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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像を読み取る読取手段と、
　前記読取手段が読み取った画像データを記憶する記憶手段と、
　用紙を搬送する搬送手段と、
　前記読取手段が読み取った画像データを、用紙の両面に印刷する印刷手段と、
　前記読取手段が、前記印刷手段によって用紙の両面に印刷する原稿の第１面と第２面の
読み取りを完了する前に、前記搬送手段による用紙の搬送を開始し、前記印刷手段によっ
て印刷を行う制御を行う制御手段と
を備え、
　前記制御手段は、前記読取手段によって原稿を読み取る順と同じ順で、前記印刷手段に
よって印刷を行う場合は、前記読取手段が原稿の第１面を読み取り中に、前記搬送手段に
よる用紙の搬送を開始し、前記読取手段によって原稿を読み取る順と異なる順で、前記印
刷手段によって印刷を行う場合は、前記読取手段が原稿の第２面を読み取り中に、前記搬
送手段による用紙の搬送を開始する、ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　原稿の画像を読み取る読取手段と、
　前記読取手段が読み取った画像データを記憶する記憶手段と、
　用紙を搬送する搬送手段と、
　前記読取手段が読み取った画像データを、用紙の両面に印刷する印刷手段と、
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　前記読取手段が、前記印刷手段によって用紙の両面に印刷する原稿の第１面と第２面の
読み取りを完了する前に、前記搬送手段による用紙の搬送を開始し、前記印刷手段によっ
て印刷を行う制御を行う制御手段と、
　画像データを圧縮する圧縮手段とを備え、
　前記圧縮手段は、前記読取手段によって原稿を読み取る順と異なる順で、前記印刷手段
によって印刷を行う場合は、前記第２面の画像データよりも高い圧縮率で、前記第１面の
画像データを圧縮して前記記憶手段に記憶する、ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像形成装置において、
　前記記憶手段の空き容量が規定量以下か否かを判定する判定手段を備え、
　前記圧縮手段は、前記判定手段が、前記記憶手段の空き容量が規定量以下であると判定
した場合は、当該空き容量が規定量以下でないと判定した場合に比べて、前記第２面の画
像データを高い圧縮率で圧縮し、前記記憶手段に記憶する、ことを特徴とする画像形成装
置。
【請求項４】
　原稿の画像を読み取る読取手段と、
　前記読取手段が読み取った画像データを記憶する記憶手段と、
　用紙を搬送する搬送手段と、
　前記読取手段が読み取った画像データを、用紙の両面に印刷する印刷手段と、
　前記読取手段が、前記印刷手段によって用紙の両面に印刷する原稿の第１面と第２面の
読み取りを完了する前に、前記搬送手段による用紙の搬送を開始し、前記印刷手段によっ
て印刷を行う制御を行う制御手段と
を備え、
　前記制御手段は、前記読取手段によって原稿を読み取る読取方向と前記印刷手段によっ
て印刷を行う印刷方向が異なる場合は、用紙の先行面に印刷する画像データの読み取りが
完了した後に前記搬送手段による用紙の搬送を開始する、ことを特徴とする画像形成装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。さらに詳細には、両面コピーを行うことのできる画
像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置において、読み取った画像データを用紙の両面に印刷する両面コピ
ーが行われている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－２９８６２０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、コピーを行う際には、印刷物を早期に取得できる方が、ユーザの待ち時間が軽
減されるために利便性が高い。そのため、両面コピーにおいても、コピーの高速化が望ま
れていた。
【０００５】
　本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、両面コピーの高速化を図
ることが可能な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】
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【０００６】
　この課題の解決を目的としてなされた画像形成装置は、原稿の画像を読み取る読取手段
と、前記読取手段が読み取った画像データを記憶する記憶手段と、用紙を搬送する搬送手
段と、前記読取手段が読み取った画像データを、用紙の両面に印刷する印刷手段と、前記
読取手段が、前記印刷手段によって用紙の両面に印刷する原稿の第１面と第２面の読み取
りを完了する前に、前記搬送手段による用紙の搬送を開始し、前記印刷手段によって印刷
を行う制御を行う制御手段とを備える。
【０００７】
　このような構成によれば、用紙の両面に印刷する原稿の第１面と第２面の読み取りが完
了する前に、用紙の搬送を開始して印刷を行うことができるため、両面への印刷時におい
て印刷物を早期に取得できる可能性が高くなる。
【０００８】
　また、前記制御手段は、前記読取手段によって原稿を読み取る順と同じ順で、前記印刷
手段によって印刷を行う場合は、前記読取手段が原稿の第１面を読み取り中に、前記搬送
手段による用紙の搬送を開始し、前記読取手段によって原稿を読み取る順と異なる順で、
前記印刷手段によって印刷を行う場合は、前記読取手段が原稿の第２面を読み取り中に、
前記搬送手段による用紙の搬送を開始するようにしてもよい。
【０００９】
　このように、読み取り順と印刷順が同じ否かによって、用紙の搬送を開始するタイミン
グを変えることが望ましい。これにより、原稿の第１面と第２面の読み取りが完了する前
の適切なタイミングで、用紙の搬送を開始して印刷を行うことができる。
【００１０】
　また、画像データを圧縮する圧縮手段を備え、画像データを圧縮する圧縮手段を備え、
前記圧縮手段は、前記読取手段によって原稿を読み取る順と異なる順で、前記印刷手段に
