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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を搬送することにより、該原稿の表裏両面を異なるタイミングで並行して読み取り
、モノクロ画像とカラー画像の双方の読み取りを可能にした画像読み取り装置が接続され
、前記画像読み取り装置からのモノクロ画像とカラー画像のいずれかの読み取り情報に基
づいて記録シートに画像を形成する画像形成装置において、
　前記原稿の表裏両面から前記画像読み取り装置により読み取って得られた画像データを
格納する第１の記憶手段と、前記第１の記憶手段から読み出された画像データを処理して
第２の記憶手段に格納するためのＲＧＢそれぞれのチャンネルからなるパスと、前記第１
の記憶手段から前記パスに画像データを読み出すタイミングを両面モノクロモードのとき
と両面カラーモードのときとで切り換えるメモリ制御手段とを設け、
　前記メモリ制御手段は、両面モノクロモードのとき、前記画像読み取り装置により異な
るタイミングで並行して読み取った表面側画像データと裏面側画像データの前記第１の記
憶手段に対する書き込みに予め設定されている遅延タイミングを与えて表裏のタイミング
を統一させ、前記パスの前記ＲＧＢそれぞれのチャンネルの何れか２チャンネルに読み出
し、両面カラーモードのとき、前記画像読み取り装置により異なるタイミングで並行して
読み取った表面側画像データと裏面側画像データをライン毎又は面毎に前記パスの前記Ｒ
ＧＢそれぞれのチャンネルに読み出すことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記両面モノクロモードのときの前記画像読み取り装置からの画像データと前記両面カ
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ラーモードのときの前記画像読み取り装置からの画像データとを前記パスに設けられた共
通のライン遅延ＦＩＦＯを用いて前記両面モノクロモードのときの前記画像読み取り装置
からの画像データに対して画像処理を行うモノクロ画像データ用画像処理手段と、前記両
面カラーモードのとき前記画像読み取り装置からの画像データに対して画像処理を行うカ
ラー画像データ用画像処理手段のいずれかを選択する手段を備えていることを特徴とする
請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記選択する手段によって選択されなかった側の画像処理手段を固定値出力とすること
を特徴とする請求項２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　ＲＧＢの各色のうちの２つの色のパスが前記両面モノクロモードのときの前記画像読み
取り装置の表側及び裏側の原稿の画像情報を送るためのパスに設定されていることを特徴
とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記第２の記憶手段は、前記パスで処理後の画像データを記憶し、
　前記ＲＧＢの各色のうちの２つの色以外の色のパスと、黒用のパスを使用して前記送ら
れてきた画像情報をそれぞれ前記第２の記憶手段に一旦格納することを特徴とする請求項
４記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記モノクロ画像とカラー画像の双方の読み取りを可能にした画像読み取り装置が、原
稿の表裏両面の同時に読み取りが可能な自動原稿送り装置からなり、これと共に前記カラ
ー画像データ用画像処理手段が複数系統備えられ、且つ前記パスで処理後の画像データは
前記第２の記憶手段に記憶され、前記パスで処理後の画像データの前記第２の記憶手段へ
の蓄積処理速度に応じて処理系統を選択することを特徴とする請求項２記載の画像形成装
置。
【請求項７】
　前記処理のそれぞれが１つのＡＳＩＣからなることを特徴とする請求項６記載の画像形
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係り、特にモノクロ原稿の表裏両面を同時に読み取る機能を有
する画像読み取り装置と、カラー原稿を読み取る画像読み取り装置とから転送される画像
データに基づいて記録シートにいずれかの画像を形成する機能を有する画像形成装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　原稿の両面を読み取る場合、原稿を自動原稿送り装置内で循環させて両面を１つのスキ
ャナ部で読み取る読み取り装置と、自動原稿送り装置内に裏面用の別スキャナ部を配置し
１つの通紙パスで両面を同時に読み取る読み取り装置がある。一方、カラー複写機を搭載
