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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の第一面と第二面を同時に読み取る画像読み取り手段を備えた両面同時読取装置に
おいて、
　前記画像読み取り手段により読み取られた画像データから特定のパターン画像を検出す
る検出手段と、
　前記パターン画像の検出のため、前記原稿の第一面を読み取ることにより取得される第
一面の読み取り画像データと当該原稿の第二面を読み取ることにより取得される第二面の
読み取り画像データとを時間を基準として交互に選択するとともに選択した読み取り画像
データをブロック単位で前記検出手段に入力する選択手段と、を備え、
　前記検出手段は、前記選択手段により入力された前記ブロック単位の画像データから前
記原稿の第一面または第二面における特定のパターン画像を検出することを特徴とする両
面同時読取装置。 
【請求項２】
　前記検出手段が検出した前記パターン画像から当該パターン画像が形成されていた位置
に関する位置情報を取得し、取得した当該位置情報に基づき当該パターン画像が前記第一
面および前記第二面の何れに形成されていたかを判断する判断手段を更に備えることを特
徴とする請求項１記載の両面同時読取装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、原稿の第一面から特定のパターン画像が検出された場合に、当該第一
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面の選択を終了し第二面に選択を切り替えるとともに、当該切り替え後に前記画像読み取
り手段から出力される当該第二面の読み取り画像データを前記検出手段に入力し、
　前記検出手段は、前記第二面へ選択が切り替えられた後、当該切り替え前に前記画像読
み取り手段により取得された当該第二面の読み取り画像データに対するパターン画像の検
出処理を行わず当該切り替え後に前記選択手段から入力される読み取り画像データに対す
るパターン画像の検出処理を行うことを特徴とする請求項１記載の両面同時読取装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、ファクシミリ、スキャナなどに用いられる両面原稿の読み取りが可
能な両面同時読取装置等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータ、プリンタ、スキャナや複写機などの普及により、複写
の禁止を意図している書類であっても容易に複写できてしまうことから、書類上の情報が
漏洩してしまうという問題が生じている。
　この情報の漏洩を防止するため、無断複写の禁止が要求される書類を印刷するときに文
字や図形などの原稿画像とともに複写禁止情報などの特定のパターンを埋め込む技術が提
案されている(例えば特許文献１参照)。この複写禁止情報が埋め込まれた書類をスキャナ
などの複写装置などで読み取ると、検出手段により複写禁止情報が検出され、その検出結
果に応じて出力が制御される。  
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２８０４６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで近年、原稿の読み取り速度を早めるために、一回の搬送で原稿の両面を読み取
ることができる読取装置が普及している。この読取装置で特定パターンを検出する場合、
表裏の各原稿面の読み取りを行う各読取部に対応させて２つの検出手段を設けることが考
えられる。しかしながら、検出手段を２つ設けるとコストが高くなり、また、消費電力も
多くなるなどの問題が生じてしまう。また、複写機などの本体のサイズも大きくなるとい
う問題も生じてしまう。そこで、検出手段を１つとすることが望ましくなる。
　しかしながら、検出手段が１つしかない場合、通常は原稿の例えば裏面の画像データを
一旦記憶装置に格納しなければならない。そして、表面の画像データの検出が終了してか
ら、裏面の画像データを記憶装置から読み出して特定パターンの検出を行う必要がある。
この場合、記憶装置に格納される裏面の画像データ側のみに特定パターンが存在すると、
表側の検出処理が終了した後に、特定パターンの検出が行われる。
　この結果、特定パターンの検出に時間を要し、また、特定パターンの検出に基づいて行
われる後の処理も遅延するという問題を有することになる。
【０００５】
　本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであり、その目的と
するところは、複写禁止情報などの特定のパターンの検出およびこの特定パターンの検出