よって印刷を行う場合は、前記第２面の画像データよりも高い圧縮率で、前記第１面の画
像データを圧縮して前記記憶手段に記憶するようにしてもよい。
【００１１】
　このようにすれば、第２面の画像データより第１面の画像データを高い圧縮率で圧縮す
るため、記憶手段が圧迫されてしまう可能性を低減できる。
【００１２】
　また前記記憶手段の空き容量が規定量以下か否かを判定する判定手段を備え、前記圧縮
手段は、前記判定手段が、前記記憶手段の空き容量が規定量以下であると判定した場合は
、当該空き容量が規定量以下でないと判定した場合に比べて、前記第２面の画像データを
高い圧縮率で圧縮し、前記記憶手段に記憶するようにしてもよい。
【００１３】
　このようにすれば、空き容量が規定量以下の場合は、規定量以下でない場合に比べて第
２面の画像データを高い圧縮率で圧縮するため、画像データが記憶手段に記憶できなくな
ってしまう不具合を低減できる。
【００１４】
　また、前記制御手段は、前記読取手段によって原稿を読み取る読取方向と前記印刷手段
によって印刷を行う印刷方向が異なる場合は、用紙の先行面に印刷する画像データの読み
取りが完了した後に前記搬送手段による用紙の搬送を開始するようにしてもよい。
【００１５】
　このように、原稿を読み取る方向と印刷方向が異なる場合は、原稿を読み取る方向で印
刷を行う場合に比べて遅いタイミングで用紙の搬送を開始することが望ましい。これによ
り、より適切なタイミングで、用紙の搬送を開始して印刷を行うことができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、両面印刷時において印刷物を早期に取得できる画像形成装置が実現さ
れる。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施の形態にかかるＭＦＰの外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示したＭＦＰのＡＤＦを開放した状態を示す斜視図である。
【図３】図１に示したＭＦＰの画像読取部の内部構成（図１のＡ－Ａ断面）を示す断面図
である。
【図４】実施の形態にかかるＭＦＰの画像形成部の構成を示す断面図である。
【図５】実施の形態にかかるＭＦＰの電気的構成を示すブロック図である。
【図６】実施形態における両面コピー処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】実施形態における両面コピーの一例を示す図である。
【図８】実施形態における両面コピーの一例を示す図である。
【図９】実施形態における両面コピーの一例を示す図である。
【図１０】実施形態における両面コピーの一例を示す図である。
【図１１】実施形態における両面コピーの一例を示す図である。
【図１２】実施形態における搬送判断処理の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明にかかる画像形成装置を具体化した実施の形態について、添付図面を参照
しつつ詳細に説明する。本実施形態は、ファックス送受信機能，スキャン機能，及びコピ
ー機能を備えた複合機（ＭＦＰ：Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ
）に本発明を適用したものである。
【００１９】
　［ＭＦＰの構成］
　本実施形態のＭＦＰ１００は、図１に示すように、用紙に画像を印刷する画像形成部５
１と、原稿の画像を読み取る画像読取部５２とを備えている。なお、画像形成部５１の画
像形成方式は、電子写真方式であっても、インクジェット方式であってもよい。また、画
像形成部５１は、カラー画像及びモノクロ画像の形成が可能であってもよいし、モノクロ
画像のみの形成が可能であってもよい。さらに、画像読取部５２は、カラー画像及びモノ
クロ画像の読み取りが可能であってもよいし、モノクロ画像のみの読み取りが可能であっ
てもよい。
【００２０】
　ＭＦＰ１００は、前面側に操作パネル４０を備えている。操作パネル４０には、図１に
示すように、液晶ディスプレイからなる表示部４２、各種のボタン（例えば、スタートキ
ー４３，キャンセルキー，テンキー等の各ボタン）によって構成されるボタン群４１等が
設けられている。ＭＦＰ１００では、操作パネル４０の表示部４２やボタン群４１によっ
て、動作状況の表示やユーザによる操作の入力が可能になっている。
【００２１】
　［画像読取部の構成］
　続いて、画像読取部５２（読取手段の一例）の構成について、図１および図２を参照し
つつ説明する。なお、図１および図２は、画像読取部５２の外観を示している。
【００２２】
　画像読取部５２は、画像の読み取りを行う本体部１０と、原稿の自動搬送を行う自動原
稿供給装置（ＡＤＦ：Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）２０とを備えている
。ＡＤＦ２０は、本体部１０の上方に位置するとともに一辺が本体部１０と接続し、本体
部１０に対して回動自在に設けられている。そのため、ＡＤＦ２０は、本体部１０の上面
を開閉することができる。
【００２３】
　ここで、図１のＡ－Ａ断面における画像読取部５２の内部構成を示す図３を参照しつつ
説明する。本体部１０は、その上面に、コンタクトガラス１１（以下、「ＦＢガラス１１
」とする）、コンタクトガラス１２（以下、「ＡＤＦガラス１２」とする）を備えている
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。さらに、本体部１０の内部であってＦＢガラス１１、ＡＤＦガラス１２の下方には、原
稿の画像を読み取るイメージセンサ１５が設けられている（図３参照）。イメージセンサ
１５は、主走査方向（用紙搬送方向に直交方向、図３の奥行き方向）に光学素子が一列に
並んで配置されており、原稿からの反射光を電気信号に変換して出力する。イメージセン
サ１５としては、例えば、ＣＩＳ（Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｅｎｓｏｒ）などが
適用可能である。
【００２４】
　イメージセンサ１５は、スライド軸１３に対してスライド自在に支持されている。この
スライド軸１３は、副走査方向（図３中の左右方向）に延び、両端部が本体部１０の筐体
に固定されている。そのため、イメージセンサ１５は、図３中の左右方向に移動可能に設
