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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送方向に搬送される連続シートに対して、複数の画像を順次プリントするとともに、
隣り合う画像と画像の間の非画像領域にマークを形成するプリント手段と、
　前記マークを検出する検出手段と、
　前記検出手段の検出に基づいてシートを切断する切断手段と、
を備えるプリント装置であって、
　前記非画像領域を挟む２つの画像のうち、先行する画像の後端部における画像データの
濃度情報に基づいて、前記搬送方向における前記非画像領域の長さならびに前記検出手段
が前記非画像領域において前記マークの検出を開始する位置を設定することを特徴とする
プリント装置。
【請求項２】
　前記先行する画像の搬送方向の長さに基づいて前記非画像領域の搬送方向の長さを仮設
定した後、前記先行する画像の後端部における画像データが白データである場合には、該
白データが前記搬送方向に連続する数に応じて前記非画像領域の前記搬送方向の長さを削
減し、前記先行する画像の後端部における画像データが白データでない場合には、該白デ
ータでないデータに応じて前記非画像領域の前記搬送方向の長さを削減することを特徴と
する請求項１に記載のプリント装置。
【請求項３】
　前記先行する画像の搬送方向の長さに基づいて前記非画像領域の前記搬送方向の長さを



(2) JP 6150595 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

仮に設定した後、前記先行する画像の後端部における画像データが所定の閾値より高い値
を有する場合には、前記所定の閾値より高い値を有するデータが前記搬送方向に連続する
数に応じて前記非画像領域の前記搬送方向の長さを削減し、前記先行する画像の後端部に
おける画像データが前記所定の閾値より低い値を有する場合には、前記所定の閾値より低
い値を有するデータが前記搬送方向に連続する数に応じて前記非画像領域の前記搬送方向
の長さを削減することを特徴とする請求項１に記載のプリント装置。
【請求項４】
　前記先行する画像の後端部における画像データに対し搬送方向の移動平均値を求め、
前記先行する画像の前記搬送方向の長さに基づいて前記非画像領域の前記搬送方向の長さ
を仮に設定した後、前記先行する画像の後端部における前記移動平均値が所定の閾値より
高い値を有する場合には、前記所定の閾値より高い値を有する前記移動平均値が前記搬送
方向に連続する数に応じて前記非画像領域の前記搬送方向の長さを削減し、前記先行する
画像の後端部における前記移動平均値が前記所定の閾値より低い値を有する場合には、前
記所定の閾値より低い値を有する前記移動平均値が前記搬送方向に連続する数に応じて前
記非画像領域の前記搬送方向の長さを削減することを特徴とする請求項１に記載のプリン
ト装置。
【請求項５】
　前記検出手段は光学センサであり、前記連続シートからの反射光の受光強度の変化によ
って前記マークを検出することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のプリ
ント装置。
【請求項６】
　搬送方向に搬送される連続シートに対して、複数の画像を順次プリントするとともに、
隣り合う画像と画像の間の非画像領域にマークを形成し、センサを用いた前記マークの検
出に基づいてシートを切断するプリント方法であって、
　前記非画像領域を挟む２つの画像のうち、先行する画像の後端部における画像データの
濃度情報に基づいて、前記搬送方向における前記非画像領域の長さならびに前記センサが
前記非画像領域において前記マークの検出を開始する位置を設定することを特徴とするプ
リント方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は連続シートに複数の画像をプリントしてページごとにシートを切断するプリン
ト装置およびプリント方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　連続シートに複数の画像を順次プリントし画像（ページ）ごとにシートを切断するプリ
ント装置が提供されている。このようなプリント装置において、連続シートの搬送状態は
、プリント装置の個体差やシートの種類や幅、使用環境などに影響を受けるので、単位時
間に対する連続シートの搬送距離にはどうしてもある程度の誤差が含まれる。このため、
連続シートが画像の途中で切断されない様、画像と画像の間に切断位置を示すカットマー
クを形成した非画像領域を設け、検出器がカットマークを検出したタイミングに基づいて