に基づいて行われる後の処理を早期に行うことを可能とする両面同時読取装置等を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的のもと、本発明が適用される両面同時読取装置定着装置は、原稿の第一面と
第二面を同時に読み取る画像読み取り手段を備えた両面同時読取装置であり、画像読み取
り手段により読み取られた画像データから特定のパターン画像を検出する検出手段を備え
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る。そして、原稿の第一面の読み取り画像データ及び第二面の読み取り画像データをブロ
ック単位で検出手段に選択的に入力する選択手段を備える。また、検出手段は、選択手段
により入力されたブロック単位の画像データから原稿の第一面または第二面における特定
のパターン画像を検出することを特徴とするものである。 
【０００７】
　ここで、ブロックは、主走査方向は分割せずに副走査方向のみ所定のライン数分で分割
された単位であることを特徴とすることができる。また、ブロックは、副走査方向に所定
のライン数分で分割され、かつ、主走査方向にも分割された単位であることを特徴とする
ことができる。さらに、ブロックは、時間を基準として分割されることを特徴とすること
ができる。また、選択手段は、第一面および第二面から交互に画像データを選択すること
を特徴とすることができる。さらに、選択手段は、原稿の第一面から特定のパターン画像
が検出された場合に、第一面の選択を終了するとともに第二面に選択を切り替え、以後第
二面の画像データを検出手段に入力することを特徴とすることができる。また、画像読み
取り手段は、検出手段による特定のパターン画像の検出結果に基づいて、原稿の読み取り
を中止することを特徴とすることができる。
【０００８】
　本発明を複写装置と捉えた場合、本発明の複写装置は、原稿の第一面と第二面を同時に
読み取る画像読み取り手段と、画像読み取り手段により読み取られた第一面と第二面の画
像データの複写を行う複写手段と、を備える。また、原稿の第一面の読み取り画像データ
と第二面の読み取り画像データからブロック単位で画像データを選択する選択手段と、選
択手段により選択された画像データから特定のパターン画像を検出し、この検出結果に基
づいて制御情報を出力する検出手段と、を備える。そして、複写手段は、制御情報に基づ
いて複写を中止若しくは禁止することを特徴とすることができる。
　また、検出手段は、特定のパターン画像の検出結果に基づいて条件情報を出力し、複写
手段は、条件情報とユーザから入力される情報とが合致した場合に、複写を再開若しくは
開始することを特徴とすることができる。
【０００９】
　本発明を画像処理装置と捉えた場合、本発明の画像処理装置は、原稿の第一面と第二面
を同時に読み取る画像読み取り手段と、画像読み取り手段により読み取られた第一面と第
二面の画像データを記憶する記憶手段と、を備える。また、原稿の第一面の読み取り画像
データと第二面の読み取り画像データからブロック単位で画像データを選択する選択手段
と、選択手段により選択された画像データから特定のパターン画像を検出し、この検出結
果に基づいて制御情報を出力する検出手段と、を備える。そして、記憶手段に記憶された
画像データは、制御情報に基づいて、消去されることを特徴とすることができる。
　また、検出手段は、特定のパターン画像の検出結果に基づいて条件情報を出力し、画像
データの消去は、条件情報とユーザから入力される情報とが合致した場合に、中止される
ことを特徴とすることができる。
【００１０】
　本発明を画像処理方法と捉えた場合、本発明の画像処理方法は、原稿の第一面と第二面
を同時に読み取り、読み取られた第一面と第二面の画像データからブロック単位で画像デ
ータを選択し、選択された画像データから特定のパターン画像を検出する。そして、検出
結果に基づいて原稿の複写を中止若しくは禁止させる制御情報を出力し、制御情報に基づ
いて、原稿の複写を中止若しくは禁止することを特徴とすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複写禁止情報などの特定のパターンが存在する場合に、この特定のパ
ターンの検出およびこの特定パターンの検出に基づいて行われる後の処理を早期に行うこ
とを可能とする両面同時読取装置等を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
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　以下、図面を参照して、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。 
－第１の実施形態－
　図１は本実施の形態が適用される画像処理システムを示した図である。本システムは、
両面同時読取装置１１０および処理端末１２０から構成されている。両面同時読取装置１
