
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取原稿を原稿読取位置に搬送する原稿自動搬送手段と、
　前記原稿読取位置に搬送された原稿を読み取る原稿読取手段と、
　前記原稿読取手段が読み取った画像情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された画像情報に基づいて印刷処理を実行する印刷手段と、
　印刷されるべき記録用紙を前記印刷手段に搬送する と、
　 原稿を原稿排出台に排出する 原稿排出
部と、
　

　前記原稿読取位置と前記原稿排出台との間に配置されており、

分岐手段と、を備え 、
　

印刷処理を行うことを特徴とするデジタル画像形成装置。

10

20

JP 3686016 B2 2005.8.24

手差しトレイ
前記原稿自動搬送手段によって搬送された 第１の

前記原稿自動搬送手段によって搬送された原稿を前記手差しトレイに排出する第２の原
稿排出部と、

通常の印刷モード時には
前記原稿自動搬送手段によって搬送された原稿を前記第１の原稿排出部に導くとともに、
片面原稿の裏面に印刷を行う原稿裏面印刷モード時には前記原稿自動搬送手段によって搬
送された片面原稿を第２の原稿排出部に導く ており

前記原稿裏面印刷モード時には、前記原稿自動搬送手段により搬送された片面原稿群の
うち奇数枚目の片面原稿を前記分岐手段および前記第２の原稿排出部を介して前記手差し
トレイに排出するとともに前記奇数枚目の片面原稿を前記手差しトレイから前記印刷手段
に記録用紙として案内することによって、前記奇数枚目の片面原稿の裏面に対し偶数枚目
の片面原稿の画像情報に係る



【請求項２】
　 であって印刷部数が一部のときには、前記原稿自動搬送手段
から搬送される複数の片面原稿における奇数枚目に搬送される片面原稿を、読取処理を行
うことなく

特徴とする請求項１に記載のデジタル画像形成装置。
【請求項３】
　

することを特徴とする請求項２に記載のデジタル
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】
この発明は、両面印刷可能なデジタル画像形成装置に係り、詳しくは、片面原稿から両面
印刷の原稿を作成する場合に用紙を節約することが出来るデジタル画像形成装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
近年、環境問題、資源の有効利用の観点から、各種複写機では、用紙の使用量を低減する
ために両面印刷がおこなわれることが多い。例えば、特開平７－２４４４０７号公報には
両面印刷可能な画像形成装置の一例が記載され、特開平９－１９３４８３号公報には両面
印刷の制御方法についての記載がある。
【０００３】
また、文書整理の上からも、両面印刷は、片面印刷に比べてファイリングの作業性が向上
し、かつ整理のためのスペースを節約できるという点で有利であり、用紙サイズの統一化
と共に、原稿の両面印刷化の傾向が顕著となっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかるに、従来では考慮されていなかったことであるが、原稿の両面化において、片面原
稿を両面化する場合に、片面原稿から新しい記録紙へ両面印刷を行い、かつ、その両面印
刷物のみを保存することにすると、元の片面原稿が無駄紙になってしまうという問題があ
った。
【０００５】
特に、この場合、片面印刷されている原稿が重要書類であったりすると、残りの片面を利
用することは出来ず、裁断処理するなど機密保持のため配慮が必要となり、環境に配慮し
たリサイクルの面でも問題があった。
【０００６】
又、この場合、操作者自身がこれらの原稿を一枚一枚操作することによって片面原稿を無
駄にせずに印刷することも可能ではあるが、このような操作は煩雑であり実際には実行さ
れないと思われる。
【０００７】
本発明は、このような実情に鑑みてなされ、従来と同様の片面印刷と両面印刷とが可能で
あると共に、片面にのみ印刷してある原稿の裏面側にも印刷することが可能なデジタル画
像形成装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上述の課題を解決するための手段を以下のように構成している。
【０００９】
（１）　
　読取原稿を原稿読取位置に搬送する原稿自動搬送手段と、
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前記原稿裏面印刷モード時

前記分岐手段および前記第２の原稿排出部を介して前記手差しトレイに排出す
ることを

前記原稿自動搬送手段によって搬送された偶数枚目の片面原稿を、前記分岐手段および
前記第２の原稿排出部を介して前記手差しトレイに導き、前記印刷手段によって前記偶数
枚目の片面原稿の記載内容を判別不能に