、カッタで連続紙を切断する方法が有用されている。
【０００３】
　しかしながら、このようなカットマークを検出するために、検出器が連続シートの全領
域にわたって読み取り動作を行っていると、カットマークと類似した画像中のパターンも
カットマークと判断し、画像の途中で連続紙を切断してしまうおそれが生じる。
【０００４】
　このような問題に対し、特許文献１には、カットマークがプリントされている非画像領
域に対してのみ、検出器による読み取り動作を行方法が開示されている。そして、連続シ
ートの搬送量の誤差が連続シートの搬送距離すなわち先行してプリントする画像のサイズ
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に伴って増大することに着目し、連続する２つの画像の間の非画像領域の長さを、先行す
る画像のサイズに応じて調整する構成が開示されている。このような特許文献１によれば
、連続シートの搬送誤差を十分含んだ長さの非画像領域にてカットマークの検出を行うこ
とが出来るので、搬送誤差が生じても正しい位置で連続シートを切断することが可能とな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１５８１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の構成では、画像サイズが大きくなるほど最終的に切り捨て
られる非画像領域も大きくなり、シートの消費量が増えるので、これを抑制すべく更なる
改良が求められる。
【０００７】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものである。本発明の目的とするところ
は、連続シートに複数の画像をプリントして画像ごとに切断する際に、信頼性の高いマー
ク検出とシートの消費量の抑制を両立することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そのために本発明は、搬送方向に搬送される連続シートに対して、複数の画像を順次プ
リントするとともに、隣り合う画像と画像の間の非画像領域にマークを形成するプリント
手段と、前記マークを検出する検出手段と、前記検出手段の検出に基づいてシートを切断
する切断手段と、を備えるプリント装置であって、前記非画像領域を挟む２つの画像のう
ち、先行する画像の後端部における画像データの濃度情報に基づいて、前記搬送方向にお
ける前記非画像領域の長さならびに前記検出手段が前記非画像領域において前記マークの
検出を開始する位置を設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、連続シートに複数の画像をプリントして画像ごとに切断する際に、信
頼性の高いマーク検出とシートの消費量の抑制を両立することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に使用可能なプリント装置の内部構成を示す断面図である。
【図２】連続シートにプリントする画像と非画像領域の一般的なレイアウトを示す図であ
る。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、カットマークを検出する様子を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、カットマークの検出とこれに伴う切断動作を示す図である。
【図５】第１の実施形態における切断処理の工程を説明するためのフローチャートである
。
【図６】（ａ）および（ｂ）は、画像領域と非画像領域のレイアウト例を示す図である。
【図７】（ａ）および（ｂ）は、画像領域と非画像領域のレイアウト例を示す図である。
【図８】第２の実施形態における切断処理の工程を説明するフローチャートである。
【図９】（ａ）および（ｂ）は画像例とカットマークセンサの検出結果を示す図である。
【図１０】（ａ）および（ｂ）は画像例とカットマークセンサの検出結果を示す図である
。
【図１１】（ａ）および（ｂ）は画像例とカットマークセンサの検出結果を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　図１は、本発明に使用可能なプリント装置１の内部構成を示す断面図である。連続シー
トをロール状に収納しているシート供給部２は、連続シートを引き出して搬送経路に供給
する。搬送経路には複数の搬送ローラ対３が配備されており、連続シートあるいは切断後
のカットシートを図の左側から右側に搬送する。
【００１２】
　プリント部４は、搬送される連続シートに対し、プリントヘッド１４からインクを吐出