けられている。
【００２５】
　ＡＤＦ２０は、読み取り前の原稿を載置する原稿トレイ２１と、読み取り後の原稿を載
置する排出トレイ２２とを備えている。具体的に、原稿トレイ２１は、排出トレイ２２の
上方に配設されている。また、原稿ガイド５３は原稿トレイに２１に取り付けられ、両端
部を図３の奥行き方向にスライド可能になっている。ユーザは、原稿ガイド５３の両端部
をスライドして原稿幅に合わせることにより、原稿を傾きなく載置させることが可能であ
る。原稿ガイド５３には、原稿の幅を検出可能な原稿幅センサ５４が取り付けられている
。
【００２６】
　また、ＡＤＦ２０は、その下面に開口部２３が設けられ、その開口部２３の上流側に原
稿押さえ板２４が配置されている。この原稿押さえ板２４は、原稿搬送方向の、メインロ
ーラ６２よりも下流で排出ローラ６３よりも上流に位置し、ＡＤＦ２０を閉じた状態でＡ
ＤＦガラス１２と対向している。
【００２７】
　ＡＤＦ２０は、原稿トレイ２１に載置された原稿を搬入ローラ６１によって１枚ずつ取
り出し、原稿センサ５０まで搬送し、その原稿をメインローラ６２に沿ってＵターンさせ
る。そして、その原稿を本体部１０のＡＤＦガラス１２に対向する位置に搬送する。具体
的には、原稿を原稿押さえ板２４とＡＤＦガラス１２との間を通過させる。その後、排出
ローラ６３を介して、その原稿を排出トレイ２２上に排出する。
【００２８】
　また、イメージセンサ１５を利用した原稿の読取方式としては、フラットベッド（原稿
固定走査）方式と、ＡＤＦ（原稿移動走査）方式とがある。フラットベッド方式の場合、
原稿を１枚ずつＦＢガラス１１上に載置する。その状態で、イメージセンサ１５が副走査
方向（主走査方向に直交方向、図３の左右方向）に移動し、その際に主走査方向に１ライ
ンずつ原稿の画像が読み取られる。一方、ＡＤＦ方式の場合、原稿を纏めて原稿トレイ２
１に載置する。そして、イメージセンサ１５がＡＤＦガラス１２に対向する位置に移動し
、固定される。その状態で、ＡＤＦ２０によって原稿が原稿押さえ板２４の下側であって
ＡＤＦガラス１２に対向する位置に搬送され、その際に主走査方向に１ラインずつ原稿の
画像が読み取られる。
【００２９】
　また、ＡＤＦ２０は、原稿搬送方向の、搬入ローラ６１よりも下流でメインローラ６２
よりも上流に、原稿の画像を読み取るイメージセンサ２５およびそのイメージセンサ２５
に対向する原稿押さえ板２６を備え、イメージセンサ２５と原稿押さえ板２６との間を原
稿が通過するように配置される。イメージセンサ２５についても、本体部１０のイメージ
センサ１５と同様に、ＣＩＳなどが適用可能である。
【００３０】
　イメージセンサ２５は、ＡＤＦ方式によってイメージセンサ１５に読み取られる面とは
反対の面を読み取ることができる位置に配置される。そのため、本形態の画像読取部５２
は、１回の原稿搬送で、本体部１０のイメージセンサ１５によって原稿の第１面を、ＡＤ
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Ｆ２０のイメージセンサ２５によって原稿の第２面を、それぞれ読み取ることができる。
つまり、１パスで両面読み取りを行うことが可能な構成になっている。
【００３１】
　なお、ここではイメージセンサ１５とイメージセンサ２５によって、１パスで原稿の両
面読み取りを行う形態について説明したが、イメージセンサ２５はあってもなくてもよい
。その場合、画像読取部５２内には原稿の反転経路を備え、イメージセンサ１５でまずは
第１面を読み取り、その後、反転経路により反転させた原稿を搬送し、第２面を読み取る
。つまり、２パスで両面読み取りを行う。
【００３２】
　［画像形成部の構成］
　続いて、画像形成部５１（印刷手段の一例）の構成について、図４を参照しつつ説明す
る。なお、図４は画像形成部５１の内部構成を示している。
【００３３】
　画像形成部５１は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の情報端末装置から送られてく
る画像データや画像読取部５２で読み取った原稿の画像データを基に画像を生成し、当該
画像を用紙に印刷する。本実施形態の画像形成部５１は、周知の電子写真方式によって画
像を形成するものであり、トナーにより画像を形成する印刷部５５と、画像形成前の用紙
を載置する給紙カセット９１と、画像形成後の用紙を載置する排紙トレイ９２とを備えて
いる。
【００３４】
　画像形成部５１内には、底部に位置する給紙カセット９１に収容された用紙が、給紙ロ
ーラ７３，レジストローラ７２（搬送手段の一例），印刷部５５を通り、排紙ローラ７４
を介して上部の排紙トレイ９２へ導かれるように、略Ｓ字形状の搬送経路７１が設けられ
ている。すなわち、画像形成部５１は、給紙ローラ７３により給紙カセット９１に載置さ
れている用紙を１枚ずつ取り出し、その用紙をレジストローラ７２によって印刷部５５に
搬送し、印刷部５５にて形成されたトナー像をその用紙に転写する。そして、定着後の用
紙を排紙ローラ７４等により排紙トレイ９２に排出する。
【００３５】
　さらに、画像形成部５１内には、用紙の両面に印刷を行うための両面印刷機構が備えら
れている。図４中の搬送路７５は、用紙の両面のうち先に搬送される面である先行面に印
刷が行われた用紙の、後続面にも印刷が行われるように、用紙を反転して印刷部５５に再
搬送するための搬送路である。
【００３６】
　画像形成部５１による両面印刷では、搬送路７１を経由して先行面に画像形成された用
紙を排紙ローラ７４で停止させ、用紙の搬送方向を反転させる。そして、その用紙を排紙
ローラ７４から再搬送路である搬送路７５に搬送し、印刷部５５と給紙カセット９１との
間の位置を通過させ、再度印刷部５５まで導く。これにより、用紙の表裏が反転され、後
続面に画像形成されることになる。
【００３７】
　なお、図４に示した画像形成部５１は、搬送路７１に沿って搬送されてきた用紙を、排
紙ローラ７４によって反転して方向を変えることにより、用紙を図４中の前方向へと排紙
するフェイスダウン方式である。しかし、用紙を排紙ローラ７４によって反転せず、方向
を変えずにそのまま図４中の後方向へと排紙するフェイスアップ方式であってもよい。
【００３８】
　［ＭＦＰの電気的構成］
　続いて、ＭＦＰ１００の電気的構成について説明する。ＭＦＰ１００は、図５に示すよ
