
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿を読み取る読み取り手段と、 読み取られた

手段とを備え
画

像形成装置において、

ことを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、省エネルギ対応の画像形成装置に係り、特に、両面印刷機能の使用に対応した
省エネルギ動作に特徴のある画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
省エネルギ対応とは、国際エナジースターに適合して一定時間、機械を使用しない場合は
電力を抑える動作を行ったり、片面原稿を両面印刷するようにして転写紙の消費量を抑え
ることによって省資源を促進する機能対応のことである。
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前記読み取り手段により 原稿画像データに
基づいて用紙の片面及び両面に画像を形成する 、電源オン後の初期状態で用
紙の両面に画像形成を行う両面印刷モードが自動的に設定されるエナジースター対応の

複数の原稿画像データを用紙の１つの面に集約して画像形成する集約モードを指示する指
示手段と、
前記集約モードが操作者により指示されたときに、自動的に設定されている両面印刷モー
ドを解除し、集約モードによる片面印字を設定する



【０００３】
印刷機能には大きく分けて主機能と従機能の２つの種類が有り、通常、従機能は組み合わ
せが可能であるが、主機能同士を組み合わせることはできない。主従の定義は、着目する
機能によって変わる可能性があるが、ここでは複写面に関する機能について説明する。例
えば、片面印刷機能と両面印刷機能とでは、主機能同士の関係であり、濃度設定などは従
機能であると考えれば理解しやすい。一方、集約機能とは、複数の原稿を（縮小して）１
枚の転写画像とする機能であり、片面原稿→両面印刷とは、片面原稿から両面印刷を行っ
て両面に画像を形成した転写紙を得る機能のことであり、これらは主機能同士の関係とな
る。
【０００４】
従来の画像形成装置では、片面原稿→片面印刷が基本で、例えばあえて片面原稿→両面印
刷を選択した場合、誤って片面原稿→両面印刷の機能を解除しない限り、対等な主機能の
１つである集約機能は選択が禁止されている。この集約機能の選択禁止は、誤操作を防ぐ
ために重要な制御の１つである。
【０００５】
一方、両面印刷機能が標準装備されていない画像形成装置も多く存在する。そのような画
像形成装置に対し、前述の省エネルギを促進するために両面印刷装置を付加して使用する
ように勧める必要がある。そして、両面印刷装置を付設したり導入した際には、自動的に
両面印刷を優先して選択するように設定し、両面印刷機能による省エネルギ効果を得るよ
うにする。
【０００６】
なお、関連する技術としては、例えば特開平７－３３６４９０号公報記載の印刷装置が知
られている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述のように省エネルギ対応の両面印刷機能を有する画像形成装置では、一々
、片面原稿→両面印刷機能を解除しないと、対等である主機能を設定できないので、確か
に誤動作は防ぐことができるが、非常に操作性の悪いものとなっている。しかし、主機能
全てに設定を従機能の場合と同様に有効としてしまうと、例えば両面原稿→片面印刷とい
うように省エネルギ（省資源）に反する設定も簡単に行えるという弊害が生じる。
【０００８】
また、前述のように両面印刷手段を付設したり導入したりした場合に、ユーザの使用用途
によっては、両面印字が適さない場合があり、両面印字装置を検出した場合、常に両面印
字を優先させてしまうと、操作性がきわめて悪いものとなってしまうおそれがある。
【０００９】
さらに、両面印刷機能を優先して選択するように設定された画像形成装置において、もし
、両面印刷機能が故障すると、両面印刷機能をその都度解除しない限り画像形成装置を動
作させることができなくなるという不都合も生じる。
【００１０】
この発明は、このような背景に鑑みてなされたもので、そ 的は、

にある。
【００１６】
前 的を達成するため、 原稿を読み取る読み取り手段と、

読み取られた 手段
とを備え

画像形成装置において、

ことを特徴とする。
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の目 エナジースター対応
で初期状態で両面印刷モードが自動的に設定される画像形成装置における設定ミスを防止
し、操作性の向上を図ること

記目 本発明は、 前記読み取り手段
により 原稿画像データに基づいて用紙の片面及び両面に画像を形成する

、電源オン後の初期状態で用紙の両面に画像形成を行う両面印刷モードが自動的
に設定されるエナジースター対応の 複数の原稿画像データを用紙
の１つの面に集約して画像形成する集約モードを指示する指示手段と、前記集約モードが
操作者により指示されたときに、自動的に設定されている両面印刷モードを解除し、集約
モードによる片面印字を設定する