して画像をプリントする。プリントヘッド１４は、このような画像データの他、連続シー
トを切断する位置を示すカットマークやプリントヘッドのプリント状態を確認するための
テストパターンなどもプリントする。
【００１３】
　本実施形態のプリントヘッド１４はインクジェット方式のラインヘッドであり、インク
を吐出するノズルの複数が、使用が想定されるシートの最大幅をカバーする範囲でシート
の搬送方向とは交差する方向に配列している。そして、このようなラインヘッドが、更に
インク色に対応する数だけ搬送方向に並列配置されている。ここではＫ（ブラック）、Ｃ
（シアン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）の４色に対応した４つのラインヘッドを備
えるものとする。各色のインクは、不図示のインクタンクからそれぞれのインクチューブ
を介してプリントヘッド１４に供給される。
【００１４】
　カッタ部５は、シート先端を検出するエッジセンサ２１、シート上のカットマークを検
出するカットマークセンサ１２、カットマークセンサ１２が検出したカットマークの位置
に基づいてシートを切断する２つのカッタ２０ａおよび２０ｂを備えている。カッタ２０
ａおよび２０ｂは、上流側と下流側に分かれて配置され、シート上にプリントされたカッ
トマークに合わせて画像の先端側と後端側を夫々切断する。切断された後のカットシート
すなわち画像シート（ページ）は、複数の搬送ローラによって排紙トレイ６へと排出され
る。一方、画像と画像の間の非画像シートはゴミ箱１１に収容される。このような、切断
後の画像シートと非画像シートとの搬送経路の切り替えは、フラッパ機構１０によって行
われる。
【００１５】
　制御部８は、プリント装置１の全体の制御を司るユニットである。制御部８は、外部に
接続されたホスト装置などから受信した画像データに所定の処理を施して、プリント装置
１がプリント可能な画像データに変換した後、各ユニットを制御してプリント動作を実行
する。
【００１６】
　画像解析部７は、制御部８が処理した画像データに対し、本発明の特徴的な画像解析を
行い、解析結果をデータ処理部９に送信する。解析については後に詳しく説明する。
【００１７】
　データ処理部９は、画像解析部７から取得した情報に基づいて、画像と画像の間に設け
る非画像領域の長さを決定する。そして、非画像領域内にカットマークを配置したプリン
トデータを作成し、画像データと組み合わせた状態でこれら一連のデータをビットマップ
形式に変換してプリント部４に送信する。
【００１８】
　図２は、データ処理部９が生成した、連続シートにプリントする画像と非画像領域の一
般的なレイアウトを示す図である。ここでは、同程度の長さの画像Ｐ１～Ｐ６を連続して
プリントする場合について示している。データ処理部９は、画像Ｐ１～Ｐ６のそれぞれの
間に非画像領域Ｃを設け、各非画像領域Ｃの下流側にはカットマークＭを配置している。
このようにレイアウトされたデータに従ってプリント動作が行われた連続シートは、その
後、カッタ部５において、カットマークＭを目印に非画像領域Ｃの先端部および後端部が
切断される。結果、画像Ｐ１～Ｐ６と非画像領域Ｃとが分断される。
【００１９】
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　図３（ａ）および（ｂ）は、カット部６において、カットマークセンサ１２がカットマ
ークＭを検出する様子および検出結果を示す図である。カットマークセンサ１２は、照射
部と受光部を有する光学センサであり、シートからの反射光の受光強度の変化によってカ
ットマークを検出する仕組みになっている。光源としては、小型の半導体光源（ＬＥＤ、
ＯＬＥＤ、半導体レーザ等）が適しており、カットマークＭは光源の波長に対して高い吸
光分布特性を持つ色でプリントされることが好ましい。例えば、光源を赤色ＬＥＤとした
場合、カットマークＭは赤色に対して高い吸光分布特性を持つ黒インクを用いてベタ画像
をプリントすることが適切である。
【００２０】
　図３（ａ）を参照するに、Ａ方向に搬送される連続シートに対し、カットマークセンサ
１２の検出領域ＳはＢ方向に移動しながら、連続シートの表面で反射した光の強度を測定
する。この際、検出領域Ｓが連続シートの白紙領域に位置している時は、連続シートの反
射強度は高く、図３（ｂ）に示すように、カットマークセンサ１２の検出値も高い値で安
定する。その後、黒ベタのカットマークが検出領域Ｓに含まれてくると検出値は下がり、
検出領域Ｓがカットマークに完全に含まれると検出値は低い値で安定する。このように、
高い検出値から低い検出値に急激に変化する過程において、検出値が閾値Ｋよりも低くな