した場合のランニングコストはまだ高価なためモノクロスキャナで十分である場合も多い
。また、最近はプロットはせずにカラースキャナで原稿を読み込み、読み込んだファイル
をＬＡＮ経由でＰＣ等へ転送する画像形成装置が開発されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、Ｒ，Ｇ，Ｂの各色の光をそれぞれ発光するＬＤ光源を有するカ
ラー情報読み取り用のセンサユニットと、モノクロ情報を読み取るために発光するＬＥＤ
光源を有するモノクロ情報読み取り用のセンサユニットを備え、原稿のカラー情報を読み
取る際には、原稿の片面のみの読み取りを行い、原稿のモノクローム情報を読み取る際に
は、１回の読み取りスキャンにより原稿の両面の読み取りを行うようにした発明が開示さ
れている。
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【０００４】
　また、特許文献２には、光源順次店頭方式のカラーイメージセンサを対向させて配置し
、原稿の両面を同時に読み取ることが可能な構成を有する両面カラー原稿読み取り装置に
おいて、画像処理装置に対してイメージセンサユニットの各面１ライン分３色の色信号を
セットとして表裏交互に切り換えて入力することにより、原稿両面の同時読み取りを行う
ようにした発明が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－１６３７９２号公報
【特許文献２】特開平１１－３３１４９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、カラースキャナから出力される信号はＲＧＢの３チャンネルの画像データに
対し、モノクロスキャナの場合は１チャンネルの画像データである。原稿の両面のモノク
ロ情報と片面のカラー情報を１台の装置で読み取る特許文献１記載の発明、原稿の両面に
配された２つのイメージセンサによってライン単位で交互に読み取る特許文献２記載の発
明では、何れも表裏を面順次（表の画像処理、裏の画像処理）で画像処理を実施している
。また表と裏の画像有効画像領域はＣＣＤ及びＣＩＳの配置位置が異なるため画像有効ゲ
ート信号は異なって入力される。そのため、カラースキャナ用のスキャナと両面モノクロ
両面用のスキャナはカラー画像情報を読み取る場合と両面モノクロで読み取る場合には異
なる回路構成を取る必要があり、両スキャナを共用する場合には専用の回路を別途設ける
必要があった。
【０００６】
　本発明は、このような背景に鑑みてなされたもので、その目的は、カラースキャナまた
はモノクロ両面スキャナが接続されたときに、別系統の回路を設ける必要なく、同一パス
を使用して画像処理し、画像形成を可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、第１の手段は、原稿を搬送することにより、該原稿の表裏両
面を異なるタイミングで並行して読み取り、モノクロ画像とカラー画像の双方の読み取り
を可能にした画像読み取り装置が接続され、前記画像読み取り装置からのモノクロ画像と
カラー画像のいずれかの読み取り情報に基づいて記録シートに画像を形成する画像形成装
置において、前記原稿の表裏両面から前記画像読み取り装置により読み取って得られた画
像データを格納する第１の記憶手段と、前記第１の記憶手段から読み出された画像データ
を処理して第２の記憶手段に格納するためのＲＧＢそれぞれのチャンネルからなるパスと
、前記第１の記憶手段から前記パスに画像データを読み出すタイミングを両面モノクロモ
ードのときと両面カラーモードのときとで切り換えるメモリ制御手段とを設け、前記メモ
リ制御手段は、両面モノクロモードのとき、前記画像読み取り装置により異なるタイミン
グで並行して読み取った表面側画像データと裏面側画像データの前記第１の記憶手段に対
する書き込みに予め設定されている遅延タイミングを与えて表裏のタイミングを統一させ
、前記パスの前記ＲＧＢそれぞれのチャンネルの何れか２チャンネルに読み出し、両面カ
ラーモードのとき、前記画像読み取り装置により異なるタイミングで並行して読み取った
表面側画像データと裏面側画像データをライン毎又は面毎に前記パスの前記ＲＧＢそれぞ
れのチャンネルに読み出すことを特徴とする。
【０００８】
　第２の手段は、第１の手段において、前記両面モノクロモードのときの前記画像読み取
り装置からの画像データと前記両面カラーモードのときの前記画像読み取り装置からの画
像データとを前記パスに設けられた共通のライン遅延ＦＩＦＯを用いて前記両面モノクロ
モードのときの前記画像読み取り装置からの画像データに対して画像処理を行うモノクロ
画像データ用画像処理手段と、前記両面カラーモードのとき前記画像読み取り装置からの
画像データに対して画像処理を行うカラー画像データ用画像処理手段のいずれかを選択す