本発明に係るデジタル画像形成装置は、



　前記原稿読取位置に搬送された原稿を読み取る原稿読取手段と、
　前記原稿読取手段が読み取った画像情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された画像情報に基づいて印刷処理を実行する印刷手段と、
　印刷されるべき記録用紙を前記印刷手段に搬送する と、
　 原稿を原稿排出台に排出する 原稿排出
部と、
　

　前記原稿読取位置と前記原稿排出台との間に配置されており、

分岐手段と、を備え 、
　

印刷処理を行うことを特徴とする。
【００１０】
この構成によれば、すでに片面が印刷されている原稿の裏面に対して、別の片面原稿の情
報を印刷することにより原稿の両面に印刷が施され、印刷用紙を節約出来ると共に、印刷
の手間も省くことができる。
【００１１】
更には、原稿の裏面に他の原稿を印刷することで、捺印または、サインなど重要な原稿を
原紙の状態で両面印刷し保管することが可能となる。
【００２３】
（２）　（１）に記載のデジタル画像形成装置であって、
　 であって印刷部数が一部のときには、前記原稿自動搬送手段
から搬送される複数の片面原稿における奇数枚目に搬送される片面原稿を、読取処理を行
うことなく前記分岐手段を介して前記手差しトレイに導

前記偶数枚目の片面原
稿の画像情報に係る印刷処理を行うことを特徴とする。
【００２４】
この構成によれば、印刷部数が一部の場合は、片面原稿の内の半分の原稿は読取りを省略
することが出来、又印刷はその原稿面の裏面に行うので印刷の手間も省ける。
【００２５】
（３）　（２）に記載のデジタル画像形成装置であって、
　

することを特徴とする。
【００２６】
この構成によれば、印刷された原稿のページ順を揃えることが出来る。また高速印刷が可
能となる。
【００３０】
この構成のように、印刷部数が一部の場合には、偶数枚目の原稿が排紙トレイではなく、
通常の原稿排出部に排出されるようにした方が便利である場合も考えられる。
【００３２】
この構成によれば、印刷部数が一部の場合には、偶数枚目の原稿が不用となるので、原稿
の画像記録面に格子状、または、黒ベタなどを印刷することにより、元の原稿の記録内容
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手差しトレイ
前記原稿自動搬送手段によって搬送された 第１の

前記原稿自動搬送手段によって搬送された原稿を前記手差しトレイに排出する第２の原
稿排出部と、

通常の印刷モード時には
搬送される原稿をすべて前記第１の原稿排出部に導くとともに、片面原稿の裏面に印刷を
行う原稿裏面印刷モード時において搬送される原稿のうち少なくとも裏面に印刷がされる
べき片面原稿を第２の原稿排出部に導く ており

前記原稿裏面印刷モード時には、前記原稿自動搬送手段により搬送された片面原稿群の
うち少なくとも奇数枚目の片面原稿を前記分岐手段および前記第２の原稿排出部を介して
前記手差しトレイに排出するとともに前記奇数枚目の片面原稿を前記手差しトレイから前
記印刷手段に記録用紙として案内することによって、前記奇数枚目の片面原稿の裏面に対
し偶数枚目の片面原稿の画像情報に係る

前記原稿裏面印刷モード時

くとともに、前記複数の片面原稿
における偶数枚目に搬送される片面原稿の画像情報を読み取って前記記録手段に記録し、
　前記奇数枚目の片面原稿を手差しトレイから前記印刷手段に記録用紙として案内し、前
記奇数枚目の片面原稿の裏面に対して、前記記録手段に記録された

前記原稿自動搬送手段によって搬送された偶数枚目の片面原稿を、前記分岐手段および
前記第２の原稿排出部を介して前記手差しトレイに導き、前記印刷手段によって前記偶数
枚目の片面原稿の記載内容を判別不能に



