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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録紙への印刷を行うプロッタと、
　前記プロッタへ記録紙を搬送する給紙部と、
　前記プロッタから記録紙を搬送し排出する排紙部と、
　前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備し
た第１の反転機構と、
　前記プロッタ、前記給紙部及び前記排紙部を含む画像形成装置の各動作部を統御する制
御部と、
　前記排紙部が排出する記録紙を収容するスペースに画像形成装置本体に接続／取外し可
能に設け、接続時に前記制御部の制御下で動作する後処理手段及び前記排紙部からの記録
紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニ
ッシャと、
　を有する画像形成装置であって、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知手段と、
　前記第１の反転機構を覆うカバーの開閉を検知するカバー開閉検知手段と、を備え、
　前記制御部は、両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの接続時には前記フィニッシャ
の第２の反転機構を、また前記フィニッシャの分離時には第１の反転機構をそれぞれ動作
させる制御機能と、
　前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに、異常停止を掛け、前記後処
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理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する制御機能と、前記第１の異常検知手段
による異常検知後、前記カバー開閉検知手段によってカバーの開閉が検知されたときに、
異常停止を解除し、解除後の印刷要求に対応する際に前記排紙部からの記録紙の排出をフ
ィニッシャ経由に代わり画像形成装置に備わる他の搬送機構により行わせる制御機能と、
を有したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　記録紙への印刷を行うプロッタと、
　前記プロッタへ記録紙を搬送する給紙部と、
　前記プロッタから記録紙を搬送し排出する排紙部と、
　前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備し
た第１の反転機構と、
　前記プロッタ、前記給紙部及び前記排紙部を含む画像形成装置の各動作部を統御する制
御部と、
　前記排紙部が排出する記録紙を収容するスペースに画像形成装置本体に接続／取外し可
能に設け、接続時に前記制御部の制御下で動作する後処理手段及び前記排紙部からの記録
紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニ
ッシャと、
　を有する画像形成装置であって、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知手段を備え、
　前記制御部は、両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの接続時には前記フィニッシャ
の第２の反転機構を、また前記フィニッシャの分離時には第１の反転機構をそれぞれ動作
させる制御機能と、
　前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに、異常停止を掛け、前記後処
理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する制御機能と、
　前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに、前記フィニッシャを取外す
ことにより両面印刷ができる旨を表示する制御機能と、を有したことを特徴とする画像形
成装置。
【請求項３】
　記録紙への印刷を行うプロッタと、
　前記プロッタへ記録紙を搬送する給紙部と、
　前記プロッタから記録紙を搬送し排出する排紙部と、
　前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備し
た第１の反転機構と、
　前記プロッタ、前記給紙部及び前記排紙部を含む画像形成装置の各動作部を統御する制
御部と、
　前記排紙部が排出する記録紙を収容するスペースに画像形成装置本体に接続／取外し可
能に設け、接続時に前記制御部の制御下で動作する後処理手段及び前記排紙部からの記録
紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニ
ッシャと、
　を有する画像形成装置であって、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知手段と、
　フィニッシャ内のフィニッシャ制御部と、を備え、
　前記制御部は、両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの接続時には前記フィニッシャ
の第２の反転機構を、また前記フィニッシャの分離時には第１の反転機構をそれぞれ動作
させる制御機能と、
　前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに、異常停止を掛け、前記後処
理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する制御機能を有し、
　前記フィニッシャ内のフィニッシャ制御部は、前記第１の異常検知手段による異常検知
に応じ異常停止が掛けられたとき、記録紙を所定位置に引込み、保護できるように第２の
反転機構の動作を独自に制御する機能を有したことを特徴とする画像形成装置。
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【請求項４】
　記録紙への印刷を行うプロッタと、
　前記プロッタへ記録紙を搬送する給紙部と、
　前記プロッタから記録紙を搬送し排出する排紙部と、
　前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備し
た第１の反転機構と、