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る手段を備えていることを特徴とする。
【０００９】
　第３の手段は、第２の手段において、前記選択する手段によって選択されなかった側の
画像処理手段を固定値出力とすることを特徴とする。
【００１０】
　第４の手段は、第１ないし第３のいずれかの手段において、ＲＧＢの各色のうちの２つ
の色のパスが前記両面モノクロモードのときの前記画像読み取り装置の表側及び裏側の原
稿の画像情報を送るためのパスに設定されていることを特徴とする。
【００１１】
　第５の手段は、第４の手段において、前記第２の記憶手段は、前記パスで処理後の画像
データを記憶し、前記ＲＧＢの各色のうちの２つの色以外の色のパスと、黒用のパスを使
用して前記送られてきた画像情報をそれぞれ前記第２の記憶手段に一旦格納することを特
徴とする。
【００１２】
　第６の手段は、第２の手段において、前記モノクロ画像とカラー画像の双方の読み取り
を可能にした画像読み取り装置が、原稿の表裏両面の同時に読み取りが可能な自動原稿送
り装置からなり、これと共に前記カラー画像データ用画像処理手段が複数系統備えられ、
且つ前記パスで処理後の画像データは前記第２の記憶手段に記憶され、前記パスで処理後
の画像データの前記第２の記憶手段への蓄積処理速度に応じて処理系統を選択することを
特徴とする。
【００１３】
　第７の手段は、第６の手段において、前記処理系統のそれぞれが１つのＡＳＩＣからな
ることを特徴とする。
【００１４】
　なお、以下の実施形態において、カラー画像読み取り装置は第１のスキャナ部１に、表
裏両面同時に読み取る機能を有するモノクロ画像読み取り装置は第１及び第２のスキャナ
部１，２に、第１の記憶手段は第１のメモリ３５に、原稿の表裏の遅延タイミングを調整
する手段はメモリＩ／Ｆ３４に、画像処理を共通のタイミングで実行させる手段は第１の
ＡＳＩＣ２２に、第２の記憶手段は第２のメモリ１２に、共通のライン遅延ＦＩＦＯは符
号２２－１，２２－３に、モノクロ画像データ用画像処理手段はモノクロスキャナ用画像
処理部２２－６，２２－７、カラー画像データ用画像処理手段はカラースキャナ用画像処
理部２２－８に、モノクロ画像データ用画像処理手段とカラー画像データ用画像処理手段
のいずれかを選択する手段は第３のセレクタ２２－９に、パスは２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂ
，２２Ｋにそれぞれ対応する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、原稿の表裏の書き込み遅延タイミングを調整し、画像処理を共通のタ
イミングで実行させることによりカラーとモノクロスキャナで同一パスを使用して画像処
理を行い、画像処理された画像データに基づいて画像形成を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
【００１７】
　図１は本発明の実施形態に係る画像形成装置としてのデジタル複合機の電気的構成を示
す機能ブロック図、図２はその概略構成を示す図である。
【００１８】
　図２に示すように画像形成装置は画像形成装置（複写機）本体１００、画像形成装置本
体１００が載置される給紙テーブル２００、画像形成装置本体１００上に取り付けられた
原稿自動搬送装置（ＡＤＦ）を含む原稿読み取り装置（スキャナ）３００から構成されて
いる。
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【００１９】
　複写機本体１００には、中央に、無端ベルト状の中間転写体１１０が設けられている。
この中間転写体１１０は、例えば伸の少ないフッ素系樹脂や伸びの大きなゴム材料に帆布
など伸びにくい材料で構成されたベース層と、このベース層上に設けられた弾性層と、こ
の弾性層の表面にコーティングされた平滑性のよいコート層から構成されている。弾性層
は、例えばフッ素系ゴムやアクリロニトリル－ブタジエン共重合ゴムなどで作られており
、コート層は、例えばフッ素系樹脂で作られている。
【００２０】
　上述のように構成された中間転写体１１０は、図２に示すように、第１、第２、第３の
支持ローラ１１４，１１５，１１６に掛け回されており、図２において時計回りに回転す
る。この実施の形態においては、３つ支持ローラのなかで第２の支持ローラ１１５の左に
、画像転写後に中間転写体１１０上に残留する残留トナーを除去する中間転写体クリーニ
ング装置１１７が設けられている。
【００２１】
　また、第１の支持ローラ１１４と第２の支持ローラ１１５間に張り渡された中間転写体
１１０上に、その搬送方向に沿って、イエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、
