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(57)【要約】
【課題】用紙サイズの違いや画像サイズの変倍により転
写する画像に余白が生じる場合に、効率良く処理を行い
、所要時間を短縮する。
【解決手段】ライン単位の入力画像データを取得し、入
力画像データから有効画像データを生成し、画像データ
の転送先のアドレスを生成し、生成されるアドレスが指
定する転送先に画像データを転送する画像処理装置であ
って、有効画像データが転送されていない期間に余白デ
ータを転送する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像を読み取り、ライン単位の入力画像データを取得する画像データ入力手段と、
　前記画像データ入力手段によって取得される入力画像データから有効画像データを生成
する有効画像データ生成手段と、
　画像データの転送先のアドレスを生成するアドレス生成手段と、
　アドレス生成手段により生成されるアドレスが指定する転送先に画像データを転送し、
出力画像を形成する画像データ転送手段と、
を有する画像処理装置であって、
　有効画像データが転送されていない期間に余白データを転送するように、前記画像デー
タ転送手段を調停する調停手段を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記アドレス生成手段は、有効画像データの転送先のアドレスが進行する方向と、余白
データの転送先のアドレスが進行する方向とが、副走査方向について逆向きになるように
アドレスを生成することを特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記画像データ転送手段は、画像データを有効画像データと余白データを別にしてパケ
ット単位に分割して転送することを特徴とする請求項１または２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像データ転送手段は、複数のパケットをまとめて、１度に転送できる上限転送量
が定められた１つの単位として転送し、
　前記上限転送量を超えないように余白データの転送量を調節する余白データ転送量調節
手段をさらに有することを特徴とする請求項３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　入力画像を読み取り、ライン単位の入力画像データを取得する画像データ入力ステップ
と、
　前記画像データ入力ステップによって取得される入力画像データから有効画像データを
生成する有効画像データ生成ステップと、
　画像データの転送先のアドレスを生成するアドレス生成ステップと、
　アドレス生成ステップにより生成されるアドレスが指定する転送先に画像データを転送
し、特に、有効画像データが転送されていない期間に余白データを転送し、出力画像を形
成する画像データ転送ステップと、
を有する画像処理方法。
【請求項６】
　画像処理装置に、請求項５記載の画像処理方法を用いて画像の処理を実行させることを
特徴とする画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　原稿の画像を読み取り、サイズを変倍した画像を指定サイズの用紙に転写する画像処理
装置、画像処理方法及び画像処理プログラムに関し、特に、画像の読み取り及び画像の転
送を、ライン単位のデータによって行う画像処理装置、画像処理方法及び画像処理プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、原稿の画像サイズを異なるサイズに変倍し、指定されたサイズの用紙上に転
写する画像処理装置が知られている。この画像処理装置において、画像データはライン単
位のデータとして読み取られ、また、転写する画像のデータもライン単位で出力される。
【０００３】
　例えば、図１５に示すように、原稿の画像を１／２倍に縮小する場合、まず、入力画像
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である原稿の画像から２ラインを読み取り、読み取った２ラインの画像データを画像処理
によって１ラインに変倍し、出力し転写する。
【０００４】
　この時、転写する用紙のサイズが変倍した画像のサイズより大きい場合は、余白が生じ
ることになる。そのため、有効画像データを転送した後に、余白を補填するための余白デ