　前記プロッタ、前記給紙部及び前記排紙部を含む画像形成装置の各動作部を統御する制
御部と、
　前記排紙部が排出する記録紙を収容するスペースに画像形成装置本体に接続／取外し可
能に設け、接続時に前記制御部の制御下で動作する後処理手段及び前記排紙部からの記録
紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニ
ッシャと、
　を有する画像形成装置であって、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知手段を備え、
　前記制御部は、両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの接続時には前記フィニッシャ
の第２の反転機構を、また前記フィニッシャの分離時には第１の反転機構をそれぞれ動作
させる制御機能と、
　前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに、異常停止を掛け、前記後処
理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する制御機能と、
　前記第１の異常検知手段による異常検知に応じて異常停止を掛けたとき、前記後処理手
段への電源供給を停止する制御機能と、を有したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　記録紙への印刷を行うプロッタと、
　前記プロッタへ記録紙を搬送する給紙部と、
　前記プロッタから記録紙を搬送し排出する排紙部と、
　前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備し
た第１の反転機構と、
　前記プロッタ、前記給紙部及び前記排紙部を含む画像形成装置の各動作部を統御する制
御部と、
　前記排紙部が排出する記録紙を収容するスペースに画像形成装置本体に接続／取外し可
能に設け、接続時に前記制御部の制御下で動作する後処理手段及び前記排紙部からの記録
紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニ
ッシャと、
　を有する画像形成装置であって、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知手段と、
　前記フィニッシャにおける第２の反転機構の異常を検知する第２の異常検知手段と、を
備え、
　前記制御部は、両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの接続時には前記フィニッシャ
の第２の反転機構を、また前記フィニッシャの分離時には第１の反転機構をそれぞれ動作
させる制御機能と、
　前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに、異常停止を掛け、前記後処
理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する制御機能と、
　前記第２の異常検知手段によって異常が検知されたときに、両面印刷ができない旨及び
前記フィニッシャを取外すことにより両面印刷ができる旨を表示する制御機能と、を有し
たことを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　記録紙への印刷を行うプロッタと、
　前記プロッタへ記録紙を搬送する給紙部と、
　前記プロッタから記録紙を搬送し排出する排紙部と、
　前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備し
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た第１の反転機構と、
　前記プロッタ、前記給紙部及び前記排紙部を含む画像形成装置の各動作部を統御する制
御部と、
　前記排紙部が排出する記録紙を収容するスペースに画像形成装置本体に接続／取外し可
能に設け、接続時に前記制御部の制御下で動作する後処理手段及び前記排紙部からの記録
紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニ
ッシャと、
　を有する画像形成装置であって、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知手段と、
　前記フィニッシャにおける後処理手段の異常を検知する第３の異常検知手段と、を備え
、
　前記制御部は、両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの接続時には前記フィニッシャ
の第２の反転機構を、また前記フィニッシャの分離時には第１の反転機構をそれぞれ動作
させる制御機能と、
　前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに、異常停止を掛け、前記後処
理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する制御機能と、
　前記第３の異常検知手段によって異常が検知されたときに、両面印刷要求に応じて、前
記フィニッシャの第２の反転機構による搬送を経て両面に前記プロッタで印刷し排紙する
際に前記排紙部からの記録紙の排出をフィニッシャ経由に代わり画像形成装置に備わる他
の搬送機構により行わせる制御機能と、を有したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　記録紙へ印刷するプロッタ、印刷した記録紙を搬送し排出する排紙部、前記排紙部から
の記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備した第１の反転機構
、前記排紙部が排出する記録紙を収容する胴内スペースに画像形成装置本体に接続／取外
し可能に設け、後処理手段及び前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて
搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニッシャを有する画像形成装置の制御
方法であって、
　前記フィニッシャの接続時に行われる両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの第２の
反転機構を動作させ、前記フィニッシャの取外し時に行われる両面印刷要求に対し、前記