が判別不能になり、機密保持が容易に行える。
【００４７】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００４８】
図１は、デジタル画像形成装置１の全体構成を示す断面図で、デジタル画像形成装置１は
、ＡＤＦ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）ユニット（以下、Ａ
ＤＦという）２、光学読取りユニット（原稿読取手段，スキャナ）３，印刷ユニット（印
刷手段）４の３つのユニットによって構成されている。ＡＤＦ２は原稿自動搬送機構であ
り、図示しない原稿が原稿載置台５に積載されると、原稿読取りのスタート信号によって
原稿読取り部６に１枚ずつ搬送される。
【００４９】
搬送された原稿は、光源７、ミラー８～１０、レンズ１１、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏ
ｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）読取りラインセンサ１２からなる光学読取りユニット３上部
に配置されるブラテンガラス１３上で一旦停止し、光学読取りユニット３が走査すること
によって、原稿上の画像情報が読取られる。このようにして読取りが終了した原稿はプラ
テンガラス１３上を搬送され、ＡＤＦ２上面に配置される原稿排出部（第１原稿排出部）
１４に排出され、原稿排出台１５に積載される。
【００５０】
前記読取られた画像情報は、ＣＣＤ１２ならびに図示しない制御部によって印刷用画像処
理（白黒々カラーバランスによる濃度補正、画像処理、原稿中の下地除去処理等々）が行
われた後、印刷ユニット４のＬＳＵ部（レーザ光源照射部）１６に転送される。その後、
以下に説明する印刷プロセスによって、顕像化される。
【００５１】
まず、印刷プロセスを構成する感光体１７と、その周囲に配置される帯電部１８、現像部
１９が印刷のための初期調整（感光体上の残留現像剤の除去、残留電位の除去）を行った
後に、帯電部１８が感光体１７に電荷を付与し、その後前記ＬＳＵ部１６からの照射によ
って画像情報が静電潜像として感光体１７上に記録される。その後、現像部１９において
現像剤が前記静電潜像に付着することにより画像情報は感光体１７上で顕像化され、さら
に感光体１７が回転することにより転写部２０まで移動する。
【００５２】
同時に、印刷ユニット４においては、原稿読取り部６に前記原稿が搬送されるタイミング
に応じて、印刷ユニット４下部に配置される印刷用紙給紙部（給紙手段）２１、又は印刷
ユニット４側面に配置される手差しトレイ（手差し部）２２から１枚の図示しない用紙が
ピックローラ２３によってピックアップされ、ＰＳローラ２４によって搬送される。この
とき、ＰＳローラ２４まで搬送されていた用紙は、感光体１７上に顕像化した画像先端と
用紙の先端を合わせるタイミングでＰＳローラ２４から搬出され、転写部２０の転写帯電
器によって用紙上に現像剤が転写される。
【００５３】
現像剤が転写された用紙は、印刷ユニット４の搬送路３２中に配置される熱ローラによっ
て構成される定着部２５を通過することで、粉末状の現像剤が融着し用紙上で固着し、排
紙ローラ（排紙手段）２６を経て排出口２７から排紙トレイ部２８に排出される。
【００５４】
また、その搬送路３２の下方には、裏面印刷をおこなをためのスイッチバック搬送路（副
搬送路）３３が設けられ、排紙トレイ部２８に搬出されようとする用紙が排紙ローラ２６
によって一旦停止された後に逆送され、切換爪３４によってスイッチバック搬送路３３に
搬入された後、反転されて、ＰＳローラ２４まで搬送されるようになっている。
【００５５】
このような両面印刷可能な本デジタル画像形成装置１の特徴として、特に、図１右上に矢
印で示すＡＤＦ２の原稿排出部１４の搬送路が、２方向に分岐している点をあげることが