１０は、積載された原稿束から原稿を順次、搬送する原稿送り装置１０、スキャンによっ
て画像を読み込むスキャナ装置７０、および、読み込まれた画像信号を処理する処理装置
２００に大別される。また、処理端末１２０は、処理装置２００から出力される信号に基
づき複写や画像データの記憶等の所定の処理を行う。 
【００１３】
　原稿送り装置１０は、複数枚の原稿からなる原稿束を積載する原稿トレイ１１と、原稿
トレイ１１を上昇および下降させるトレイリフタ１２とを備えている。また、トレイリフ
タ１２により上昇された原稿トレイ１１の原稿を搬送するナジャーロール１３と、ナジャ
ーロール１３により搬送された原稿を更に下流側まで搬送するフィードロール１４と、ナ
ジャーロール１３により供給される原稿を１枚ずつ捌くリタードロール１５と、を備えて
いる。最初に原稿が搬送される第１搬送路３１には、一枚ずつに捌かれた原稿を下流側の
ロールまで搬送するテイクアウェイロール１６と、原稿を更に下流側のロールまで搬送す
ると共にループ作成を行うプレレジロール１７と、が備えられている。さらに、第１搬送
路３１には、一旦、停止した後にタイミングを合わせて回転を再開し、原稿読み取り部に
対してレジストレーション調整を施しながら原稿を供給するレジロール１８が備えられて
いる。また、第１搬送路３１には、読み込み中の原稿搬送をアシストするプラテンロール
１９と、読み込まれた原稿を更に下流に搬送するアウトロール２０と、が備えられている
。
【００１４】
　また、第１搬送路３１には、搬送される原稿のループ状態に応じて支点を中心として回
動するバッフル４１が備えられている。更に、プラテンロール１９とアウトロール２０と
の間には、画像読み取り手段としてのＣＩＳ(Contact Image Sensor)５０(第２の読み取
り部)が備えられている。アウトロール２０の下流側には、第２搬送路３２および第３搬
送路３３が設けられ、これらの搬送路を切り替える搬送路切替ゲート４２が設けられてい
る。また、読み込みが終了した原稿を積載させる排出トレイ４０と、排出トレイ４０に対
して原稿を排出させる第１排出ロール２１と、が備えられている。
【００１５】
　また、第３搬送路３３を経由した原稿に対してスイッチバックさせる第４搬送路３４が
設けられている。さらに、第４搬送路３４に設けられ、実際に原稿のスイッチバックを行
うインバータロール２２およびインバータピンチロール２３が備えられている。また、第
４搬送路３４によってスイッチバックされた原稿を再度、プレレジロール１７等を備える
第１搬送路３１に導く第５搬送路３５が設けられている。さらに、第４搬送路３４によっ
てスイッチバックされた原稿を排出トレイ４０に排出する第６搬送路３６が設けられてい
る。また、この第６搬送路３６に設けられ、反転排出される原稿を第１排出ロール２１ま
で搬送する第２排出ロール２４と、第５搬送路３５および第６搬送路３６の搬送経路を切
り替える出口切替ゲート４３と、が備えられている。
【００１６】
　ナジャーロール１３は、待機時にはリフトアップされて退避位置に保持され、原稿搬送
時にニップ位置(原稿搬送位置)へ降下して原稿トレイ１１上の最上位の原稿を搬送する。
　ナジャーロール１３およびフィードロール１４は、フィードクラッチ(図示せず)の連結
によって原稿の搬送を行う。プレレジロール１７は、停止しているレジロール１８に原稿
先端を突き当ててループを作成する。レジロール１８では、ループ作成時に、レジロール
１８に噛み込んだ原稿先端をニップ位置まで戻している。このループが形成されると、バ
ッフル４１は支点を中心として開き、原稿のループを妨げることのないように機能する。
また、テイクアウェイロール１６およびプレレジロール１７は、読み込み中におけるルー
プを保持している。このループ形成によって、読み込みタイミングの調整が図られ、また
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、読み込み時における原稿搬送に伴うスキューを抑制して、位置合わせの調整機能を高め
ることができる。
【００１７】
　読み込みの開始タイミングに合わせて、停止されていたレジロール１８が回転を開始し
、プラテンロール１９によって、第２プラテンガラス７２Ｂ(後述)に押圧されて、下面方
向から画像データが読み込まれる。搬送路切替ゲート４２は、片面原稿の読み取り終了時
、および両面原稿の両面同時読み取りの終了時に、アウトロール２０を経由した原稿を第
２搬送路３２に導き、排出トレイ４０に排出するように切り替えられる。一方、この搬送
路切替ゲート４２は、両面原稿の順次読み取り時には、原稿を反転させるために、第３搬
送路３３に原稿を導くように切り替えられる。インバータピンチロール２３は、両面原稿
の順次読み取り時に、フィードクラッチ(図示せず)がオフの状態でリトラクトされてニッ
プが開放され、原稿をインバータパス(第４搬送路３４)へ導いている。その後、このイン