第１の反転機構を動作させる反転制御工程と、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知工程と、
　前記フィニッシャにおける第２の反転機構の異常を検知する第２の異常検知工程と、
　前記第１の異常検知工程によって異常が検知されたときに、発生した異常に対応する制
御動作として、異常停止を掛け、前記後処理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示
する動作を行わせる第１の異常制御工程と、
　前記第２の異常検知工程によって異常が検知されたときに、発生した異常に対応する制
御動作として、両面印刷ができない旨及び前記フィニッシャを取外すことにより両面印刷
ができる旨を表示する動作を行わせる第２の異常制御工程と、を有したことを特徴とする
画像形成装置の制御方法。
【請求項８】
　記録紙へ印刷するプロッタ、印刷した記録紙を搬送し排出する排紙部、前記排紙部から
の記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備した第１の反転機構
、前記排紙部が排出する記録紙を収容する胴内スペースに画像形成装置本体に接続／取外
し可能に設け、後処理手段及び前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて
搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニッシャを有する画像形成装置の制御
方法であって、
　前記フィニッシャの接続時に行われる両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの第２の
反転機構を動作させ、前記フィニッシャの取外し時に行われる両面印刷要求に対し、前記
第１の反転機構を動作させる反転制御工程と、
　前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の異常検知工程と、
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　前記フィニッシャにおける後処理手段の異常を検知する第３の異常検知工程と、
　前記第１の異常検知工程によって異常が検知されたときに、発生した異常に対応する制
御動作として、異常停止を掛け、前記後処理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示
する動作を行わせる第１の異常制御工程と、
　前記第３の異常検知工程によって異常が検知されたときに、発生した異常に対応する制
御動作として、両面印刷要求に応じて、前記フィニッシャの第２の反転機構による搬送を
経て両面に前記プロッタで印刷し排紙する際に前記排紙部からの記録紙の排出をフィニッ
シャ経由に代わり画像形成装置に備わる他の搬送機構により行わせる第３の異常制御工程
と、を有したことを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載された画像形成装置の制御方法の各工程をコンピュータに行わせ
るためのプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載されたプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接続／取外し可能に設置されるフィニッシャを有する画像形成装置（プリン
タ、複写機、複合機、ファクシミリ等）に関し、より詳しくは、印刷後に排紙部から排出
する記録紙を収容するスペースに設けられ、後処理手段及び両面印刷用の反転機構を備え
たフィニッシャに発生する異常による損害を最小化するための制御機能を有した画像形成
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、プリンタ、複写機、複合機、ファクシミリ等の画像形成装置では、オプショ
ン装置として印刷後排出される記録紙に対しソート、綴じ、パンチ等の後処理を施すフィ
ニッシャを装備できるようにしている。
　オプション装置としてのフィニッシャは、通常、後処理の動作を制御する手段を内蔵す
る。この制御手段は、後処理動作そのものを制御のほか、後処理装置内で発生する異常に
対し、被害が大きくならないようにする動作を行わせる。
【０００３】
　このような後処理制御手段を持つフィニッシャを備えた画像形成装置として、例えば、
下記特許文献１を示すことができる。
　特許文献１の画像形成システムでは、後処理制御手段は、後処理装置内で異常が検知さ
れると、異常が発生した後処理を停止させ、停止させた後処理の上流では、通常用いる用
紙排出経路を切り換えて処理した記録紙をサブ排紙トレイに排出させる。このようにする
ことで、上流の処理は、継続させて稼働率低下の抑制を図っている。なお、特許文献１に
は、上記のような異常処理動作を後処理制御手段によらず、画像形成装置の主制御手段で
行う方法で実施する例についても示されている。
【０００４】
　ところで、従来のオプション装置としてのフィニッシャでは、画像形成装置本体の構成
自体は、変えることなくフィニッシャを接続できるようにする方法（特許文献１はこの方
法による）のほかに、装置本体の構成を改変する方法を採用する場合がある。
　後者の方法の一つに、所謂、胴内フィニッシャといわれるものがある。これは、複合機
、複写機等において、従来から印刷後の記録紙が排紙部を経て、本体上部と下部の間に作
ったスペースを収容場所として排出されるようにし、これを胴内排紙と称しているが、胴
内フィニッシャは、この胴内排紙に用いるスペースにオプション装置としてのフィニッシ
ャを装着し接続する方法を採る。
【０００５】
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　図４は、胴内フィニッシャを説明する図である。図４（Ａ）は、胴内排紙を行う複合機
、複写機等の画像形成装置１００の１例を示す。同図に示すように、画像形成装置本体上
部１００Ｕと下部１００Ｌの間のスペース１５０を排出される記録紙の収容部（トレイ）
としている。
　このタイプの画像形成装置１００では、普通、上部１００Ｕに原稿読取部を備え、下部
１００Ｌに記録紙のトレイ含む給紙部及び作像部（プロッタ）の一部を備え、上部１００
Ｕと下部１００Ｌの連結部１００Ｍや中継部１００Ｓに作像部及び排紙部を備える。