ブラック（Ｋ）の単色画像を形成するための４つの画像形成手段１１８Ｙ，１１８Ｃ，１
１８Ｍ，１１８Ｋを横に並べて配置してタンデム画像形成部１２０を構成している。その
タンデム画像形成部１２０の上には、図２に示すように、さらに露光装置１２１が設けら
れている。なお、参照番号の後に付けたアルファベットは色彩を表すもので、イエロー用
はＹ、シアン用にＣ、マゼンタ用はＭ、ブラック用はＫをつけて区別している。
【００２２】
　一方、中間転写体１１０を挟んでタンデム画像形成部１２０と反対の側には、２次転写
装置１２２が備えられている。２次転写装置１２２は、図示例では、２つのローラ１２３
間に、無端ベルトである２次転写ベルト１２４を掛け渡すことにより構成されており、中
間転写体１１０を介して第３の支持ローラ１１６に押し当てるように配置され、中間転写
体１１０上の画像を転写紙に転写する。
【００２３】
　２次転写装置１２２の転写紙搬送方向下流側には、転写紙上の転写画像を定着する定着
装置１２５が設けられている。定着装置１２５は、無端ベルトである定着ベルト１２６に
加圧ローラ１２７を押し当てるようにして構成されている。上述した２次転写装置１２２
には、画像転写後の転写紙をこの定着装置１２５へと搬送する転写紙搬送機能も備えてい
る。もちろん、２次転写装置１２２として、転写ローラや非接触のチャージャを配置して
もよく、そのような場合は、この転写紙搬送機能を併せて備えることは難しくなる。
【００２４】
　このような２次転写装置１２２および定着装置１２５の下に、タンデム画像形成部１２
０と平行に、転写紙の両面に画像を記録すべく転写紙を反転させる転写紙反転装置１２８
が設けられている。
【００２５】
　スキャナ３００は両面原稿を同時に読み取る場合には、シートスルー方式で読み取る。
すなわち、第１及び第２走行体はブック原稿の場合には副走査方向に移動して画像を読み
取るが、両面同時読み取りの場合には、図２に示すようにコンタクトガラス２０３の最も
原稿搬送方向上流側の原稿読み取り位置に第１走行体を位置させ、停止した状態でコンタ
クトガラス２０３上を通過する原稿の表面を読み取るが、裏面は、前記原稿読み取り位置
よりも原稿搬送方向下流側に若干移動した位置に設けられたコンタクトイメージセンサ（
ＣＩＳ）によって読み取る。これらの動作は原稿の搬送にしたがって並行して行われる。
以下、詳述する。
【００２６】
　図２において、原稿台ガラス３０１上に置かれた原稿は、第１ミラー３０２と一体に構
成された照明ランプ３０３（第１ミラー３０２と照明ランプ３０３は第１走行体に搭載）
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により照射され、その反射光は、第１ミラー３０２から一体に構成された第２ミラー３０
４及び第３ミラー３０５（第２ミラー３０４及び第３ミラー３０５は第２走行体に搭載）
で走査される。その後、反射光は、レンズ３２６により集光され、ＣＣＤ３０６の結像面
に照射され、光電変換される。第１ミラー３０２及び照明ランプ３０３を搭載した第１走
行体、第２ミラー３０４及び第３ミラー３０５を搭載した第２走行体は、走行体モータ３
０７を駆動源として、Ａ方向に移動可能となっている。原稿トレイ３０８に積載された原
稿は、ピックアップローラ３０９、レジストローラ対３１０、搬送ドラム３１１、搬送ロ
ーラ３１２により読取位置Ｂを経て、搬送ローラ対３１３及び排紙ローラ対３１４へ送り
込まれ、排紙トレイ３２５上に排出される。
【００２７】
　原稿は、読取位置Ｂを通過する際に、読取位置Ｂ近傍に移動されている照明ランプ３０
３により照射され、その反射光は、第１ミラー３０２及び一体に構成された第２ミラー３
０４、第３ミラー３０５で走査される。その後、反射光はレンズ３２６により集束され、
ＣＣＤ３０６に照射されて光電変換される。ピックアップローラ３０９、レジストローラ
対３１０は、給紙モータ（図示せず）により駆動され、搬送ドラム３１１、搬送ローラ３
１２、搬送ローラ対３１３、排紙ローラ対３１４は、搬送モータ（図示せず）により駆動
される。
【００２８】
　読取位置Ｃには密着イメージセンサ（Contact Image Senser－ＣＩＳ）３１５が設置さ
れている。密着イメージセンサ３１５は、図示しない光源であるＬＥＤ、レンズ、センサ
素子で構成されている。原稿は読取位置Ｃを通過する際に読取位置Ｂで読み取られた反対
の面（裏面）を読取位置Ｃに設置されている密着イメージセンサ３１５内のランプにより
照射され、その反射光は密着イメージセンサ３１５上のレンズにより集束され、密着イメ
ージセンサ３１５上のセンサ素子に照射されて光電変換される。密着イメージセンサ３１
５の原稿を挟んだ対向部には白色ローラ３１７が設置されていて、密着イメージセンサ３
１５による読取時のシェーディング補正用白色部材として使用される。
【００２９】