バータピンチロール２３はニップされ、インバータロール２２によってインバートする原
稿をプレレジロール１７へ導き、また、反転排出する原稿を第６搬送路３６の第２排出ロ
ール２４まで搬送している。
【００１８】
　スキャナ装置７０は、上述した原稿送り装置１０を備えることができると共に、この原
稿送り装置１０を装置フレーム７１によって支え、また、原稿送り装置１０によって搬送
された原稿の画像読み取りを行っている。このスキャナ装置７０は、第１の筐体を形成す
る装置フレーム７１に、画像を読み込むべき原稿を静止させた状態で載置する第１プラテ
ンガラス(プラテンガラス)７２Ａと、原稿送り装置１０によって搬送中の原稿を読み取る
ための光の開口部を形成する第２プラテンガラス７２Ｂと、を備えられている。
　なお、本実施の形態では、スキャナ装置７０に対して原稿送り装置１０が奥側を支点に
揺動自在に取り付けられており、第１プラテンガラス７２Ａ上に原稿をセットする際には
、原稿送り装置１０を持ち上げて原稿を載置し、その後、原稿送り装置１０をスキャン装
置７０側に降ろして押し付けるようになっている。また、第１の読み取り部としてのスキ
ャナ装置７０は、第２プラテンガラス７２Ｂの下に静止し、および第１プラテンガラス７
２Ａの全体に亘ってスキャンして画像を読み込むフルレートキャリッジ７３を備えている
。また、フルレートキャリッジ７３から得られた光を像結合部へ提供するハーフレートキ
ャリッジ７５を備えている。
【００１９】
　フルレートキャリッジ７３には、原稿に光を照射する照射手段あるいは光源としての照
明ランプ７４と、原稿から得られた反射光を受光する第１ミラー７６Ａと、が備えられて
いる。更に、ハーフレートキャリッジ７５には、第１ミラー７６Ａから得られた光を結像
部へ提供する第２ミラー７６Ｂおよび第３ミラー７６Ｃが備えられている。更に、スキャ
ナ装置７０は、第３ミラー７６Ｃから得られた光学像を光学的に縮小する結像用レンズ７
７と、結像用レンズ７７によって結像された光学像を光電変換する読み取り手段あるいは
センサとしてのＣＣＤ(Charge Coupled Device)イメージセンサ７８(第１の読み取り部)
と、を備えている。また、ＣＣＤイメージセンサ７８を備える駆動基板７９を備え、ＣＣ
Ｄイメージセンサ７８によって得られたアナログ画像信号は駆動基板７９上でデジタル画
像信号に変換されて処理装置２００に送られる。
【００２０】
　ここで、まず、第１プラテンガラス７２Ａに載置された原稿の画像を読み取る場合には
、フルレートキャリッジ７３とハーフレートキャリッジ７５とが、２：１の割合でスキャ
ン方向(矢印方向)に移動する。このとき、フルレートキャリッジ７３の照明ランプ７４の
光が原稿の被読み取り面に照射されると共に、その原稿からの反射光が第１ミラー７６Ａ
、第２ミラー７６Ｂ、および第３ミラー７６Ｃの順に反射されて結像用レンズ７７に導か
れる。結像用レンズ７７に導かれた光は、ＣＣＤイメージセンサ７８の受光面に結像され
る。ＣＣＤイメージセンサ７８は１次元のセンサであり、１ライン分を同時に処理してい
る。このライン方向(スキャンの主走査方向)の１ラインの読み取りが終了すると、主走査
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方向とは直交する方向(副走査方向)にフルレートキャリッジ７３は移動し、原稿の次のラ
インを読み取る。これを原稿サイズ全体に亘って実行することで、１ページの原稿読み取
りを完了させる。
【００２１】
　一方、第２プラテンガラス７２Ｂは、例えば長尺の板状構造をなす透明なガラスプレー
トで構成される。原稿送り装置１０によって搬送される原稿がこの第２プラテンガラス７
２Ｂの上を通過する。このとき、フルレートキャリッジ７３とハーフレートキャリッジ７
５とは、図１に示す実線の位置に停止した状態にある。まず、原稿送り装置１０のプラテ
ンロール１９を経た原稿の１ライン目の反射光が、第１ミラー７６Ａ、第２ミラー７６Ｂ
、および第３ミラー７６Ｃを経て結像用レンズ７７にて結像され、ＣＣＤイメージセンサ
７８によって画像が読み込まれる。即ち、１次元のセンサであるＣＣＤイメージセンサ７
８によって主走査方向の１ライン分を同時に処理した後、原稿送り装置１０によって搬送
される原稿の次の主走査方向の１ラインが読み込まれる。原稿の先端が第２プラテンガラ
ス７２Ｂの読み取り位置に到達した後、原稿が第２プラテンガラス７２Ｂの読み取り位置
を通過することによって、副走査方向に亘って１ページの読み取りが完了する。
【００２２】
　本実施の形態では、このＣＣＤイメージセンサ７８により原稿の第一面の読み取りを行
うときに、同時にＣＩＳ５０によって、原稿の第二面の読み取りを行うこととしている。
このようにすることで、原稿を何度も搬送することなく一回の搬送で原稿の両面を読み取
ることが可能となる。ここで、上記の「同時」とは、時間の完全一致を意味するものでは