うに、ＣＰＵ３１（制御手段，圧縮手段，判定手段の一例）と、ＲＯＭ３２と、ＲＡＭ３
３（記憶手段の一例）と、ＮＶＲＡＭ（Ｎｏｎ　Ｖｏｌａｔｉｌｅ　ＲＡＭ）３４とを備
えた制御部３０を備えている。また、制御部３０は、画像形成部５１と、画像読取部５２
と、操作パネル４０と、原稿センサ５０と、原稿幅センサ５４と、ネットワークインター
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フェース３７とに、電気的に接続されている。
【００３９】
　ＲＯＭ３２には、ＭＦＰ１００を制御するための制御プログラムであるファームウェア
や各種設定、初期値等が記憶されている。ＲＡＭ３３及びＮＶＲＡＭ３４は、各種制御プ
ログラムが読み出される作業領域として、あるいは読み取った画像データを一時的に記憶
する記憶領域として利用される。
【００４０】
　ＣＰＵ３１は、ＲＯＭ３２から読み出した制御プログラムや各種センサから送られる信
号に従って、その処理結果をＲＡＭ３３またはＮＶＲＡＭ３４に記憶させながら、ＭＦＰ
１００の各構成要素を制御する。
【００４１】
　原稿センサ５０は原稿の有無を検知し、その検知信号をＣＰＵ３１に出力する。原稿幅
センサ５４は、原稿ガイド５３の両端部の位置を検出し、その検出信号をＣＰＵ３１に出
力する。ＣＰＵ３１は原稿幅センサ５４の検出信号を基に、原稿の幅を判断する。
【００４２】
　ネットワークインターフェース３７は、他の装置との通信を可能にするインターフェー
スである。ＭＦＰ１００は、ネットワークインターフェース３７を介して他の装置から送
信される印刷データを受信したり、他の装置へ読み取った画像データを送信したりする。
【００４３】
　［ＭＦＰの制御］
　続いて、ＭＦＰ１００の制御について説明する。本明細書におけるＭＦＰ１００は、画
像データを印刷する両面コピーモードを有する。この両面コピーモードは、読み取った原
稿の画像データを用紙の両面へ印刷するモードである。
【００４４】
　［実施形態］
　以下、本実施形態に関する両面コピー処理について、図６～図１２を参照しつつ説明す
る。
【００４５】
　なお、本実施形態における両面コピー処理では、用紙の両面へ印刷する画像データの読
み取りが完了する前に用紙の搬送を開始して印刷を行う。また、以下の説明では、用紙の
搬送を、レジストローラ７２による印刷部５５への用紙の搬送のことを指すものとして説
明する。
【００４６】
　また、両面コピーを行う際は、原稿の片面にある画像を読み取る場合と原稿の両面にあ
る画像を読み取る場合がある。以下の説明では、片面原稿の場合は「原稿の１ページ目」
とは原稿の１枚目を、「原稿の２ページ目」は原稿の２枚目を指すものとし、両面原稿の
場合は「原稿の１ページ目」とは原稿の一方の面を、「原稿の２ページ目」は原稿の他方
の面を指すものとして説明する。
【００４７】
　本実施形態の両面コピー処理について、まず図６のフローチャートを参照しつつ説明す
る。両面コピー処理は、例えば操作パネル４０の操作を介して両面コピーモードが設定さ
れ、スタートキー４３の押下が検出されると、ＣＰＵ３１によって処理が開始される。
【００４８】
　両面コピーモードの処理が開始されると、Ｓ１０１にて、原稿を読み取る方向と画像デ
ータの用紙への印刷方向が同じか否かを、ＣＰＵ３１が判断する。ＣＰＵ３１は、原稿と
用紙の搬送方向，綴じ代設定，画像読取部５２の読取機構等の情報に基づいて、Ｓ１０１
の判断を行う。まず、原稿を読み取る方向と画像データの用紙への印刷方向が同じ場合と
異なる場合を、それぞれ図７～図９を例として参照しつつ説明する。
【００４９】
　なお、図７～図９は原稿の片面のみにある画像を読み取り、用紙の両面への印刷を行う
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場合を例に示してある。また、読み取りを行う原稿の画像が片面のみにあるか両面にある
かについては、操作パネル４０の操作を介してユーザから入力された設定に基づいて、Ｃ
ＰＵ３１が判断する。
【００５０】
　また、以下の説明では、アルファベット「Ａ」または「Ｂ」という文字の画像に対して
上下左右方向（図７～図９中の上下左右方向）を用いて説明する。また、原稿の長さの長
い辺を長辺（図７～図９中の上下方向）、長さの短い辺を短辺（図７～図９中の左右方向
）とする。また、以下の説明では特に断りがない限り、原稿および用紙は、長辺方向に搬
送されるようになっているとして説明する。
【００５１】
　図７の場合は、例えば、操作パネル４０の操作を介してユーザから短辺綴じが設定され
ている場合である。この場合、アルファベット「Ａ」および「Ｂ」の原稿を、図中の上か
ら下の方向へ順次読み取っていく。そして読み取ったアルファベット「Ａ」および「Ｂ」
を、用紙に上から下の方向へ印刷していく。この場合、原稿を読み取る方向と画像データ
の用紙への印刷方向が同じである。
【００５２】
　図８の場合は、例えば、操作パネル４０の操作を介してユーザから長辺綴じが設定され
ている場合である。この場合、アルファベット「Ａ」および「Ｂ」の原稿を、図中の上か
ら下の方向へ順次読み取っていく。一方、印刷はアルファベット「Ａ」は上から下の方向
へ印刷するが、「Ｂ」は下から上の方向へ印刷を行う。この場合、原稿を読み取る方向と
画像データの用紙への印刷方向が異なる。
【００５３】
　図９では、原稿が短辺方向に搬送され、用紙が長辺方向に搬送される例を示している。
この場合、アルファベット「Ａ」および「Ｂ」の原稿を、左から右の方向へ順次読み取っ
ていく。一方、印刷はアルファベット「Ａ」および「Ｂ」を上から下の方向へ印刷してい
く。このとき、図８のようにアルファベット「Ｂ」を図７の場合のように、下から上の方
向へ印刷する場合があるか否かに関わらず、原稿を読み取る方向と画像データの用紙への
印刷方向が異なる。つまり、長辺綴じか短辺綴じか否かに関わらず、原稿を読み取る方向
と画像データの用紙への印刷方向が異なる。
【００５４】
　以上のように、原稿を読み取る方向と画像データの用紙への印刷方向には、図７～図９
に例として示したような場合がある。ＣＰＵ３１は、原稿と用紙の搬送方向，綴じ代設定
，画像読取部５２の読取機構等の情報に基づいて、これらの場合を判断する。これについ
て説明する。
【００５５】
　ＣＰＵ３１は、原稿幅センサ５４からの検出信号に基づいて、原稿のサイズを判断する