【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２３】
１．　画像形成装置の構成および動作
図１に第１の実施形態に係る画像形成装置の概略構成を示す。
【００２４】
図１において、自動原稿送り装置（以後ＡＤＦ）１に備えられた原稿台２に原稿の画像面
を上にして置かれた原稿束は、操作部３０上のスタートキー３４が押下されると、一番下
の原稿から給送ローラ３、給送ベルト４によってコンタクトガラス６上の所定の位置に給
送される。読み取りユニット５０によってコンタクトガラス６上の原稿の画像データを読
み取り後、読み取りが終了した原稿は、給送ベルト４および排送ローラ５によって排出さ
れる。さらに、原稿セット検知センサ７によって原稿台２に次の原稿が有ることを検知し
た場合、前原稿と同様にコンタクトガラス６上に給送される。給送ローラ３、給送ベルト
４、排送ローラ５はモータによって駆動される。
【００２５】
第１トレイ８、第２トレイ９、第３トレイ１０に積載された転写紙は、各々第１給紙装置
１１、第２給紙装置１２、第３給紙装置１３によって給紙され、縦搬送ユニット１４によ
って感光体１５に当接する位置まで搬送される。読み取りユニット５０にて読み込まれた
画像データは、書き込みユニット５７からのレーザーによって感光体１５に書き込まれ、
現像ユニット２７を通過することによってトナー像が形成される。そして、転写紙は感光
体１５の回転と等速で搬送ベルト１６によって搬送されながら、感光体１５上のトナー像
が転写される。その後、定着ユニット１７にて画像を定着させ、排紙ユニット１８によっ
て後処理装置のフィニシャ１００に排出される。
【００２６】
後処理装置のフィニシャ１００は、本体の排紙ローラ１９によって搬送された転写紙を、
通常排紙ローラ１０２方向と、ステープル処理部方向へ導くことができる。切り替え板１
０１を上に切り替えることにより、搬送ローラ１０３を経由して通常排紙トレイ１０４側
に排紙することができる。また、切り替え板１０１を下方向に切り替えることで、搬送ロ
ーラ１０５，１０７を経由して、ステープル台１０８に搬送することができる。ステープ
ル台１０８に積載された転写紙は、一枚排紙されるごとに紙揃え用のジョガー１０９によ
って、紙端面が揃えられ、一部のコピー完了と共にステープラ１０６によって綴じられる
。ステープラ１０６で綴じられた転写紙群は自重によって、ステープル完了排紙トレイ１
１０に収納される。
【００２７】
一方、通常の排紙トレイ１０４は前後に移動可能な排紙トレイである。前後に移動可能な
排紙トレイ部１０４は、原稿毎、あるいは、画像メモリによってソーティングされたコピ
ー部毎に、前後に移動し、簡易的に排出されてくるコピー紙を仕分けるものである。
【００２８】
転写紙の両面に画像を作像する場合は、各給紙トレイ８～１０から給紙され作像された転
写紙を排紙トレイ１０４側に導かないで、経路切り替えのための分岐爪１１２を上側にセ
ットすることで、一旦両面給紙ユニット１１１にストックする。その後、両面給紙ユニッ
ト１１１にストックされた転写紙は再び感光体１５に作像されたトナー画像を転写するた
めに、両面給紙ユニット１１１から再給紙され、経路切り替えのための分岐爪１１２を下
側にセットし、排紙トレイ１０４に導く。この様に転写紙の両面に画像を作成する場合に
両面給紙ユニット１１１は使用される。
【００２９】
感光体１５、搬送ベルト１６、定着ユニット１７、排紙ユニット１８、現像ユニット２７
は図示しないメインモータによって駆動され、各給紙装置１１～１３はメインモータの駆
動を各々給紙クラッチによって伝達駆動される。縦搬送ユニット１４はメインモータの駆
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動を中間クラッチによって伝達駆動される。
【００３０】
２．　操作部
図２は、操作部（操作パネル）３０を示す平面図である。
【００３１】
操作部３０には、液晶タッチパネル３１、テンキー３２、クリア／ストップキー３３、プ
リントキー３４、モードクリアキー３５、および初期設定キー３８などがあり、液晶タッ
チパネル３１には、機能キー３７、部数、および画像形成装置の状態を示すメッセージな
どが表示される。
【００３２】
第３図は操作部３０の液晶タッチパネル３１の表示一例を示す図である。
【００３３】
オペレータが液晶タッチパネル３１に表示されたキーにタッチすることで、選択された機
能を示すキーが黒く反転する。また、機能の詳細を指定しなければならない場合（例えば
変倍であれば変倍値等）は、キーにタッチすることで、詳細機能の設定画面が表示される
。このようにに、液晶タッチパネルは、ドット表示器を使用しているため、その時の最適
な表示をグラフィカルに行うことが可能である。図３において左上は、「コピーできます
」、「お待ちください」等のメッセージを表示するメッセージエリア、その右は、セット
した枚数を表示するコピー枚数表示部、その下の画像濃度を自動的に調整する自動濃度キ
ー、転写紙を自動的に選択する自動用紙選択キー、コピーを一部ずつページ順にそろえる
処理を指定するソートキー、コピーをページ毎に仕分けする処理を指定するスタックキー
、ソート処理されたものを一部ずつ綴じる処理を指定するステープルキー、倍率を等倍に
セットする等倍キー、拡大／縮小倍率をセットする変倍キー、両面モードを設定する両面
キー、とじ代モード等を設定する消去／移動キー、スタンプや日付やページ等の印字を設
定する印字キーである。選択されているモードはキーが網掛け表示されている。
【００３４】
３．　画像読み取り手段で読み取った画像の潜像形成までの動作
図１を用いて、本実施形態における画像読み取り手段の動作、および画像を記録面上に潜
像形成するまでの動作について、以下、説明する。
【００３５】
潜像とは感光体面上に画像を光情報に変換して照射することにより生じる電位分布である
。読み取りユニット５０は、原稿を載置するコンタクトガラス６と光学走査系で構成され
ており、光学走査系は、露光ランプ５１、第１ミラー５２、レンズ５３、ＣＣＤイメージ
センサ５４等々で構成されている。露光ランプ５１および第１ミラー５２は図示しない第