なく、原稿の同一の搬送時に、という意味である。なお、本実施形態の形態では原稿を移
動させることで第一面と第二面の画像データの読み取りを行う態様を示しているが、画像
読み取り手段の方を移動させ、若しくは、原稿と画像読み取り手段の両者を移動させるこ
とで読み取りを行うこともできる。また、本実施形態においては、このＣＣＤイメージセ
ンサ７８により読み取られた原稿面を第一面とし、ＣＩＳ５０によって読み取られた原稿
面を第二面として説明してあるが、ＣＣＤイメージセンサ７８により読み取られた原稿面
を第二面とし、ＣＩＳ５０によって読み取られた原稿面を第一面として捉えることも可能
である。
【００２３】
　図２は、ＣＩＳ５０を用いた読み取り構造を説明するための図である。 
　図２に示すように、ＣＩＳ５０は、プラテンロール１９とアウトロール２０との間に設
けられる。原稿の第一面は、第２プラテンガラス７２Ｂに押し当てられ、この第一面の画
像はＣＣＤイメージセンサ７８にて読み込まれる。一方、ＣＩＳ５０では、原稿を搬送す
る搬送路を介して対向する他方の側から、第二面の画像が読み込まれる。
　このＣＩＳ５０は、ハウジング５０ａと、このハウジング５０ａの搬送路側に形成され
た開口に装着されるガラス５１と、このガラス５１を透過して原稿の第二面に光を照射す
るＬＥＤ(Light Emitting Diode)５２と、を備えている。また、このＣＩＳ５０は、ＬＥ
Ｄ５２からの反射光を集光するセルフォックレンズ(登録商標)５３を備えている。このセ
ルフォックレンズ５３により集光された光をラインセンサ５４で読み取ることで得られた
アナログ画像データ信号はデジタル画像信号に変換されて、処理装置２００（図１参照）
に送られる。
【００２４】
　ラインセンサ５４としては、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサ、密着型センサ等を用いることが
でき、実寸幅(例えばＡ４長手幅２９７ｍｍ)の画像を読み取ることが可能である。ＣＩＳ
５０では、縮小光学系を用いずに、セルフォックレンズ５３とラインセンサ５４を用いて
画像の取り込みを行うことから、構造をシンプルにすることができ、且つ、筐体を小型化
し、消費電力を低減することができる。尚、カラー画像を読み込む場合には、ＬＥＤ５２
にＲ(赤)Ｇ(緑)Ｂ(青)の３色のＬＥＤ光源を組み合わせるかあるいは白色のＬＥＤ光源を
用い、ラインセンサ５４としてＲＧＢ３色用の３列一組のセンサを用いれば良い。また、
ＣＩＳ５０による画像読み取りに際して、この読み取り部を構成する搬送路に、ＣＩＳ５
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０のハウジング５０ａに対して原稿の搬送方向上流側に突出する突出部５０ｂから原稿の
搬送方向下流側に向かって延びる制御部材５５が設けられている。また、搬送される原稿
が突き当てられる対向部材としての突き当て部材６０が設けられている。
【００２５】
　ここで、制御部材５５はＣＩＳ５０を介して原稿送り装置１０(図１参照)に取り付けら
れているが、突き当て部材６０はスキャナ装置７０(図１参照)に取り付けられている。ま
た、この突き当て部材６０の下流側にはガイド６１が設けられ、このガイド６１と突き当
て部材６０との間には開口部６３が設けられている。更に、ガイド６１の下部であって開
口部６３に連続する箇所には、原稿の表面に付着してきたごみや汚れを溜めるごみ溜め部
６２が設けられている。制御部材５５および突き当て部材６０は、原稿の搬送路に直交す
る方向に(即ち、原稿送り装置の前面から後面の方向に)、原稿送り装置１０の前面から後
面まで、搬送路の位置に対応して設けられている。 
【００２６】
　また、制御部材５５は、上述した突出部５０ｂに取り付けられたねじからなる回転軸５
５１と、この回転軸５５１に対して一端が巻き回されることにより揺動可能に支持される
と共に、他端である自由端が突き当て部材６０に向かって延びる板状の案内部材としての
ガイド部材５５２と、を有している。さらに、制御部材５５は、回転軸５５１に対して巻
き回され、一方のアームの端部が突出部５０ｂに形成された穿孔５０ｃに挿入され、もう
一方のアームの端部がガイド部材５５２を突き当て部材６０方向に向けて付勢するように
配置されるねじりバネ５５３を有している。ここで、突出部５０ｂは原稿の搬送路に直交
する方向の両端部に二箇所設けられており、回転軸５５１およびねじりバネ５５３もこれ
に対応して両端部に二箇所に設けられている。一方、ガイド部材５５２は、原稿の搬送路
に直交する方向の前面から後面まで設けられている。 本実施の形態において、ガイド部
材５５２は、例えばＳＵＳ等の金属製の板金(金属板)で構成される。また、ガイド部材５
５２の自由端側はＣＩＳ５０による読み取り位置の近傍、具体的には、読み取り位置より