。これは、周知の技術であるので、詳細な説明を省略する。これより、原稿を搬送して読
み取りを行う方向が、長辺に沿った方向（長辺方向）なのか短辺に沿った方向（短辺方向
）なのかが判断できる。
【００５６】
　さらに、ＣＰＵ３１は、用紙が搬送されて印刷を行う方向が、長辺方向なのか短辺方向
なのかについて、操作パネル４０の操作を介してユーザから入力された設定情報に基づい
て判断できる。また、Ａ４サイズの用紙が長辺方向に搬送されるようにしか載置できない
といったように、給紙カセット９１のサイズから印刷方向が長辺方向か短辺方向かを、Ｃ
ＰＵ３１が判断できる場合もある。
【００５７】
　なお、原稿および用紙の搬送方向は、操作パネル４０の操作を介して入力させ、その入
力に基づいてＣＰＵ３１が判断してもよい。
【００５８】
　次に、ＣＰＵ３１は、操作パネル４０の操作を介してユーザから入力された、綴じ代設
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定を判断する。綴じ代設定には、例えば、長辺綴じと短辺綴じがある。
【００５９】
　次に、読取機構について説明する。図７～図９では、原稿の片面にある画像について説
明したが、原稿の両面にある画像を読み取る場合がある。このような場合、読取機構によ
って、原稿の読み取る方向と印刷方向が異なる場合がある。これについて説明する。
【００６０】
　まず、画像読取部５２がイメージセンサ１５とイメージセンサ２５を備え、１パスで原
稿の両面を読み取ることができる場合は、図１０にようにアルファベット「Ａ」もアルフ
ァベット「Ｂ」も上から下の方向へ読み取られる。
【００６１】
　一方、画像読取部５２がイメージセンサ２５を備えず、２パスで原稿の両面を読み取る
場合は、アルファベット「Ａ」は上から下の方向へ読み取られ、原稿が反転されて搬送さ
れることにより、アルファベット「Ｂ」は下から上の方向へ読み取られる。この場合、図
８で説明したように長辺綴じが設定されていたとしても、原稿を読み取る方向と印刷を行
う方向が同じになる。
【００６２】
　以上のように、ＣＰＵ３１は、原稿と用紙の搬送方向，綴じ代設定，原稿の読み取り面
，読取機構などの情報に基づいて、原稿を読み取る方向と画像データの用紙への印刷方向
が同じか否かを判断する。
【００６３】
　原稿を読み取る方向と画像データの用紙への印刷方向が同じ場合は（Ｓ１０１：Ｙｅｓ
）、Ｓ１０２に移行して、用紙の搬送を開始する時間として、予め定められた時間Ｔ１（
図７参照）をＣＰＵ３１が設定する。なお、時間Ｔ１や後述する時間Ｔ２は予め定められ
、ＲＯＭ３２やＮＶＲＡＭ３４等に記憶されているものとする。
【００６４】
　原稿を読み取る方向と画像データの用紙への印刷方向が異なる場合は（Ｓ１０１：Ｎｏ
）、Ｓ１０３に移行して、用紙の搬送を開始する時間として、時間Ｔ１より長いＴ２（図
８参照）をＣＰＵ３１が設定し、ＲＡＭ３３等に記憶する。
【００６５】
　なお、本実施形態では、時間Ｔ２は、用紙の先行面に印刷する画像データの読み取りが
完了する時間としている。図８や図９に示したように、原稿を読み取る方向と印刷方向が
異なる場合は、読み取った画像データを回転する処理を行わなければならない。その分、
原稿を読み取る方向と印刷方向が同じ場合と比べて時間を要する。
【００６６】
　そのため、原稿を読み取る方向と印刷方向が異なるか否かで、用紙の搬送開始時間を変
更することにより、画像データが欠けている状態で用紙の搬送が開始され、印刷が行われ
ることによる、印刷の失敗を抑制することができる。
【００６７】
　なお、時間Ｔ１や時間Ｔ２は、用紙の先行面に印刷する画像データの読み取りを開始し
た時点を起点にした経過時間であり、図７～図９においてアルファベット「Ｂ」の原稿の
読み取りを開始してからの経過時間のことである。これは、図１０に示したような２つの
イメージセンサによって原稿の両面を１パスで読み取る場合でも同様であり、アルファベ
ット「Ｂ」の原稿の読み取りを開始してから、経過時間がＴ１に達したときに用紙の搬送
を開始する。
【００６８】
　Ｓ１０２とＳ１０３の後は、Ｓ１０４に移行する。Ｓ１０４では、画像読取部５２がイ
メージセンサ１５やイメージセンサ２５によって、原稿の画像の読み取りを開始する。そ
して、読み取った画像データは、ＣＰＵ３１が順次ＲＡＭ３３に記憶していく。なお、Ｓ
１０４で読み取りを開始した後は、後述するＳ１３０にて、読み取りが終了したと判断さ
れる（Ｓ１３０：Ｙｅｓ）まで、継続して読み取りを行う。
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【００６９】
　Ｓ１０４の後は、Ｓ２００に移行し、ＣＰＵ３１が搬送判断処理を行う。搬送判断処理
については、図１２を参照しつつ説明する。
【００７０】
　図１２において、Ｓ１０６では、原稿の読み取り順と読み取った画像データの印刷順が
同じか否かを、ＣＰＵ３１が判断する。これについて説明する。
【００７１】
　まず、用紙の排紙がフェイスダウン方式の場合は、原稿の読み取り順と読み取った画像
データの印刷順が異なる。図７～図１０に示した例では全て、原稿の読み取り順と読み取
った画像データの印刷順が異なる場合の例である。そのため、原稿の１ページ目である画
像「Ａ」、２ページ目である「Ｂ」といった順で画像を読み取り、印刷は２ページ目であ
った「Ｂ」を先に用紙の先行面に、その後に１ページ目であった「Ａ」を用紙の後続面に
印刷している。
【００７２】
　一方、用紙の排紙がフェイスアップ方式の場合は、原稿の読み取り順と読み取った画像
データの印刷順が同じである。図１１に示した例は、原稿の読み取り順と読み取った画像
データの印刷順が同じ場合の例である。そのため、原稿の１ページ目である画像「Ａ」、
２ページ目である「Ｂ」といった順で画像を読み取り、印刷も１ページ目であった「Ａ」
を先に用紙の先行面に、その後に２ページ目であった「Ｂ」を用紙の後続面に印刷してい
る。
【００７３】
　なお、ここでは排紙方式がフェイスダウンの場合は原稿の読み取り順と読み取った画像
データの印刷順が異なると記載したが、排紙方式がフェイスダウン方式であっても、例え
ば、操作パネル４０の操作を介して、印刷順を揃えず原稿を読み取った順で印刷を行う設
定がされた場合は、フェイスアップ方式と同様に、原稿の読み取り順と画像データの印刷