１キャリッジ上に固定され、第２ミラー５５および第３ミラー５６は図示しない第２キャ
リッジ上に固定されている。原稿像を読み取るときには、光路長が変わらないように、第
１キャリッジと第２キャリッジとが２対１の相対速度で機械的に走査される。この光学走
査系は、図示しないスキャナ駆動モータにて駆動される。原稿画像は、ＣＣＤイメージセ
ンサ５４によって読み取られ、電気信号に変換されて処理される。レンズ５３およびＣＣ
Ｄイメージセンサ５４を図１において左右方向に移動させることにより、画像倍率が変わ
る。すなわち、指定された倍率に対応してレンズ５３およびＣＣＤイメージセンサ５４の
左右方向に位置が設定される。
【００３６】
書き込みユニット５７はレーザ出力ユニット５８、結像レンズ５９、ミラー６０で構成さ
れ、レーザ出力ユニット５８の内部には、レーザ光源であるレーザダイオードおよびモー
タによって高速で定速回転する回転多面鏡（ポリゴンミラー）が備わっている。レーザ出
力ユニット５８から照射されるレーザ光は、定速回転するポリゴンミラーで偏向され、結
像レンズ５９を通り、ミラー６０で折り返され、感光体面上に集光結像する。偏向された
レーザ光は感光体１５が回転する方向と直交する方向（主走査方向）に露光走査され、後
述する画像処理部のセレクタ６４より出力された画像信号のライン単位の記録を行う。感
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光体１５の回転速度と記録密度に対応した所定の周期で主走査を繰り返すことによって、
感光体面上に画像（静電潜像）が形成される。
【００３７】
上述のように、書き込みユニット５７から出力されるレーザ光が、画像作像系の感光体１
５に照射される。図示しないが感光体１５の一端近傍のレーザビームを照射される位置に
、主走査同期信号を発生するビームセンサが配置されている。この主走査同期信号をもと
に主走査方向の画像記録開始タイミングの制御、および後述する画像信号の入出力を行う
ための制御信号の生成が行われる。
【００３８】
４．　画像処理部の構成
本実施形態における画像処理部（画像読み取り部と画像書き込み部）の構成について、図
８を参照して説明する。
【００３９】
露光ランプ５１から照射された光は原稿面を照射し、原稿面からの反射光を、ＣＣＤイメ
ージセンサ５４にて結像レンズ（図示せず）により結像、受光して光電変換し、Ａ／Ｄコ
ンバータ６１にてデジタル信号に変換する。デジタル信号に変換された画像信号は、シェ
ーディング補正６２がなされた後、画像処理部６３にてＭＴＦ補正、γ補正等がなされる
。セレクタ６４では、画像信号の送り先を、変倍部７１または画像メモリコントローラ６
５のいずれかにする切り替えが行われる。変倍部７１を経由した画像信号は変倍率に合せ
て拡大縮小され、書き込みユニット５７に送られる。画像メモリコントローラ６５とセレ
クタ６４間は、双方向に画像信号を入出力可能な構成となっている。図８には特に明示し
ていないが、画像処理部（ＩＰＵ）には、読み取り部５０から入力される画像データ以外
にも外部から供給される画像データ（例えパーソナルコンピュータ等のデータ処理装置か
ら出力されるデータ）も処理できるように複数のデータの入出力の選択を行う機能を有し
ている。
【００４０】
画像メモリコントローラ６５等への設定や、読み取り部５０書き込み部５７の制御を行う
ＣＰＵ６８、およびそのプログラムやデータを格納するＲＯＭ６９、ＲＡＭ７０を備えて
いる。さらにＣＰＵ６８は、メモリコントローラ６５を介して、画像メモリ６６のデータ
の書き込み、読み出しが行える。
【００４１】
また、プリンタとして機能させる場合には、印字イメージデータ発生装置７４から出力さ
れた印字イメージにしたがって、印字合成部（１），（２）７２，７３で印字合成が行わ
れ、合成された印字イメージが画像メモリ６６に格納されたり、書き込みユニット５７に
よって印字が実行される。
【００４２】
４．１　画像信号
ここで、図１０を用いて、セレクタ６４における１ページ分の画像信号について説明する
。
【００４３】
／ＦＧＡＴＥは、１ページの画像データの副走査方向の有効期間を表している。／ＬＳＹ
ＮＣは、１ライン毎の主走査同期信号であり、この信号が立ち上がった後の所定クロック
で、画像信号が有効となる。主走査方向の画像信号が有効であることを示す信号が、／Ｌ
ＧＡＴＥである。これらの信号は、画素クロックＶＣＬＫに同期しており、ＶＣＬＫの１
周期に対し１画素のデータが送られてくる。画像処理部（ＩＰＵ）４９は、画像入力、出
力それぞれに対して別個の／ＦＧＡＴＥ、／ＬＳＹＮＣ、／ＬＧＡＴＥ、ＶＣＬＫの発生
機構を有しており、様々な画像入出力の組み合わせが実現可能になる。
【００４４】
４．２　メモリコントローラと画像メモリ
次に、図９を参照し、図８におけるメモリコントローラと、画像メモリの詳細について説
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明する。
【００４５】
メモリコントローラ６５は、入力データセレクタ１０１、画像合成部１０２、１次圧縮／
伸長部１０３、出力データセレクタ１０４、２次圧縮／伸長部１０５のブロックを有して
いる。各ブロックへの制御データの設定はＣＰＵ６８より行われる。第８図におけるアド
レス、データは画像データを示しており、ＣＰＵ６８に接続されるデータ、アドレスは図
示していない。
【００４６】
画像メモリ６６は、１次および２次記憶装置１０６，１０７からなる。１次記憶装置１０
６は、入力画像データの転送速度に略同期してメモリへのデータ書き込み、または画像出
力時のメモリからのデータ読み出しが高速に行えるように、例えばＤＲＡＭ等の高速アク
セスが可能なメモリを使用する。また、１次記憶装置１０６は、処理を行う画像データの
大きさにより複数のエリアに分割して画像データの入出力を同時に実行可能な構成（メモ
リコントローラとのインターフェース部）をとっている。各分割したエリアに画像データ
の入力、出力をそれぞれ並列に実行可能にするためにメモリコントローラとのインターフ
ェースにリード用とライト用の二組のアドレス・データ線で接続されている。これにより