原稿の搬送方向上流側３ｍｍの位置まで延びている。
【００２７】
　さらに、ガイド部材５５２の自由端側つまり原稿と接触する部位には、ヘミング曲げさ
れた折り部５５２ａが設けられており、この折り部５５２ａを設けることにより、搬送さ
れてくる原稿と接触する際における紙粉等の発生を防止できるようになっている。そして
、ガイド部材５５２を金属製の板金で構成すると共にねじりバネ５５３によって撓み自在
とすることで、搬送されてくる原稿の厚み分を吸収できると共に、折り曲げぐせのついた
原稿であっても安定して搬送できるようになっている。一方、突き当て部材６０は、原稿
の搬送方向上流側に設けられ、搬送される原稿を案内する原稿搬送面６０ａと、原稿搬送
面６０ａよりも原稿の搬送方向下流側に原稿搬送面６０ａよりも一段下げて形成される段
差面６０ｂとを有している。また、この段差面６０ｂは、セルフォックレンズ５３による
光のフォーカスポイントの延長線と対向するように形成されており、段差面６０ｂ上には
、二次区延伸ポリエステルフィルムからなる白基準テープ６４が貼り付けられている。し
たがって、白基準テープ６４は、突き当て部材６０を介してスキャナ装置７０に取り付け
られていることになる。
【００２８】
　本実施の形態では、白基準テープ６４の上面が搬送路に露出した状態で配置されており
、白基準テープ６４の上面は、原稿搬送面６０ａの上面よりもわずかに奥側(搬送路から
離れる側)に位置している。また、突き当て部材６０の搬送路側(上部)であって白基準テ
ープ６４に対して原稿の搬送方向に直交する方向の両端部には、原稿搬送方向に向かって
延びる間隙形成手段としてのリブ６５が形成されている。このリブ６５は、突き当て部材
６０と共に樹脂により一体的に形成されており、リブ６５の高さは搬送されてくる原稿の
厚さを勘案して、０.１～１.０ｍｍの範囲より適宜設定される。なお、リブ６５の高さは
使用される頻度が高い原稿の厚さよりもわずかに大きいことが好ましい。
　そして、このリブ６５に対してねじりバネ５５３により付勢されたガイド部材５５２が
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当接することにより、ガイド部材５５２と突き当て部材６０の原稿搬送面６０ａとの間に
、原稿が搬送される前の状態で、リブ６５の高さに応じた０.１～１.０ｍｍの隙間が形成
されることになる。
【００２９】
　また、突き当て部材６０の下側であって、第１のプラテンガラス７２Ａの上部側には、
この第１のプラテンガラス７２Ａに密着するように取り付けられる基準部材としての白基
準板６６が設けられている。ここで、ＣＩＳ５０は、光学結像レンズにセルフォックレン
ズ５３を採用していることから、焦点(被写界)震度が±０.３ｍｍ程度と浅く、スキャナ
装置７０を用いた場合に比べて約１/１３以下の深度となっている。ＣＩＳ５０による読
み取りに際しては、原稿の読み取り位置を所定の狭い範囲内に収めることが要求される。
　そこで、本実施の形態では、制御部材５５を設け、原稿を制御部材５５によって突き当
て部材６０に押し当てて搬送し、プラテンロール１９とアウトロール２０との間にある原
稿の姿勢を安定的に制御できるように構成した。
【００３０】
　図２に示す一点鎖線矢印は、制御部材５５を設けた場合の原稿の動きを示したものであ
る。搬送される原稿が突き当て部材６０に押し当てられながら搬送されることが理解され
る。すなわち、制御部材５５によって、搬送される原稿を突き当て部材６０に押し当てた
状態で読み取ることで、被写界深度の浅いＣＩＳ５０を用いた場合におけるピントの甘さ
を改善している。 
【００３１】
　次に、図１で示した処理装置２００について説明する。 
　図３は、処理装置２００を説明するためのブロック図である。以下の説明はＣＣＤイメ
ージセンサ７８からの第一面の画像データと、ＣＩＳ５０からの第二面の画像データと、
が処理端末１２０方向に向かって略同時に出力されるモードにおける動作等を示している
。処理端末１２０としては、例えば、パーソナルコンピュータ(ＰＣ)や、 ホストシステ
ムや、複写を行う複写手段としてのプリンタ等のＩＯＴ(Image Output Terminal)などが
挙げられる。なお、処理端末１２０が複写手段である場合、本実施形態における画像処理
システムは、複写装置を構成することになる。
　本実施の形態が適用される処理装置２００は、大きく、センサ(ＣＣＤイメージセンサ
７８およびＣＩＳ５０)から得られた画像データに対して所定の画像処理を施す画像処理
部２１０と、原稿送り装置１０（図１参照）およびスキャナ装置７０（図１参照）を制御
する制御部２４０と、を備えている。
【００３２】
　画像処理部２１０には、入力されてくるデジタル信号に対してシェーディング補正や階
調変換などの各種処理を施す前処理回路が２系統備えられている（前処理部Ａ（２１１）
、前処理部Ｂ（２１４））。前処理部Ａ（２１１）は、ＣＣＤイメージセンサ７８によっ