　記録紙の流れは、下部１００Ｌの給紙部を出た後、中継部１００Ｓを通る間にプロッタ
で印刷され、その後、排紙部の搬送経路Ｐ０を経て、図４（Ａ）に矢印で示すように胴内
の排紙トレイに排出される。なお、両面印刷に用いる手段として、１面を印刷した後の記
録紙に対し、排紙部の搬送経路Ｐ０とは別に反転経路を備え、この反転経路から再びプロ
ッタでもう１面を印刷するために戻す経路を中継部１００Ｓに有する。
【０００６】
　図４（Ｂ）は、図４（Ａ）に示した胴内排紙を行う画像形成装置１００のスペース１５
０にオプション装置としての胴内フィニッシャ２００を装着し接続した状態を示す図であ
る。
　図４（Ｂ）に示すように、胴内フィニッシャ２００を装着し、後処理機能が付加されて
も画像形成装置が占有するスペース全体は、変わらないので、新たにスペースを工面して
大掛かりな後処理装置を接続する場合に比べてスペースを有効利用できるメリットは大き
い。なお、図４（Ｂ）に示すように、胴内排紙に用いていた場所を胴内フィニッシャ２０
０が占有することになるので、後処理をしない場合にも、胴内フィニッシャ２００に設け
られている排紙トレイを排出に用いる。
【０００７】
　後処理をしない場合と後処理をする場合とでは、記録紙の搬送経路を分けるので、経路
を選択する制御が必要になる。また、両面印刷が設定されている場合には、印刷後に排紙
部を経て送られてくる１面を印刷した後の記録紙をプロッタに戻す必要があり、この場合
にも、経路を他と分ける制御を必要とする。
　このプロッタに戻す反転経路を加え、経路を分ける制御を容易にし、動作を良好に保つ
ために、反転経路を胴内フィニッシャ２００に設けるとともに、これらの経路選択を胴内
フィニッシャ２００の制御手段に委ねる方法がとられる（反転経路と経路選択動作につい
ては、図１を参照する後述の説明、参照）。
【特許文献１】特開２００５－３４３６６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のように、印刷後に排紙部を経て送られてくる記録紙の経路を選択する動作を胴内
フィニッシャ２００の制御手段に委ねる場合、画像形成装置１００と通信手段を通して情
報交換を行うことで、正常な動作が保証される。
　したがって、この通信手段において異常が発生すると、正常な処理ができなくなるが、
従来技術においては、画像形成装置１００にオプション装置として接続される胴内フィニ
ッシャ２００との間の通信に異常が生じた場合に、異常に対する備えが十分ではなく、異
常による損害を最小化するための対応もとられていなかったために、パフォーマンスの低
下は否めなかった。
　本発明は、接続／取外し可能に設置され、両面印刷に用いる反転機構を備えたフィニッ
シャを有する画像形成装置において、フィニッシャとの通信に異常が生じた場合に、損害
を最小化するために適切な対応ができるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、記録紙への印刷を行うプロッタと、前記プロッタへ記録紙を搬送する給紙部
と、前記プロッタから記録紙を搬送し排出する排紙部と、前記排紙部からの記録紙を反転
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して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備した第１の反転機構と、前記プロッ
タ、前記給紙部及び前記排紙部を含む画像形成装置の各動作部を統御する制御部と、前記
排紙部が排出する記録紙を収容するスペースに画像形成装置本体に接続／取外し可能に設
け、接続時に前記制御部の制御下で動作する後処理手段及び前記排紙部からの記録紙を反
転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニッシャ
と、を有する画像形成装置であって、前記フィニッシャとの通信の異常を検知する第１の
異常検知手段と、前記第１の反転機構を覆うカバーの開閉を検知するカバー開閉検知手段
と、を備え、前記制御部は、両面印刷要求に対し、前記フィニッシャの接続時には前記フ
ィニッシャの第２の反転機構を、また前記フィニッシャの分離時には第１の反転機構をそ
れぞれ動作させる制御機能と、前記第１の異常検知手段によって異常が検知されたときに
、異常停止を掛け、前記後処理手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する制御機能
と、前記第１の異常検知手段による異常検知後、前記カバー開閉検知手段によってカバー
の開閉が検知されたときに、異常停止を解除し、解除後の印刷要求に対応する際に前記排
紙部からの記録紙の排出をフィニッシャ経由に代わり画像形成装置に備わる他の搬送機構
により行わせる制御機能と、を有したことを特徴とする。
　本発明は、記録紙へ印刷するプロッタ、印刷した記録紙を搬送し排出する排紙部、前記
排紙部からの記録紙を反転して前記プロッタに向けて搬送する両面印刷用に常備した第１
の反転機構、前記排紙部が排出する記録紙を収容する胴内スペースに画像形成装置本体に
接続／取外し可能に設け、後処理手段及び前記排紙部からの記録紙を反転して前記プロッ
タに向けて搬送する両面印刷用の第２の反転機構を備えたフィニッシャを有する画像形成
装置の制御方法であって、前記フィニッシャの接続時に行われる両面印刷要求に対し、前
記フィニッシャの第２の反転機構を動作させ、前記フィニッシャの取外し時に行われる両
面印刷要求に対し、前記第１の反転機構を動作させる反転制御工程と、前記フィニッシャ
との通信の異常を検知する第１の異常検知工程と、前記フィニッシャにおける第２の反転
機構の異常を検知する第２の異常検知工程と、前記第１の異常検知工程によって異常が検
知されたときに、発生した異常に対応する制御動作として、異常停止を掛け、前記後処理
手段の処理及び両面印刷ができない旨を表示する動作を行わせる第１の異常制御工程と、
前記第２の異常検知工程によって異常が検知されたときに、発生した異常に対応する制御
動作として、両面印刷ができない旨及び前記フィニッシャを取外すことにより両面印刷が
できる旨を表示する動作を行わせる第２の異常制御工程と、を有したことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、接続／取外し可能に設置され、両面印刷に用いる反転機構を備えたフ
ィニッシャを有する画像形成装置において、画像形成装置本体とフィニッシャとの通信に