ータを転送する時間が余計に必要になり、等倍の画像を等倍の用紙に転写する場合に比べ
て、処理時間が長くなるという問題があった。
【０００５】
　特許文献１には、前述のように原稿の画像を縮小し、転写する画像に余白が生じる場合
に、余白データを無駄なく転送する方法が記載されている。即ち、図１９に示すように、
原稿画像の１ライン目及び２ライン目を読み取り、１ラインに変倍した有効画像データを
転送すると同時に原稿画像の３ライン目を読み取り、その後、原稿画像の４ライン目を読
み取ると同時に余白データを１ライン転送する。
【０００６】
　特許文献１に記載されている方法によれば、原稿画像の読み取りと同時に余白データの
転送を行うことが可能となり、処理時間を短縮することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　転写する用紙のサイズが、原稿の用紙のサイズより大きい場合、画像の変倍を行わず、
等倍の画像を転写する場合であっても余白が生じることになり、余白データを転送する時
間が必要になる。
【０００８】
　特許文献１に記載されている方法では、１ライン分の画像データを転送した後に、次の
ラインの画像データを転送するまでの間に、少なくとも１ライン分の画像データを転送す
る時間が空いている必要があった。
【０００９】
　例えば、図１６に示すように、等倍の大きさの画像を原稿よりサイズが大きい用紙に転
写し余白が生じる場合、有効画像データの転送が完了するのを待ってから余白データの転
送を行う必要があり、処理時間を短縮することができない。
【００１０】
　また、図１９に示すように、転写紙のデータ転送においては、有効画像データを転送し
た後、余白データを転送するまでの間に、一切転送を行わない期間が発生する。例えば、
図１９の１ライン目を転送した後の、９９２１ライン目を転送するまでの期間である。
【００１１】
　これは、１ライン分の読み取りが完了した後に、原稿や読取センサの位置を調整する必
要があり、読み取りに要する時間と転送に要する時間に差が発生するためである。特許文
献１に記載されている方法では、余白データをライン単位で転送するため、この期間に余
白データの転送を行うことができない。
【００１２】
　本発明の目的は、画像の読取及び転写を行う際、特に用紙サイズの違いや画像サイズの
変倍により転写する画像に余白が生じる場合に、効率良く処理を行い、所要時間を短縮す
ることが可能な画像処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の画像処理装置は、入力画像を読み取り、ライン単位の入力画像データを取得す
る画像データ入力手段と、前記画像データ入力手段によって取得される入力画像データか
ら有効画像データを生成する有効画像データ生成手段と、画像データの転送先のアドレス
を生成するアドレス生成手段と、アドレス生成手段により生成されるアドレスが指定する
転送先に画像データを転送し、出力画像を形成する画像データ転送手段と、を有する画像
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処理装置であって、有効画像データが転送されていない期間に余白データを転送するよう
に、前記画像データ転送手段を調停する調停手段を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、画像の読取及び転写を行う際、特に用紙サイズの違いや画像サイズの
変倍により転写する画像に余白が生じる場合に、効率良く処理を行い、所要時間を短縮す
ることが可能な画像処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の画像処理装置の実施形態１における有効画像データと余白データの転送
タイミングを示す図である。
【図２】本発明の画像処理装置の実施形態１の構成を示す図である。
【図３】本発明の画像処理装置の実施形態１のスキャナの構成を示す図である。
【図４】本発明の画像処理装置の実施形態１のカラープリンタの構成を示す図である。
【図５】本発明の画像処理装置の実施形態１の構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の画像処理装置の実施形態１の画像データの転送を行う部分の構成を示す
ブロック図である。
【図７】本発明の画像処理装置の実施形態１における有効画像データと余白データの転送
