】
　一方、Ｄ≧２５％の場合は（Ｓ９０：Ｙ）、処理は記憶手段の一例としてのＳ９２へ移
行し、受信画像のデータがＮＶＲＡＭ１０７にＴＩＦＦファイル形式で読み出し可能に保
存される。続くＳ９３では、そのファクシミリデータの発信元情報がＮＶＲＡＭ１０７に
ＴＩＦＦファイル形式で読み出し可能に保存され、処理は前述のＳ８１へ移行する。なお
、ファクシミリデータの送受信では、通信ネゴシエーションの初期の段階で、発信元の識
別情報（ＴＥＸＴ情報）が交換されるので、Ｓ９３ではこの識別情報が発信元情報として
利用される。そして、Ｓ９３で保存された発信元情報は、Ｓ９２で保存された受信画像の
データと対応付けて、ＮＶＲＡＭ１０７の所定領域に記憶される。
【００５５】
　このように、本処理では、Ｄ≧２５％となる場合は（Ｓ９０：Ｙ）、受信画像を印刷す
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ることなくＴＩＦＦファイルとしてＮＶＲＡＭ１０７に読み出し可能に保存している（Ｓ
９２）。このため、本実施の形態でも、印刷後の用紙Ｐが再生紙としてのリサイクル不可
となってしまうのを良好に抑制することができる。
【００５６】
　一方、本処理では、Ｓ８１，Ｓ８２のループ処理による待機中にＵＳＢメモリ１０５の
新規装着があると（Ｓ８１：Ｙ）、Ｓ１００の代行受信データ読出処理が実行される。図
１０は、この代行受信データ読出処理を詳細に表すフローチャートである。図１０に示す
ように、この処理では、先ず、Ｓ１０１にて、ＮＶＲＡＭ１０７の上記所定領域における
保存データ（すなわち上記受信画像のデータ）の有無が調べられる。続くＳ１０２では、
上記保存データがあるか否かが判断され、ある場合は（Ｓ１０２：Ｙ）、処理はＳ１０３
へ移行する。
【００５７】
　Ｓ１０３では、上記保存データに対応する発信元情報のリストが生成され、続くＳ１０
４にて、その発信元情報リストがユーザ選択リストとして液晶ディスプレイ９Ａに表示さ
れる。例えば、発信元情報の項目として「ＳｕｚｕｋｉＴａｒｏ」が１番目に記憶されて
いる場合、液晶ディスプレイ９Ａには図１１（Ａ）に例示するような表示がなされる。
【００５８】
　図１０に戻って、続くＳ１０５では、操作パネル９に対してキー操作がなされるまで処
理は待機し（Ｓ１０５：Ｎ）、キー操作がなされると（Ｓ１０５：Ｙ）、処理はＳ１０６
へ移行する。Ｓ１０６では、上記キー操作がリスト選択（すなわちＳＥＴキーの操作）で
あったか否かが判断され、リスト選択であった場合は（Ｓ１０６：Ｙ）、Ｓ１０７にて、
液晶ディスプレイ９Ａの上記表示に選択済みマークとして「＊」が付けられて処理は前述
のＳ１０５へ移行する。すると、Ｓ１０５では、次のキー操作まで待機がなされる。
【００５９】
　また、上記キー操作がリスト選択でなかった場合は（Ｓ１０６：Ｎ）、Ｓ１０８にて、
上記キー操作がカーソル移動（すなわち上下キーの操作）であったか否かが判断される。
上記キー操作がカーソル移動であった場合は（Ｓ１０８：Ｙ）、Ｓ１０９にて、液晶ディ
スプレイ９Ａに表示される発信元情報の項目（選択項目）が移動され、処理は前述のＳ１
０５へ移行する。
【００６０】
　このため、Ｓ１０５における待機中に上下キーが操作されると（Ｓ１０８）、図１１（
Ｃ），（Ｅ）に例示するように、液晶ディスプレイ９Ａに表示される発信元情報の項目が
変更される。そして、図１１（Ａ），（Ｃ），（Ｅ）のいずれかの状態でＳＥＴキーが操
作されると（Ｓ１０６：Ｙ）、図１１（Ｂ），（Ｄ），（Ｆ）に例示するようにその発信
元情報の項目の左側に「＊」が付けられ（Ｓ１０７）、その発信元情報の項目が選択され
る。すなわち、Ｓ１０６～Ｓ１０９の処理がデータ選択手段に相当する。
【００６１】
　一方、Ｓ１０５における待機中に上記以外のキーが操作された場合は（Ｓ１０８：Ｎ）
、Ｓ１１１にてそのキー操作がキャンセルキーの操作であったか否かが判断される。キャ
ンセルキーの操作であった場合は（Ｓ１１１：Ｙ）、この代行受信データ読出処理は一旦
終了され、処理は前述のＳ８１へ移行する（図９参照）。上記キー操作がキャンセルキー
の操作でもなかった場合は（Ｓ１１１：Ｎ）、Ｓ１１２にて、そのキー操作が選択確定（
