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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録材に対して画像を形成する画像形成手段であって、所定の画像形成幅の範囲内で画
像を形成可能な画像形成手段と、
　記録材上に形成されたパターン画像の位置に基づいて、前記記録材上の基準位置に対す
る画像形成位置のサイドレジずれ量又はサイドスキューずれ量を取得する取得手段と、
　取得した前記ずれ量に応じて、前記画像形成手段により形成される対象画像の画像情報
を、前記対象画像の位置が前記記録材上の前記基準位置と一致するように補正する補正量
を算出する第１の算出手段と、
　前記第１の算出手段により算出された前記補正量に応じて、前記対象画像のサイドレジ
ずれ又はサイドスキューずれを補正する場合に、前記記録材上の前記基準位置が前記所定
の画像形成幅の範囲外にあることにより前記所定の画像形成幅を超える領域で発生する画
像欠損の欠損量を算出する第２の算出手段と、
　前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えていない場合には、前記
第１の算出手段により算出された前記補正量に基づいて前記画像情報を補正し、前記第２
の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合には、前記第１の算出手段に
より算出された前記補正量と前記第２の算出手段により算出された前記欠損量とに応じて
、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が
前記画像形成幅以下であるときは、当該画像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を移
動させる補正を前記画像情報に施し、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを
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補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは、前記画像形成幅
の方向の両側に前記画像欠損が発生するよう前記対象画像を移動させる補正、又は前記画
像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を変形させる補正を前記画像情報に施す補正手
段と
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記画像形成手段は、像保持体を露光して形成した潜像を現像し、現像した像を、副走
査方向に搬送される記録材に転写する画像形成手段であり、
　前記所定の画像形成幅は、前記画像形成手段が前記露光を行うことが可能な主走査方向
の幅、前記画像形成手段が前記現像を行うことが可能な主走査方向の幅、又は、前記画像
形成手段が前記転写を行うことが可能な主走査方向の幅のうちのいずれかである
　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】
　主走査方向及び副走査方向に展開される画像情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記所定の画像形成幅は、前記記憶手段における主走査方向の最大幅であり、
　前記補正手段は、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合
において、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画
像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは、前記第２の算出手段によって算出された欠
損量に対応する領域の画像を形成しないようにすることで前記画像情報を補正するか、ま
たは、前記欠損量に応じて前記画像を前記画像形成幅の方向に圧縮することで前記画像情
報を補正する
　ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項４】
　記録材に画像を形成し得る画像形成幅を記憶する記憶手段と、
　記録材上に形成されたパターン画像の位置に基づく前記記録材上の基準位置に対する画
像形成位置のサイドレジずれ量又はサイドスキューずれ量に応じて、前記画像形成手段に
より形成される対象画像の画像情報を、前記対象画像の位置が前記記録材上の前記基準位
置と一致するように補正する補正量を算出する第１の算出手段と、
　前記第１の算出手段により算出された前記補正量に応じて、前記対象画像のサイドレジ
ずれ又はサイドスキューずれを補正する場合に、前記記録材上の前記基準位置が前記所定
の画像形成幅の範囲外にあることにより前記所定の画像形成幅を超える領域で発生する画
像欠損の欠損量を算出する第２の算出手段と、
　前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えていない場合には、前記
第１の算出手段により算出された前記補正量に基づいて前記画像情報を補正し、前記第２
の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合には、前記第１の算出手段に
より算出された前記補正量と前記第２の算出手段により算出された前記欠損量とに応じて
、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が
前記画像形成幅以下であるときは、当該画像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を移
動させる補正を前記画像情報に施し、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを
補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは、前記画像形成幅
の方向の両側に前記画像欠損が発生するよう前記対象画像を移動させる補正、又は前記画
像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を変形させる補正を前記画像情報に施す補正手
段と
　を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　前記補正手段は、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合
において、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画
像の幅が前記画像形成幅以下であるときは、前記記録材に対する画像形成位置を、前記画
像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出手段により算出された前記サイドレジずれを補
正する補正量と前記第２の算出手段によって算出された欠損量との差分に相当する距離だ
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け移動させることで、前記画像情報を補正する
　ことを特徴とする請求項４記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記補正手段は、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合
において、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出
手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によっ
て算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する
場合には、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記差分よりも
大きく且つ当該補正量以下の距離だけ移動させることで、前記画像情報を補正する
　ことを特徴とする請求項４記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合
において、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画
像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは、前記第２の算出手段によって算出された欠
損量に対応する領域の画像が形成されないように前記画像情報を補正する
　ことを特徴とする請求項４記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記補正手段は、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合