タイミングを示す図である。
【図８】本発明の画像処理装置の実施形態１における有効画像データと余白データのアド
レス生成方法を示す図である。
【図９】本発明の画像処理装置の実施形態１における動作を示すフローチャート図である
。
【図１０】本発明の画像処理装置の実施形態１における動作を示すフローチャート図であ
る。
【図１１】本発明の画像処理装置の実施形態２の構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の画像処理装置の実施形態２における有効画像データと余白データの転
送タイミングを示す図である。
【図１３】本発明の画像処理装置の実施形態２における有効画像データと余白データの転
送タイミングを示す図である。
【図１４】本発明の画像処理装置の実施形態２における有効画像データと余白データの転
送タイミングを示す図である。
【図１５】縮小した画像を転写する様子を示す図である。
【図１６】等倍の画像を転写する様子を示す図である。
【図１７】縮小した画像を転写する様子を示す図である。
【図１８】拡大した画像を転写する様子を示す図である。
【図１９】従来の有効画像データと余白データの転送タイミングを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　＜画像処理装置１の構成、動作＞
　図２に、本発明の実施形態１の画像処理装置１の外観を示す。フルカラー複写機である
画像処理装置１は、大略で、自動原稿送り装置１３と、操作ボード１１と、スキャナ１０
と、プリンタ１４およびフィニッシャ１００の各ユニットで構成されている。
【００１７】
　なお、操作ボード１１、自動原稿送り装置１３付きのスキャナ１０およびフィニッシャ
１００は、プリンタ１４から分離可能なユニットである。
【００１８】
　画像処理装置１には、パソコン２が接続したＬＡＮ（Local Area Network）が接続され
ており、また、電話回線１６に接続された交換器１５が接続されている。プリンタ１４の
プリント済の用紙は、フィニッシャ１００に排出される。
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【００１９】
　図３に、スキャナ１０およびそれに装着された自動原稿送り装置１３の、原稿画像読み
取り機構を示す。このスキャナ１０のコンタクトガラス２３１上に置かれた入力画像を有
する原稿は、照明ランプ２３２により照明され、原稿の反射光が第１ミラー２３３で副走
査方向と平行に反射される。
【００２０】
　照明ランプ２３２および第１ミラー２３３は、副走査方向に定速駆動される図示しない
第１キャリッジに搭載されている。第１キャリッジと同方向にその１／２の速度で駆動さ
れる、図示しない第２キャリッジには、第２ミラー２３４及び第３ミラー２３５が搭載さ
れている。
【００２１】
　第１ミラー２３３が反射した画像光は第２ミラー２３４で下方向に反射され、そして第
３ミラー２３５で副走査方向に反射されて、レンズ２３６により集束され、ＣＣＤ２０７
に照射され、電気信号に変換される。第１および第２キャリッジは、走行体モータ２３８
を駆動源として、副走査方向に往復駆動される。
【００２２】
　このようにスキャナ１０は、コンタクトガラス２３１上の原稿を、照明ランプ２３２お
よび第１ミラー２３３で走査して原稿画像をＣＣＤ２０７に投影するフラットベッドのス
キャナである。
【００２３】
　スキャナ１０は、シートスルー読み取りも可能なように、第１キャリッジがホームポジ
ションで停止しているときの第１ミラー２３３の読み取り視野位置に、シートスルー読み
取り窓であるガラス２４０がある。このガラス２４０の上方に自動原稿送り装置１３が装
着されており、自動原稿送り装置１３の搬送ドラム２４４がガラス２４０に対向している
。
【００２４】
　自動原稿送り装置１３の原稿トレイ２４１に積載された原稿は、ピックアップローラ２
４２およびレジストローラ対２４３で搬送ドラム２４４と押さえローラ２４５の間に送り
込まれる。そして、搬送ドラム２４４に密着して読み取りガラス２４０の上を通過し、そ
して排紙ローラ２４６、２４７で、原稿トレイ２４１の下方の基体２４８上に排出される
。
【００２５】
　原稿の表面の画像は、原稿読取窓である読み取りガラス２４０を通過する際に、その直
下に移動している照明ランプ２３２により照射され、原稿の表面の反射光は、第１ミラー