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出来る。この点について詳しく説明するために、原稿排出部１４を拡大して断面図で示し
たのが図２である。
【００５６】
図２に示されるように、本装置１においては、原稿排出部１４に、原稿排出先を選択する
ための分岐爪（分岐手段）２９を設けている。その分岐爪２９が図のＢ方向（下方）を向
いている時には、ＡＤＦ２によって読取られた原稿は、通常と同じく原稿排出台１５へ排
出されるが、分岐爪２９が図のＡ方向（上方）を向いているときには、原稿（Ｇ）は図２
において示すように、第２原稿排出部３１から装置外の手差しトレイ２２上部に排出され
、そのまま落下して手差しトレイ２２上に給紙されることになる。
【００５７】
ちなみに、このような落下方式とは別に、図示は省略するが、例えば、ＡＤＦ２で読み取
った原稿を、手差しトレイ２２にガイド搬送する搬送路を設けてもよい。その搬送路は、
例えば、第２原稿排出部３１から下方に向けて湾曲状（図２の状態にて時計回り）に形成
して（紙詰まり解消のために）開閉可能な閉断面形状とし、手差しトレイ２２の上部（開
口）に（着脱可能に）接続するように構成すれば、原稿を搬送過程で反転することができ
、そのまま印刷手段４に搬入して、裏面に印刷が可能となる。また、その手差しトレイ２
２の接続開口側に搬送ローラ（呼び込みローラ）を設けることにより、原稿の反転動作（
及び呼び込み動作）を容易かつ確実なものとすることができる。
【００５８】
上述の落下方式の場合、手差しトレイ２２には、図３に示すような呼込みベルト３０を設
けており、落下してきた用紙（原稿（Ｇ））に対して、呼込みベルト３０が図のように、
時計まわりに回動することによって、その用紙を手差しトレイ２２のピックアップローラ
２３へと送りこむ。
【００５９】
その呼込みベルト３０は、例えば、以下のように構成することができる。すなわち、印刷
ユニット４のフレーム本体４１の内側に、揺動フレーム３０１の一端を回動自在に枢支さ
せ、かつ、その揺動フレーム３０１の一端（枢支端）に駆動ローラ３０２を、また、遊端
側となる他端に従動ローラ３０３を、それぞれ回転自在に支持させると共に、その両ロー
ラ３０２，３０３間に無端ベルト３０４を張架し、かつ、駆動ローラ３０２を、正転逆転
自在なモータ３０５と伝動連結すると共に、クラッチ（図示省略）を介して駆動ローラ３
０２を揺動フレーム３０１の一端と継切自在に連結する。
【００６０】
このような構成により、原稿（Ｇ）が手差しトレイ２２に落下するタイミングを見計らっ
てクラッチを接続して（駆動ローラ３０２と揺動フレーム３０１を固定して）モータ３０
５を起動させることにより、呼込みベルト３０を実線の位置から破線の位置に（図示時計
まわりに）回動させ、その他端側を原稿（Ｇ）の上面に押圧し、クラッチを切断して無端
ベルト３０４を矢印方向に転動させることにより、原稿（Ｇ）をピックアップローラ２３
に確実に搬入する（呼び込む）ことができる。
【００６１】
このように形成される本デジタル画像形成装置１は、通常の片面印刷、両面印刷の印刷モ
ードでけでなく、原稿（Ｇ）の裏面への印刷モードを有している。つまり、本装置１は、
片面印刷された原稿（Ｇ）を両面印刷へ変更する場合に、すでに片面が印刷されている原
稿（Ｇ）の裏面に対して、別の片面原稿の情報を印刷することにより、印刷用紙を節約す
ることが出来る（別途、印刷用紙は不用である）と同時に、印刷の手間をも少なからず省
くことができるという印刷モードを有している。
【００６２】
以下、この原稿（Ｇ）の裏面への印刷モードが、どのようにおこなわれるかについて説明
する。
原稿の裏面への印刷においては、原稿自体を印刷用紙として利用する関係上、以下の三つ
の場合に分けて、印刷動作を説明する。
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【００６３】
（１）片面の原稿が一部ある場合に、先ず第１に両面の原稿を一部作成する場合が考えら
れる。この場合、例えば奇数枚目の原稿の裏面に、偶数枚目の原稿の情報を印刷するなど