において、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出
手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によっ
て算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する
場合には、
　前記差分に相当する距離だけ移動させても発生した画像欠損の欠損量に応じて、前記画
像を前記画像形成幅の方向に圧縮することで、前記画像情報を補正する
　ことを特徴とする請求項４記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記補正手段は、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合
において、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出
手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によっ
て算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する
場合には、
　前記画像の全領域のうち、当該発生した画像欠損に対応する領域を、当該画像欠損の欠
損量に応じて移動させることで、前記画像情報を補正する
　ことを特徴とする請求項４記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記補正手段による前記補正量及び前記欠損量に応じた補正を行うか否かを選択する選
択手段を備え、
　前記補正手段は、前記選択手段によって前記補正を行うと選択された場合において前記
第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えたときには、前記補正量及び前
記欠損量に応じた補正を行う
　ことを特徴とする請求項４記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記選択手段は、前記画像欠損が発生する領域に有色画素からなる画像が存在する場合
には前記補正量及び前記欠損量に応じた補正を行うことを選択する
　ことを特徴とする請求項１０記載の画像処理装置。
【請求項１２】
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　前記選択手段は、操作者の指示に応じて前記補正手段による前記補正量及び前記欠損量
に応じた補正を行うか否かを選択する
　ことを特徴とする請求項１０記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記補正手段は、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出
手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によっ
て算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させることで、前記画像情報を補正
する第１の補正方法と、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出
手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によっ
て算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する
場合には、前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記差
分よりも大きく且つ当該補正量以下の距離だけ移動させることで、前記画像情報を補正す
る第２の補正方法と、
　前記第２の算出手段によって算出された欠損量に対応する領域の画像が形成されないよ
うに前記画像情報を補正する第３の補正方法と、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出
手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によっ
て算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する
場合には、前記画像を、前記画像形成幅の方向に、前記差分に相当する距離だけ移動させ
ても発生した画像欠損の欠損量に応じて圧縮することで、前記画像情報を補正する第４の
補正方法と、
　前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出
手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によっ
て算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する
場合には、前記画像の全領域のうち、当該発生した画像欠損に対応する領域を、当該画像
欠損の欠損量に応じて移動させることで、前記画像情報を補正する第５の方法と
　のうち、少なくともいずれか２つの補正方法を実行することができ、
　さらに、この少なくとも２つの補正方法のうちのいずれかを選択して補正手段に実行さ
せる補正方法選択手段を備える
　ことを特徴とする請求項４記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　コンピュータを、
　記録材に画像を形成し得る画像形成幅を記憶する記憶手段と、
　記録材上に形成されたパターン画像の位置に基づく前記記録材上の基準位置に対する画
像形成位置のサイドレジずれ量又はサイドスキューずれ量に応じて、前記画像形成手段に
より形成される対象画像の画像情報を、前記対象画像の位置が前記記録材上の前記基準位
置と一致するように補正する補正量を算出する第１の算出手段と、
　前記第１の算出手段により算出された前記補正量に応じて、前記対象画像のサイドレジ
ずれ又はサイドスキューずれを補正する場合に、前記記録材上の前記基準位置が前記所定
の画像形成幅の範囲外にあることにより前記所定の画像形成幅を超える領域で発生する画
像欠損の欠損量を算出する第２の算出手段と、
　前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えていない場合には、前記
第１の算出手段により算出された前記補正量に基づいて前記画像情報を補正し、前記第２
の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合には、前記第１の算出手段に
より算出された前記補正量と前記第２の算出手段により算出された前記欠損量とに応じて
、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が
前記画像形成幅以下であるときは、当該画像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を移
動させる補正を前記画像情報に施し、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを
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補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは、前記画像形成幅
の方向の両側に前記画像欠損が発生するよう前記対象画像を移動させる補正、又は前記画
像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を変形させる補正を前記画像情報に施す補正手
段
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、画像処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式の画像形成装置は、感光体などの像保持体に像を形成し、これを用紙など
の記録材に転写するが、このとき記録シートに対する画像の位置がずれてしまう場合があ
る。特許文献１，２には、記録材の位置を調整することで、そのずれを補正する技術が提
案されている。また、特許文献３では、画素データのアドレスを変更することで、記録材
に対する画像のずれを補正する技術が提案されている。
【特許文献１】特許第３７６９９１３号公報
【特許文献２】特開２００２－６００９７号公報
【特許文献３】特開２０００－１１２２０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、記録材に対する画像の形成位置のずれを補正することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、記録材に対して画像を形成する画像