　さて、このカラー複写機を用いてコピーをとるときは、スキャナ３００の原稿トレイ３
０８上に原稿をセットするか、スキャナ３００のＡＤＦを開いてスキャナ３００の原稿台
ガラス（コンタクトガラス）３０１上に原稿をセットして、ＡＤＦを閉じてそれで押さえ
る。そして、スタートスイッチ(図示しない）を押すと、原稿トレイ３０８に原稿をセッ
トしたときは、原稿を搬送して原稿台ガラス３０１上へと移動した後、原稿台ガラス３０
１上に原稿をセットしたときは、直ちに第１及び第２走行体が走行する。そして、照明ラ
ンプ３０３から光を発射するとともに原稿面からの反射光を第１ミラー３０２によって反
射して第２走行体に向け、第２走行体第２及び第３ミラー３０４，３０５で反射し、結像
レンズ３２６を通して読取りセンサ（ＣＣＤ）３２０に照射し、原稿内容を読み取る。
【００３０】
　また、前記スタートスイッチを押すと、駆動モータで駆動ローラである第１の支持ロー
ラ１１４を回転駆動し、残り２つの従動ローラである第２および第３の支持ローラ１１５
，１１６は従動回転し、中間転写体１１０を回転搬送する。同時に、個々の画像形成手段
１１８でその感光体ドラム１４０を回転して各感光体ドラム１４０上にそれぞれ、ブラッ
ク、イエロー、マゼンタ、シアンの単色画像を形成する。そして、中間転写体１１０の搬
送とともに、それらの単色画像を順次転写して中間転写体１１０上に合成カラー画像を形
成する。
【００３１】
　一方、前記スタートスイッチが押されると、給紙テーブル２００の給紙ローラ２４２の
１つを選択回転させ、ペーパーバンク２４３に多段に備える給紙カセット２４４の１つか
ら転写紙を繰り出し、分離ローラ２４５で１枚ずつ分離して給紙路２４６に入れ、搬送ロ
ーラ２４７で搬送して複写機本体１００内の給紙路１４８に導き、レジストローラ１４９
に突き当てて止める。給紙はこの外に、給紙ローラ１５０を回転させて手差しトレイ１５



(7) JP 4522293 B2 2010.8.11

10

20

30

40

50

１上の転写紙を繰り出し、分離ローラ１５２で１枚ずつ分離して手差し給紙路１５３に入
れ、同じくレジストローラ１４９に突き当てて止めるようにしてもよい。
【００３２】
　そして、中間転写体１１０上の合成カラー画像にタイミングを合わせてレジストローラ
１４９を回転させ、中間転写体１１０と２次転写装置１２２との間に転写紙を送り込み、
２次転写装置１２２で転写して転写紙上にカラー画像を記録する。
【００３３】
　画像転写後の転写紙は、２次転写装置１２２によって定着装置１２５へと送り込まれ、
定着装置１２５で熱と圧力とを加えて転写画像を定着した後、切換爪１５５で切り換えて
排出ローラ１５６で排出し、排紙トレイ５７上にスタックする。このとき、切換爪１５５
で切り換えて転写紙反転装置１２８に入れ、そこで反転して再び転写位置へと導き、裏面
にも画像を記録して後、排出ローラ１５６で排紙トレイ１５７上に排出するようにもでき
る。
【００３４】
　一方、画像転写後の中間転写体１１０は、中間転写体クリーニング装置１１７で、画像
転写後に中間転写体１１０上に残留する残留トナーを除去し、タンデム画像形成部１２０
による再度の画像形成に備える。なお、レジストローラ１４９は一般的には接地されて使
用されることが多いが、転写紙の紙粉除去のためにバイアスを印加することも可能である
。
【００３５】
　さて、上述したタンデム画像形成部１２０において、個々の画像形成手段１１８は、ド
ラム状の感光体１４０のまわりに、帯電装置、現像装置、１次転写装置１６２、感光体ク
リーニング装置、除電装置などを備えている。
【００３６】
　図１に戻って、画像形成装置の回路構成について説明する。
【００３７】
　複写機本体１の電気的構成（回路構成）は、図１に示すように、装置全体の制御を行う
コントローラ１０と、コンタクトガラス３０１上の原稿画像を読み取って画像データに変
換するスキャナ３００と、電子写真プロセスにより記録紙上に画像形成を行うプロッタ５
０と、スキャナ１，２及びプロッタ５０を制御するエンジン部２０と、各種スイッチや表
示部を有する操作部３０と、自動原稿送り装置（ＡＤＦ）６０と、外部のＡＣ電源から電
力を入力して直流の電力を供給する電力供給装置（ＰＳＵ）７０と、ＦＡＸ網を介して画
像データの送受信を行うＦＡＸ部８０とから基本的に構成されている。コントローラ１０
、エンジン部２０、及びＦＡＸ部８０の各ユニットは、ＰＣＩバスにより相互に接続され
ている。当然のことながら、それらは他のローカルバスで接続させても良い。
【００３８】
　スキャナ４０及びプロッタ５０を制御するエンジン部２０は、ＡＣＳ、フィルタ、誤差
拡散及びγ変換などの画像処理を行う画像処理部２１及びＰＣＩバスを介してデータの送
受信を行うＰＣＩ部２５を有するＡＳＩＣ２２と、エンジン部２０全体の制御を行うＣＰ