エリア１に画像を入力（ライト）する間にエリア２より画像を出力（リード）するという
動作が可能になる。
【００４７】
２次記憶装置１０７は、入力された画像の合成、ソーティングを行うためにデータを保存
しておく大容量のメモリである。１次、２次記憶装置とも、高速アクセス可能な素子を使
用すれば、１次、２次の区別なくデータの処理が行え、制御も比較的簡単になる。しかし
、ＤＲＡＭ等の素子は高価なため、２次記憶装置にはアクセス速度はそれほど速くないが
、安価で、大容量の記録媒体を使用し、入出力データの処理を１次記憶装置を介して行う
構成になっている。
【００４８】
上述のような画像メモリの構成を採用することにより、大量の画像データの入出力、保存
、加工等の処理が可能な画像形成装置を安価、かつ比較的簡単な構成で実現することが可
能になる。
【００４９】
次に、メモリコントローラ６５の動作の概略について説明する。
【００５０】
＜１＞画像入力（画像メモリへの保存）
入力データセレクタ１０１は複数のデータの内から、画像メモリ（１次記憶装置１０６）
への書き込みを行う画像データの選択を行う。入力データセレクタ１０１によって選択さ
れた画像データは、画像合成部１０２に供給され、既に画像メモリに保存されているデー
タとの合成を行う。
【００５１】
画像合成部１０２によって処理された画像データは、１次圧縮／伸長部１０３によりデー
タを圧縮し、圧縮後のデータを１次記憶装置１０６に書き込む。１次記憶装置１０６に書
き込まれたデータは、必要に応じて２次圧縮／伸長部１０５でさらに圧縮を行った後に２
次記憶装置１０７に保存される。
【００５２】
＜２＞画像出力（画像メモリからの読み出し）
画像出力時は、１次記憶装置１０６に記憶されている画像データの読み出しを行う。出力
対象となる画像が１次記憶装置１０６に格納されている場合には、１次圧縮／伸長部１０
３で１次記憶装置１０６の画像データの伸長を行い、伸長後のデータ、もしくは伸長後の
データと入力データとの画像合成を行った後のデータを出力データセレクタ１０４で選択
し、出力する。
【００５３】
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画像合成部１０２は、１次記憶装置１０６のデータと、入力データとの合成（画像データ
の位相調整機能を有する）、合成後のデータの出力先の選択（画像出力、１次記憶装置１
０６へのライトバック、両方の出力先への同時出力も可能）等の処理を行う。
【００５４】
出力対象となる画像が１次記憶装置１０６に格納されていない場合には、２次記憶装置１
０７に格納されている出力対象画像データを２次圧縮／伸長部１０５で伸長を行い、伸長
後のデータを１次記憶装置１０６に書き込んでから、以下、上述の画像出力動作を行う。
【００５５】
この実施形態で説明している動作予約とは、ここでは、複写機において定着の加熱中等の
時はコピー動作が開始できないが、モード設定および原稿のセットを終了させ予約するこ
とにより、定着加熱終了後、コピー動作可になった時点で自動的にコピー動作を開始する
機能のことである。この実施形態では、定着加熱中を動作予約可能対象としているが、こ
れ以外にも時間の経過と共に動作可能になるものについては、対象になる資格がある。Ｌ
ＣＴトレイ上昇時間、ポリゴンモータ回転安定時間、トナー補給動作中等考えられる。
【００５６】
図４のハード構成図ではシステムを画像読み取り部４０１、画像書き込み部４０２、シス
テムコントローラ４０３、メモリユニット４０４、利用者制限機器４０５、人体検知セン
サ４０６、遠隔診断装置（ＣＳＳ）４０７、時計４０８および操作部４０９から構成して
いるが、メモリユニット４０４はメモリ機能を実現する場合のみ必要であり、通常のコピ
ー機能を実現することだけを考えれば、必要とはならない。さらに、時計４０８は、ある
特定の時間になったら、機械をブートしたり、シャットダウンするようなウィークリータ
イマ機能を実現する場合のみ必要である。また、人体検知センサ４０６は予熱モード時に
機械の前にユーザが近づいてきたときに自動的に予熱モードを解除する機能を実現する場
合のみ必要であり、ＣＳＳ４０７は遠隔診断、すなわち、機械のエラーが発生した場合は
自動的にサービスセンタに通報したり、機械の実行状態／使用状態を遠隔地からモニタす
る機能であるため、このような機能が必要な場合のみ装着されればよい。
【００５７】
図４中のメモリユニット４０４内のＤＲＡＭブロック４０４ａは画像読み取り部４０１か
ら読み取ったと画像信号を記憶するためのもので、システムコントローラ４０３からの要
求に応じて、画像書き込み部４０２に保存されている画像データを転送することができる
。また、圧縮ブロック４０４ｂは、ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ方式などの圧縮機能を具備してお
り、一旦読み取った画像を圧縮し、メモリ（ＤＲＡＭ）の使用効率の向上を図ることがで
きる。また、画像書き込み部４０２からの読み出すアドレスとその方向を変えることによ
り画像の回転を実現している。４０４ｃはＤＭＡブロックである。
【００５８】
図４（ａ）の「ハード構成例－Ａ」では、画像読み取り部４０１、画像書き込み部４０２
、メモリユニット４０４、ＣＳＳ４０７の制御はシステムコントローラ４０３のＣＰＵ４
０３ａのみで行っている。
【００５９】
一方、図４（ｂ）の「ハード構成例－Ｂ」では、画像読み取り部４０１、画像書き込み部
４０２、メモリユニット４０４にそれぞれＣＰＵを持たせ、システムコントローラ４０３
から各コントローラへのコマンドを制御信号線で伝達しているように、システムハード構
成は自由に設定できる。
【００６０】
５．　ネットワークシステム
図５は本発明を実施した場合のネットワークコピーのシステム例を示したものである。同
図では８台のデジタルコピーをネットワーク化しているが、当然、接続されるコピー台数
は限定する必要はない。
【００６１】
５．１　ネットワークのハード構成
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次に図６を用いて、本発明を実現するためのハード構成例について説明する。