形成手段であって、所定の画像形成幅の範囲内で画像を形成可能な画像形成手段と、記録
材上に形成されたパターン画像の位置に基づいて、前記記録材上の基準位置に対する画像
形成位置のサイドレジずれ量又はサイドスキューずれ量を取得する取得手段と、取得した
前記ずれ量に応じて、前記画像形成手段により形成される対象画像の画像情報を、前記対
象画像の位置が前記記録材上の前記基準位置と一致するように補正する補正量を算出する
第１の算出手段と、前記第１の算出手段により算出された前記補正量に応じて、前記対象
画像のサイドレジずれ又はサイドスキューずれを補正する場合に、前記記録材上の前記基
準位置が前記所定の画像形成幅の範囲外にあることにより前記所定の画像形成幅を超える
領域で発生する画像欠損の欠損量を算出する第２の算出手段と、前記第２の算出手段によ
り算出された前記欠損量が閾値を越えていない場合には、前記第１の算出手段により算出
された前記補正量に基づいて前記画像情報を補正し、前記第２の算出手段により算出され
た前記欠損量が閾値を越えた場合には、前記第１の算出手段により算出された前記補正量
と前記第２の算出手段により算出された前記欠損量とに応じて、前記サイドレジずれ又は
前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅以下である
ときは、当該画像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を移動させる補正を前記画像情
報に施し、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画
像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは、前記画像形成幅の方向の両側に前記画像欠
損が発生するよう前記対象画像を移動させる補正、又は前記画像形成幅の範囲に収まるよ
う前記対象画像を変形させる補正を前記画像情報に施す補正手段とを備えることを特徴と
する画像形成装置を提供する。
【０００５】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の画像形成装置において、前記画像形成手段は、
像保持体を露光して形成した潜像を現像し、現像した像を、副走査方向に搬送される記録
材に転写する画像形成手段であり、前記所定の画像形成幅は、前記画像形成手段が前記露
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光を行うことが可能な主走査方向の幅、前記画像形成手段が前記現像を行うことが可能な
主走査方向の幅、又は、前記画像形成手段が前記転写を行うことが可能な主走査方向の幅
のうちのいずれかであることを特徴とする。
【０００６】
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の画像形成装置において、主走査方向及び副走査
方向に展開される画像情報を記憶する記憶手段を備え、前記所定の画像形成幅は、前記記
憶手段における主走査方向の最大幅であり、前記補正手段は、前記第２の算出手段により
算出された前記欠損量が閾値を越えた場合において、前記サイドレジずれ又は前記サイド
スキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは、
前記第２の算出手段によって算出された欠損量に対応する領域の画像を形成しないように
することで前記画像情報を補正するか、または、前記欠損量に応じて前記画像を前記画像
形成幅の方向に圧縮することで前記画像情報を補正することを特徴とする。
【０００７】
　請求項４記載の発明は、記録材に画像を形成し得る画像形成幅を記憶する記憶手段と、
記録材上に形成されたパターン画像の位置に基づく前記記録材上の基準位置に対する画像
形成位置のサイドレジずれ量又はサイドスキューずれ量に応じて、前記画像形成手段によ
り形成される対象画像の画像情報を、前記対象画像の位置が前記記録材上の前記基準位置
と一致するように補正する補正量を算出する第１の算出手段と、前記第１の算出手段によ
り算出された前記補正量に応じて、前記対象画像のサイドレジずれ又はサイドスキューず
れを補正する場合に、前記記録材上の前記基準位置が前記所定の画像形成幅の範囲外にあ
ることにより前記所定の画像形成幅を超える領域で発生する画像欠損の欠損量を算出する
第２の算出手段と、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えていな
い場合には、前記第１の算出手段により算出された前記補正量に基づいて前記画像情報を
補正し、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合には、前記
第１の算出手段により算出された前記補正量と前記第２の算出手段により算出された前記
欠損量とに応じて、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前
記対象画像の幅が前記画像形成幅以下であるときは、当該画像形成幅の範囲に収まるよう
前記対象画像を移動させる補正を前記画像情報に施し、前記サイドレジずれ又は前記サイ
ドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅よりも大きいときは
、前記画像形成幅の方向の両側に前記画像欠損が発生するよう前記対象画像を移動させる
補正、又は前記画像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を変形させる補正を前記画像
情報に施す補正手段とを備えることを特徴とする画像処理装置を提供する。
【０００８】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記補正手段は、前記
第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合において、前記サイドレ
ジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅
以下であるときは、前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って
、前記第１の算出手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２
の算出手段によって算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させることで、前
記画像情報を補正することを特徴とする。
【０００９】
　請求項６記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記補正手段は、前記
第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合において、前記記録材に
対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出手段により算出
された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によって算出された欠
損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する場合には、前記
記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記差分よりも大きく
且つ当該補正量以下の距離だけ移動させることで、前記画像情報を補正することを特徴と
する。
【００１０】
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　請求項７記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記補正手段は、前記
第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合において、前記サイドレ
ジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅
よりも大きいときは、前記第２の算出手段によって算出された欠損量に対応する領域の画
像が形成されないように前記画像情報を補正することを特徴とする。
【００１１】
　請求項８記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記補正手段は、前記
第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合において、前記記録材に
対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出手段により算出
された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によって算出された欠