異常が生じた場合に、受ける損害を最小化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、添付した図面を参照して説明する。
　以下には、本発明に係る画像形成装置及び画像形成装置の制御方法として、複合機（Ｍ
ＦＰ）に実施した形態を例示する。
　複合機は、プリンタ、コピー、ドキュメントボックス（蓄積ドキュメントのデータ送信
や印刷出力を行う）、スキャナ、ファクシミリ等の機能を複合して備え、これらの機能を
操作部からの指示によるほか、外部のクライアント（ホスト）機からの処理要求に応じて
動作させ、画像データの処理及び出力を行う。
【００１２】
　また、この実施形態の複合機は、オプション装置としての胴内フィニッシャが接続可能
である。この胴内フィニッシャは、上記［背景技術］で図４（Ａ）を参照して説明したよ
うに、複合機（画像形成装置）１００が胴内排紙に用いていたスペース１５０に、接続／
取外し可能に設置され、接続時の胴内フィニッシャ２００は、図４（Ｂ）に示された状態
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で設置される。
　胴内フィニッシャ２００は、ソート、綴じ、パンチ、ステープル等の後処理手段の少な
くとも一つを備えるが、その外に両面印刷に用いる反転機構を備える。この反転機構は、
両面印刷において、印刷後に排紙部を経て送られてくる１面を印刷した後の記録紙をスイ
ッチバックさせるための機構であり、胴内フィニッシャ２００は、反転させる記録紙が通
る反転経路と記録紙の搬送手段を反転機構として備える。
【００１３】
　図１は、複合機及び複合機に接続された胴内フィニッシャ内を搬送される記録紙の経路
を説明する図である。
　図１を参照して胴内フィニッシャ２００における記録紙の流れを説明すると、両面印刷
時に１面（片面）を印刷された記録紙が複合機１００本体排紙部の搬送経路Ｐ０を搬送さ
れてくる場合、胴内フィニッシャ２００内の反転経路Ｐ２に送り込まれ、一旦反転経路Ｐ
２にとどまった後、本体側からの指示に従い、スイッチバックして、本体側に送り出され
る。
　送り出された記録紙は、反転した状態でプロッタの給紙側に戻すための両面経路Ｐ４に
送り出し、この両面経路Ｐ４を経てプロッタに再び給紙され、もう一方の面が印刷される
。
　他方、通常又は両面いずれでも、印刷を完了した記録紙が複合機１００本体排紙部の搬
送経路Ｐ０を搬送されてくる場合、処理経路Ｐ１に送られ、後処理に送り込むか或いは後
処理をスルーして排紙トレイ（胴内フィニッシャ２００が有する）に排出する経路を選択
して搬送される。
　なお、本実施形態では、胴内フィニッシャ２００における記録紙の上記した搬送動作に
伴う経路選択や記録紙の搬送は、胴内フィニッシャ２００内に有するサブ制御手段（以下
、後述する本体側の主制御手段に対して、このサブ制御手段を「フィニッシャ制御手段」
という）によってそれぞれの経路選択手段及び搬送手段の駆動を制御する。
【００１４】
　ところで、オプション装置としての胴内フィニッシャが接続されていないときに、両面
印刷を行う場合には、本体側に備わる反転機構を用いて記録紙を反転する。
　胴内フィニッシャが接続されていないときの排紙部の搬送経路Ｐ０は、印刷を完了した
記録紙を搬送する経路であるから、この搬送経路Ｐ０から分岐した経路に本体側の反転機
構（図１には不図示）を設ける。つまり、本体側の反転機構として、排紙部の搬送経路Ｐ
０から分岐し、両面経路Ｐ４につながる経路の途中に、経路選択手段とこの経路選択手段
により選ばれる反転経路よりなる機構を用いる。
　胴内フィニッシャが接続されていない場合、本体の主制御手段は、両面印刷の処理要求
を受けて、プロッタを両面印刷モードで動作させるときに、その制御動作の一環として、
記録紙を搬送する際に本体側の反転機構の動作を制御する。即ち、１面（片面）を印刷し
た記録紙を本体側の反転機構によりスイッチバックさせて、反転した状態でプロッタの給
紙側に戻すために、本体内の両面経路Ｐ４に送り出し、この両面経路Ｐ４を経てプロッタ
に再び送り込み、もう一方の面の印刷を行わせる。
【００１５】
　また、本実施形態の複合機１００は、接続した胴内フィニッシャ２００に発生し得る動
作異常に対処するための手段を備える。
　動作異常の一つは、複合機１００本体側の主制御手段と胴内フィニッシャ２００のフィ
ニッシャ制御手段を結ぶ通信手段で発生するものであり、この場合には、両者間で制御情
報が交換できなくなるので、胴内フィニッシャ２００全体が使用不可能になる。また、胴
内フィニッシャ２００内の後処理手段、搬送手段及び経路選択手段に発生する動作異常の
場合には、異常が発生した手段に係る機能は使用できないが、例えば、後処理手段内で起
きた異常により反転機構が影響を受けることなく使用できる、という場合のように、機能
の一部は使用が可能になるケースもある。
　そこで、これらの異常の発生を検知する手段を備え、異常の検知時に何の異常であるか
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、或いは使用できなくなる機能をユーザに知らせ、また、どのような対処方法があるかを
ユーザに指示することで、ユーザが次にとる行動を適切に判断でき、所望の処理を行える
ようにすることで、異常により受ける損害を最小化し、パフォーマンスの低下を極力抑え
るようにする。
【００１６】
　次に胴内フィニッシャ２００に発生する異常に関する情報及び対処法をユーザに示す上
記処理を実行するための制御方法及び制御システムについて、より詳細に説明する。
　「複合機の制御システムの概要」
　まず、胴内フィニッシャ２００が接続可能な本実施形態に係る複合機全体を制御するシ
ステムの概要を図２のハードウェア構成を示すブロック図を参照して説明する。
　図２のハードウェア構成において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１はソフトウ
ェア（プログラム）に従って複合機の各部（デバイス）を動作させ、処理を実行するため
の演算装置、ＲＯＭ（Read Only Memory）２はプログラム等を格納するメモリデバイス、
ＲＡＭ（Random Access Memory）３はプログラムを動作させるときに使用し、或いは一時
的にデータを格納するために使用するメモリデバイスで、これらがシステム制御部を構成
する。なお、ＲＯＭ２或いは図示しないＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記録（記憶）媒