２３３以下の光学系を介してＣＣＤ２０７に照射され光電変換される。すなわちＲＧＢ各
色画像信号に変換される。
【００２６】
　図３に示すように、読み取りガラス２４０と原稿始端の位置決め用のスケール２５１と
の間には、基準白板２３９、ならびに、第１キャリッジを検出する基点センサ２４９があ
る。
【００２７】
　照明ランプ２３２の個々の発光強度のばらつき、また主走査方向のばらつきや、ＣＣＤ
２０７の画素毎の感度ムラ等が原因で、一様な濃度の原稿を読み取ったにもかかわらず、
読み取りデータがばらつく現象が起きる場合がある。基準白板２３９は、この現象をシェ
ーディング補正により補正する。
【００２８】
　自動原稿送り装置１３の基体２４８は、図の奥側でスキャナ１０の基体にヒンジ結合さ
れており、基体２４８の手前側の取っ手を持って自動原稿送り装置１３の基体２４８を引
き上げることにより、自動原稿送り装置１３を起こすことができる。
【００２９】
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　自動原稿送り装置１３の基体２４８の奥側には、自動原稿送り装置１３の開閉を検出す
るスイッチがある。自動原稿送り装置１３の、コンタクトガラス２３１に対向する圧板２
５０Ｐが自動原稿送り装置１３の底面部に装着されており、自動原稿送り装置１３が閉じ
ると、圧板２５０Ｐの下面が、図３に示すように、コンタクトガラス２３１の上面に密着
する。
【００３０】
　図４に、プリンタ１４の機構を示す。プリンタ１４は、レーザプリンタである。１色の
トナー像を形成する感光体５６、現像器５５及び図示しないチャージャ、クリーニング装
置および転写器の組体は、マゼンタ、シアン、イエロー、ブラックのそれぞれの作像用に
一組、合せて４組がある。これらは搬送ベルト５７に沿ってタンデムに配列されており、
それらによって形成された各色トナー像が順次に一枚の転写紙上に重ねて転写される。
【００３１】
　第１トレイ４８、第２トレイ４９及び第３トレイ５０に積載された転写紙は、各々第１
給紙装置５１、第２給紙装置５２及び第３給紙装置５３によって給紙され、縦搬送ユニッ
ト５４によって感光体５６に当接する位置まで搬送される。
【００３２】
　＜実施形態１の画像データ転送時の動作及び作用・効果＞
　図１５に示すように、従来技術では、原稿サイズと転写紙サイズが同じときの縮小時に
おける余白転送方法について提示されている。この場合は等倍時と縮小時の全画像転送時
間は同じとなり、紙間を短縮することができる。
【００３３】
　しかし、原稿サイズと転写紙サイズが元々異なっている場合には、追加の余白転送時間
がかかり、紙間を短縮することができない。
【００３４】
　図１７に示すように、等倍時でも、転写紙サイズが大きい場合、追加の余白転送が必要
である。また、シートスルーＤＦの使用時には、副走査方向のライン数が分からない場合
があり、原稿サイズが短くなることがある。
【００３５】
　図１７に示すように、縮小時でも、転写紙サイズが大きい場合、追加の余白転送が必要
となる。さらには、図１８に示すように、拡大時においても余白転送が必要となる場合も
ある。
【００３６】
　図１９に示すように、従来技術においては、原稿の画像読取終了後でも追加で余白デー
タを転送する必要があり、紙間の時間を使う。また、余白をいつまで送らなければならな
いかを管理する必要があるが、従来は原稿読取サイズと転写時サイズが同じであったため
、アドレス管理方法が示されていなかった。なお、余白データ転送はライン単位で行われ
ている。
【００３７】
　図５は、画像処理装置１の構成を示すブロック図である。エンジン制御部３００では、
読取ユニットや書き込みユニットの制御と画像処理を行い、エンジンＣＰＵ３０１は、エ
ンジン制御を行う。レジスタＩＦ３０７は、エンジン画像処理部３０６とエンジンＣＰＵ
３０１との間に設けられたインターフェースである。
【００３８】
コントローラ部４００は、外部ＩＦからのプリントデータの受信、スキャナ画像の配信、
画像データの保存を行う。読取制御部３０８は、ＣＣＤやＣＩＳ及びそれらを用いたカラ
ー画像読み取り部の制御を行う。ＣＣＤやＣＩＳを２つ持つことで両面同時読み取りが可
能となっている。書込制御部３０９は、作像ステーションの作像タイミングに応じて、エ
ンジンメモリからの画像をＬＤ３０５へ出力する。
【００３９】
　エンジン内部バス制御部３１０は、読取制御部３０８、書込制御部３０９、有効画像デ