損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する場合には、前記
差分に相当する距離だけ移動させても発生した画像欠損の欠損量に応じて、前記画像を前
記画像形成幅の方向に圧縮することで、前記画像情報を補正することを特徴とする。
【００１２】
　請求項９記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記補正手段は、前記
第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えた場合において、前記記録材に
対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出手段により算出
された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によって算出された欠
損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する場合には、前記
画像の全領域のうち、当該発生した画像欠損に対応する領域を、当該画像欠損の欠損量に
応じて移動させることで、前記画像情報を補正することを特徴とする。
【００１３】
　請求項１０記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記補正手段による
前記補正量及び前記欠損量に応じた補正を行うか否かを選択する選択手段を備え、前記補
正手段は、前記選択手段によって前記補正を行うと選択された場合において前記第２の算
出手段により算出された前記欠損量が閾値を越えたときには、前記補正量及び前記欠損量
に応じた補正を行うことを特徴とする。
【００１４】
　請求項１１記載の発明は、請求項１０記載の画像処理装置において、前記選択手段は、
前記画像欠損が発生する領域に有色画素からなる画像が存在する場合は前記補正量及び前
記欠損量に応じた補正を行うことを選択することを特徴とする。
【００１６】
　請求項１２記載の発明は、請求項１０記載の画像処理装置において、前記選択手段は、
操作者の指示に応じて前記補正手段による前記補正量及び前記欠損量に応じた補正を行う
か否かを選択することを特徴とする。
【００１７】
　請求項１３記載の発明は、請求項４記載の画像処理装置において、前記補正手段は、前
記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出手段
により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によって算
出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させることで、前記画像情報を補正する
第１の補正方法と、前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って
、前記第１の算出手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２
の算出手段によって算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画
像欠損が発生する場合には、前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向
に沿って、前記差分よりも大きく且つ当該補正量以下の距離だけ移動させることで、前記
画像情報を補正する第２の補正方法と、前記第２の算出手段によって算出された欠損量に
対応する領域の画像が形成されないように前記画像情報を補正する第３の補正方法と、前
記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１の算出手段
により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段によって算
出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発生する場合



(8) JP 5141014 B2 2013.2.13

10

20

30

40

50

には、前記画像を、前記画像形成幅の方向に、前記差分に相当する距離だけ移動させても
発生した画像欠損の欠損量に応じて圧縮することで、前記画像情報を補正する第４の補正
方法と、前記記録材に対する画像形成位置を、前記画像形成幅の方向に沿って、前記第１
の算出手段により算出された前記サイドレジずれを補正する補正量と前記第２の算出手段
によって算出された欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても画像欠損が発
生する場合には、前記画像の全領域のうち、当該発生した画像欠損に対応する領域を、当
該画像欠損の欠損量に応じて移動させることで、前記画像情報を補正する第５の方法との
うち、少なくともいずれか２つの補正方法を実行することができ、さらに、この少なくと
も２つの補正方法のうちのいずれかを選択して補正手段に実行させる補正方法選択手段を
備えることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１４記載の発明は、コンピュータを、記録材に画像を形成し得る画像形成幅を記
憶する記憶手段と、記録材上に形成されたパターン画像の位置に基づく前記記録材上の基
準位置に対する画像形成位置のサイドレジずれ量又はサイドスキューずれ量に応じて、前
記画像形成手段により形成される対象画像の画像情報を、前記対象画像の位置が前記記録
材上の前記基準位置と一致するように補正する補正量を算出する第１の算出手段と、前記
第１の算出手段により算出された前記補正量に応じて、前記対象画像のサイドレジずれ又
はサイドスキューずれを補正する場合に、前記記録材上の前記基準位置が前記所定の画像
形成幅の範囲外にあることにより前記所定の画像形成幅を超える領域で発生する画像欠損
の欠損量を算出する第２の算出手段と、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量
が閾値を越えていない場合には、前記第１の算出手段により算出された前記補正量に基づ
いて前記画像情報を補正し、前記第２の算出手段により算出された前記欠損量が閾値を越
えた場合には、前記第１の算出手段により算出された前記補正量と前記第２の算出手段に
より算出された前記欠損量とに応じて、前記サイドレジずれ又は前記サイドスキューずれ
を補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅以下であるときは、当該画像形成幅
の範囲に収まるよう前記対象画像を移動させる補正を前記画像情報に施し、前記サイドレ
ジずれ又は前記サイドスキューずれを補正した場合の前記対象画像の幅が前記画像形成幅
よりも大きいときは、前記画像形成幅の方向の両側に前記画像欠損が発生するよう前記対
象画像を移動させる補正、又は前記画像形成幅の範囲に収まるよう前記対象画像を変形さ
せる補正を前記画像情報に施す補正手段として機能させるためのプログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、記録材に対する画
像形成位置のずれを補正するとともに、画像欠損による影響を抑えることができる。
　請求項２記載の発明によれば、露光を行うことが可能な主走査方向の幅、現像を行うこ
とが可能な主走査方向の幅、又は、転写を行うことが可能な主走査方向の幅を超えた場合
に発生する画像欠損による影響を抑えることができる。
　請求項３記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、主走査方向及び副
走査方向に展開される画像情報を記憶する記憶手段における、その主走査方向の最大幅を
超えた場合に発生する画像欠損による影響を抑えることができる。
　請求項４記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、記録材に対する画
像形成位置のずれを補正するとともに、画像欠損による影響を抑えることができる。
　請求項５記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、画像欠損の欠損量
を小さくすることができる。
　請求項６記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、画像形成位置を画
像形成幅の方向に沿って補正量と欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても
画像欠損が発生するような場合に、その画像欠損の影響を抑えることができる。
　請求項７記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、画像欠損による影
響を抑えることができる。