った時点を、カットマークＭが通過したと判断することが出来る。
【００２１】
　図４（ａ）～（ｄ）は、カッタ部５における、カットマークＭの検出とこれに伴う切断
動作を示す図である。図４（ａ）は、プリントがなされた連続シートの先端が、カッタ部
５のエッジセンサ２１に到達した状態を示している。このタイミングにおいて、制御部８
は、カットマークセンサ１２の検出動作を停止、または停止されていることを確認する。
【００２２】
　図４（ｂ）は、カットマークセンサ１２が、検出動作を開始するタイミングを示してい
る。検出動作は、カットマークＭが検出されると想定される領域を中心に搬送誤差を十分
に含んだ検出動作長Ｒの範囲で行われ、カットマークＭが検出されると想定される位置か
らＲ／２だけ先行した位置から開始される。そして、このような搬送誤差を含んだ検出動
作長Ｒは、直前にプリントされる画像の長さに応じて制御部８が調整する。以下、図４（
ｂ）の場合について具体的に説明する。
【００２３】
　制御部８は、連続シートの搬送量を、エッジセンサ２１がシート先端部を検出してから
の搬送モータの駆動量から推定する。しかし、連続シートには滑りや蛇行等が生じ、制御
部８が推定する搬送量と実際の搬送量との間にはどうしてもある程度の誤差が発生する。
そして、このような誤差は、エッジセンサ２１がシート先端部を検出してからの搬送量、
すなわち画像Ａの搬送方向における長さに伴って増大する。よって、本実施形態では、こ
のような搬送誤差を含んだ検出範囲長Ｒを、先行してプリントされる画像Ａの長さに応じ
て設定するのである。
【００２４】
　カットマークＭが検出されると、制御部８は、カットマークＭの検出位置を基準として
、２つのカッタ２０ａおよび２０ｂを用いて、画像（ページ）の先端および後端を切断す
る。ここで、画像Ｂの先端を切断位置１、画像Ａの後端を切断位置２とすると、より上流
側に配置されたカッタ２０ａにより切断位置１を切断した後、より下流側に配置されたカ
ッタ２０ｂにより切断位置２を切断する。図４（ｃ）は、切断位置１の切断が行われ切断
位置２の切断がまだ行われていない状態を示し、同図（ｄ）は、切断位置２の切断も行わ
れた状態を示している。
【００２５】
　カッタ２０ａおよび２０ｂが切断動作を実行する際、シートの搬送動作は一時的に停止
する。但し、シート搬送を停止する領域はカッタ部５のみであり、カッタ部５より上流お
よび下流の各ユニットについては搬送動作を維持する。この際、カッタ部５より下流で搬
送されるシートについては既にカットシートとなっているので、装置全体の搬送制御に影
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響が及ぶことはない。また、カッタ部６より上流の連続シートについても、カッタ部６の
入り口近傍で多少シートが撓むがその量は若干であり、プリント部４のプリント位置に影
響する程ではない。
【００２６】
　以上説明した２段階の切断により、連続シートは、画像データに従った画像がプリント
された画像領域と、カットマークやメンテナンスパターンがプリントされた非画像領域に
分離される。そして、画像領域はカットシートとなってトレイ６へ搬送され、非画像シー
トはゴミ箱１１に収容される。以後、画像Ａに続く画像Ｂ、画像Ｃについても上記と同様
の処理が行われ、画像領域であるカットシートと非画像シートの分離が繰り返される。
【００２７】
　このように、画像中のパターンをカットマークと誤検知することなく、カットマークＭ
を確実に検出するためには、カットマークセンサ１２が検出動作を開始するタイミングで
、検出領域Ｓは非画像領域Ｃの白紙領域が位置していることが好ましい。よって、制御部
８は、先行してプリントする画像の長さから想定される搬送誤差を含むように検出範囲長
Ｒを決定し、これに見合った非画像領域Ｃを用意する。そして、カットマークＭよりＲ／
２だけ上流の位置をカットマークセンサの検出動作開始位置に設定する。制御部８による
このようなタイミング調整が行われることにより、図３（ｂ）のような、明確は検出結果
を得ることが出来るのである。
【００２８】
　但し、必ずしも、図３（ａ）で説明したような或いは特許文献１のような、先行してプ
リントする画像の長さに見合った非画像領域Ｃを用意しなくても、図３（ｂ）のような明
確な検出結果を得ることは出来る。具体的に説明すると、高い値で検出値を安定させる状
態は、非画像領域に限らず実画像の白紙部分でも得られ、その直後にカットマークが配備
されても図３（ｂ）のような検出値の軌跡は得られる。また、カットマークセンサの検出
動作を実行する範囲についても、必ずしも安定して高い検出値から安定して低い検出値に