すなわちＳｔａｒｔキーの操作）であったか否かが判断される。上記キー操作が選択確定
でもなかった場合は（Ｓ１１２：Ｎ）、キー操作は無効とされて処理は前述のＳ１０５へ
移行し、上記キー操作が選択確定であった場合は（Ｓ１１２：Ｙ）、処理はＳ１１３へ移
行する。
【００６２】
　Ｓ１１３では、液晶ディスプレイ９Ａに図１１（Ｇ）に例示するような書き込み中表示
がなされ、続く書き込み手段の一例としてのＳ１１４では、選択された項目に対応する保
存データがＵＳＢメモリ１０５に書き込まれる。更に続くＳ１１５では、上記選択された
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項目に対応する保存データ及び発信元情報がＮＶＲＡＭ１０７の上記所定領域から削除さ
れ、Ｓ１１６にて上記書き込み中表示がクリアされた後、処理は前述のＳ８１（図９参照
）へ移行する。このように、本実施の形態では、ＮＶＲＡＭ１０７の上記所定領域に複数
の保存データ（受信画像のデータ）が記憶されている場合に、操作パネル９を介したキー
操作によって所望のデータを選択してＵＳＢメモリ１０５へ書きこむことができる。この
ようにしてＵＳＢメモリ１０５に書き込まれたデータは、図示しないパーソナルコンピュ
ータにおいて表示用の画像データとして読み出して表示するとか、その受信画像データの
縮小率の設定等を変更して印刷するとか、適宜の方法による処理が可能となる。
【００６３】
　一方、Ｓ１０２にて保存データなしと判断された場合は（Ｓ１０２：Ｎ）、Ｓ１１８に
て、図１１（Ｈ）に例示するようなデータなし表示がなされて、処理は前述のＳ８１へ移
行する。
【００６４】
　なお、上記各実施の形態では、公衆通信回線の一例としての電話回線を介して送信され
たファクシミリデータに対応する画像を印刷する一般のファクシミリ装置としての動作を
例にとったが、本発明はＩＰファックス等にも適用することができる。
【００６５】
　更に、本発明は、複合機やファクシミリ装置以外の印刷装置にも適用することができる
。但し、上記各実施の形態のように公衆通信回線を介して受信したファクシミリデータを
印刷する装置では、使用者の意思とは無関係にデータが送信されてくるため、上記のよう
に印刷後の用紙Ｐがリサイクル不可となるのを抑制する効果が一層顕著になる。
【００６６】
　また、上記各実施の形態では片面印刷を前提としているが、両面印刷の場合も、適宜の
印刷率計算方法を適用することによって本発明を適用することができる。例えば、用紙の
表裏面いずれか一方に印刷がなされていればその部分を印刷部として、その印刷部の面積
を用紙の面積（片面の面積）で割ることによって印刷率を計算する方法が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明が適用された複合機の構成を表す外観図である。
【図２】その複合機の本体カバー及び原稿読取部の構成を表す概略断面図である。
【図３】その複合機の画像形成部の構成を表す概略図である。
【図４】その複合機の制御系の構成を表すブロック図である。
【図５】その制御系によるＦＡＸ受信処理の第１の実施の形態を表すフローチャートであ
る。
【図６】その処理の効果を表す説明図である。
【図７】上記ＦＡＸ受信処理の第２の実施の形態を表すフローチャートである。
【図８】その処理の効果を表す説明図である。
【図９】上記ＦＡＸ受信処理の第３の実施の形態を表すフローチャートである。
【図１０】その処理における代行受信データ読出処理を表すフローチャートである。
【図１１】その処理における液晶ディスプレイの表示例を表す説明図である。
【符号の説明】
【００６８】
１…複合機　　　　２Ａ…給紙ローラ　　　　５…原稿読取部　　　　６…画像形成部
９…操作パネル　　９Ａ…液晶ディスプレイ　　１０４…ファクシミリインタフェース
１０５…ＵＳＢメモリ　　　　１０６…接続部　　　　１０６Ａ…接続検知部
１０１…ＲＯＭ　　　１０２…ＲＡＭ　　　１０３…ＣＰＵ　　　１０７…ＮＶＲＡＭ
Ｍ…画像　　　　Ｐ，ＰＡ…用紙
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