同図に示すように１台のデジタルＰＰＣのハード構成は、図４の「ハード構成例－Ａ」で
示したものとほぼ同様の構成をとっているが、メモリユニット４０４内には読み取った画
像を外部のネットワーク上に転送、あるいは、ネットワーク上からの画像データをメモリ
ユニット内のＤＲＡＭブロック部４０４ａに保存するために、ネットワーク手段としてＳ
ＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　ＣｏｍｐｕｔｅｒＳｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）４１０、お
よびＳＣＳＩコントローラ４１１が用いられている。当然のことながら、ネットワーク通
信手段には例えば、イーサネットを物理手段として用い、データ通信にＯＳＩ（Ｏｐｅｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）参照モデルのＴＣＰ／ＩＰ通信を用いるなど、種
々の手段が考えられる。また、同図のような構成を用いることにより、上述のように画像
データの転送はもちろんのこと、ネットワーク上に存在する各機械の機内状態通知や後述
するリモート出力コマンドのような制御コマンド、設定コマンドの転送も行っている。
【００６２】
次に「デジタルＰＰＣ－Ａ」で読みとった画像を「デジタルＰＰＣ－Ｂ」の画像書き込み
部４０２に転送する動作（以下、リモート出力）について説明する（図６、図７参照）。
【００６３】
図７はソフトウェアの概念図であり、図７中に示す「コピーアプリ」は複写動作を実行す
るためのコピーシーケンスを実行するアプリケーション、「入出力制御」はデータを論理
／物理変換するレイア（デバイスドライバ）であり、操作部コントローラは、ＭＭＩ（Ｍ
ａｎ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を実行するレイア（ＬＣＤ表示やＬＥＤ点
灯／消灯、キー入力スキャン等を論理レベルで行うレイア）であり、「周辺機コントロー
ラ」は自動両面ユニットやソータ、ＡＤＦなどのＰＰＣに装着される周辺機のコントロー
ルを論理レベルで実行するレイアであり、「画像形成装置コントローラ」、「画像読みと
り装置コントローラ」、「メモリユニット」は前記の通りである。また、「デーモンプロ
セス」はネットワーク上にある他の機械からプリント要求が依頼された場合に、メモリユ
ニット内に保存されている画像データ読み出し、「画像形成装置」に画像データを転送す
る役目を行うアプリケーションとして存在している。当然のことながら、「デーモンプロ
セス」がメモリユニットから画像を読み出し、プリント動作を実行する前に、ネットワー
ク上の他の機械からの画像転送は終了しておかなければならない。
【００６４】
ここで、操作部、周辺機、画像形成装置、画像読みとり装置、メモリユニットはそれぞれ
のＰＰＣが保有するリソース（資源）として扱われる。同図の「デジタルＰＰＣ－Ａ」が
自身の各リソースを使用して複写動作を実行する場合（プリントスタートキー押下時）に
は、「システムコントローラ」に対して、「画像形成装置」、「画像読み取り装置」、あ
るいは必要に応じて、「周辺機」、「メモリユニット」の各リソースを「システム制御」
部に要求する。「システム制御」部は「コピーアプリ」からの要求に対して、リソースの
使用権の調停を行い、「コピーアプリ」にその調停結果（使用可否）を通知する。「デジ
タルＰＰＣ－Ａ」がスタンドアローンで使用される場合（ネットワーク接続されない状態
）では、システムが保有するリソースは全ての「コピーアプリ」が占有可能状態であるた
め、即時に複写動作が実行される。
【００６５】
一方、本実施形態のようにネットワーク上に存在する別の機械（以下、遠隔デジタルＰＰ
Ｃ）のリソースを使用してプリント動作を実行する遠隔デジタルＰＰＣの「システムコン
トローラ」に対してリソースの使用権を要求する。
【００６６】
遠隔デジタルＰＰＣのシステムコントローラは、要求に従ってリソースの調停を行い、そ
の結果を要求元の機械のアプリケーションに通知する。アプリケーションは使用権が許可
された場合は、画像の読みとりを実行し、自身のメモリユニット内への画像記憶が終了す
ると、外部インターフェース（本実施例ではＳＣＳＩ）を介して、リモート出力先の機械
のメモリユニットに画像転送を行う。画像転送が終了すると、リモート出力先の機械の「
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デーモンプロセス」に対してプリント実行するための各条件（給紙口、排紙口、プリント
枚数など）を送信した後に、「プリント開始」コマンドを送信する。リモート出力先の「
デーモンプロセス」は「プリント開始」コマンドを受信すると、自身「リモート出力を実
行する機械）の「システムコントローラ」に対してプリント開始を要求し、リモート出力
がシステムコントローラによって実行される。
【００６７】
「デジタルＰＰＣ－Ａ」によって「デジタルＰＰＣ－Ｂ」のメモリユニットが使用されて
いる場合は、「デジタルＰＰＣ－Ｂ」のメモリユニットは、「デジタルＰＰＣ－Ｂ」（あ
るいは、〔図５〕に示すような複数のデジタルＰＰＣがネットワーク上に接続される場合
は「デジタルＰＰＣ－Ｉ」以外のデジタルＰＰＣ）のアプリケーションの使用は不可状態
となる。
【００６８】
６．　連結コピーシステムにおける外部通信装置の入出力情報のデータの流れ
ここで、連結コピーシステムにおける外部通信装置の入出力情報のデータの流れについて
図１１を参照して説明する。図１１は特に２台で構成された連結コピーシステムの構成例
である。符号１１０１で示す第１のＰＰＣ（１）においては、外部通信装置１１０２はシ
ステムコントローラ１１０３と外部通信装置インターフェイス１１０４を介して接続され
、通信コントロール装置１１０５から外部通信装置１１０６に入力された情報がシステム
コントローラ１１０３に伝えられる。また、システムコントローラ１１０３は、外部通信
装置１１０２へ情報を外部通信インターフェイス１１０４を介して送出する。
【００６９】
同様に第２のＰＰＣ（２）１１０６においても、システムコントローラ１１０７と外部通