すれば、新たな用紙を必要とせず、かつ印刷の手間を少なからず省いて両面原稿を作成す
ることが出来る。
【００６４】
（２）両面の原稿を二部作成する場合が考えられる。この場合は、奇数番目の原稿の裏面
に偶数番目の原稿の情報を印刷し、かつ偶数番目の原稿の裏面には奇数番目の原稿の情報
を印刷するなどすれば、簡単に二部の両面原稿を得ることが出来る。
【００６５】
（３）両面原稿を三部以上作成する場合が考えられる。この場合は、始めの二部を、二部
作成する場合と同様に作成し、残りは通常と同様の方法によって両面印刷された原稿を作
成する。
【００６６】
まず、始めに、図４および図５に示すフローチャートを用いて、上記（１）の場合、すな
わち、両面原稿を一部作成する場合の動作について説明する。
【００６７】
原稿印刷開始時には、Ｓｔｅｐｌにおいて印刷要求がなされ、次のＳｔｅｐ２において原
稿がＡＤＦ２の原稿載置台５に置かれる。続いて、Ｓｔｅｐ３で、原稿への印刷モードが
、片面印刷のための片面印刷モードであるかどうかが判断される。
【００６８】
片面印刷である場合には、Ｓｔｅｐ４以下の片面印刷モードへ進み、通常と同様の片面印
刷が行われ、片面印刷でない場合は、Ｓｔｅｐ８に進み、印刷モードが両面印刷モードで
あるかどうかが判断される。
【００６９】
Ｓｔｅｐ４の通常の片面印刷モードにおいては、まず原稿排出部１４の分岐爪２９が図２
のＢ方向へ回転させられる。そして、Ｓｔｅｐ５では通常の片面印刷用に原稿読取りや印
刷処理が行われ、Ｓｔｅｐ６で印刷後の用紙が排紙トレイ部２８に排出される。
【００７０】
Ｓｔｅｐ７では、次の原稿があるかどうかが判断され、次の原稿がある場合にはＳｔｅｐ
５に戻って通常の処理を行い、次の原稿がない場合には処理を終了する。
【００７１】
印刷モードが片面でないと判断された場合のＳｔｅｐ８では、印刷モードが両面であるか
どうかが判断され、両面印刷モードである場合には、次のＳｔｅｐ９に進み、両面印刷モ
ードでない場合にはＳｔｅｐ３に戻りもう一度印刷モードが片面印刷であるかどうかが判
断される。
【００７２】
Ｓｔｅｐ９においては、両面印刷モードが、通常のまだ片面が印刷されていない記録用紙
への両面印刷であるかどうかが判断され、もし通常の両面印刷である場合には、Ｓｔｅｐ
ｌ０に進み、原稿排出部１４の分岐爪２９はＢ方向に回転され、Ｓｔｅｐ１１以下の通常
の両面印刷の動作が行われ、もし、通常の両面印刷でないと判断された場合はＳｔｅｐｌ
４へ進む。
【００７３】
通常の両面印である場合にＳｔｅｐｌｌでは、両面印刷用に原稿読取りや印刷処理が行わ
れ、次のＳｔｅｐｌ２で印刷後の用紙が排紙トレイ部２８に排出され、Ｓｔｅｐｌ３で次
の原稿があるかどうかが判断され、次の原稿がある場合にはＳｔｅｐｌｌに戻って再度通
常の原稿処理が行われ、次の原稿がない場合には処理は終了する。
【００７４】
通常の両面印刷でないと判断された場合のＳｔｅｐｌ４では、印刷モードが本発明でいう
原稿の裏面を利用した両面印刷モードであるかどうかが判断され、もしそうであるならば
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次のＳｔｅｐｌ５へ進み、もしそうでないならもう一度Ｓｔｅｐ９へ戻り印刷モードが通
常の両面印刷モードであるかどうか判断される。
【００７５】
通常の印刷モードにおいては一枚ずつ処理して次の原稿があるかどうか判断されるが、本
発明でいう原稿の裏面を利用した両面印刷モードであると判断された場合においては、奇
数枚目と偶数枚目のペアとして二枚ずつ処理して、次の原稿があるかどうか判断される。
【００７６】
Ｓｔｅｐｌ５では、原稿排出部１４の分岐爪２９がＡ方向に回転され、次のＳｔｅｐｌ６
においては奇数枚目の原稿が、ＡＤＦ２の紙搬送路を通じて分岐爪２９部分を経由して、
第２原稿排出部３１から、図２に示すように、手差しトレイ２２の上部に排出される。
【００７７】
次のＳｔｅｐｌ７では、手差しトレイ２２の給紙部は、供給された奇数枚目の原稿を、そ