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ータ生成手段である読取画像処理部３１１、書込画像処理部３１４、エンジンメモリ３０
４間のバス切り替え及びバス調停を行う。エンジンメモリ３０４は、読取制御部３０８か
らの表面画像、裏面画像や、書き込み画像処理部からの総量規制処理後の印刷画像を一時
的な蓄積を行う。
【００４０】
　読取画像処理部３１１は、取得した入力画像データに対し、読取画像のＭＴＦ補正、平
滑フィルタ補正、ＲＧＢ画像からＣＭＹＫ画像への色補正、読取画像の変倍、読取画像デ
ータの符号化及び圧縮処理を行う。
【００４１】
　書込画像処理部３１４は、ＣＭＹＫの通常色画像データの複合化及び伸長処理、通常色
画像データの階調処理を行う。また、スタンプ画像データ、地紋画像データ、透明色画像
データの解像度変換や変倍、版ごとの画像シフト処理、各画像データの合成処理、使用ト
ナー量の総量規制処理を行う。
【００４２】
　シリアル通信制御部３１５及び４０２は、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ等の高速シリアルＩ
Ｆにより、エンジン制御部３００とコントローラ部４００とを接続する。コントローラ画
像処理部４０１は、エンジンからの画像データを受け取る入力コントローラ４０３と、エ
ンジンへ画像データを送る出力コントローラ４０４を有する。
【００４３】
　シリアル通信制御部４０６はコントローラ画像処理部４０１とコントローラＣＰＵ４１
２を接続する。回転器４０７や編集器４０８ではプリンタ画像や読取画像の画像加工を行
い、圧縮器４０９ではプリンタ画像や読取画像を保存する際にデータ圧縮を行い、伸長器
４１０では圧縮された保存データを元の画像データに戻す。
【００４４】
　データを保存するためのＨＤＤ４１５はＨＤＤコントローラ４１１により制御される。
また、コントローラ内部バス制御部では各機能ブロック間のバス切り替え及びバス調停を
行う。
【００４５】
　コントローラＣＰＵ４１２は、コントローラ部の制御、プリントデータの翻訳、プリン
ト画像の描画、スタンプ画像の描画、地紋画像の描画、透明色画像の描画、JPEGデータへ
の圧縮処理、JPEGデータから画像への伸長処理を行う。
【００４６】
　コントローラメモリ４１３は、受信したプリントデータの一時保存、プリント画像、ス
タンプ画像、地紋画像、透明色画像、通常色画像、読取画像用のワークメモリとして、ま
たプログラムの保存用に使用される。
【００４７】
　外部ＩＦ制御部４１４はネットワークを介して外部の通信機器と接続されるＩＦ制御部
であり、外部への画像転送、外部からのプリントデータ入力のためのＩＦを制御する。
【００４８】
　図６は、画像データ転送手段として機能する、図５に示す読取画像処理部３１１とシリ
アル通信制御部３１５の詳細を示す図である。読取画像処理部３１１とシリアル通信制御
部３１５には、有効画像データとは別に余白データを転送するために余白データ保存部３
１１４と余白データの転送先のアドレスを生成するアドレス生成手段としてアドレス生成
部３１５２が設けられている。
【００４９】
　有効画像データは制御信号img_fgate_n、imag_lsync_n、img_lgate_nに従って、有効期
間中にデータ転送される。有効画像期間中以外は、余白データの転送が行われる。有効画
像データの転送開始と、余白データ転送の開始は同時に行われ、余白データ転送はimg_lg
ate_nがＨである期間に割り当てられる。割り当ては調停手段である転送データ調停部３
１５４で行われる。
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【００５０】
　また、余白データ用のアドレスは有効画像用アドレスとは逆の順序で生成される。転写
紙領域に対して、有効画像データと余白データとを副走査方向に逆から埋めていくことで
出力画像が形成される。
【００５１】
　図１は、５０％縮小時における、有効画像データと余白データの転送タイミングを示す
。５０％縮小なので、有効画像データは１ラインごとに転送を行う。Ｂ４原稿読取では、
原稿fgate8598ライン中に4299ラインを転送することになる。
【００５２】
　図１に示すように、余白データの転送はimg_lgate_nがＨとなる有効画像データ転送期