て読み取られた第一面の画像データに対して画像処理を施す。一方、前処理部Ｂ（２１４
）は、ＣＩＳ５０によって読み取られた第二面の画像データに対して画像処理を施す。
【００３３】
　本実施形態においては、フルレートキャリッジ７３とハーフレートキャリッジ７５とが
、図１に示すように実線の位置に停止した状態において原稿の読み取りが行われる。従っ
て、ＣＣＤイメージセンサ７８による読み取りに遅れて、ＣＩＳ５０による読み取りが行
われる。
【００３４】
　画像データを一時的に保持する保持手段としてのラインバッファー２１２は、前処理部
Ａ（２１１）から出力される第一面の画像データを一時的に保持し、第二面の画像データ
と同位置になるように遅延させる。ラインバッファー２１２は、画像データを遅延させた
後、この画像データを後処理部Ａ（２１３）およびブロック選択部２１７に出力する。後
処理部Ａ（２１３）は、ラインバッファー２１２から入力される画像データに対し、拡大
縮小処理や地肌除去処理、２値化処理などを施して処理端末１２０へ出力する。
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【００３５】
　一方、ページバッファー２１５は、前処理部Ｂ（２１４）から出力される第二面の画像
データをバッファーせず（バイパスさせて）、後処理部Ｂ（２１６）及びブロック選択部
２１７へ出力する。後処理部Ｂ（２１６）は、第一面の画像データと同様に拡大縮小処理
や地肌除去処理、２値化処理などを施して、処理後の画像データを処理端末１２０へ出力
する。
【００３６】
　ブロック選択部２１７は、第一面と第二面の画像データを所定のブロック毎に選択して
検出手段としてのパターン画像検出部２１８に出力する。パターン画像検出部２１８は、
ブロック選択部２１７で選択された画像データから特定のパターン画像の検出を行う。特
定パターンが検出された場合、この特定パターンの検出結果に基づいて制御情報などを処
理端末１２０に送り、処理端末１２０はその情報に基づいて各種の制御を行う。
　例えば、処理端末１２０がプリンタ等のＩＯＴであり、制御情報に複写を中止若しくは
禁止する複写禁止情報が含まれている場合には、ＩＯＴからの複写を中止若しくは禁止す
ることができる。
　また、例えば、処理端末１２０が、第一面と第二面の画像データを記憶する記憶手段を
有したパーソナルコンピュータ(ＰＣ)やホストシステムなどであり、制御情報に、上記記
憶手段に記憶された画像データの消去を行う旨の情報が含まれている場合には、この制御
情報に基づいて記憶された画像データの消去を行うこともできる。
【００３７】
　一方、制御部２４０は、各種両面読み取りの制御や片面読み取りの制御等を含め、原稿
送り装置１０およびスキャナ装置７０の全体を制御する画像読み取り制御部２４１と、Ｃ
ＣＤイメージセンサ７８およびＣＩＳ５０を制御するＣＣＤ／ＣＩＳ制御部２４２と、を
備えている。また、制御部２４０は、読み取りタイミングに合わせてＣＩＳ５０のＬＥＤ
５２（図２参照）やフルレートキャリッジ７３の照明ランプ７４（図１参照）を制御する
光量切換手段としてのランプ制御部２４３を備えている。さらに、制御部２４０は、スキ
ャナ装置７０におけるモータのオン/オフなどを行いフルレートキャリッジ７３とハーフ
レートキャリッジ７５とのスキャン動作を制御するスキャン制御部２４４を備えている。
また、制御部２４０は、原稿送り装置１０におけるモータの制御、各種ロールの動作やフ
ィードクラッチの動作、ゲートの切り替え動作等を制御する搬送機構制御部２４５を備え
ている。
【００３８】
　これらの各種制御部からは、原稿送り装置１０（図１参照）およびスキャナ装置７０（
図１参照）に対して制御信号が出力され、かかる制御信号に基づいて、これらの動作制御
が可能となる。画像読み取り制御部２４１は、ホストシステムからの制御信号や、例えば
自動選択読み取り機能に際して検出されるセンサ出力、ユーザからの選択等に基づいて、
読み取りモードを設定し、原稿送り装置１０およびスキャナ装置７０を制御している。こ
のような読み取りモードとしては、１パス(反転なし)による両面同時読み取りモード、反
転パスを用いた反転両面読み取りモード、１パスによる片面読み取りモード等の原稿流し
読み取り、あるいは、第１のプラテンガラス７２Ａ上に原稿を載置して読み取る原稿固定
読み取りが考えられる。
【００３９】
　なお、ＣＣＤイメージセンサ７８からの第一面の画像データと、ＣＩＳ５０からの第二
面の画像データとが処理端末１２０に交互に出力されるモードにおける画像処理部２１０
の動作等を説明する。ＣＣＤイメージセンサ７８から出力される第一面の画像データは、
ラインバッファー２１２にバッファーされず（バイパスされて）、後処理部Ａ（２１３）
及びブロック選択部２１７に入力される。一方、ＣＩＳ５０から出力される画像データは