体に格納するプログラムの中に、後述する異常チェックシステムの動作に必要な処理（図
３の制御フロー）を実行するプログラムを記録（記憶）しておくことで、ＣＰＵ１が、こ
の記録媒体に記録した制御・処理プログラムや制御データ等をＲＡＭ３に読込み、処理の
実行時にこのプログラムを駆動することによって、ＣＰＵ１（コンピュータ）をこの処理
の実行手段として機能させることができる。
【００１７】
　また、システム制御部は、プログラムに従って、スキャナ４、プロッタ５、操作・表示
制御部６、通信制御部（ＣＣＵ）７、ＳＡＦ（Store and Forward）メモリ９、符号化・
復号化部（ＤＣＲ）１０、ネットワークインターフェース制御部１３、周辺機制御部１４
の各装置をそれぞれ制御し、目的の機能を実現するための動作を行わせる。また、この動
作に必要なデータの交換は、主として各装置を接続するバス１２を介して行う。
　スキャナ４は、紙文書の原稿を読取り、画像データ（ビットマップ）に変換する装置で
ある。
　プロッタ５は、画像データを紙に印刷出力する装置で、スキャナ４、ファクシミリ受信
等により入力された画像データによる出力を行う。なお、この実施形態では両面印刷の動
作を行うための反転機構や記録紙の搬送手段を備えている。
　操作・表示制御部６は、操作パネル６１のＬＣＤ（Liquid Crystal Display）タッチパ
ネルの操作画面を通じてユーザの操作によるジョブの処理要求や実行指示を受付け、機器
やジョブの状況をユーザに知らせるための装置である。
【００１８】
　通信制御部（ＣＣＵ）７は、送信信号の変調、受信信号の復調を行なうモデム８及び通
信回線の制御を行なう網制御部（ＮＣＵ）１１を制御して、相手機とのファクシミリ制御
信号を交換し、ファクシミリ通信手順を実行する装置である。
　ＳＡＦ（Store and Forward）メモリ９は、画像の蓄積を行なう記憶装置で、通信制御
部（ＣＣＵ）７やネットワークインターフェース制御部１３経由で渡された画像データを
蓄積する。
　符号化・復号化部（ＤＣＲ）１０は、画像データを所定の符号化方式に従って符号化し
、また、符号化された画像データを復号化する装置で、蓄積する画像データやネットワー
クを介して外部機と交信する画像データに用いる。
　ネットワークインターフェース制御部１３は、Ethernet（登録商標）や無線ＬＡＮ（Lo
cal Area Network）などのネットワークの制御を行う装置である。
　周辺機制御部１４は、周辺機を制御するための制御信号を交換する装置で、この実施形
態では、オプション装置としての上記した胴内フィニッシャ２００が周辺機として用いら
れ、フィニッシャ制御手段との間のインターフェースとして機能する。
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【００１９】
　「異常発生時の制御」
　次に、胴内フィニッシャ２００に発生する異常に対応して上記制御システムが行う動作
例を制御フローに従って説明する。
　以下の動作例では、胴内フィニッシャ２００に発生する異常として、本体側のシステム
制御部（以下、単に「システム制御部」という）が周辺機制御部１４を介して行う胴内フ
ィニッシャ２００との通信の異常及び胴内フィニッシャ２００内の後処理手段や反転機構
の動作部で発生する異常を対象とする。
　システム制御部は、これらの異常の発生を監視し、異常が発生した時にそれぞれの異常
に対応して、操作パネル６１のＬＣＤによる表示を通して、ユーザに対し、何の異常であ
るか、或いは使用できなくなる機能を知らせ、また、どのような異常への対処の仕方があ
るかを指示する。
【００２０】
　図３は、胴内フィニッシャに発生する異常に対応して実行する本実施形態の制御フロー
を示す図である。
　図３の制御フローによると、システム制御部は、まず、通信異常が発生したか否かを確
認する（ステップＳ１０１）。周辺機制御部１４は、周辺機を制御するための機能を持ち
、システム制御部からの指示に従い、接続した胴内フィニッシャ２００を制御するので、
このためのデータを交換するほか、胴内フィニッシャ２００の動作状態を常に把握するた
めのデータの交換も行う。これらのデータ交換に用いる通信手段には、通常、通信異常を
検知する手段が備わっているので、システム制御部は、この通信異常検知手段の検知結果
を確認することにより、通信異常の発生を知ることができる。
【００２１】
　ここで、通信異常の発生が確認できなければ（ステップＳ１０１-NO）、次にその他の
異常が発生したか否かを確認する（ステップＳ１０２）。
　ここでいうその他の異常は、先に述べたように、胴内フィニッシャ２００内の後処理手
段や反転機構の動作部で発生する異常である。これらの異常は、フィニッシャ制御手段が
それぞれの動作部の動作状態を把握するために備えた検知手段の検知結果を確認し、周辺
機制御部１４を介して伝えられる。この実施形態では、胴内フィニッシャ２００には、異
常検知手段として、胴内フィニッシャ２００内に設けた後処理手段と反転機構それぞれに
生じる異常を検知する手段を備えているので、システム制御部は、この異常検知手段の検
知結果を随時受取ることができる。
　ステップＳ１０２でその他の異常が発生したことが確認できない場合には（ステップＳ
１０２-NO）、後処理を含めて通常使用状態で受付けることができるジョブ処理要求の入
力画面を操作パネル６１に表示し（ステップＳ１０３）、その後、再びステップＳ１０１
の通信異常の発生を確認するステップに戻す。
【００２２】
　他方、ステップＳ１０１で通信異常の発生が確認できた場合に（ステップＳ１０１-YES
）、システム制御部は、実行している印刷動作を停止させる（ステップＳ１１０）。この
際、システム制御部は、胴内フィニッシャ２００に対しても動作の停止を指示する。
　停止の指示を受けたフィニッシャ制御手段は、印刷が両面である場合には、この停止に
あたって、胴内フィニッシャ２００内の記録紙が反転経路Ｐ２の最後端に達したところで
停止させるように、独自に搬送の制御を行う。この動作は、通信異常等が発生した場合に
も記録紙にダメージを与えないようにし、その後、記録紙を容易に取り除くことができる
ようにすることを考慮したためである。
　また、胴内フィニッシャ２００に対する停止の指示と同時に、胴内フィニッシャ２００
内の後処理手段については、駆動部への電源供給を停止してもよい。後処理手段は、通信