移行する部分だけで構成されなくても良い。検出範囲にカットマークとは無関係な画像が
存在しても、カットマークと誤検知されるような箇所が存在せず、且つ安定して高い検出
値から安定して低い検出値に移行する部分が含まれてさえいれば、カットマークを正常に
検出することは出来る。以上のことを鑑み、本発明者らは、安定した高い検出値を実画像
の後端部から得たり、後端部近傍の検出結果を除いたりしながらも、実画像の後端部近傍
からカットマークセンサの検出動作を開始することにより、非画像領域を削減することが
出来ると判断した。以下、本発明の特徴的な制御について詳しく説明する。
【００２９】
　図５は、本実施形態において、制御部８が実行する切断処理の工程を説明するためのフ
ローチャートである。また、図６（ａ）および（ｂ）、図７（ａ）および（ｂ）は、本実
施形態で生成される画像領域および非画像領域のレイアウト例を、従来例と比較しながら
説明するための模式図である。
【００３０】
　図５において、本処理が開始されると、まず制御部８は、ステップＳ１０において、画
像解析部７を用いて注目画像Ｐの画像データを解析し、画像Ｐの搬送方向の長さＩに基づ
いて、搬送誤差量を考慮した検出範囲長Ｒを設定する。そして、当該検出範囲長Ｒにカッ
トマークＭを付与した長さＮを有する非画像領域Ｃを、注目画像Ｐの直後に仮設定する（
図６（ａ）、図７（ｂ）参照）。更に、カットマークセンサ１２が検出動作を開始する位
置を、想定されるカットマークＭの先端位置から約Ｒ／２だけ上流の位置に仮設定する。
【００３１】
　ステップＳ１１において、制御部８は、画像解析部７を用いて注目画像Ｐの画像データ
を解析し、その後端部であってカットマークセンサ１２の検出領域が通過する位置に白紙
領域（白データ）が存在するか否かを判断する。
【００３２】
　図６（ａ）のような画像の場合、制御部８は画像後端部に白紙領域が存在すると判断し
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、ステップＳ１２Ａに進む。そして、この白紙領域が搬送方向に連続する長さ（画素数）
Ｄａをカウントし、ステップＳ１３ＡではこのＤａに基づいて非画像領域Ｃの削減長Ｌを
設定する。具体的には、画像中の白紙領域の長さＤａが非画像領域Ｃの白紙領域の長さＲ
以下の場合（Ｒ≧Ｄａ）は、Ｌ＝Ｄａに設定する。一方、画像中の白紙領域の長さＤａが
非画像領域Ｃの白紙領域の長さＱよりも大きい場合（Ｒ＜Ｄａ）は、実画像の白紙領域を
削ることは出来ないので、Ｌ＝Ｒに設定する。
【００３３】
　一方、ステップＳ１１において、図７（ａ）のような画像であった場合、制御部８は注
目画像Ｐの後端部に白紙領域（白データ）が存在しないと判断し、ステップＳ１２Ｂに進
む。そして、画像Ｐの最後端部から同程度の濃度を有する領域、詳しくは“カットマーク
として誤検知されない程度に濃度が安定している濃度安定領域”が搬送方向に連続する長
さ（画素数）Ｄｂをカウントする。続くステップＳ１３ＢではこのＤｂに基づいて、非画
像領域の削減長Ｌを設定する。具体的には、カットマークの直前に配置される白紙領域が
“白”として認識されるために最低限必要な大きさをＱｍｉｎとすると、画像中の濃度安
定領域の大きさＤｂがＱｍｉｎ以下の場合（Ｑｍｉｎ≧Ｄｂ）は、Ｌ＝Ｄｂに設定する。
一方、画像中の濃度安定領域の大きさＤｂがＱｍｉｎよりも大きい場合（Ｑｍｉｎ＜Ｄｂ
）は、削減後も最低限の白紙領域Ｑｍｉｎを確保するために、Ｌ＝Ｒ－Ｑｍｉｎに設定す
る。
【００３４】
　ステップＳ１３ＡまたはステップＳ１３Ｂで非画像領域の削減長Ｌが設定されると、制
御部８はステップＳ１４に進み、ステップＳ１０にて仮設定した非画像領域Ｃを、その先
頭から削減長Ｌだけ削除する。この結果、図６（ｂ）および図７（ｂ）を参照するに、新
たな非画像領域Ｃ´の長さはＮ´＝Ｎ－Ｌ、カットマークＭの直前に付与された白紙領域
の長さはＱ´＝Ｑ－Ｌとなり、制御部８はこの長さに基づいて非画像領域Ｃ´のレイアウ
トを再設定する。更にステップＳ１５において、制御部８は、カットマークセンサ１２の
検出動作を開始するタイミングを、ステップＳ１４で新たに設定したレイアウトに基づい
て、想定されるカットマークＭの先端位置から約Ｒ／２だけ上流の位置に再設定する。こ
れにより、カットマークセンサ１２の検出動作開始位置は、図６（ｂ）の場合は画像Ｐの
後端部近傍の白紙領域となり、図７（ｂ）の場合は画像Ｐの後端部近傍の画像プリント領
域となる。
【００３５】
　ステップＳ１６において、制御部８は、プリント部４を用い、ステップＳ１４で設定し
た白紙領域および注目画像Ｐの画像データに従って画像およびカットマークをプリントす
る。更にステップＳ１７において、制御部８は、カッタ部５を用い、図４で説明した方法