間外に行われ、ライン同期はせず、画素単位で転送する。転写紙サイズがＡ３の場合、余
白データは9921ライン目から開始し、有効画像データの進行とは逆から埋められる。
【００５３】
　Ｂ４原稿をＡ３転写紙に５０％縮小する場合に、ライン周期が7600画素、有効画像幅幅
が7016画素である場合、帰線期間である584画素分の時間を余白データ転送に追加するこ
とができる。
【００５４】
　よって、有効画像データを4299×7016分転送する間に、余白データを4299×7016＋（85
98×584）分送ることができ、Ｂ４原稿読取期間中で7600×8598=65344800画素となる。こ
れはＡ３転写紙では65344800／7016=9313ライン相当となり、原稿読取終了後9921-9313=6
08ライン分を余白データ転送することになる。従来技術では1323ライン分追加転送してい
た時間を608ライン相当に短縮することができる。
【００５５】
　図７は等倍時の転送タイミングを示す。追加の余白データ転送時間は、縮小時と同じ60
8ライン相当の時間となり、従来時の1323ライン相当の時間より短縮される。また、拡大
時についても、変倍後の有効画像データはimg_lsync_n同期で１ライン周期に１ライン分
を転送するので、等倍時と同じ転送タイミングとなる。なお、主走査方向の余白データは
有効画像データの一部として有効画像幅に含まれて転送される。
【００５６】
　図８を用いて、アドレス生成方法について説明する。有効画像データのアドレスと余白
データのアドレスは副走査方向では逆向きで、主走査方向では同じ向きとなる。余白デー
タを次ラインに対して書き込むか否かの判断はライン単位で行う。下記のi_ca及びy_caが
生成される。ここで、lg_widthは主走査方向の幅、tlineは副走査方向のライン数を示す
。また、１８０度回転時は、アドレスの進行方向は逆になる。
有効画像の現開始アドレス：i_sa
有効画像の次ライン開始アドレス：i_nsa  ＝　isa  ＋　lg_width
有効画像データの現アドレス：i_ca　=  i_nsa
余白データの現開始アドレス：y_sa　＝　i_sa　＋　lg_width　×　（tline-1）
余白データの次ライン開始アドレス：y_nsa  ＝　y_sa　－　lg_width
余白データの現アドレス：y_ca　=  y_nsa
【００５７】
　前述のアドレス生成方法について、図９のフローチャートを用いて説明する。まず、余
白転送開始ラインが最も下のラインとなるように初期値を設定する（ステップＳ１０１）
。１ライン分の転送が完了したかどうかの判定を行い（ステップＳ１０２）、完了してい
ない場合（ステップS１０２、NO）は余白データを転送し（ステップＳ１０３）アドレス
を主走査方向に１つ進める（ステップＳ１０４）。
【００５８】
　１ライン分の転送完了時（ステップＳ１０２、Ｙｅｓ）に余白次ライン開始アドレスと
有効画像の現ライン開始アドレスとを比較し（ステップＳ１０５）、同じであれば（ステ
ップＳ１０５、Ｙｅｓ）余白データ転送を終了する。異なれば（ステップＳ１０５、Ｎｏ
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）、余白現ライン開始アドレスを更新して１つ上のラインへ進む（ステップＳ１０６）。
【００５９】
　図１０は１８０°回転する場合のアドレス生成方法を示すフローチャートである。図９
の場合とは、転送を開始するラインと、１ライン分の転送が終わった際にラインが進めら
れる方向が異なる。
【００６０】
　まず、余白転送開始ラインが最も上のラインとなるように初期値を設定する（ステップ
Ｓ２０１）。１ライン分の転送が完了したかどうかの判定を行い（ステップＳ２０２）、
完了していない場合（ステップＳ２０２、NO）は余白データを転送し（ステップＳ２０３
）アドレスを主走査方向に１つ進める（ステップＳ２０４）。
【００６１】
　１ライン分の転送完了時（ステップＳ２０２、Ｙｅｓ）に余白次ライン開始アドレスと
有効画像の現ライン開始アドレスとを比較し（ステップＳ２０５）、同じであれば（ステ
ップＳ２０５、Ｙｅｓ）余白データ転送を終了する。異なれば（ステップＳ２０５、Ｎｏ
）、余白現ライン開始アドレスを更新して１つ下のラインへ進む（ステップＳ２０６）。
【００６２】
　＜実施形態２の画像データ転送時の動作及び作用・効果＞
　図１１は、画像処理装置１の実施形態２の読取画像処理部３１１とシリアル通信制御部