信同地１１０８は外部通信インターフェイス１１０９を介して接続され、入出力情報のや
りとりを行う。外部通信装置１１０２，１１０８は、シリアルインターフェイス１１１０
，１１１１を通じて通信コントロール装置１１０５に接続され、さらに、公衆回線１１１
２を介してサービスセンタ１１１３に接続される。
【００７０】
第１および第２のＰＰＣ（１）（２）１１０１，１１０６は、連結インターフェイス１１
１４で接続される。第１のＰＰＣ（１）１１０１のシステムコントローラ１１０３は、こ
のインターフェイス１１１４を介して第２のＰＰＣ（２）１１０６の外部通信装置１１０
８の入力情報を得ること、および第２のＰＰＣ（２）１１０６の外部通信装置１１０８へ
送出を指示することができる。第２のＰＰＣ（２）１１０６のシステムコントローラ１１
０７も同様に、連結インターフェイス１１１４を介して第１のＰＰＣ（１）１１０１の外
部通信装置１１０２の入力情報を得ること、および第１のＰＰＣ（１）１１０１の外部通
信装置１１０３への情報の送出を指示することができる。
【００７１】
図１２に、このように連結されたコピーシステムの動作を示すフローチャートを、また、
図１３に、この動作を行わせるときの操作パネルの表示状態をそれぞれ示す。
【００７２】
ここで、図１２のフローチャートに示した処理手順を説明する前に、「集約」と「分割」
という用語で示される機能について説明する。
【００７３】
ここでいう「集約」とは、前にも触れたが複数の原稿画像を縮小して１枚の転写紙の片面
もしくは両面に印字（画像形成）する機能である。このような機能は図１３の（ｂ）のア
イコンによって選択される。「分割」とは、１枚の両面原稿を片面転写紙の２枚にそれぞ
れ印字する機能である。
【００７４】
そこで、図１２のフローチャートに示した処理では、まず、ステップ１２０１で、集約機
能を設定するかどうかをチェックする。この集約機能の設定は、図１３（ａ）に示した操
作パネルで集約キー１３０１が押されたかどうかによって判断する。そこで、集約キー１
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３０１が押されたと判断すると、ステップ１２０２で、省エネルギ（エナジースター）仕
様の一機能である「片面原稿→両面印刷」すなわち、片面原稿から両面印刷機能によって
両面印刷を実行する動作が設定済みかどうかをチェックし、設定されていれば、ステップ
１２０３でこの画像形成装置が省エネルギ対応の機械かどうかをチェックする。このチェ
ックで省エネルギに対応していない機械であると判断されると、ステップ１２０４で従来
の画像形成装置と同様に主機能である片面原稿から両面印刷を行う機能「片面原稿→両面
印刷」機能と複数の原稿画像を縮小して１枚の転写紙の片面もしくは両面に印字（画像形
成）する「集約」機能は両立しないので、「集約」の設定を拒絶する。
【００７５】
ステップ１２０３のチェックで、省エネルギ対応の機械であると判断されたときには、ス
テップ１２０５で前記「片面原稿→両面印刷」機能を解除する。そして、ステップ１２０
６で集約機能において２ｉｎ１片面機能と４ｉｎ１両面機能とが選択可能かどうかチェッ
クし、選択可能であれば、ステップ１２０７で４ｉｎ１両面機能を優先して選択し、選択
可能でなければステップ１２０８で２ｉｎ１片面機能を選択する。これによってより省エ
ネルギ効果の高い印刷が行える。すなわち、この処理手順では、集約機能の設定時の機能
優先に際して、２ｉｎ１片面機能と４ｉｎ１両面機能では、４ｉｎ１両面機能の方がより
省エネルギ（省資源）効果が高いので、より省エネ効果の高い機能である４ｉｎ１両面機
能が優先される。同様に、前記ステップ１２０２で前記「片面原稿→両面印刷」機能が設
定されていなければ、ステップ１２０５で前記機能を解除したときと同等なので、ステッ
プ１２０６以降の処理を実行する。
【００７６】
一方、ステップ１２０１で集約機能の設定でなければ、ステップ１２０９で分割機能の設
定かどうかチェックし、分割機能の設定でなければステップ１２１０でここでは説明しな
い他のキー処理に移行する。これに対し、分割機能の設定であればステップ１２１１で前
記「片面原稿→両面印刷」機能が設定済みかどうかをチェックし、設定済みであれば、省
エネルギに反する動作なので、ステップ１２１２で分割機能の設定を拒絶し、前記「片面
原稿→両面印刷」機能が設定済みでなければ、ステップ１２１３で分割機能を設定する。
【００７７】
７．　両面印刷装置の後付け
これまでの説明は、両面印刷装置が予め組み込まれた画像形成装置についての省エネルギ
対応の機械の構成および動作であったが、市場に画像形成装置を出荷した後に、転写紙の
両面に印刷するための両面印刷装置を機能拡張で使用することができるようにしたり、新
規に両面印刷装置を接続して使用することができるようにしたときに省エネルギ対応の動
作が可能なように設定しておく必要がある。そのために両面印刷装置の接続の有無、両面
印刷装置が異常であったときの処理、前記「片面原稿→両面印刷」機能の設定の有無など
に応じた処理を検討しておく必要がある。
【００７８】
図１４はこの処理の処理手順を示すフローチャートである。このフローチャートから分か
るように、両面印刷装置の後付けに関連する動作として、前記処理に対応して大きく３つ
の処理群が設定される。処理群１は、両面印刷装置（以下、単に「両面ユニット」と称す
る。）の接続の有無と、この接続の有無に応じて省エネルギ制御を行う処理に関するもの
である。この処理では、まず、ステップ１４０１で、両面ユニットが接続されているかど
うかをチェックする。接続されていれば、ステップ１４０２で、すでに両面ユニットが接
続されていたのか、新規に接続されたのかをチェックする。このチェックでは、両面ユニ
ットを新規に機能拡張した場合には、新規に接続されたと判断し、ステップ１４０３で両
面ユニットが接続されたことを記憶し、ステップ１４０４で、前述の省エネルギ機能の１
つである「片面原稿→両面印刷」機能を優先させる旨記憶する。
【００７９】
一方、ステップ１４０１で両面ユニットが接続されていないと判断されたときには、ステ
ップ１４０５で以前は両面ユニットが接続されていたのかどうかをチェックする。非常に