に従って切断処理を実行する。すなわち、カットマークセンサ１２による検出動作を行い
その結果に基づいて切断処理を実行する。以上で本処理が終了する。
【００３６】
　ここで図６（ａ）および（ｂ）を比較すると、図６（ｂ）では、その非画像領域Ｃ´の
長さが図６（ａ）よりも画像中の白紙領域の長さＤａだけ短縮されているが、カットマー
クの先端からＲだけ上流までは白紙領域が十分に確保されている。よって、多少の搬送誤
差が発生してもカットマークセンサ１２の検出結果は、図６（ｂ）の下部に示したように
読み始めの位置から“高→低”の順に明確に変化し、カットマークの位置を正確に判断す
ることが出来る。
【００３７】
　また、図７（ａ）および（ｂ）を比較すると、図７（ｂ）では、その非画像領域Ｃ´の
長さが図６（ａ）よりも画像中の濃度安定領域の大きさＤｂだけ短縮されている。その一
方で、カットマークセンサの検出領域にカットマークと誤検知されるような実画像が含ま
れることは無く、且つカットマークの先端から少なくともＱｍｉｎだけ上流までは白紙領
域が十分に確保されている。よって、多少の搬送誤差が発生しても、カットマークの検出
結果は、図７（ｂ）の下部に示したように読み始めの位置から“低→高→低”の順に明確
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に変化する。そして、このように、決まった軌跡を示すことが予め分かっていれば、前半
の低→高の変化をカットマークの判断から予め外すことにより、後半の高→低の変化でカ
ットマークを正確に検出することが出来る。即ち本実施形態によれば、図６のような画像
であっても図７のような画像であっても、結果的に廃棄される非画像領域を、カットマー
クの検出動作を正確に行うために必要な分だけ残しながらも最低限に抑え、従来に比べラ
ンニングコストを高めることが出来る。
【００３８】
　本発明者らの検討によれば、本実施形態を採用することにより、Ｌ版（３．５×５イン
チ）サイズの画像を５インチ幅のロール紙にプリントする場合、カットマーク余白の長さ
を３mmから１ｍｍに短縮することが出来た。その結果、１０００枚連続でプリントする場
合において、ロール紙の消費量を従来よりも２ｍ削減することができた。
【００３９】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、先行してプリントされる画像Ｐの後端部に白紙領域が存在するか
否かによって、後端部の画像の解析方法を異ならせた。但し、実際にカットマークの有無
を判断するのは、カットマークセンサ１２の検出結果が所定の閾値を超えたか否かによる
ものである。よって、本実施形態では、画像Ｐの後端部に白紙領域が存在するか否かでは
なく、閾値を越える画像領域が存在するか否かによって、後端部の画像の解析方法を異な
らせる。
【００４０】
　図８は、本実施形態において、制御部８が実行する切断処理の工程を説明するためのフ
ローチャートである。また、図９（ａ）および（ｂ）は、先行してプリントされる画像Ｐ
の例およびこれらをカットマークセンサ１２で検出した場合の検出結果を示す図である。
【００４１】
　本処理が開始されると、まず制御部８は、ステップＳ２０において、画像解析部７を用
いて注目画像Ｐの画像データを解析し、画像Ｐの搬送方向の長さＩに基づいて、搬送誤差
量を考慮した検出範囲長Ｒを設定する。そして、当該検出範囲長ＲにカットマークＭを付
与した長さＮを有する非画像領域Ｃを、注目画像Ｐの直後に仮設定する。更に、カットマ
ークセンサ１２が検出動作を開始する位置を、想定されるカットマークＭの先端位置から
約Ｒ／２だけ上流の位置に仮設定する。
【００４２】
　ステップＳ２１において、制御部８は、画像解析部７を用いて注目画像Ｐの画像データ
を解析し、その後端部の画像をカットマークセンサ１２で検出した場合の検出値が、閾値
Ｋよりも高いか否かを判断する。
【００４３】
　ここで、注目画像Ｐが図９（ａ）のようであった場合、制御部８は後端部の検出値が閾
値Ｋよりも高いと判断し、ステップＳ２２Ａに進む。そして、このように閾値Ｋよりも高
い領域が搬送方向に連続する長さＤａをカウントし、ステップＳ２３ＡではこのＤａに基
づいて非画像領域Ｃの削減長Ｌを設定する。具体的には、画像中の白紙領域の長さＤａが
非画像領域Ｃの白紙領域の長さＲ以下の場合（Ｒ≧Ｄａ）は、Ｌ＝Ｄａに設定する。一方
、画像中の白紙領域の長さＤａが非画像領域Ｃの白紙領域の長さＱよりも大きい場合（Ｒ
＜Ｄａ）は、実画像の白紙領域を削ることは出来ないので、Ｌ＝Ｒに設定する。図９（ａ
）の例では、画像Ｐの後端部から黒枠の位置までの距離がＤａとなり、Ｌ＝Ｄａに設定さ