の裏面を印刷用紙として用いるために、図３に示される呼込みベルト３０等によってＰＳ
ローラ２３まで搬送する。
【００７８】
Ｓｔｅｐｌ８では、偶数枚目の原稿が、通常の印刷モードと同じくＡＤＦ２を用いて自動
的に読込まれる。続いて、Ｓｔｅｐｌ９では、読込まれた偶数枚目の原稿の情報を、奇数
枚目の原稿の裏面へと印刷ユニット４において印刷処理がなされる。
【００７９】
この場合、印刷される偶数枚目原稿の画像情報は、前記制御部において、画像情報を１８
０度回転した状態で印刷手段４の感光体１７に書き込まれるようにしておくことも出来る
。
【００８０】
Ｓｔｅｐ２０においては、裏には偶数枚目の情報が既に印刷されている奇数枚目の原稿が
、第１の排紙トレイ２８１へと排出される。また、Ｓｔｅｐ２１において、ＡＤＦ２では
原稿排出部１４の分岐爪２９がＡ方向になっているので、読込まれた偶数枚目の原稿は手
差しトレイ２２の上部へと排出される。この際、例えば分岐爪２９を動かす等して、偶数
枚目原稿をＡＤＦ２の原稿排出台１５に排出させることも出来る。
【００８１】
次のＳｔｅｐ２２では、奇数枚目の原稿が既に排出されている第１の排紙トレイ２８１が
移動し、第２の排紙トレイ２８２が排出口２７に導かれ、Ｓｔｅｐ２３では偶数枚目の原
稿が手差しトレイ２２より印刷ユニット４を介して、印刷処理されることなく第２の排紙
トレイ２８２へと排出される。
【００８２】
次いで、Ｓｔｅｐ２４において次の原稿があるかどうかが判断され、もし次の原稿がある
場合にはＳｔｅｐ２５において第１の排紙トレイ２８１を排出口２７へと導いた上でＳｔ
ｅｐｌ５に戻りもう一度原稿の裏面を利用した印刷処理を行い、もし次の原稿がない場合
には処理は終了する。
【００８３】
次に、上記（２）の場合について、すなわち、両面原稿を二部印刷する場合の動作を、図
６および図７に示すフローチャートに基づいて説明する。
原稿印刷開始時には、Ｓｔｅｐ４１において印刷要求がなされ、次のＳｔｅｐ４２におい
て原稿がＡＤＦ２の原稿載置台５に置かれる。続いて、Ｓｔｅｐ４３で、原稿への印刷モ
ードが、片面印刷のための片面印刷モードであるかどうかが判断される。
【００８４】
片面印刷である場合には、図４のＳｔｅｐ４以下の片面印刷モードへ進み、通常と同様の
片面印刷が行われ、片面印刷でない場合は、Ｓｔｅｐ４４に進み、印刷モードが両面印刷
モードであるかどうかが判断される。
【００８５】
印刷モードが片面でないと判断された場合のＳｔｅｐ４４では、印刷モードが両面である
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かどうかが判断され、両面印刷モードである場合には、次のＳｔｅｐ４５に進み、両面印
刷モードでない場合にはＳｔｅｐ４３に戻りもう一度印刷モードが片面印刷であるかどう
かが判断される。
【００８６】
Ｓｔｅｐ４５においては、両面印刷モードが、通常の両面がまだ印刷されていない新しい
記録用紙への両面印刷であるかどうかが判断され、もし通常の両面印刷である場合には、
図４のＳｔｅｐｌ０に進み原稿排出部１４の分岐爪２９はＢ方向に回転され、Ｓｔｅｐ１
０以下の通常の両面印刷の動作が行われ、もし通常の両面印刷でないと判断された場合は
Ｓｔｅｐ４６へ進む。
【００８７】
通常の両面印刷でないと判断された場合のＳｔｅｐ４６では、印刷モードが本発明でいう
原稿の裏面を利用した両面印刷モードであるかどうかが判断され、もしそうであるならば
次のＳｔｅｐ４７へ進み、もしそうでないならもう一度Ｓｔｅｐ４５へ戻り印刷モードが
通常の両面印刷モードであるかどうか判断される。
【００８８】
Ｓｔｅｐ４７では、原稿排出部１４の分岐爪２９がＡ方向に回転され、次のＳｔｅｐ４８
においては奇数枚目の原稿がＡＤＦ２を用いて原稿読取り部６において読取られ、図示し
ない制御部においてその原稿情報をメモリし、Ｓｔｅｐ４９ではＡＤＦ２の紙搬送路を通
じて分岐爪２９部分を経由して、図２に示すように手差しトレイ２２の上部に排出される