異常が生じている間は、全く動作させることがないので、無駄に電力を消費しない省エネ
ルギーの観点から、電源供給を停止する。
【００２３】
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　次いで、両面印刷の記録紙搬送過程でジャムが発生したか否かを判断する（ステップＳ
１１１）。このステップは、通信異常の発生によって胴内フィニッシャ２００が制御不能
になり、両面印刷ができないが、胴内フィニッシャ２００を使用しないでもよい通常の印
刷を行えるようにするために必要なステップである。
　このステップＳ１１１を行う理由は、次に示すような動作条件によっているからである
。即ち、両面印刷が指示され、胴内フィニッシャ２００内の反転機構等を動作させている
ときに通信異常が発生した場合に、システム制御部は、実行している両面印刷動作を停止
させるが、このときに、操作パネル６１のＬＣＤに通信異常の表示と共に、反転機構等の
動作部に記録紙がとどまってしまうので、両面ジャム発生の表示を行うように操作・表示
制御部６に指示する。
【００２４】
　ただ、通信異常が解消されるまで両面印刷は使用できなくても、通常の印刷（胴内フィ
ニッシャ２００を用いない）に対する要求に応えるようにすることが望ましく、このため
には、発生したジャムを解除する必要がある。
　従来、通信異常によって両面印刷動作を停止させた場合、ユーザは、胴内フィニッシャ
２００のドアを開閉して、ジャム紙として反転機構内にとどまっている記録紙を除去する
操作を行う。このジャム紙の除去によってジャムの解除が可能な状態になる。しかしなが
ら、ドアの開閉、ジャム紙の除去を胴内フィニッシャ２００が認識しても、本体との通信
ができないために、システム制御部は、この状態を確認することができない。従って、通
常の印刷（胴内フィニッシャ２００を用いない）を行える状態にするためには、電源を入
れ直す、という操作をしなければならなかった。
【００２５】
　そこで、本実施形態では、電源を入れ直すことなく、簡単に通常の印刷を行える状態に
するための方法として、この状況で認識されたジャムの解除を両面経路Ｐ４（図１、参照
）が含まれているドアの開閉操作によって解除できるようにする。
ステップＳ１１１は、上記のような動作条件のもとに、このドアの開閉操作によってジャ
ムの解除ができることをユーザに知らせ、また、ドアの開閉操作が行われたことを受けて
、ジャムを解除する処理を行うために必要なステップである。
　制御フローとして、システム制御部は、周辺機制御部１４の通信異常検知手段によって
通信異常が検知された、という履歴の下に、両面印刷の実行中であることが確認できれば
、ジャムが発生したと判断し（ステップＳ１１１-YES）、両面ジャムが発生した旨及びジ
ャムの解除を案内する旨のメッセージを操作パネル６１のＬＣＤで表示し、ユーザに知ら
せる（ステップＳ１１２）。
【００２６】
　次いで、両面経路Ｐ４が含まれているドアの開閉操作を確認し、このジャムを解除する
処理を行う（ステップＳ１１３）。また、この解除処理を終えたときに、ステップＳ１１
２で表示したジャムの解除を案内する旨のメッセージは、少なくとも消去する。
　このような処理方法をとることで、電源を切って入れ直す、という操作を行わなくても
容易にジャムを解除し、通常の印刷を行う動作に移行することができる。
　なお、胴内フィニッシャ２００を使用できない状態で、通常の印刷を行う場合に、印刷
を完了した記録紙の排出先を用意し、そこへ排出する必要がある。この排出手段は、本体
排紙部の搬送経路Ｐ０から分岐する、例えば、図１の排出経路Ｐ３を経て、記録紙を搬送
し外部へ排出する手段として設けることができる。
【００２７】
　他方、胴内フィニッシャ２００の後処理を使用する指示がなされたときのように、両面
ジャムが発生しない場合には、この両面ジャムの発生は認められない（ステップＳ１１１
-NO）ので、ジャムの解除を待つことなく、次のステップに移行する。
　次のステップでは、両面印刷機能の使用ができない旨を操作パネル６１のＬＣＤで表示
する（ステップＳ１１４）。
　この表示は、通信異常によって胴内フィニッシャ２００が提供する機能全部が使用でき



(12) JP 5158503 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

なくなることをユーザに明らかに示すという趣旨から、後段でフィニッシャ（後処理機能
）の使用ができない旨の表示を行うが、この表示を行うのみならず、両面印刷機能の使用
ができない旨を明示する。なお、ステップＳ１１３のジャムの解除は、通常の印刷（胴内
フィニッシャ２００を用いない）を行える状態にするための処理であるから、ジャムを解
除しても両面印刷は行えない。
【００２８】
　また、両面印刷機能の使用ができない旨を表示する際に、接続している胴内フィニッシ
ャ２００を取り外せば、両面印刷機能が使用できる旨を操作パネル６１のＬＣＤで表示す
る（ステップＳ１１５）。
　この実施形態の複合機は、上記したように、本体側に備わる反転機構を用いて記録紙を
反転し、両面印刷を行うことができる。本体側で両面印刷を行うときには、印刷を完了し
搬送されてくる記録紙を排紙部の搬送経路Ｐ０の先から排出するので、胴内フィニッシャ
２００が接続されていてはいけない。
　このように、胴内フィニッシャ２００を取り外すことによって、排出先を確保すること
で両面印刷機能を使用することができるので、このステップでは、両面印刷機能を使用す
るためには、この操作を行うことが必要であることをユーザに示す。なお、ステップＳ１
１２を通るフローでは、ステップＳ１１２で表示した両面ジャムが発生した旨のメッセー
ジの表示は、消去してもよい。
【００２９】
　この後、胴内フィニッシャ２００による後処理機能の使用ができない旨を操作パネル６
１のＬＣＤで表示する（ステップＳ１１６）。
　この表示は、通信異常によって胴内フィニッシャ２００が提供する機能全部が使用でき
なくなる場合には、ステップＳ１１４の両面印刷機能の使用ができない旨の表示、ステッ
プＳ１１５の胴内フィニッシャを取り外せば、両面印刷機能が使用できる旨の表示及びこ
のステップの後処理機能の使用ができない旨を併せて表示する状態となる。
　このような表示を行うことによって、使用できない機能や本体側の両面印刷機能を使用
するための操作を明確に知ることが可能になり、ユーザによってとることができる行動を
適切に判断できる。
【００３０】