10

20

30

40

50

(10) JP 3621561 B2 2005.2.16



まれではあるが、この判断で以前両面ユニットは接続されていたが現時点では、未接続と
なっている場合は、ステップ１４０６で両面ユニットが未接続であることを記憶し、両面
印刷ができないので、ステップ１４０７で片面原稿から片面印字する機能を優先させる旨
記憶する。そして、後述のステップ１４１４の処理に飛ぶ。同様に、ステップ１４０５で
以前も両面ユニットが接続されていなかったと判断したときには、同様にステップ１４１
４の処理に飛ぶ。
【００８０】
ここで、「片面原稿→片面印字（刷）」機能を優先させるか、「片面原稿→両面印字（刷
）」機能を優先させるかの設定は、ユーザが操作部３０から選択することによって行う。
このような操作は従来から実施されているので、ここでは、特に説明しない。
【００８１】
この処理群１の処理では、両面ユニットの接続の変化を判断して、新規に両面ユニットが
接続された場合には、自動的に「片面原稿→両面印字（刷）」機能を優先する旨記憶する
が、両面ユニットの接続状況に変化がないときには、ユーザの設定に影響を与えることは
ない。
両面ユニットの接続検出には、物理的にユニットの存在を検出する方法と、両面ユニット
に設置された独立した制御手段、例えばＣＰＵとの通信の有無による検出方法などがある
。特に後者の通信の有無で検出する場合で、一旦、接続されていた両面ユニットとの通信
が確立しない場合、ユニットが外されたと判断するよりも、故障と判断する方が自然であ
る。その場合、「片面原稿→片面印字（刷）」を優先する旨記憶する動作は、後述の処理
群２の動作の一形態となる。
【００８２】
処理群２は両面ユニットの正常時と異常時の動作に関するもので、ステップ１４０２また
はステップ１４０４に引き続いて、ステップ１４０８で両面ユニットは正常かどうかを判
断し、正常であれば、ステップ１４０９で前回異常で、今回正常となった場合は、ステッ
プ１４１０で両面ユニットが正常であることを記憶し、さらに、ステップ１４１１で「片
面原稿→両面印字（刷）」機能を優先する旨記憶する。前回も正常であれば、何も処理し
ないで次ステップ（ステップ１４１４）に進み、ユーザの設定に影響を与えない。一方、
ステップ１４０８の判断で両面ユニットが異常であれば、ステップ１４１２で両面ユニッ
トが異常であることを記憶し、両面印刷を行うことができないので、ステップ１４１３で
「片面原稿→片面印字（刷）」機能を優先する旨記憶し、次ステップに進む。
【００８３】
処理群３は記憶されている「片面原稿→両面印字（刷）」機能を優先するか、「片面原稿
→片面印字（刷）」機能を優先するかを判断して省エネルギ動作を設定する処理に関する
もので、ステップ１４１４で、「片面原稿→両面印字（刷）」機能が優先かどうかを判断
し、「片面原稿→両面印字（刷）」機能が優先であれば、ステップ１４１５で「片面原稿
→両面印字（刷）」機能を設定し、ステップ１４１４で「片面原稿→両面印字（刷）」機
能が優先でなければ、ステップ１４１６で「片面原稿→片面印字（刷）」機能を設定する
。これにより、両面ユニットを使用した省エネルギ動作が可能なときには、自動的に「片
面原稿→両面印字」機能により印刷が実行去れることになる。
【００８４】
８．用語の説明および定義
ここで、各実施形態で共通に使用される用語について説明を加えておくとともに、これら
の用語についての定義を明確にしておく。
【００８５】
・〔画像読み取り装置〕〔画像読み取り部〕
デジタルＰＰＣで用いられる「画像読み取り装置」は光源を原稿に照射し、その反射光を
「固体作像素子＝ＣＣＤ」で電気信号に変換し、「必要な画像処理」を行う機能を持った
装置が使用されている。
【００８６】