順は同じであるとＣＰＵ３１が判断する。
【００７４】
　以上記載したように、ＣＰＵ３１は、印刷順を揃える必要がないとユーザに指示された
か否かと、排紙の方式がフェイスアップかフェイスダウンかという情報を基に、Ｓ１０６
で原稿の読み取り順と読み取った画像データの印刷順が同じか否かを判断する。原稿の読
み取り順と印刷順が同じでない場合は（Ｓ１０６：Ｎｏ）、Ｓ１０７に移行する。
【００７５】
　Ｓ１０７では、ＲＡＭ３３の空き容量が規定量以下か否かをＣＰＵ３１が判定する。規
定量は予め定められているものとし、例えば、ＲＡＭ３３の容量の２０％や、２００キロ
バイト、というように定められている。
【００７６】
　ＲＡＭ３３の空き容量が規定量以下でない場合は（Ｓ１０７：Ｎｏ）、Ｓ１０８に移行
して、Ｓ１０４で読み取りを開始した原稿の１ページ目の画像データを非圧縮または低い
圧縮率で圧縮し、ＲＡＭ３３に記憶する。このとき、低い圧縮率は予め定められているも
のとする。
【００７７】
　ＲＡＭ３３の空き容量が規定量以下である場合は（Ｓ１０７：Ｙｅｓ）、Ｓ１０９に移
行し、ＣＰＵ３１が高い圧縮率で原稿の１ページ目の画像データを圧縮し、ＲＡＭ３３に
記憶する。ここでいう高い圧縮率とは、Ｓ１０８の圧縮率に比べて高い圧縮率のことであ
り、予め定められているものとする。
【００７８】
　なお、Ｓ１０８，Ｓ１０９で圧縮を行う際、ＣＰＵ３１は、Ｓ１０４で読み取られ、Ｒ
ＡＭ３３に記憶されている原稿の１ページ目の画像データを、圧縮して再度ＲＡＭ３３に
記憶してもよいし、Ｓ１０４で読み取りを開始し、順次読み取っている原稿の１ページ目
の画像データを、そのままＲＡＭ３３へ記憶することはせず、順次圧縮しながらＲＡＭ３
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３へ記憶していってもよい。
【００７９】
　Ｓ１０８，Ｓ１０９の後はＳ１１０に移行し、画像読取部５２が原稿の２ページ目の読
み取りを開始しているか否かを、ＣＰＵ３１が判断する。なお、原稿の２ページ目とは、
用紙の先行面に印刷する画像のことであり、図７～図１０の「Ｂ」の原稿に該当する。つ
まり、２ページ目の原稿とは、両面に画像がある原稿の場合は１枚目の原稿の片面に該当
する場合もあるし、片面のみに画像がある原稿の場合は原稿の２枚目に該当する場合もあ
る。
【００８０】
　なお、原稿の両面にある画像を、イメージセンサ１５とイメージセンサ２５により１パ
スで読み取っているような場合は、図１０に示したように、原稿の２ページ目（図中の「
Ｂ」）が原稿１ページ目（図中の「Ａ」）にわずかに遅れ、同時に読み取られる。このよ
うな場合のように、原稿の１ページ目を読み取っているときでも、原稿の２ページ目を読
み取っているので、原稿の２ページ目の読み取りを開始しているとＣＰＵ３１が判断する
。
【００８１】
　画像読取部５２が原稿の２ページ目の読み取りを開始していない場合は（Ｓ１１０：Ｎ
ｏ）、再びＳ１０６に移行する。つまり、原稿の２ページ目の読み取りが開始されるまで
、Ｓ１０４，Ｓ１０６～Ｓ１０９のステップを繰り返す。なお、上述したように、原稿の
両面にある画像を１パスで読み取っているような場合は、原稿の１ページ目と２ページ目
がほぼ同時に読み取りを開始されているので、１ページ目の読み取りが完了する前に、Ｓ
１１０以降のステップに移行する。
【００８２】
　画像読取部５２が原稿の２ページ目の読み取りを開始している場合は（Ｓ１１０：Ｙｅ
ｓ）、Ｓ１１１に移行する。
【００８３】
　Ｓ１１１では、ＲＡＭ３３の空き容量が規定量以下か否かをＣＰＵ３１が判定する。こ
れは、Ｓ１０７のステップと同様である。空き容量が規定量以下でない場合は（Ｓ１１１
：Ｎｏ）、Ｓ１１２に移行して、ＣＰＵ３１が画像データを非圧縮または低い圧縮率で圧
縮し、ＲＡＭ３３へ記憶する。ＲＡＭ３３の空き容量が規定量以下の場合は（Ｓ１１１：
Ｙｅｓ）、Ｓ１１３に移行してＣＰＵ３１が画像データを高い圧縮率で圧縮し、ＲＡＭ３
３に記憶する。
【００８４】
　Ｓ１１２，Ｓ１１３の圧縮率は予め定められているものとする。また、Ｓ１１２でいう
低い圧縮率とは、Ｓ１１３の圧縮率に比べて低い圧縮率のことである。さらに、Ｓ１１２
，Ｓ１１３の圧縮率は、Ｓ１０８，Ｓ１０９の圧縮率より低いものとする。つまり、原稿
の２ページ目の画像データは原稿の１ページ目の画像データより低い圧縮率であることが
望ましい。
【００８５】
　原稿の読み取り順と印刷順が異なる場合は（Ｓ１０６：Ｎｏ）、原稿の２ページ目の画
像データが先に用紙の先行面に印刷される。そのため、原稿の１ページ目の画像データに
比べて、原稿の２ページ目の画像データの圧縮率を低くしておくと、ＲＡＭ３３の圧迫を
抑制しつつ、かつ、印刷を行う際に画像データの解凍が間に合わず、印刷が失敗する可能
性が低くなるという効果を見込むことができる。
【００８６】
　なお、Ｓ１１２，Ｓ１１３で圧縮を行う際、ＣＰＵ３１は、ＲＡＭ３３に記憶されてい
る原稿の２ページ目の画像データを圧縮して再度ＲＡＭ３３に記憶してもよいし、Ｓ１０
４で読み取りを開始し、順次読み取っている原稿の２ページ目の画像データを、そのまま
ＲＡＭ３３へ記憶することはせず、順次圧縮しながらＲＡＭ３３へ記憶していってもよい
。
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【００８７】
　Ｓ１１２，Ｓ１１３の後は、Ｓ１１４に移行する。Ｓ１１４では、Ｓ１０２またはＳ１
０３設定され、ＲＡＭ３３等に記憶された搬送開始時間Ｔ１またはＴ２を、ＣＰＵ３１が
参照する。
【００８８】
　続くＳ１１５では、Ｓ１１４で参照した搬送開始時間Ｔ１またはＴ２に基づいて、用紙
の搬送開始タイミングに達したか否かを、ＣＰＵ３１が判断する。用紙に先行面に印刷す
る画像データの読み取りを開始してから、用紙の搬送開始タイミングに達していない場合
は（Ｓ１１５：Ｎｏ）、再びＳ１１５に移行する。用紙の搬送開始タイミングに達した場
合は（Ｓ１１５：Ｙｅｓ）、搬送判断処理を終えて、図６の両面コピー処理に戻る。
【００８９】
　ここで、一方、Ｓ１０６にて原稿の読み取り順と印刷順が同じ場合（Ｓ１０６：Ｙｅｓ
）について説明する。Ｓ１０６にて原稿の読み取り順と印刷順が同じ場合（Ｓ１０６：Ｙ
ｅｓ）、Ｓ１２０に移行する。Ｓ１２０では、ＲＡＭ３３の空き容量が規定量以下か否か