Ｕ２３と、ＣＰＵ２３が実行するプログラムや各種制御用データなどを格納したＲＯＭ２
４とを備えている。また、画像処理部２１はエンジン部２０外に設けられた第１のメモリ
３５（図ではメモリ１として示す）にアクセス可能に接続され、画像データの格納と読み
出しが行われる。
【００３９】
　ＦＡＸ部８０は、ＦＡＸ部８０全体の制御を行うＣＰＵ８１と、プログラムや各種制御
用データを格納したＲＯＭ８２と、ＡＳＩＣ８３、ＦＡＸ網から受信した画像データの蓄
積に用いられるメモリ８４と、網制御を行うＮＣＵ８５とを備えている。ＡＳＩＣ８３は
、網制御を行うＮＣＵ８５を介してＦＡＸ網との間でデータの送受信を行う通信制御部８
６と、ＰＣＩバスを介してデータの送受信を行うＰＣＩ部８７とを備えている。
【００４０】
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　コントローラ１０は、複合機全体の制御と描画、通信、操作部３０からの入力を制御し
、ネットワークＩ／Ｆ部を通してサーバ１００とＰＣ端末１０１がＬＡＮを介して接続さ
れる。プログラムや各種制御用データを格納したＲＯＭ１１と、各種データ格納の格納用
の第２のメモリ１２（図ではメモリ２として示す）と、ＡＳＩＣ１３と、ＣＰＵ１４と、
ＩＤを含む制御データ格納用のＮＶＲＡＭ１６と、各部への給電を制御する給電制御部１
７とを備えている。給電制御部１７はＰＳＵ７０のＡＣ電源スイッチ７１の状態を監視し
て、その状態を示す状態フラグを例えばＮＶＲＡＭ１６に格納する。そのフラグはＣＰＵ
１４が監視する。ＡＣ電源スイッチ７１はオペレータが操作できるものであり、電源のオ
ン／オフはそのスイッチ７１を操作して行うようになっている。
【００４１】
　なお、スキャナ３００は、ＣＣＤ３２０（後述の図３における符号１ａ）を備えたスキ
ャナ部１と、ＣＩＳ３１５（後述の図３における符号２ａ）を備えたスキャナ部２とから
なる。
【００４２】
　図３ないし図５はスキャナ部１、２から読取画像データを表／裏面を同時に第１のメモ
リ３５へ一度転送し、ＡＳＩＣ２２で各種画像処理を実施した後、第２のメモリ１２へ蓄
積するまでの流れとパスを構成別に示したものである。
【００４３】
　図３はモノクロ原稿を読み取るときのパスの使用例を示す図である。この例では、カラ
ーの３チャンネルのうちＲ（レッド）チャンネルとＢ（ブルー）チャンネルへ第１のメモ
リ３５から同一タイミングで転送され、表面側の画像データと裏面側の画像データをＧ（
グリーン）チャンネルとＫ（ブラック）チャンネルを使用して第２のメモリ１２に書き込
んでいる。すなわち、第１のスキャナ部１は原稿の表面、第２のスキャナ部２は原稿の裏
面を同時に読み取り、一旦メモリＩ／Ｆ３４により第１のメモリ３５へ読み取った画像デ
ータを表裏データの書き込みタイミングを調整して（設定された遅延タイミングで）格納
し、その後、ＡＳＩＣ２２へ転送する。メモリＩ／Ｆ３４はＡＳＩＣ２２の外に図示して
あるがＡＳＩＣ２２内でメモリＩ／Ｆ制御を行っても良い。一旦第１のメモリ３５に読み
取り画像データを蓄積するのは、両面同時読み込みするため機械的構成が大きくなるため
である。また、原稿のサイズ検知機能を一度メモリ３５に蓄積することによって判別する
用途もあるが、それ以外に表裏の両面の各種有効領域のゲート信号のタイミングを統一さ
せることにより画像処理パスのゲート制御を同一制御とし、カラースキャナで使用してい
るＲＧＢの何れかの２チャンネルをモノクロスキャナ時の表裏に利用するためである。第
１のメモリ３５は表裏１頁分の容量を有することによりサイズを判定することができると
ともに蓄積時または出力時に表裏のタイミングを統一させて出力させることができる。ま
た、サイズ検知された情報は変倍ブロックで利用することもできる。
【００４４】
　第１のスキャナ部１は、前述の原稿台ガラス３０１の下面に設けられた第１及び第２走
行体、結像レンズ、光電変換素子としてのＣＣＤ１ａ（３２０）及びシェーディング補正
部１ｂからなり、ＣＣＤ１ａで読み取られた画像データはシェーディング補正部１ｂでシ
ェーディング補正が行われ、メモリＩ／Ｆ３４から第１のメモリ３５に一旦格納される。
また、第２のスキャナ部２は密着イメージセンサ（ＣＩＳ）２ａ（３１５）とシェーディ
ング補正部２ｂを備え、原稿の裏面を読み取った読み取り画像データもメモリＩ／Ｆ３４
から一旦第１のメモリ３５に格納される。
【００４５】
　画像データは第１のメモリ３５から読み出され、ＲチャンネルとＢチャンネルへ同一タ
イミングで入力される。Ｒチャンネル及びＢチャンネルはカラーパスのＲチャンネルとＢ
チャンネルであり、例えば第１のスキャナ部１によって読み取られた原稿の表面の画像デ
ータがＲチャンネルへ、第２のスキャナ部２によって読み取られた原稿の裏面の画像デー
タがＢチャンネルにそれぞれ入力される。
【００４６】