れる。
【００４４】
　一方、注目画像Ｐが図９（ｂ）のようであった場合、ステップＳ２１において、制御部
８は後端部の検出値が閾値Ｋよりも低いと判断し、ステップＳ２２Ｂに進む。そして、閾
値Ｋを超えない領域が画像Ｐの最後端部から搬送方向に連続する長さＤｂをカウントする
。更に、ステップＳ２３ＢではこのＤｂに基づいて、非画像領域の削減長Ｌを設定する。
具体的には第１の実施形態と同様、ＤｂがＱｍｉｎ以下の場合（Ｑｍｉｎ≧Ｄｂ）はＬ＝
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Ｄｂに設定し、ＤｂがＱｍｉｎよりも大きい場合（Ｑｍｉｎ＜Ｄｂ）はＬ＝Ｒ－Ｑｍｉｎ
に設定する。図９（ｂ）の例では、画像Ｐ全域の距離がＤｂとなるので、Ｌ＝Ｒ－Ｑｍｉ
ｎに設定される。
【００４５】
　その後の工程は第１の実施形態と同様である。すなわち、制御部８はステップＳ２４に
進み、ステップＳ２０にて仮設定した非画像領域Ｃを、その先頭から削減長Ｌだけ削除す
る。この結果、新たな非画像領域Ｃ´の長さはＮ´＝Ｎ－Ｌ、カットマークＭの直前に付
与された白紙領域の長さはＱ´＝Ｑ－Ｌとなり、制御部８はこの長さに基づいて非画像領
域Ｃ´のレイアウトを再設定する。更にステップＳ２５において、制御部８は、カットマ
ークセンサ１２の検出動作を開始するタイミングを、ステップＳ２４で新たに設定したレ
イアウトに基づいて、想定されるカットマークＭの先端位置から約Ｒ／２だけ上流の位置
に再設定する。これにより、カットマークセンサ１２の検出動作を開始する位置は、図８
（ａ）の場合も図８（ｂ）の場合も、画像Ｐの領域内となる。
【００４６】
　更に、ステップＳ２６において、制御部８は、プリント部４を用い、ステップＳ２４で
設定した白紙領域および注目画像Ｐの画像データに従って画像およびカットマークをプリ
ントする。更にステップＳ２７において、制御部８は、カッタ部５を用い、図４で説明し
た方法に従って切断処理を実行する。以上で本処理が終了する。
【００４７】
　以上説明した本実施形態によれば、図９（ａ）のような画像の場合は、非画像領域をＤ
ａだけ削減しながらも、カットマークセンサ１２の検出領域において検出結果は閾値Ｋに
対して「高い→低い」と明確に変化し、カットマークを正確に検出することが出来る。ま
た、図９（ｂ）のような画像の場合は、非画像領域をＱｍｉｎまで削減しながらも、カッ
トマークセンサ１２の検出結果は閾値Ｋに対して「低い→高い→低い」の順に明確に変化
し、カットマークを正確に検出することが出来る。
【００４８】
　（第３の実施形態）
　第２の実施形態では、画像Ｐの後端部に閾値を越える画像領域が存在するか否かによっ
て、後端部の画像の解析方法を異ならせた。そして、閾値を超える画像領域が連続する長
さＤａあるいは閾値を越えない画像領域が連続する長さＤｂを削減長Ｌとして設定した。
しかしこの場合、濃度変化の激しい領域が後端部に存在すると、削減長Ｌは極短いものと
なってしまい、本願発明の効果は現れ難くなる。これに対し、本実施形態では、画像の後
端部に閾値を跨ぐような濃度のばらつきが存在したとしても、ある程度の削減長Ｌを確保
可能な構成について説明する。
【００４９】
　図１０（ａ）および（ｂ）は、画像の後端部に罫線が連続してプリントされる場合の、
画像データとカットマークセンサの検出結果を示した図である。図１０（ａ）において、
個々の四角は画像データにおける１画素領域を示している。この際、カットマークセンサ
１２の検出領域が１画素領域以内であれば、その検出結果は図１０（ｂ）の点線で示した
ようになる。すなわち、カットマークセンサの検出値が閾値Ｋを跨いで変化し、罫線がカ
ットマークとして判断されるおそれが生じる。
【００５０】
　しかしながら、実際のカットマークセンサ１２の検出領域はこれよりも大きな領域を有
することが多い。例えば、検出領域の直径が３画素程度である場合、検出結果は図１０（
ｂ）の実線で示したようになる。すなわち、カットマークセンサの検出値が閾値Ｋを跨い
で変化することはなく、罫線がカットマークとして判断されるおそれは無い。
【００５１】
　よって、本実施形態の画像解析部７は、注目画像Ｐの画像データに対し３画素の移動平
均値を求め、移動平均値が閾値Ｋよりも高いか否かを判断する。この場合、搬送方向に対
する移動平均値は図１０（ｂ）の実線のようになり、閾値Ｋを下回ることは無い。本実施



(10) JP 6150595 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

形態ではこのような領域については閾値より高い領域とみなし、第２の実施形態で説明し