　請求項８記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、画像形成位置を画
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像形成幅の方向に沿って補正量と欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても
画像欠損が発生するような場合に、その画像欠損の影響を抑えることができる。
　請求項９記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、画像形成位置を画
像形成幅の方向に沿って補正量と欠損量との差分に相当する距離だけ移動させたとしても
画像欠損が発生するような場合に、その画像欠損の影響を抑えることができる。
　請求項１０記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、補正を行うべき
場合においてその補正を行うことができる。
　請求項１１記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、単色画素のみか
らなる場合と比べて画像欠損が発生した場合に画像に与える影響が大きい有色画素からな
る画像が存在する場合に発生する画像欠損による影響を抑えることができる。
　請求項１２記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、操作者の指示に
応じて補正を行うことができる。
　請求項１３記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、複数の補正方法
の中から選択した方法によって補正を行うことができる。
　請求項１４記載の発明によれば、本発明を採用しない場合と比較して、記録材に対する
画像形成位置のずれを補正するとともに、画像欠損による影響を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
（構成）
　まず、実施形態の構成について説明する。
　図１は、本実施形態に係る画像形成装置１０の構成を示す図である。この画像形成装置
１０は、例えばカラープリンタやカラー複写機などの電子写真方式の画像形成装置である
。画像形成装置１０は、主に画像処理を司る画像処理装置１００のほか、システム制御部
１０８と、画像形成部１０９と、表示部１１０と、操作部１１１とを備えている。画像処
理装置１００は、画像データ入力部１０１と、階調補正部１０２と、スクリーン処理部１
０３と、補正部１０４と、ずれ量検出部１０５と、欠損量算出部１０６と、記憶部１０７
とを備えている。これらの構成１０１～１０７は、ＡＳＩＣ（Application Specific Int
egrated Circuit）やＣＰＵ（Central Processing Unit）などの制御回路と各種メモリに
よって構成されている。
【００２１】
　画像データ入力部１０１は、図示せぬ通信回路を備えており、パーソナルコンピュータ
などのホスト装置２００からネットワークや通信線経由で送信されてくる画像データ（画
像情報）を受け取り、画像処理装置１００に入力する。この画像データはページ記述言語
（ＰＤＬ：Page Description Language）で記述されている。画像データ入力部１０１は
、この画像データに基づいてラスタライズを行って、例えば６００ｄｐｉのビットマップ
形式の画像データ（以下、ビットマップデータという）を生成する。なお、「ｄｐｉ」と
は、１インチあたりの画素数を意味する“dot／inch”の略である（以下の説明において
同じ）。階調補正部１０２は、上記ビットマップデータに対して階調補正などを行う。ス
クリーン処理部１０３は、階調補正部１０２によって階調補正がなされたビットマップデ
ータに対してスクリーン処理を行う。スクリーン処理を経たビットマップデータは、補正
部１０４によって画像形成位置を補正する処理が施されてから、画像形成部１０９に供給
される。
【００２２】
　画像形成部１０９は、画像処理装置１００から供給される画像データに応じて記録シー
トに画像を形成する。表示部１１０は、各種の情報や操作画面を表示する。操作部１１１
は、ユーザによる各種の操作を受け付け、その操作に応じた信号をシステム制御部１０８
に供給する。システム制御部１０８は、表示部１１０に対する表示制御や、操作部１１１
からの信号に応じた処理を行うほか、画像形成装置１０の全体的な動作を制御する。
【００２３】
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　ここで、図２は、画像形成部１０９の構造を示した図である。
　この画像形成部１０９は、Ｃ（シアン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）、Ｋ（ブラ
ック）に対応した画像形成エンジン１０Ｃ，１０Ｍ，１０Ｙ，１０Ｋを備えている。これ
らの画像形成エンジン１０Ｃ，１０Ｍ，１０Ｙ，１０Ｋはいずれも、像を保持する像保持
体である感光体ドラムと、感光体ドラムを決められた帯電電位に一様に帯電させる帯電装
置と、各トナーの画像データに応じた光を感光体ドラムに照射して静電潜像を形成する露
光装置と、静電潜像に各トナーを供給することで現像を行って感光体ドラムの表面にトナ
ー像を形成する現像装置とを備えている。画像形成エンジン１０Ｃ，１０Ｍ，１０Ｙ，１
０Ｋによって形成されたトナー像は、複数のロールに掛け渡されて周回移動する中間転写
ベルト１５に転写（一次転写）される。さらに、このトナー像は、収容トレイ５０，５１
，５２の何れかから搬送されてくる記録材に転写（二次転写）される。画像形成ユニット
１０Ｃ，１０Ｍ，１０Ｙ，１０Ｋの位置から見て、記録材の搬送方向下流側には、定着装
置４６が設けられている。定着装置４６は、トナー像が転写された記録材を加熱及び加圧
することにより、記録材表面にトナー像を定着させる。このような定着処理を経た記録材
は、排紙トレイ５７に排出される。
【００２４】
　図１に示したずれ量検出部１０５は、感光体ドラム、中間転写ベルト１５又は記録材上
に形成されたトナー像を読み取って、記録シートに対する画像形成位置のずれ量を検出す
る。例えば中間転写ベルト１５上に形成されたトナー像を読み取る場合、ずれ量検出部１
０５は、画像形成部１０９の中間転写ベルトの外周面近傍に設けられた光学センサを備え
ている。画像形成部１０９は、中間転写ベルトの外周面に対し、主走査方向或いは副走査
方向の異なる位置に２ヶ所以上のパターン画像を形成し、光学センサがこれを読み取る。
ずれ量検出部１０５は、光学センサにより読み取られたパターン画像の位置に基づいて、
記録シートに対する画像形成位置のずれ量を検出する。
【００２５】
　画像形成位置のずれには幾つかの種類があるが、本実施形態では、例えば図３に示すよ
うな３種類の画像形成位置のずれを補正の対象としている。なお、以下の説明において、
主走査方向とは、画像形成部１０９における露光装置が像保持体の表面に照射する光の移
動方向であり、副走査方向は、画像形成部１０９における感光体の回転方向（つまり感光
体表面の移動方向）である。これら主走査方向と副走査方向は互いに直交する関係にある
。
【００２６】
　まず１つ目の画像形成位置のずれは、図３（ａ）に例示しているように、点線で示した
画像の理想的な形成位置Ｐから、記録シートＳに実際に形成された画像Ｄの位置が主走査
方向ｍにずれたものである。これを「サイドレジずれ」と定義する。
【００２７】
　２つ目のずれは、図３（ｂ）に例示しているように、主走査方向ｍに進むに従って、画
像Ｄの上端又は下端が、点線で示した理想的な画像の上端又は下端の形成位置Ｐから、副
走査方向ｓに向かって徐々に離れていくようなずれである。主走査方向ｍ及び副走査方向
ｓに平行な辺を有する矩形画像の４隅は本来は直角であるべきだが、図３（ｂ）のような
ずれが発生した場合、実際に形成された画像Ｄの４隅が直角ではなくなることから、これ
を「直角度ずれ」と定義する。なお、直角度ずれには、図３（ｂ）の例示内容とは逆に、
主走査方向ｍに進むに従って、画像の上端又は下端が理想的な画像の上端又は下端の形成
位置Ｐから副走査方向ｓとは逆方向に向かって徐々に離れていくような場合もある。
【００２８】
　３つ目のずれは、図３（ｃ）に例示しているように、本来は主走査方向に平行であるべ
き画像の辺が主走査方向とは平行でなく、かつ、本来は副走査方向に平行であるべき画像
の辺が副走査方向とは平行でないような画像のずれである。これを「サイドスキューずれ
」と定義する。
【００２９】
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　以上が本実施形態で想定している画像のずれであり、図１に示した補正部１０４はこの
ようなずれを補正する。そのため、補正部１０４は、ずれ量検出部１０５が検知したずれ
量から補正近似関数を求め、画像形成位置のずれを補正するための補正量を算出する。