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　ＡＳＩＣ２２はスキャナＩ／Ｆ２２ａ、スキャナガンマ補正部２２ｂ、フィルタ部２２
ｃ、色補正部２２ｄ、変倍部２２ｅ、圧縮部２２ｆ及びＰＣＩ２２ｇを備えている。これ
により、スキャナＩ／Ｆ２２ａから入力された読み取り画像データは、スキャナガンマ部
２２ｂでγ補正が、さらにフィルタ２２ｃで所定のフィルタ処理がそれぞれ行われ、モノ
クロの階調データに変換される。そして、色補正部２２ｄをスルーし、拡大、縮小があれ
ば変倍部２２ｅで変倍処理を行い、圧縮部２２ｆで画像データを圧縮し、ＰＣＩバスから
第２のメモリ１２に原稿の表面と裏面のモノクロデータを並行して格納する。
【００４７】
　図４はカラー原稿を読み取るときのパスの使用例を示す図である。この例では、両面を
同時に読み取った原稿の表裏の画像データを一度メモリＩ／Ｆ３４を通して第１のメモリ
３５に蓄積させ、蓄積された画像データをメモリＩ／Ｆ３４からＡＳＩＣ２２へ各色毎に
設けられた３つのパスを使用して順次転送して第２のメモリ１２に書き込んでいる。
【００４８】
　すなわち、原稿の表側の画像は、第１のスキャナ部１のＣＣＤ１ａ（３２０）によって
読み取られ、ライン間補正部１ｃでライン間の補正が行われ、シェーディング部１ｂにお
いてＲＧＢ各色毎にシェーディング補正された後、メモリＩ／Ｆ３４から第１のメモリ３
５に入力される。原稿の裏側の画像は第２のスキャナ部２のＣＩＳ２ａ（３１５）によっ
て読み取られ、ライン間補正部２ｃでライン間の補正が行われ、シェーディング部２ｂに
おいてＲＧＢ各色毎にシェーディング補正された後、メモリＩ／Ｆ３４から第１のメモリ
３５に入力され、両面の画像データが第１のメモリ３５に蓄積される。そして、ライン毎
（線順次）あるいは面毎（面順次）に表面と裏面の画像情報を読み出し、ＲＧＢの各チャ
ンネルを介してＲＧＢの画像がデータがＡＳＩＣ２２に転送される。
【００４９】
　ＡＳＩＣ２２は、前述の図３に示されたものそのものであり、スキャナＩ／Ｆ２２ａ、
スキャナガンマ補正部２２ｂ、フィルタ部２２ｃ、色補正部２２ｄ、変倍部２２ｅ、圧縮
部２２ｆの各部で所定の処理を施した後、ＰＣＩ２２ｇからＲＧＢを変換したＣＭＹＫの
画像データが第２のメモリ１２に転送され、第２のメモリ１２に格納される。
【００５０】
　図５はＡＳＩＣ２２のフィルタ２２ｃの詳細を示すブロック図である。この実施形態で
は、７ｘＮ（Ｎ：任意の正の整数）のマトリクス演算するために第１ないし第３の６ライ
ン遅延ＦＩＦＯ２２－１，２２－２，２２－３を使用した場合の構成を示している。Ｒチ
ャンネルに対応する第１の６ライン遅延ＦＩＦＯ２２１の後段には第１のセレクタ２２－
４（図ではセレクタ１として示す）が、また、Ｂチャンネルに対応する第３の６ライン遅
延ＦＩＦＯ２２－３の後段には第２のセレクタ２２－５（図ではセレクタ２として示す）
が設けられている。Ｇチャンネルはモノクロ画像のパスとしては使用しないので、第２の
６ライン遅延ＦＩＦＯ２２－２の後段にはセレクタは設けられていない。
【００５１】
　第１のセレクタ２２－４の後段には表側のモノクロ画像を処理する第１のモノクロスキ
ャナ用画像処理部２２－６が、また、第２のセレクタ２２－５の後段には裏側のモノクロ
画像を処理する第２のモノクロスキャナ用画像処理部２２－７が設けられている。さらに
、第１または第２のセレクタ２２－４，２２－５によって選択された第１または第３の６
ライン遅延ＦＩＦＯ２２－１，３からの画像データ及びＧチャンネルに対応する第２の６
ライン遅延ＦＩＦＯ２２－２からの画像データが入力されるカラースキャナ用画像処理部
２２－８が設けられ、この後段に設けられた第３のセレクタ２２－９（図ではセレクタ３
として示す）により、第１及び第２のモノクロスキャナ用画像処理部２２－６，７あるい
はカラースキャナ用画像処理部２２－８のいずれかのＲＧＢチャンネルの画像データが選
択される。
【００５２】
　その際、モノクロの場合には、Ｒチャンネルには原稿の表側の画像データが転送され、
Ｂチャンネルには原稿の裏側の画像データが同一タイミングで並行して転送され、さらに
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第１及び第２のモノクロスキャナ用画像処理部２２－６，７で並行して処理され、第３の
セレクタでＲチャンネルとＢチャンネルから表側の画像データと裏側の画像データがそれ
ぞれ並行して出力される。
【００５３】
　また、カラーの場合には、ＲＧＢそれぞれのチャンネルからフィルタ２２にＲＧＢの画
像データが転送され、Ｒチャンネルでは第１の６ライン遅延ＦＩＦＯ２２－１から第１の
セレクタ２２－４によって選択された画像データがカラースキャナ用画像処理部２２－８