を、ＣＰＵ３１が判定する。これは、既述したＳ１０７，Ｓ１１１のステップと同様であ
る。
【００９０】
　空き容量が規定量以下でない場合は（Ｓ１２０：Ｎｏ）、Ｓ１２１に移行して、Ｓ１０
４で読み取りを開始している原稿の１ページ目の画像データを、ＣＰＵ３１が非圧縮また
は低い圧縮率で圧縮する。空き容量が規定量以下である場合は（Ｓ１２０：Ｙｅｓ）、Ｓ
１２２に移行して、原稿の１ページ目の画像データをＣＰＵ３１が高い圧縮率で圧縮する
。ここでいう高い圧縮率とは、Ｓ１２１の圧縮率と比べて高い圧縮率のことを指す。
【００９１】
　Ｓ１２１，Ｓ１２２の圧縮率は予め定められているものとする。また、Ｓ１１２，Ｓ１
１３の圧縮率と同等のものであることが望ましい。なぜなら、原稿の読み取り順と印刷順
が異なる場合は（Ｓ１０６：Ｎｏ）、原稿の１ページ目の画像データが用紙に先に印刷さ
れる（図１１参照）。そのため、Ｓ１０８，Ｓ１０９のような高い圧縮率にしてしまうと
、印刷の際に解凍が間に合わず、印刷が失敗してしまう場合があるからである。
【００９２】
　なお、Ｓ１２１，Ｓ１２２で圧縮を行う際、ＣＰＵ３１は、Ｓ１０４で読み取られ、Ｒ
ＡＭ３３に記憶されている原稿の１ページ目の画像データを、圧縮して再度ＲＡＭ３３に
記憶してもよいし、Ｓ１０４で読み取りを開始し、順次読み取っている原稿の１ページ目
の画像データを、そのままＲＡＭ３３へ記憶することはせず、順次圧縮しながらＲＡＭ３
３へ記憶していってもよい。
【００９３】
　Ｓ１２１，Ｓ１２２の後には、Ｓ１２３に移行して、Ｓ１０２またはＳ１０３で設定さ
れ、ＲＡＭ３３等に記憶されている用紙の搬送開始時間Ｔ１またはＴ２を、ＣＰＵ３１が
参照する。これは、Ｓ１１４のステップと同様である。
【００９４】
　続くＳ１２４では用紙の搬送開始時間に達したか否かをＣＰＵ３１が判断する。これは
、Ｓ１１５のステップと同様に行う。ただし、用紙の搬送開始は、用紙の先行面に印刷す
る原稿の１ページ目の画像の読み取りを開始してから、時間Ｔ１または時間Ｔ２が経過し
た時点で行う。
【００９５】
　用紙の搬送開始時間に達していない場合は（Ｓ１２４：Ｎｏ）、再びＳ１２４に移行す
る。用紙の搬送開始時間に達した場合は（Ｓ１２４：Ｙｅｓ）、搬送判断処理を終えて、
図６の両面コピー処理に戻る。
【００９６】
　図６の両面コピー処理の説明に戻る。Ｓ１１６では、ＣＰＵ３１がレジストローラ７２
によって印刷部５５に載置されている用紙の搬送を開始する。なお、用紙は予め給紙ロー
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ラ７３によって給紙カセット９１から給紙され、レジストローラ７２まで搬送されて停止
している。そして、搬送開始タイミングに達すると、ＣＰＵ３１はレジストローラ７２に
よって印刷部５５へと用紙の搬送を開始する。そのため、搬送経路の長さに依存せず、用
紙の搬送を開始してすぐに印刷が開始されるので、より両面コピーの高速化を実現できる
可能性が高い。
【００９７】
　そして、続くＳ１１７にて、画像形成部５１の印刷部５５が、レジストローラ７２によ
って印刷部５５へと搬送された用紙へ、画像データの印刷を開始する。画像データが圧縮
されている場合は、ＣＰＵ３１が画像データを解凍し、解凍された画像データに基づき、
印刷部５５により印刷が行われる。
【００９８】
　Ｓ１１７で印刷を開始した後は、Ｓ１３０に移行する。Ｓ１３０では、画像読取部５２
による原稿の画像の読み取りが全て終了したか否かを、ＣＰＵ３１が判断する。原稿の読
み取りが全て終了していない場合は（Ｓ１３０：Ｎｏ）、再びＳ２００に移行する。なお
、このとき、Ｓ１０４で既述したように、読み取りは継続して行われている。一方、原稿
の読み取りが全て終了した場合は（Ｓ１３０：Ｙｅｓ）、Ｓ１３１に移行する。
【００９９】
　Ｓ１３１では、画像データの印刷が全て終了したか否かをＣＰＵ３１が判断する。印刷
が全て終了していない場合は（Ｓ１３１：Ｎｏ）、再びＳ１３１に移行する。印刷が全て
終了した場合は（Ｓ１３１：Ｙｅｓ）、両面コピー処理を終了する。
【０１００】
　なお、上記実施形態では、用紙の搬送とは、レジストローラ７２による印刷部５５への
搬送を指すものとして説明したが、給紙ローラ７３による給紙カセット９１からの搬送で
あってもよい。
【０１０１】
　また、上記実施形態では、原稿の読み取りを開始（Ｓ１０４）してから、ＲＡＭ３３の
空き容量が規定量以下か否かを判断している（Ｓ１０７，Ｓ１１１，Ｓ１２０）。しかし
ながら、空き容量が規定量以下か否かは、原稿の読み取りを開始する前に判断してもよい
。この場合ＣＰＵ３１が、空き容量が規定量以下か否かを判断して、非／低圧縮または高
圧縮のフラグをセットしておき、そのフラグに基づき、読み取った画像データを順次圧縮
しながらＲＡＭ３３に記憶していけばよい。
【０１０２】
　以上記載したように、上記実施形態では、用紙の両面に印刷する原稿の１ページ目と２
ページ目の読み取りが完了する前に、用紙の搬送を開始して印刷を行うようにした。その
ため、両面コピーを行う場合であっても、印刷の高速化がなされ、印刷物を早期に取得で
きるようになる。
【０１０３】
　また、上記実施形態では、原稿の画像を読み取る方向と画像データの印刷を行う方向が
同じか否か（Ｓ１０１）によって、用紙の搬送開始時間として異なる時間を設定している
（Ｓ１０２，Ｓ１０３）。これにより、原稿の画像を読み取る方向と画像データの印刷を
行う方向が異なる場合、つまり画像データの回転処理を必要とする場合は、用紙の両面に
印刷する原稿の１ページ目と２ページ目の読み取りが完了した後に、用紙の搬送を開始し
て印刷を行うことができる。そのため、画像データが欠けていることによる印刷の失敗が
起こる可能性を抑制できる。
【０１０４】
　また、上記実施形態では、原稿を読み取る順と印刷順が同じか否かによって（Ｓ１０６
）、用紙の搬送を開始するタイミングが異なる。具体的には、原稿を読み取る順と印刷順
が異なる場合は（Ｓ１０６：Ｎｏ）、原稿の１ページ目を読み取っているときには用紙の
搬送を開始せず（Ｓ１１０：：Ｎｏ）、２ページ目を読み取っているときに（Ｓ１１０：
Ｙｅｓ）用紙の搬送を開始する（Ｓ１１５：Ｙｅｓ，Ｓ１１６）。一方、原稿を読み取る
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順と印刷順が同じ場合は（Ｓ１０６：Ｙｅｓ）、原稿の１ページ目を読み取っているとき