【００３０】
　例えばサイドレズずれの場合、上記補正量は、ビットマップデータに含まれる各画素の
アドレスを主走査方向に沿って移動させる場合の移動量である。例えば図４（ａ）に示す
ように、実際の画像Ｄの形成位置が理想的な画像形成位置Ｐから主走査方向に距離ｄだけ
ずれている場合、補正部１０４は、各画素のアドレスを主走査方向ｍとは逆方向に距離「
ｄ」だけ移動させれば、図４（ｂ）に示すように、画像Ｄの形成位置と、理想的な画像形
成位置Ｐとが一致する。この場合のビットマップデータの補正量は、距離「ｄ」に相当す
る画素数となる。例えば、画像の解像度が２４００ｄｐｉの場合、１画素の大きさは１０
．５８（μｍ）である。よって、距離「ｄ」が例えば０．１（mm）である場合、１インチ
を２５．４（mm）とすると、補正量は、０．１÷（２５．４÷２４００）＝９．４≒９（
画素）となる。つまり、補正部１０４は、各画素のアドレスを主走査方向ｍとは逆方向に
９画素分だけ変更すればよい。これにより、図５のタイミングチャートに示すように、補
正後における露光の開始タイミングは、補正前における露光の開始タイミングよりも、９
画素に相当する期間ｔｄだけ早くなる。なお、図中の露光幅とは、露光装置による主走査
方向の露光幅を時間軸上で表現したものである（以下の図面において同じ）。
【００３１】
　直角度ずれの場合には、次のような補正となる。
　図６（ａ）は、記録シートに実際に形成した画像Ｄにおいて、右下がりの直角度ずれが
あった場合を図示している。“右下がりの直角度ずれ”とは、主走査方向ｍに進むに従っ
て、画像Ｄの上端又は下端が、理想的な画像の上端又は下端の形成位置Ｐから副走査方向
ｓに向かって徐々に離れていくようなずれのことである。この場合、補正部１０４は、ビ
ットマップデータが表す画像がずれ量に応じた距離だけ右上がりの画像となるように、そ
のビットマップデータの各画素のアドレスを補正すればよい。具体的には、補正部１０４
は、ビットマップデータを、主走査方向ｍに沿った或る幅で区切って複数の領域に分割し
、各領域の位置を主走査方向ｍに進むに従って１画素分ずつ、副走査方向ｓとは逆方向に
移動させたビットマップデータを生成する。これにより、図７に示す補正前のビットマッ
プデータｂ１は、補正によって、ビットマップデータｂ２となる。このようなビットマッ
プデータｂ２に基づいて記録シートに画像が形成されると、図６（ｂ）に示すように、画
像Ｄの形成位置と理想的な画像形成位置Ｐとが一致する。
【００３２】
　サイドスキューずれの場合には、次のような補正となる。
　サイドスキューずれが発生した画像は、図８（ａ）に示すように、画像全体が傾いてい
るので、画像Ｄの形成位置と理想的な画像形成位置Ｐとが一致しない。従って、補正部１
０４は、図９に示すようなビットマップデータｂ３の各画素のアドレスを、画像Ｄの傾き
を打ち消すような画像となるように補正して、ビットマップデータｂ４を生成する。つま
り、ビットマップデータによって表される画像を、図８（ａ）に示すような傾きの方向と
は逆方向に傾かせるようにすればよい。このようなビットマップデータｂ４に基づいて記
録シートに画像が形成されると、図８（ｂ）に示すように、画像Ｄの形成位置と理想的な
画像形成位置Ｐとが一致する。
【００３３】
　ところで、補正部１０４によって算出された補正量でビットマップデータを補正した場
合に、露光装置の露光幅を超える領域で画像欠損が発生する場合がある。図１に示した欠
損量算出部１０６はこの欠損量を算出する。
　図１０は、サイドレズずれを補正したときに画像欠損が発生する原理を説明する図であ
る。露光装置による主走査方向の露光幅は、画像の主走査方向の幅の最大値を想定して設
計されている。例えば画像の主走査方向の幅の最大値が３２０（mm）とした場合、露光幅
はその最大値を少しだけ超える３２３（mm）に設計するといった具合である。サイドレジ
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ずれを補正するときの補正量は、画像の主走査方向の長さと、この露光幅に依存する。例
えば露光幅が３２３（mm）で、画像の主走査方向の長さが３２０（mm）の場合、画像を露
光幅の中心から１．５（mm）を超えて主走査方向に移動させると、画像の一部領域が露光
幅を超えてしまって、その領域については潜像を形成することができなくなる。この領域
が、記録シートに画像を形成できない欠損領域Ｄnとなる。この場合、記録シートの主走
査方向の中心Ｓcと、画像の主走査方向の中心Ｄcは一致している。
【００３４】
　また、図１１は、サイドスキューずれ及びサイドレジずれを同時に補正する場合に画像
欠損が発生する原理を説明する図である。図示のように、ビットマップデータｂ５のうち
図中右下隅に相当する領域が露光幅を超えてしまい、潜像を形成することができなくなる
。この領域が記録シートに画像を形成できない欠損領域Ｄnとなる。図１２はこのとき記
録シートＳに形成される画像Ｄを表したものである。このように、欠損領域Ｄnに相当す
る画像が完全に欠損している。
【００３５】
　記憶部１０７は、欠損量算出部１０６が上述したような欠損量を画像の大きさに応じて
迅速に算出し得るように、図１３に示すような欠損量テーブルＴａ及び露光幅を記憶して
いる。
　欠損量テーブルＴａには、予め想定される様々な画像の主走査方向及び副走査方向の大
きさが記述されている。欠損量テーブルの「画像サイズ」の「主」が、画像の主走査方向
大きさであり、「画像サイズ」の「副」が、画像の副走査方向の大きさを表している。各
々の画像のサイドスキューを補正した場合、図１４に示すように、露光によって形成され
る潜像Ｄの主走査方向の幅は、元々の画像の主走査方向のサイズｍｗよりもΔｄ×２だけ
増加することになる。欠損量テーブルＴａの「サイドスキュー補正による幅増加分」は、
この潜像の主走査方向の幅の増加分（＝Δｄ×２）である。この「サイドスキュー補正に
よる幅増加分」は、前述した補正部１０４によって算出された補正量に応じて計算により
求められて、この欠損量テーブルＴａに記述される。
【００３６】
　また、各々の画像のサイドレジずれを補正した場合には、前掲の図５に示すように、露
光によって形成される潜像の主走査方向の位置が移動することになる。欠損量テーブルＴ
ａの「サイドレジ補正量」は、この潜像の主走査方向の移動量である。つまり、この「サ
イドレジ補正量」は、補正部１０４によって算出された補正量に相当する距離である。
【００３７】
　ところで、画像形成装置１０においては、定着装置に対する記録シートの主走査方向の
位置を移動させるような処理が必要となることがある。これは、記録シートが定着装置の
定着ロールの同じ箇所を多数回通過することによって、定着ロールの特定位置が磨耗する
ことを防止するべく、記録シートを搬送方向と直交する方向に適宜移動させるというもの
である。これを「ヒューザーオシレーション」と定義する。欠損量テーブルＴａの「ヒュ
ーザーオシレーション」は、この記録シートの主走査方向の移動量の最大値である。
【００３８】
　また、画像形成装置１０においては、Ｃ（シアン）、Ｍ（マゼンタ）、Ｙ（イエロー）
、Ｋ（ブラック）の各色のトナー像の位置が相対的にずれることがある。そこで、これら
４色のうちの少なくともいずれか１つの色のトナー像の主走査方向及び副走査方向の位置
を移動させることがある。欠損量テーブルＴａの「カラーレジ補正分」は、これら４色の
うちの少なくともいずれか１色のトナー像の主走査方向の位置の移動量の最大値である。
【００３９】
　露光によって形成される潜像の主走査方向の幅は、上述した主走査方向の「画像サイズ
」と、「サイドスキュー補正による幅増加分」との和として求められる。また、潜像の主
走査方向の位置の変動量、つまり主走査方向に変動し得る量は、「サイドレジ補正量」、
「ヒューザオシレーション」及び「カラーレジ補正分」の総和として求められる。例えば
、主走査方向の「画像サイズ」が２９７（mm）、「サイドスキュー補正による幅増加分」
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が３．１５（mm）、「サイドレジ補正量」が±４（mm）、「ヒューザオシレーション」が
±２（mm）、「カラーレジ補正分」が±２（mm）の場合、露光によって形成される潜像の
主走査方向の幅は、２９７＋３．１５＝３００．１５（mm）となり、潜像の主走査方向の
位置の変動量は、４＋２＋２＝±８（mm）となる。ここでは露光幅が３２３（mm）である
から、画像の主走査方向の一方の側における露光幅の余裕分は、露光幅から、潜像の主走
査方向の幅及び潜像の主走査方向の位置の変動量の最大値を差し引いて２で割った値、つ
まり、｛３２３－（３００．１５＋８×２）｝÷２＝３．４２５≒３．４３（mm）となる
。この値が「正」であることは、画像の主走査方向の一方の側において露光幅に余裕があ
ることを意味しているから、画像欠損は発生しない。
【００４０】
　これに対し、例えば主走査方向の「画像サイズ」が３０４（mm）の場合には、「サイド