に入力され、Ｇチャンネルでは第２の６ライン遅延ＦＩＦＯ２２－２によって遅延された
画像データがカラースキャナ用画像処理部２２－８に入力され、Ｂチャンネルでは第３の
６ライン遅延ＦＩＦＯ２２－３から第２のセレクタ２２－５によって選択された画像デー
タがカラースキャナ用画像処理部２２－８に入力される。そして、カラースキャナ用画像
処理部２２－８で処理されたＲＧＢ画像データが第３のセレクタ２２－９によって選択さ
れ、色補正部２２ｄに出力される。色補正部２２ｄではＲＧＢの画像データをＹＭＣＫの
画像データに変換し、後段に出力し、ＰＣＩバス２２ｇから第２のメモリ１２に転送され
る。
【００５４】
　このようにフィルタ部２２ｃではモノクロ画像は表裏同一のタイミングで入力されるた
め、表裏のモノクロスキャナにおいてもカラースキャナの画像パスを使用する際、画像デ
ータの有効制御信号の共通使用が可能となる。すなわち、モノクロ画像でもカラー画像に
おいても画像データの有効制御信号は同じタイミングで使用することができる。
【００５５】
　また、モノクロスキャナ、カラースキャナで共通のラインＦＩＦＯを使用するので、メ
モリの削減が可能となる。さらに、モノクロスキャナとカラースキャナとが同時に使用さ
れることはないので、モノクロスキャナとして使用する場合にはカラースキャナでしか使
用しない部分、例えばカラースキャナ用画像処理部２２－８を固定値出力とすれは、消費
電力の低減させることができる。これに対し、カラースキャナとして使用する場合には、
第１及び第２のモノクロスキャナ用画像処理装置２２－６，７を固定値出力とすれは、消
費電力の低減させることができる。同様に両面同時のモノクロスキャナ接続時にはＧ入力
は不要のためライン遅延ＦＩＦＯをゲート信号等で動作しないようにマスク対応すること
もできる。
【００５６】
　また仕様上、第２のメモリ１２への転送を増やすことが可能であれば、図６に示すよう
に図４に示したＡＳＩＣ２２と同じＡＳＩＣ２２’を並列に設ければ、表側と裏側の画像
データの転送を同時に行うように構成することができる。これにより、表裏同時処理が可
能なので処理効率は２倍となり、より効率的な処理を行うことができる。したがってメモ
リ蓄積の処理速度に応じた画像処理が可能な共通のメモリＩ／Ｆを備えた画像形成装置を
得ることができる。なお、ＡＳＩＣ２２と同様の構成要素にはダッシュを付してある。
【００５７】
　以上のように、本実施形態によれば、以下のようか効果を奏する。
【００５８】
１）表裏同一のタイミングで入力されるためカラースキャナの画像パスを表裏のモノクロ
スキャナにおいても画像データの有効制御信号を共通使用することができる
２）モノクロスキャナ、カラースキャナで共通のラインＦＩＦＯを使うことが可能である
ため、メモリを削減するとともに、使用しない部分は固定値出力することにより消費電力
を低減することができる。
【００５９】
３）メモリへの蓄積処理速度に応じた画像処理ＡＳＩＣの実装構成を変更することにより
パフォーマンスを上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
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【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の電気的構成を示す機能ブロック図である
。
【図２】本実施形態における画像形成装置の概略構成を示す図である。
【図３】カラースキャナ用のパスを使用してモノクロ両面スキャナによって読み取った画
像データの処理工程を示す図である。
【図４】カラー両面スキャナを使用して両面原稿を読み取ったときに１つのカラーパスを
使用して画像データを処理する工程を示す図である。
【図５】図３及び図４に示したＡＳＩＣのフィルタ部の詳細を示すブロック図である。
【図６】カラー両面スキャナを使用して両面原稿を読み取ったときに２つのカラーパスを
使用して画像データを処理する工程を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１，２　スキャナ部
　１ａ　ＣＣＤ
　１ｂ　ＣＩＳ
　１２　第２のメモリ
　１０　コントローラ
　２０　エンジン部
　２１　画像処理部
　２２　第１のＡＳＩＣ
　２２’　第２のＡＳＩＣ
　２２－１，２２－２，２２－３　ライン遅延ＦＩＦＯ
　２２－６，２２－７　モノクロスキャナ用画像処理部
　２２－８　カラースキャナ用画像処理部
　２２－９　第３のセレクタ
　２２Ｒ，２２Ｇ，２２Ｂ，２２Ｋ　カラーパス
　２３　ＣＰＵ
　３４　メモリＩ／Ｆ
　３５　第１のメモリ
　５０　　プロッタ
　１００　画像形成装置
　２００　自動原稿送り装置
　３００　スキャナ
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