３１５の詳細を示す図である。実施形態２では、実施形態１の構成に加えて、転送間隔調
整部３１５５が設けられている。転送間隔調整部３１５５の動作について説明する。
【００６３】
　図１２に示すように、シリアル通信制御部３１５にＰＣＩｅ等のＩＦを使用する場合、
シリアル通信制御部から送信されるデータは指定されたペイロードサイズに基づき、細か
くパケット単位に分割されて送信される。
【００６４】
　図１３に示すように、実施形態２の余白転送では、有効画像データパケットの間に余白
データパケットを送る。パケット間の調停は転送データ調停部３１５４で行う。余白デー
タの元データはペイロードサイズごとに転送を行う。
【００６５】
　規定時間内（lsw：単位s）の有効画像の転送量（im：単位byte）と余白データの転送量
(ym：単位byte)を測定し、複数のパケットをシリアル通信で１度に送ることができる上限
転送量limit_a（単位byte）と比較する。そして、im＋ym0  >　limit_aである場合に差分
s  =　im＋ym0-limit_aだけ余白データ転送量を下げて、s  =　0となるようにｎ＋１ライ
ン目でウェイト間隔ｘを加えることで調節する。この場合ｘは差分ｓを余白データの画素
数に換算した設定値とする。
１画素1byteの場合、
差分ｓ　（byte）　＝　間隔ｘ　（画素）
となる。
【００６６】
　図１４に示すように、ｎライン目では、一時的に上限転送量を超えるが、転送間隔調整
部３１５５でトグルバッファを用いることでｎライン目のあふれをｎ＋１ライン目で吸収
することで、送信異常を防ぐ。この様に、転送間隔調整部３１５５で余白データ転送を調
節することで、有効画像の転送を妨げずに、余白データを効率的にシリアル通信を行うこ
とができる。
【００６７】
　実施形態１及び実施形態２における画像処理装置１の各動作は、画像処理装置１や画像
処理装置１に接続される端末等にインストールされた画像処理プログラムによって実行さ
せるようにしても良い。
【符号の説明】
【００６８】
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　１　　画像処理装置
　１０　　スキャナ
　１３　　自動原稿送り装置
　１４　　プリンタ
　３００　　エンジン制御部
　３０１　　エンジンＣＰＵ
　３０２　　ＣＣＤ
　３０３　　ＣＩＳ
　３０４　　エンジンメモリ
　３０５　　ＬＤ
　３０６　　エンジン画像処理部
　３０７　　レジスタＩＦ
　３０８　　読取制御部
　３０９　　書込制御部
　３１０　　エンジン内部バス制御部
　３１１　　読取画像処理部
　３１２　　回転器
　３１３　　編集器
　３１４　　書込画像処理部
　３１５、４０２、４０６　　シリアル通信制御部
　４００　　コントローラ部
　４０１　　コントローラ画像処理部
　４０３　　入力コントローラ
　４０４　　出力コントローラ
　４０５　　コントローラ内部バス制御部
　４０７　　回転器
　４０８　　編集器
　４０９　　圧縮器
　４１０　　伸長器
　４１１　　ＨＤＤコントローラ
　４１２　　コントローラＣＰＵ
　４１３　　コントローラメモリ
　４１４　　外部ＩＦ制御部
　４１５　　ＨＤＤ
　３１１１　　シェーディング補正部
　３１１２　　フィルタ処理部
　３１１３　　変倍部
　３１１４　　余白データ保存部
　３１５１、３１５２　　アドレス生成部
　３１５３　　アドレス判定部
　３１５４　　転送データ調停部
　３１５５　　転送間隔調整部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６９】
【特許文献１】２００８－２８９０２１号公報



(11) JP 2015-146543 A 2015.8.13

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 2015-146543 A 2015.8.13

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(13) JP 2015-146543 A 2015.8.13

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(14) JP 2015-146543 A 2015.8.13

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