スキュー補正による幅増加分」が３．２９（mm）となり、露光によって形成される潜像の
主走査方向の幅は、３０４＋３．２９＝３０７．２９（mm）となる。よって、この場合、
画像の一方の側における露光幅の余裕分は、｛３２３－（３０７．２９＋８×２）÷２＝
－０．１４５≒－０．１４（mm）となる。この値は負であるから、画像欠損が発生するこ
とを意味している。この「０．１４（mm）」が画像の欠損量を意味しており、これを画素
数で表すと、０．１４÷（２５．４÷２４００）＝１３．２≒１３、つまり１３画素とな
る。つまり、主走査方向に１３画素分の画像領域が欠損するということになる。
【００４１】
　このように画像欠損が発生した場合、補正部１０４は、算出した補正量から欠損量を差
し引いた値を実際の補正量とし、その補正量に相当する分だけ、ビットマップデータに含
まれる各画素のアドレスを補正する。このようにすれば、画像の欠損は発生しない。この
ようにして各画素のアドレスが補正されたビットマップデータは、画像形成部１０９に出
力される。画像形成部１０９は、このビットマップデータに基づき、上述したプロセスを
経て画像を記録材に形成する。
【００４２】
　補正部１０４が画像欠損を考慮して補正を行う方法には幾つかのものがあるので、以下
、これらを説明する。
（第１の補正方法）
　図１５に示すようにサイドレジずれが発生している場合、画像の位置を主走査方向ｍに
向かって、補正量から欠損量を差し引いた値に相当する分だけ、画像を移動させると、画
像欠損は発生しない。よって、補正部１０４は、補正量から欠損量を差し引いた値に相当
する距離だけ画像形成位置が移動するように、ビットマップデータの各画素のアドレスを
補正する。この場合、図１５のタイミングチャートに示すように、画像欠損を考慮しない
補正を経た露光の開始タイミングは、補正前における露光の開始タイミングよりも、期間
ｔｄだけ早くなっていたのに対し、画像欠損を考慮した補正を経た露光の開始タイミング
は、補正前における露光の開始タイミングよりも、期間ｔｅだけ早くなる。なお、ｔｄは
上記補正量に相当する期間で、ｔｆは上記欠損量に相当する期間であり、ｔｄ＋ｔｅ＝ｔ
ｆという関係にある。これにより、画像欠損を考慮しない場合の画像Ｄ１の形成位置は、
補正後において、画像欠損を考慮した場合の画像Ｄ２の形成位置となる。なお、この場合
、記録シートの主走査方向の中心Ｓｃと、画像の主走査方向の中心Ｄｃとは一致しない。
【００４３】
　また、図１６上段に示すように、サイドレジずれとサイドスキューが発生している場合
も、画像の位置を主走査方向に向かって、補正量から欠損量を差し引いた値に相当する分
だけ移動させる。つまり、補正部１０４は、補正量から欠損量を差し引いた値に相当する
距離だけ画像形成位置が移動するように、ビットマップデータの各画素のアドレスを補正
する。これにより、画像欠損を考慮しない場合の画像Ｄ１の形成位置は、補正後において
、画像欠損を考慮した場合の画像Ｄ２の形成位置となる。なお、この場合も、図１６下段
に示すように、記録シートの主走査方向の中心Ｓｃと、画像の主走査方向の中心Ｄｃとは
一致しない。
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【００４４】
（第２の補正方法）
　サイドレジずれとサイドスキューずれとを併せて補正する場合、図１７（ａ）に示すよ
うに欠損量が非常に大きいときには、補正量から欠損量を差し引いた値を実際の補正量と
しても、図１７（ｂ）に示すように画像欠損を解消できない場合もある。例えば画像サイ
ズが横３２０（mm）×縦４８０（mm）で、且つ、主走査方向の画像の幅（図１４の「ｍｗ
」＋「Δｄ」×２）が３２３．６（ｍｍ）の場合には、露光幅３２３（mm）を超えてしま
うので、主走査方向に０．６（mm）分の画像が欠損してしまう。このような場合は、画像
の主走査方向の一方の側のみに画像欠損Ｄnを残すのではなく、図１７（ｃ）に示すよう
に、主走査方向の両側に画像欠損Ｄｎ1、Ｄn2が発生するような補正を行う。つまり、補
正部１０４は、補正量から欠損量を差し引いた値よりも大きく、且つ、その補正量以下の
距離だけ画像形成位置が移動するように、ビットマップデータの各画素のアドレスを補正
する。なお、図１７（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）はそれぞれ図１７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の
ようなビットマップデータに基づいて記録シートに形成された画像を表している。
【００４５】
（第３の補正方法）
　サイドレジずれとサイドスキューずれとがある場合、図１１に示したように、画像の右
下隅に三角形状の画像欠損が発生する。例えば記録シートの右端付近において副走査方向
に延びる線分画像が形成されている場合に、このような形状の欠損領域が発生すると、そ
の線分画像は記録シートの上端から下端に向かう途中までは形成されるが、画像の欠損領
域に差しかかると消滅してしまう。このような画像の欠損は非常に目立つ。そこで、図１
８上段に示すように、画像の欠損領域Ｄnを含み、且つ、画像の副走査方向の辺と平行な
領域Ｄm（図中網掛け領域）内の画像について、ビットマップデータをマスクし、その領
域内の画像が形成されないようにする。これにより、図１８下段に示すような画像が記録
シートに形成される。なお、この図においては、領域Ｄmを明示的に表しているが、実際
の記録シートにはこの領域Ｄmに画像は形成されていない。
【００４６】
（第４の補正方法）
　図１９（ａ），（ｂ）に示すように、サイドレジずれとサイドスキューずれとを併せて
補正する場合、欠損量が大きいと、補正量から欠損量を差し引いた値を実際の補正量とし
ても、画像の欠損領域を解消できない場合がある。この場合、補正部１０４は、図１９（
ｃ）に示すように、ビットマップデータが表す画像を、その解消できない画像欠損の欠損
量に応じて主走査方向に沿って圧縮された画像となるように、ビットマップデータに含ま
れる各画素のアドレスを補正する。図１９（ｃ）においては、画像の右下隅にある画素は
、主走査方向とは逆方向に距離「ｋ」だけ圧縮されていることになる。なお、図１９（ｄ
）、（ｅ）、（ｆ）はそれぞれ図１９（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のようなビットマップデー
タに基づいて記録シートに形成された画像を表している。
【００４７】
（第５の補正方法）
　図１９と同様に、図２０（ａ），（ｂ）においても、欠損量が大きいので、補正量から
欠損量を差し引いた値を実際の補正量としても、画像の欠損領域を解消できない場合があ
る。この場合、画像の全領域のうち、解消できない画像欠損に対応する領域を、その画像
欠損の欠損量に応じて移動させる。より具体的には、補正部１０４は、画像欠損が発生し
ていない画像領域Ａ１については、補正量から欠損量を差し引いた値を実際の補正量とし
てサイドレジずれとサイドスキューずれとを併せて補正する。一方、発生した画像欠損Ｄ
nに対応する画像領域Ａ２については、画像欠損が消滅するように、ビットマップデータ
の各画素のアドレスを補正する。この補正においては、領域Ａ３のように画像の主走査方
向に沿った圧縮処理も含まれる。なお、画像欠損Ｄnに対応する画像領域Ａ２については
、画像欠損が消滅するような補正に限らず、その画像欠損量が小さくなるような補正であ
ればよい。
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【００４８】
　以上がそれぞれの補正方法の詳細である。
　ところで、画像形成装置１０においては、上記のように画像欠損を解消または小さくし
たいという場合のほか、記録シートの主走査方向の中心と画像の主走査方向の中心とを一
致させたいという場合がある。前者を「画質優先モード」と呼び、後者を「アライメント
優先モード」と呼ぶ。画質優先モードは、例えば欠損の可能性のある領域に有色画素から
なる画像が配置されているような場合に用いられ、アライメント優先モードは、欠損の可
能性のある領域に有色画素からなる画像が配置されていないような場合に用いられる。こ
の判断は、ユーザが操作部１１１を操作していずれかを選択することでよってなされても
よいし、補正部１０４がこの判断を行ってもよい。補正部１０４が欠損の可能性のある領
域に有色画素からなる画像が存在するか否かを判断する場合、画像形成装置１０やホスト
装置２００においてリッピング処理後に画素単位でその画素値を調べることで、有色画素
からなる画像が存在するか否かを判断すればよい。
【００４９】
（動作）
　次に、図２１に示すフローチャートを参照しながら動作説明を行う。
　まず、画像データ入力部１０１にホスト装置２００から画像データが入力されると（ス
テップＳ１；Ｙｅｓ）、画像データ入力部１０１はこれをビットマップ形式のビットマッ
プデータ（ビットマップデータ）に変換して階調補正部１０２に供給する。階調補正部１