に、そのまま用紙の搬送を開始する（Ｓ１２４：Ｙｅｓ，Ｓ１１６）。
【０１０５】
　これにより、用紙の両面に印刷する画像データの読み取りが完了する前の早いタイミン
グで用紙の搬送を開始して印刷を行うことができ、両面コピーの高速化が実現できる。そ
の上、用紙の印刷順を考慮したタイミングで用紙の搬送を開始して印刷を行うため、画像
データが欠けていることによる印刷の失敗が起こる可能性も低くすることができる。
【０１０６】
　また、２ページ目の原稿を読み取り中に用紙の搬送を開始する場合で、特に原稿の片面
のみに画像がある場合や、原稿の両面にある画像を２パスで読み取る場合は、原稿の１ペ
ージ目を読み取ることにより、原稿の搬送方向の正確なサイズが原稿センサ５０からの信
号と搬送時間から判断できるため、画像データが欠けている可能性が低いタイミングで用
紙の搬送を開始することができる。そのため、印刷の失敗が起こりにくく、かつ早く印刷
物を取得できる可能性が高い。
【０１０７】
　また、上記実施形態では、原稿の読み取り順と印刷順が異なる場合（Ｓ１０６：Ｎｏ）
、空き容量が規定量以下の場合には（Ｓ１０７：Ｙｅｓ，Ｓ１１１：Ｙｅｓ，Ｓ１２０：
Ｙｅｓ）、画像データを高い圧縮率で圧縮し（Ｓ１０９，Ｓ１１３，Ｓ１２２）、空き容
量が規定量以下でない場合には（Ｓ１０７：Ｎｏ，Ｓ１１１：Ｎｏ，Ｓ１２０：Ｎｏ）、
画像データを低い圧縮率で圧縮または非圧縮としている（Ｓ１０８，Ｓ１１２，Ｓ１２１
）。これにより、読み取った画像データがＲＡＭ３３に記憶できずに印刷が失敗してしま
う可能性を低減できる。
【０１０８】
　さらに、既述したように、上記実施形態では、Ｓ１１３，Ｓ１２２の圧縮率はＳ１０９
の圧縮率より低く、Ｓ１１２，Ｓ１２１の圧縮率はＳ１０８の圧縮率より低くした。これ
により、ＲＡＭ３３の圧迫を低減すると共に、用紙に先に印刷する画像データでの圧縮率
は低くできる可能性が高い。
【０１０９】
　具体的には、原稿の読み取り順と印刷順が同じ場合は（Ｓ１０６：Ｙｅｓ）、原稿の１
ページ目の画像データの圧縮率を、原稿の読み取り順と印刷順が異なる場合は（Ｓ１０６
：Ｎｏ）、原稿の２ページ目（Ｓ１１０：Ｙｅｓ）の圧縮率を、低くできる可能性が高い
。そのため、画像データの解凍処理が間に合わず、画像データが欠けて印刷が失敗してし
まう可能性も低減できる。
【０１１０】
　　［変形例］
　上記実施形態では、両面コピー処理が終了するまで、Ｓ１０６，Ｓ１１０，Ｓ１１５，
Ｓ１２４のステップを繰り返し、用紙の両面に印刷する原稿の１ページ目と２ページ目の
読み取りが完了する前に用紙の搬送を開始している（Ｓ１１６）。しかし、これらの処理
は、原稿の１ページ目と２ページ目まで行えばよく、それ以降の原稿については、行わな
くてもよい。つまり、両面コピー処理が終了するまで繰り返さなくてもよい。
【０１１１】
　この場合、原稿の１ページ目と２ページ目の読み取りと用紙の搬送が開始された後は、
用紙の先行面に印刷する原稿の画像の読み取りが完了した後に、用紙の搬送を開始するよ
うに実施形態を変更する。これについて以下に説明する。
【０１１２】
　まず、原稿の読み取り順と印刷順が同じ場合は（Ｓ１０６：Ｙｅｓ）、Ｓ１２４では、
用紙の先行面に印刷する原稿の３ページ目の読み取りが完了した時点を、用紙の搬送開始
タイミングである（Ｓ１１５：Ｙｅｓ）とＣＰＵ３１が判断する。以降、４ページ目，５
ページ目，・・・についても同様に判断する。
【０１１３】
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　一方、原稿の読み取り順と印刷順が異なる場合は（Ｓ１０６：Ｎｏ）、Ｓ１１５では、
用紙の先行面に印刷する原稿の４ページ目の読み取りが完了した時点を、用紙の搬送開始
タイミングである（Ｓ１２４：Ｙｅｓ）とＣＰＵ３１が判断する。以降、６ページ目，８
ページ目，・・・についても同様に判断する。
【０１１４】
　上記変形例では、原稿の読み取り順と印刷順が異なる場合は（Ｓ１０６：Ｎｏ）、用紙
に先に印刷する原稿の４ページ目の読み取りが完了した時点を、用紙の搬送開始タイミン
グである（Ｓ１１５：Ｙｅｓ）と判断している。つまり、ここで、用紙の両面に印刷する
原稿の第１面と第２面に該当する３ページ目と４ページ目の読み取りが完了した後に用紙
の搬送を開始して印刷を行う。
【０１１５】
　ここで、コピーを行う際は、用紙の搬送を開始して印刷を開始した分、早期に印刷物を
取得しやすく、利便性が向上する。そのため、このように原稿の１ページ目と２ページ目
の読み取りと用紙の搬送開始が完了した後には、用紙の先行面に印刷する画像データの読
み取りが完了した後に用紙の搬送を開始しても、印刷物を早期に取得できるという効果は
得られる。
【０１１６】
　また、原稿の３ページ目以降については、用紙の先行面に印刷する原稿の読み取りが完
了した後に用紙の搬送を開始するため、画像データが欠けていることによる印刷の失敗が
起こりづらいという効果も得られる。
【０１１７】
　なお、本実施形態は単なる例示にすぎず、本発明を何ら限定するものではない。したが
って本発明は当然に、その要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能である。
【０１１８】
　例えば、ＭＦＰに限らず、複写機等、画像読取機能を備えるものであれば適用可能であ
る。
【０１１９】
　また、上記実施形態では、１つのＣＰＵ３１が両面コピー処理を全て実行したが本発明
はこれに限られず、複数のＣＰＵや、専用回路ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）などで実行してもよい。例えば
、空き容量の判定，読み取り方向と印刷方向の判断，用紙搬送開始タイミングの判断など
を別々のＣＰＵに実行させてもよい。
【符号の説明】
【０１２０】
　５１　　画像形成部
　５２　　画像読取部
　３１　　ＣＰＵ
　３２　　ＲＯＭ３２
　３３　　ＲＡＭ３３
　３４　　ＮＶＲＡＭ
　４０　　操作パネル
　４１　　ボタン群
　４２　　表示部
　７２　　レジストローラ
　７３　　給紙ローラ
　７４　　排紙ローラ
　１００　ＭＦＰ
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