。
【００８９】
Ｓｔｅｐ５０では、偶数枚目の原稿が、通常の印刷モードと同じく、ＡＤＦ２を用いて自
動的に読込まれる。続くＳｔｅｐ５１では印刷ユニット４の排出口２７に第１の排紙トレ
イ２８１が配置されているかどうかが判断され、もし配置されていれば次のＳｔｅｐ５２
へと進み、もし配置されていない場合にはＳｔｅｐ６０へと進み第１の排紙トレイ２８１
が排出口２７へと導かれる。
【００９０】
続いて、Ｓｔｅｐ５２では、印刷ユニット４において、読込まれた偶数枚目の原稿の情報
が、奇数枚目の原稿の裏面へと印刷される。Ｓｔｅｐ５３においては、裏には偶数枚目の
情報が既に印刷されている奇数枚目の原稿が、第１の排紙トレイ２８１へと排出される。
【００９１】
また、Ｓｔｅｐ５４において、ＡＤＦ２では原稿排出部１４の分岐爪２９がＡ方向になっ
ているので、読込まれた偶数枚目の原稿は手差しトレイ２２の上部へと排出される。
【００９２】
次のＳｔｅｐ５５では、奇数枚目の原稿が既に排出されている第１の排紙トレイ２８１が
移動し、第２の排紙トレイ２８２が排出口２７に導かれる。そして、Ｓｔｅｐ５６では偶
数枚目の原稿に、制御部にメモリされている奇数枚目の原稿の情報が印刷される。
【００９３】
この場合、印刷される奇数枚目原稿の画像情報は、前記制御部において、画像情報を１８
０度回転した状態で印刷手段の静電潜像担持体に書き込まれるようにしておくことも出来
る。
【００９４】
Ｓｔｅｐ５７では、偶数枚目の原稿がスイッチバック搬送路３３へと導かれ、Ｓｔｅｐ５
８ではスイッチバック搬送路３３より排紙口２７の第２の排紙トレイ２８２に排出される
。
【００９５】
Ｓｔｅｐ５９において次の原稿があるかどうかが判断され、もし次の原稿がある場合には
Ｓｔｅｐ６１において第１の排紙トレイ２８１を排出口２７へと導いた上でＳｔｅｐ４７
に戻りもう一度原稿の裏面を利用した印刷処理を行い、もし次の原稿がない場合には処理
は終了する。
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【００９６】
次に、上記（３）の場合について、すなわち、両面原稿を三部以上印刷する場合の動作を
、図８および図９に示すフローチャートを用いて説明する。
原稿印刷開始時には、Ｓｔｅｐ７１において印刷要求がなされ、次のＳｔｅｐア２におい
て原稿がＡＤＦ２の原稿載置台５に置かれる。
【００９７】
続いて、Ｓｔｅｐ７３で、原稿への印刷モードが、片面印刷のための片面印刷モードであ
るかどうかが判断される。片面印刷である場合には、図４のＳｔｅｐ４以下の片面印刷モ
ードへ進み、通常と同様の片面印刷が行われ、片面印刷でない場合は、Ｓｔｅｐ７４に進
み、印刷モードが両面印刷モードであるかどうかが判断される。
【００９８】
印刷モードが片面でないと判断された場合のＳｔｅｐ７４では、印刷モードが両面である
かどうかが判断され、両面印刷モードである場合には、次のＳｔｅｐ７５に進み、両面印
刷モードでない場合にはＳｔｅｐ７３に戻りもう一度印刷モードが片面印刷であるかどう
かが判断される。
【００９９】
Ｓｔｅｐ７５においては、両面印刷モードが、通常の、両面がまだ印刷されていない新し
い記録用紙への両面印刷であるかどうかが判断され、もし通常の両面印刷である場合には
、図４のＳｔｅｐ１０に進み原稿排出部１４の分岐爪２９はＢ方向に回転され、Ｓｔｅｐ
１０以下の通常の両面印刷の動作が行われ、もし通常の両面印用１１でないと判断された
場合はＳｔｅｐ７６へ進む。
【０１００】
通常の両面印刷でないと判断された場合のＳｔｅｐ７６では、印刷モードが本発明でいう
原稿の裏面を利用した両面印刷モードであるかどうかが判断され、もしそうであるならば
次のＳｔｅｐ７７へ進み、もしそうでないならもう一度Ｓｔｅｐ７５へ戻り印刷モードが
通常の両面印刷モードであるかどうか判断される。
【０１０１】
次に、ここではＳｔｅｐ７７として、図６におけるＳｔｅｐ４７から図７のＳｔｅｐ６１