０２は、このビットマップデータに対して階調補正などを行って、スクリーン処理部１０
３に供給する（ステップＳ２）。スクリーン処理部１０３は、階調補正がなされたビット
マップデータに対してスクリーン処理を行って補正部１０４に供給する（ステップＳ３）
。補正部１０４は、ビットマップデータを記憶部１０７に展開し、ずれ量検出部によって
検出されたずれ量に応じて補正量を算出する（ステップＳ４）。
【００５０】
　次に、補正部１０４は、画質優先モードと、アライメント優先モードとの何れかを選択
する（ステップＳ５）。この選択は、上述したように、ユーザによる指定に従って選択す
るものであってもよいし、補正部１０４が画素単位でその画素値を調べることで、有色画
素からなる画像が存在するか否かに基づいて選択するものであってもよい。ここで、アラ
イメント優先モードが選択された場合（ステップＳ５；アライメント優先モード）、補正
部１０４は、ステップＳ４にて取得した補正量に基づいてビットマップデータを補正する
（ステップＳ６）。この補正は、画像欠損を考慮しない補正である。
【００５１】
　一方、画質優先モードが選択された場合（ステップＳ５；画質優先モード）、補正部１
０４は欠損量算出部１０６に指示して、欠損量テーブルＴａから画像の欠損量を算出させ
る（ステップＳ７）。画像欠損が発生しない場合には、欠損量算出部１０６が算出した欠
損量は「０」である。そして、補正部１０４は、求められた欠損量が閾値を超えるか否か
を判断する（ステップＳ８）。ここで、閾値を例えば「０」とすると、画像の欠損が少し
でも発生した場合には、ステップＳ８の判断結果は「ＹＥＳ」となる。また、閾値を例え
ば「１（mm）」とすると、画像の欠損量が１（mm）を超えて発生した場合にステップＳ８
の判断結果は「ＹＥＳ」となる。一方、欠損量が閾値を超えていない場合には（ステップ
Ｓ８；ＮＯ）、補正部１０４は、ステップＳ４にて取得した補正量に基づいてビットマッ
プデータを補正する（ステップＳ６）。つまり、画像欠損を考慮しない補正が行われる。
【００５２】
　欠損量が閾値を超えている場合には（ステップＳ８；ＹＥＳ）、補正部１０４は、上述
した第１の補正方法～第５の補正方法のいずれかを選択する（ステップＳ９）。このとき
の選択基準は、例えばずれの種類に応じて選択するというものが考えられる。例えば、サ
イドレジずれの場合には第１の補正方法を選択し、サイドレジずれとサイドスキューずれ
とを併せて補正する場合には、第２の補正方法、第３の補正方法、第４の補正方法または
第５の補正方法の何れかを選択するといった具合である。また、補正量から欠損量を差し
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引いた値を実際の補正量としても画像欠損を解消できない場合には、第２の補正方法、第
４の補正方法または第５の補正方法の何れかを選択するし、補正量から欠損量を差し引い
た値を実際の補正量とすれば画像欠損を解消できる場合には、第１の補正方法または第３
の補正方法の何れかを選択する、というものでもよい。また、記録シートにおいて画像欠
損が発生する可能性のある領域に、副走査方向に延びる線分画像が形成されている場合に
は、第３の補正方法を選択するというものでもよい。
【００５３】
　そして、補正部１０４は、選択した補正方法によってビットマップデータを補正し（ス
テップＳ１０）、画像形成部１０９に出力する（ステップＳ１１）。画像形成部１０９は
、このデータに基づき、上述したプロセスを経て画像を記録シートに形成する。
【００５４】
　以上が実施形態の説明であるが、この実施形態の内容は以下のように変形し得る。
　画像形成装置１０は、実施例で記載したタンデム構成のものに限らず、シングルエンジ
ン４サイクルのカラー画像形成装置でもよいし、ドラムやベルト形状の感光体に各色の露
光・現像工程を繰り返すことでその感光体上で４つの色を重ね合わせるような方式の画像
形成装置であってもよい。さらにカラー画像形成装置に限らず、白黒の画像形成装置でア
ライメント補正機能を有する場合にも有効である。また、画像形成部１０９は、画像形成
位置が補正された画像データに基づいて画像を形成するものであれば、その方式は電子写
真法域に限らず、例えばインクジェット方式など、なんでもよい。
【００５５】
　画像形成位置のずれ量を検知する方法としては、画像形成部１０９がテストパターンを
画像処理装置１００の外部に出力し、外部装置での測定で把握したずれ量を画像処理装置
１００に入力する方法も考えられる。この場合は、画像処理装置１００内にずれ量検出部
１０５を設けなくてもよい。要するに、画像形成装置１０乃至画像処理装置１００には、
装置の外部または内部からそのずれ量を取得する取得手段さえあればよい。
【００５６】
　実施形態では、説明を簡素化するために、サイドレジずれやサイドスキューずれを補正
する場合について説明したが、これ以外に、画素数を増加させて主走査方向の幅を補正す
る倍率補正を加えた場合においても、実施形態と同様の補正が可能である。例えば倍率補
正のための画素数増加とサイドレジずれ及びサイドスキュー補正が組み合わさった場合、
露光幅を超えて発生する欠損量はより大きくなるから、上述した補正がさらに有効となる
。
【００５７】
　実施形態では、所定の画像形成幅として「露光幅」を例示したが、これに限らず、画像
形成の可否を決定するような幅ならばすべて適応できる。例えば、画像形成部１０９が露
光を行うことが可能な主走査方向の幅、画像形成部１０９が現像を行うことが可能な主走
査方向の幅、又は、画像形成部１０９が転写を行うことが可能な主走査方向の幅のうちの
いずれかであってもよい。また、一般に画像処理装置は、主走査方向及び副走査方向に展
開される画像データを記憶するページメモリなどの記憶手段を備えているが、この記憶手
段における主走査方向の最大幅を画像形成幅としてもよい。ただし、この場合において、
画像形成幅を超える領域で発生する画像欠損を解消するための補正方法としては、上述し
た第３の補正方法のほか、欠損量に応じて画像を画像形成幅の方向に圧縮するようにビッ
トマップデータを補正する方法のいずれかとなる。
【００５８】
　補正は、ビットマップデータ等の画像データに含まれる各画素のアドレスを変更するも
のに限らず、記録シートに対する画像形成位置を欠損量に応じて補正するものであればど
のようなものでもよく、ハードウェアで実現するかソフトウェアで実現するかも問わない
。
【００５９】
　なお、図１に示した画像処理装置１００は、画像形成装置に内蔵されるコンピュータに
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コンピュータ）によって実現されるものであってもよい。また、図２１に示した処理手順
をプログラムに記述し、このプログラムをコンピュータによって読み取り可能な磁気記録
媒体、光記録媒体あるいはＲＯＭなどの記録媒体に記録して画像処理装置１００に提供す
ることもできる。また、インターネットのようなネットワーク経由で画像処理装置１００
にダウンロードさせることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の構成を示す図である。
【図２】画像形成部の構成を示す図である。
【図３】記録シートに対する画像のずれを説明する図である。
【図４】サイドレジずれ補正を説明する図である。
【図５】サイドレジずれ補正を説明する図である。
【図６】直角度ずれ補正を説明する図である。
【図７】直角度ずれ補正を説明する図である。
【図８】サイドスキューずれ補正を説明する図である。
【図９】サイドスキューずれ補正を説明する図である。
【図１０】サイドレジずれ補正の際に画像の欠損が発生する原理を説明する図である。
【図１１】サイドレジずれ及びサイドスキューずれ補正の際に画像の欠損が発生する原理
を説明する図である。
【図１２】サイドレジずれ及びサイドスキューずれ補正の際に画像の欠損が発生した様子
を表す図である。
【図１３】欠損量テーブルの一例を表す図である。
【図１４】画像の主走査方向の長さを説明する図である。
【図１５】第１の補正方法を説明する図である。
【図１６】第１の補正方法を説明する図である。
【図１７】第２の補正方法を説明する図である。
【図１８】第３の補正方法を説明する図である。
【図１９】第４の補正方法を説明する図である。
【図２０】第５の補正方法を説明する図である。
【図２１】本実施形態の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
１００・・・画像処理装置、１０１・・・画像データ入力部、１０２・・・階調補正部、
１０３・・・スクリーン処理部、１０４・・・補正部、１０５・・・ずれ量検出部、１０
６・・・欠損量算出部、１０７・・・記憶部、１０８・・・システム制御部、１０９・・
・画像形成部，１１０・・・表示部、１１１・・・操作部。
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