10

20

30

40

50

(11) JP 3621561 B2 2005.2.16



ここで、「必要な画像処理」とは、
量子化：ＣＣＤで電気信号に変換されたアナログデータを２値あるいは多値データに変換
する処理。
【００８７】
シェーディング補正：原稿を照射する光源の照射ムラや、ＣＣＤの感度ばらつきを補正す
る処理。
【００８８】
ＭＴＦ補正：光学系によるボケを補正する処理。
【００８９】
変倍処理：画像の読み取り密度を変化させ、読みとった画像データを用いてデータ補間す
る処理。
【００９０】
等の処理を示す。
【００９１】
・〔画像形成装置〕〔画像書き込み部〕
デジタルＰＰＣで用いられる「画像形成装置」または「画像書き込み部」は、電気信号で
送られた画像イメージを電子写真、感熱、熱転写、インクジェット等の手段により普通紙
、感熱紙などに形成する装置である。
【００９２】
・〔画像データ〕
前述の「画像読み取り装置」で変換された画像の電気信号、「画像形成装置」へ入力され
る画像の電気信号、および、画像の電気信号と同期をとるための信号をまとめて「画像デ
ータ」と表現する。
【００９３】
・〔制御信号〕〔コマンド〕
「ビデオ信号」を「画像読み取り装置」、「画像形成装置」、「アプリケーション」間で
やりとりするためには、装置間で情報を伝達し合う必要がある。この手段を「制御信号」
または「コマンド」発行と表現する。
【００９４】
・〔拡張機能〕
・〔アプリケーション（アプリと略す）〕
・〔メモリ機能〕〔メモリユニット〕
デジタルＰＰＣの大きな特徴に、画像を電気信号に変換して読み込み、電気信号を画像形
成装置で復元する。このとき読みとった電気信号を様々に変化、伝達する手段を持つこと
によって、従来のアナログＰＰＣ以外の分野に応用可能となる。ＦＡＸ、ページプリンタ
、スキャナ、ファイルシステムなどの機能を実現できるほか、最近では、ＰＰＣ機能の実
行時においても、読みとった画像データを一旦、ＤＲＡＭなどの記憶装置に記憶させ、必
要に応じて画像データを読み出すことによって、複数の複写時には１スキャンで複数プリ
ントを実行したり、あるいは、複数の原稿を１枚の転写紙にプリントする機能（＝以下メ
モリ機能）等も実現されている。これらのデジタルＰＰＣシステムによって実現できる機
能を「拡張機能」あるいは「アプリ」と表現する。
【００９５】
なお、本発明においては、メモリユニットはネットワーク上にある機械間の画像データ転
送時の緩衝手段としても利用している。
【００９６】
・〔システムコントローラ〕「システム」
複写モードを実行する上で、画像書き込み部で画像形成するために、紙搬送処理、電子写
真プロセス処理、異常状態や給紙カセット状態（紙の有無など）等の機内監視、および、
画像読み取り部で画像を読みとるためにスキャナ動作や光源のＯＮ／ＯＦＦなどを制御す
るコントローラを総称して「システムコントローラ」と表現する。
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【００９７】
さらに、最近のデジタルＰＰＣでは拡張機能を１つ搭載するのみではなく複数アプリを同
時搭載するようになってきた。このように、１つの資源を共有するデジタルＰＰＣを「シ
ステム」と表現し、このシステムを制御するコントローラを「システムコントローラ」と
表現する場合もある。
【００９８】
・〔資源〕〔リソース〕
複数のアプリから共有される機能ユニット単位を「資源」、「リソース」と表現する。前
述の「システムコントローラ」は、このリソース単位でシステム制御を行っている。本実
施形態のデジタルＰＰＣで管理している資源は「画像読み取り装置」、「画像形成装置」
、「操作部」、「メモリ」、「周辺機（＝ＡＤＦ、ソーター、自動両面ユニットなど）」
などがある。
【００９９】
・〔利用者制限〕
特に電子写真プロセスを使用しているＰＰＣは、消費量が多いため、無制限に使用を許可
したくない場合がある。このとき、「利用者」を特定、限定、管理するために、「コイン
ラック」、「キーカウンター」、「キーカード」、「プリペードカード」、等の「利用者
制限機器」や「暗証コード」等を使用する。
【０１００】
・〔ウィークリータイマ〕
各曜日ごとに設定されたＯＮ／ＯＦＦ時間にあわせ電源をＯＮ／ＯＦＦする機能。この機
能のために時計モジュールを時刻合わせするための操作と各曜日ごとにＯＮ／ＯＦＦ時間
を設定する操作が必要である。
【０１０１】
・〔予熱〕
定着温度を一定温度（たとえば１０℃）下げて制御し、操作部表示を消すことにより、消
費電力を節約するモードである。このモードの設定は、操作部でのキー入力や、機械設定
によっては動作および操作が無くなってから一定時間後に自動的に設定される。このモー
ド解除は、操作部でのキー入力や、機械設定によって人体検知センサにより機械の前に人
が立ったことを検出したときに解除される。
【０１０２】
・〔ＣＳＳ〕（あるいは〔遠隔診断システム〕、〔画像形成装置管理システム〕）
図１５は、画像形成装置管理システムの構成を示している。サービス拠点に設置されてい
る管理装置１５０１とユーザの元に設置されているＰＰＣ等の機器１５０２～１５０６と
を公衆回線網１５０７を介して接続している。ユーザ側には管理装置との通信を制御する
ための通信コントロール装置１５０８，１５０９が設置されており、ユーザ元のＰＰＣ１
５０２～１５０６はこの通信コントロール装置１５０８，１５０９に接続されている。通
信コントロール装置１５０８，１５０９には、電話機１５１０やファクシミリ１５１１が
接続可能になっており、ユーザの既存の回線に挿入する形で設置が可能になっている。通
信コントロール装置１５０８，１５０９には、複数のＰＰＣが接続可能になっているが、
もちろん単数の場合もある。これらのＰＰＣは同型のものである必要はなく異なる機種で
もかまわず、ＰＰＣ以外の機器でもかまわない。
【０１０３】
ここでは説明の便宜上、１台の通信コントロール装置には最大５台のＰＰＣが接続可能で
あるとする。通信コントロール装置と複数のＰＰＣはＲＳ－４８５規格によりマルチドロ
ップ接続されている。通信コントロール装置と各ＰＰＣ間の通信制御は基本型データ伝送
制御手順により行われる。通信コントロール装置を制御局としたセントラライズド制御の
ポーリング／セレクティング方式でデータリンクの確立を行うことにより、任意のＰＰＣ
との通信が可能になっている。各ＰＰＣはアドレス設定スイッチによって固有の値を設定
できるようになっており、これによって各ＰＰＣのポーリングアドレス、セレクティング
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アドレスが決定される。
【０１０４】
【発明の効果】
これまでの説明で明らかなように、 発明によれば、

ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の概略構成図である。
【図２】操作部を示す平面図である。
【図３】操作部の液晶タッチパネルの表示例を示す図である。
【図４】画像形成装置のシステムのハード構成を示すブロック図である。
【図５】ネットワークコピーのシステム構成を示す説明図である。
【図６】ネットワークのハード構成を示すブロック図である。
【図７】ソフトウエアの概念図である。
【図８】画像処理部の構成を示すブロック図である。
【図９】図８におけるメモリコントローラと画像メモリの構成を示すブロック図である。
【図１０】セレクタにおける１ページ分の画像信号を示すタイムチャートである。
【図１１】連結コピーシステムの構成の一例を示すブロックである。
【図１２】集約機能と分散機能の設定の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】集約コピーを実行させるときの操作画面例を示す図である。
【図１４】両面ユニットの接続の有無と接続された両面ユニットの正常、異常に応じた処
理手順例を示すフローチャートである。
【図１５】画像形成装置管理システムのシステム構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　自動原稿送り装置（ＡＤＦ）
８，９，１０　トレイ
１１，１２，１３　給紙装置
１４　縦搬送ユニット
１５　感光体
１６　搬送ベルト
１７　定着ユニット
１８　排紙ユニット
２０　画像形成ユニット
３０　操作部
５０　読み取りユニット
５４　ＣＣＤ
５７　書き込みユニット
６４　セレクタ
６５　メモリコントローラ
６６　画像メモリ
６７　Ｉ／Ｏポート
６８　ＣＰＵ
６９　ＲＯＭ
７０　ＲＡＭ
１００　フィニッシャ
１０１　入力データセレクタ
１０２　画像合成部
１０３　１次圧縮／伸長部
１０４　出力データセレクタ
１０５　２次圧縮／伸長部
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本 エナジースター対応の画像形成装置
において、操作者が片面に印字したいのか、両面に印字したいのかが不明な場合の設定ミ
スを防止し、操作性の向上を図る



１０６　１次記憶装置
１０７　２次記憶装置
１１１　両面給紙ユニット
１１２　分岐爪
４０１　画像読み取り部
４０２　画像書き込み部
４０３　システムコントローラ
４０４　メモリユニット

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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