　上記ステップＳ１０１で通信異常の発生が確認できず（ステップＳ１０１-NO）、次の
ステップでその他の異常として、胴内フィニッシャ２００内の後処理手段や反転機構の動
作部で発生する異常が発生したか否かを確認し（ステップＳ１０２）、ここで、その他の
異常の発生が検知されない場合には、上述のように、通常使用状態の表示処理（ステップ
Ｓ１０３）に移行する。
　他方、ステップＳ１０２でその他の異常の発生が検知された場合（ステップＳ１０２-Y
ES）、検知されたその他の異常が胴内フィニッシャ２００内の反転機構に発生した異常で
はなければ、両面印刷機能を使用することができる。これに対し、検知されたその他の異
常が胴内フィニッシャ２００内の反転機構に発生した異常であれば、両面印刷機能を使用
することができないだけではなく、後処理機能を使用することもできない。これは、反転
機構が正常に動作することを前提条件として後処理手段を動作させるようにするからで、
反転機構に異常が発生したときには、後処理手段の正常、異常に係らず後処理機能の使用
を不可とする。
【００３１】
　上記のような動作条件によるので、制御フローでは、検知されたその他の異常が胴内フ
ィニッシャ２００内の反転機構に発生した異常であるか否か、つまりこの反転機構が使用
可能か否かを判断する（ステップＳ１２１）。
　ここで、反転機構が使用可能ではない（反転機構に発生した異常である）場合に（ステ
ップＳ１２１-NO）、両面印刷機能の使用ができない旨を操作パネル６１のＬＣＤで表示
する（ステップＳ１１４）。
　この表示は、反転機構の異常によって胴内フィニッシャ２００が提供する機能のどれが



(13) JP 5158503 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

使用できないかをユーザに明らかに示すという趣旨から、後段でフィニッシャ（後処理機
能）の使用ができない旨の表示を行うが、この表示を行うのみならず、両面印刷機能の使
用ができない旨を明示する。
【００３２】
　また、両面印刷機能の使用ができない旨を表示する際に、接続している胴内フィニッシ
ャ２００を取り外せば、両面印刷機能が使用できる旨を操作パネル６１のＬＣＤで表示す
る（ステップＳ１１５）。
　この実施形態の複合機は、上記したように、本体側に備わる反転機構を用いることによ
っても両面印刷を行うことができる。本体側で両面印刷を行うときには、印刷を完了し搬
送されてくる記録紙を排紙部の搬送経路Ｐ０の先から排出するので、胴内フィニッシャ２
００が接続されていてはいけない。
　このように、胴内フィニッシャ２００を取り外すことによって、排出先を確保すること
で両面印刷機能を使用することができるので、このステップでは、両面印刷機能を使用す
るためには、この操作を行うことが必要であることをユーザに示す。
【００３３】
　この後、胴内フィニッシャ２００による後処理機能の使用ができない旨を操作パネル６
１のＬＣＤで表示する（ステップＳ１１６）。
　この表示は、ステップＳ１２１で反転機構に発生した異常によって胴内フィニッシャ２
００が提供する後処理機能が使用できなくなる場合には、ステップＳ１１４の両面印刷機
能の使用ができない旨の表示、ステップＳ１１５の胴内フィニッシャを取り外せば、両面
印刷機能が使用できる旨の表示及びこのステップの後処理機能の使用ができない旨を併せ
て表示する状態となる。
　このような表示を行うことによって、使用できない機能や本体側の両面印刷機能を使用
するための操作を明確に知ることが可能になり、ユーザによってとることができる行動を
適切に判断できる。
【００３４】
　ステップＳ１２１で、反転機構が使用可能である（反転機構に発生した異常ではない）
場合には（ステップＳ１２１-YES）、この反転機構を用いて両面印刷を行えるので、両面
印刷の使用不可の表示はしないが、ステップＳ１０２で検知されたその他の異常は、本実
施形態では後処理手段で起きた異常であるとみなすことができるので、後処理機能の使用
ができない旨を操作パネル６１のＬＣＤで表示する（ステップＳ１１６）。
　この表示は、ステップＳ１２１で反転機構が正常に動作することを確認しているから、
後処理機能の使用ができない旨だけを表示する状態となる。
【００３５】
　また、ステップＳ１１６で後処理機能の使用ができない旨を表示した後、修復作業を行
うことや異常を発生させた原因を取り除くことによって、異常が解消された場合には（ス
テップＳ１０１-YES）、ステップＳ１０３に移行し、ステップＳ１１４～１１６で操作パ
ネル６１のＬＣＤに表示していた異常警告のメッセージを表示した画面を通常使用状態の
表示に変更する。なお、異常が解消された場合に、通常使用状態の表示に変更すると同時
に、胴内フィニッシャ２００内の後処理手段の停止していた電源供給を復旧する。
　上記のように、胴内フィニッシャ２００との通信及び胴内フィニッシャ２００内の後処
理手段や反転機構の動作のいずれかに生じる異常に対応して、使用できない機能の表示等
を行うことによって、ユーザがとり得る行動を適切に判断でき、また、異常により使用で
きない手段に代わる手段を用いることで所望の処理を行えるようにし、異常により受ける
損害を最小化し、パフォーマンスの低下を極力抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】複合機及び複合機に接続された胴内フィニッシャ内を搬送される記録紙の経路を
説明する図である。
【図２】本実施形態に係る複合機全体を制御するシステムのハードウェア構成を示すブロ
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ック図である。
【図３】システム制御部が胴内フィニッシャに発生する異常に対応して実行する制御フロ
ーを示す図である。
【図４】複合機（Ａ）及び複合機に装着し接続された胴内フィニッシャ（Ｂ）を説明する
図である。
【符号の説明】
【００３７】
１・・ＣＰＵ、４・・スキャナ、５・・プロッタ、６・・操作・表示制御部、６１・・操
作パネル（ＬＣＤ）、１３・・ネットワークインターフェース制御部、１４・・周辺機制
御部、１００・・画像形成装置（複合機）、２００・・胴内フィニッシャ、Ｐ０・・排紙
部の搬送経路、Ｐ１・・処理経路、Ｐ２・・反転経路、Ｐ３・・排出経路、Ｐ４・・両面
経路。

【図１】

【図２】

【図３】
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