た図８のフローチャートではステップＳ２２Ａへ進む。その結果、罫線領域全体を閾値Ｋ
よりも高い連続領域Ｄａに含めることが出来る。移動平均値が閾値Ｋよりも低い場合につ
いても同様である。この場合はステップＳ２２Ｂへ進み、罫線領域全体を閾値Ｋよりも低
い連続領域Ｄｂに含めることが出来る。そして、いずれの場合であっても、移動平均値を
算出しない第２の実施形態に比べて、ＤａやＤｂすなわち削減長Ｌを大きくすることが出
来、結果的に廃棄する非画像領域の長さを抑制することが出来る。
【００５２】
　なお、上記ではカットマークセンサの検出領域を３画素に仮定したので、これに合わせ
て移動平均に用いる画素数も３画素をしたが、移動平均に用いる画素数は無論これに限定
されるものではない。カットマークセンサの検出領域の直径が５画素である場合は、移動
平均数もこれに合わせて５画素とすることも出来る。また、移動平均数は、カットマーク
の大きさよりも十分に小さい範囲であれば、カットマークセンサの検出領域の直径よりも
更に大きく設定することも出来る。
【００５３】
　図１１（ａ）および（ｂ）は、カットマークセンサの検出領域の直径（３画素）に移動
平均数（３画素）を合わせた構成に対し、画像の後端部に３画素幅の罫線が連続する場合
について示した図である。この場合、３画素の移動平均を行っても、カットマークセンサ
の検出値は閾値Ｋを跨いで大きく変動し、ＤａまたはＤｂは３画素幅領域しか確保するこ
とが出来ない。しかしながら、このような場合においても、カットマークＭ自体が３画素
よりも十分長いことが予め分かっていれば、移動平均数を更に増やして、閾値を超えない
領域すなわち削減長Ｌを更に大きく確保することも出来る。
【００５４】
　なお、以上の実施形態では、特許文献１のように、図５のＳ１０、図８のＳ２０におい
て先行搬送される画像Ｐの搬送方向の長さＩに基づいて、搬送誤差量を考慮した検出範囲
長Ｒを設定する内容で説明したが、本発明はこのような構成に限定されるものではない。
すなわち、これら工程においては、非画像領域の長さＲが画像の長さによらず一定量に設
定される構成であっても、結果的に廃棄される非画像領域を削減することが出来るという
本発明の効果は発揮することが出来る。
【００５５】
　また、上記実施形態では、１つのカットマークに基づいて非画像領域の先端部と後端部
を夫々異なるカッタで切断する構成で説明したが、カットマークは、夫々のカットマーク
センサに対応して専用に用意することも出来る。また、カットマークは、必ずしもプリン
ト部４のプリントヘッド１４によってプリントされなくても良い。例えば、プリントヘッ
ド１４とは別に専用のマーク形成手段を設けても良いし、シートに小さな孔を開けるよう
な構成であっても構わない。後者の場合、照射光が孔を通過するタイミングで受光器の検
出値は低くなり、カットマークの位置を判断することができる。
【００５６】
　また、以上ではカットマークセンサを輝度センサとし、図３、図６、図７などを用いて
、その検出値が白紙領域で高くカットマーク部で低くなる構成で説明した。しかし、本願
発明のカットマークセンサは濃度を検出するものであっても良い。この場合、カットマー
クセンサの検出値は白紙領域では低くカットマークや画像領域では高くなるので、図３、
図６、図７などで示した検出結果の軌跡は上下が反転する。この場合であっても、検出値
が所定の閾値を超えて変化した場合にカットマークが通過したと判断することは出来るの
で、上記実施形態と同様の効果が得られる。
【００５７】
　更に、以上ではインクジェット方式のフルライン型のプリント装置を例に説明したが、
本発明はこのような形態に限定されるものではない。インク色の数は無論限定されるもの
ではない。また、プリント装置はシリアル型であっても良いし、プリント方式としては電
子写真方式、熱転写方式、ドットインパクト方式、液体現像方式など様々なものを用いる
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ことが出来る。
【符号の説明】
【００５８】
　　　　　　　１　　プリント装置
　　　　　　　４　　プリント部
　　　　　　　５　　カッタ部
　　　　　　　７　　画像解析部
　　　　　　　８　　制御部
　　　　　　　９　　データ処理部
　　　　　２０ａ　　カッタ
　　　　　２０ｂ　　カッタ
　　　　　　２１　　エッジセンサ
　　　　　　　Ｐ　　画像
　　　　　　　Ｃ　　非画像領域
　　　　　　　Ｍ　　カットマーク

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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