までの処理がまとめて表現され、片面の原稿一部より、二部の両面印刷した原稿が得られ
る。
【０１０２】
ここまでの動作において、二部の原稿は既に作成されているので、次のＳｔｅｐ７８にお
いては、さらにあと何部の両面原稿を印刷すればよいかが計算され、もしまだ一部以上の
原稿が必要ならばＳｔｅｐ７９に進み通常の両面印刷処理に切り換わり、原稿排出部１４
の分岐爪２９がＢ方向に回転される。
そして、もしもう印刷の必要がないなら処理を終了する。
【０１０３】
Ｓｔｅｐ８０においては、制御部においてメモリされていた原稿情報を用いて、通常の両
面印刷と同様の処理を印刷ユニット４において行い、Ｓｔｅｐ８１において印刷された用
紙を順次、第１の排紙トレイ２８１へと排出する。
【０１０４】
Ｓｔｅｐ８２では要求された印刷部数を印刷し終わったかどうか判断され、もし印刷し終
わっていないならＳｔｅｐ８０に戻り印刷処理を行い、もし印刷し終わっているなら処理
を終了する。
【０１０５】
以上の構成によれば、片面印刷された原稿を両面印刷へ変更する場合に、すでに片面が印
刷されている原稿の裏面に対して、別の片面原稿の情報を印刷することにより、印刷用紙
を節約することが出来ると同時に、印刷の手間をも少なからず省くことができる。
【０１０６】
【発明の効果】
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以上の説明で明らかなように、本発明は、以下の効果を奏する。
【０１０７】
請求項１によれば、ＡＤＦで搬送された原稿を印刷手段に搬入し、該原稿の裏面に原稿読
取手段で読取られた他の原稿を印刷することによって片面原稿を両面原稿にするので、す
でに片面が印刷されている原稿の裏面に対して、別の片面原稿の情報を印刷することによ
り原稿の両面に印刷が施され、印刷用紙を節約出来ると共に、印刷の手間も省くことがで
きる。
【０１０８】
更には、原稿の裏面に他の原稿を印刷することで、捺印または、サインなど重要な原稿を
原紙の状態で両面印刷し保管することが可能となる。
【０１１５】
　請求項 によれば、印刷部数が一部のモードで、ＡＤＦから搬送される複数の原稿の内
、搬送される奇数枚目の原稿は画像情報の読取りを行わず、片面原稿を両面原稿にするた
めの第２原稿排出部から手差し部へと排出され、偶数枚目原稿の画像情報をスキャナによ
って読取らせるので、印刷部数が一部の場合は、片面原稿の内の半分の原稿は読取りを省
略することが出来、又印刷はその原稿面の裏面に行うので印刷の手間も省ける。
【０１１９】
　請求項 によれば、スキャナで読取られた後の偶数枚目原稿（不 となる原稿）は、印
刷手段により、原稿の記載内容を判別不能にするので、印刷部数が一部の場合には、偶数
枚目の原稿が不用となるため、原稿の画像記録面に格子状、または、黒ベタなどを印刷す
ることにより、元の原稿の記録内容が判別不能になり、機密保持が容易に行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタル画像形成装置の構成説明図である。
【図２】同要部構成説明図である。
【図３】同要部拡大図である。
【図４】同片面原稿から両面原稿を一部作成する場合のフローチャートの一部である。
【図５】同フローチャートの残部である。
【図６】同両面の原稿を二部作成する場合のフローチャートの一部である。
【図７】同フローチャートの残部である。
【図８】同両面原稿を三部以上作成する場合のフローチャートの一部である。
【図９】同フローチャートの残部である。
【符号の説明】
１－デジタル画像形成装置
２－原稿自動搬送手段（ＡＤＦ）
３－原稿読取手段（スキャナ）
４－印刷手段
１４－第１原稿排出部
２１－給紙手段
２２－手差し部
２６－排紙手段
２９－分岐手段
３１－第２原稿排出部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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