、ページバッファー２１５に格納される。ページバッファー２１５に格納された画像デー
タは、第一面の画像データが、ブロック選択部２１７へ出力された後に、ブロック選択部
２１７および後処理部Ｂ（２１６）へ出力される。ブロック選択部２１７は、第一面と第
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二面の画像データを、ブロック単位に分割することなく１面づつ選択してパターン画像検
出部２１８へ出力する。
【００４０】
　次に、ブロック選択部２１７による画像データの選択について説明する。
　図４は、ブロック選択部２１７による画像データの選択の態様を示した説明図である。
図４（ａ）は、ブロック選択部２１７に入力される第一面の画像データを示している。一
方、図４（ｂ）は、ブロック選択部２１７に入力される第二面の画像データを示している
。さらに、図４（ｃ）は、ブロック選択部２１７において生成及びブロック選択部２１７
から出力される画像データを示している。
【００４１】
　上述のとおり、ラインバッファー２１２（図３参照）により第一面の画像データは遅延
されるため、第一面および第二面の各画像データは、ブロック選択部２１７にほぼ同時に
到達する。ブロック選択部２１７は、一方の面を選択し、この選択時からブロック選択部
２１７に入力されてくる画像データを所定のライン数分のブロックで分割し、出力する。
なお、この分割は、主走査方向には分割せず、副走査方向のみ行う。本実施形態において
は、まずブロック選択部２１７は、第一面画像データの画像データを選択する。ここで、
ブロック選択部２１７には、第一面の画像データ１－Ａを先頭として１－Ｅに向かって画
像データが入力されてくる。ブロック選択部２１７は、最初に入力される第一面の画像デ
ータを分割して出力する（１－Ａ）。
【００４２】
　第一面の画像データ１－Ａの出力後、ブロック選択部２１７は第一面から第二面に選択
を切り替える。そして、切り替え後にブロック選択部２１７に入力されてくる第二面の画
像データを所定のライン数分のブロックで分割して出力する（２－Ｂ）。画像データ２－
Ｂは、既に配置されている第一面の画像データ１－Ａの次に配置される。そして、ブロッ
ク選択部２１７は、第一面と第二面の選択を原稿の後端まで交互に繰り返し、選択時に入
力されてくる所定のライン数分の画像データを出力する。この結果、副走査方向に分割さ
れた表第一面と第二面が交互に合成された原稿サイズに等しい画像データ（図４（ｃ））
が生成されてパターン画像検出部２１８（図３参照）に出力される。なお、副走査方向に
分割するライン数は、パターン画像検出部２１８内のブロック化処理部２２２（図５参照
）でブロック分割されるブロックのサイズより大きくすることが必要である。 
【００４３】
　なお、本実施形態では第一面および第二面から選択されるブロックの大きさが略同一で
あるが、必ずしも同一の大きさにする必要はない。ブロックの大きさを不均一にすること
もできる。
　さらに、本実施形態では、第一面と第二面の画像データを交互に出力しているが、例え
ば、第一面の画像データを出力後、再度第一面を選択し連続して第一面の画像データを出
力することもできる。即ち、第一面と第二面の選択を交互に行うことなく、ランダムに選
択することもできる。
　また、上記画像データのブロック単位は、予め定められた所定の大きさによって分割す
るのではなく、時間を基準として画像データのブロックの大きさを定める時分割をするこ
とも可能である。例えば、ブロック選択部２１７による第一面および第二面それぞれに対
する選択時間を定めておき、選択時間の終了と同時に画像データを分割し、この分割され
た画像データを出力することもできる。
【００４４】
　上記は、第一面の全ての画像データの検出後に、記憶装置に記憶された第二面の画像デ
ータを検出するのではなく、第一面の画像データと第二面の画像データとを適宜選択し、
この選択された画像データから複写禁止情報等の特定のパターンを検出する構成である。
この結果、複写禁止情報等を含む画像データを上記記憶装置に記憶する必要がないので、
セキュリティ上の信頼性を向上させることができる。さらに、第二面側に複写禁止情報等
があった場合、第一面の全ての画像データの検出の終了を待つことなく、第二面にある複
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写禁止情報等の検出が早期に可能となる。また、複写禁止情報等を検出したら直ちに原稿
の読み取りを禁止したり、複写を中止や禁止したり、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等
に記憶された画像データ情報の消去などを行うことができる。即ち、複写禁止情報等の検
出に基づいて行われる後の処理も早期に行うことができる。
【００４５】
　さらに、第一面の全ての画像データの検出後に、記憶装置に記憶された第二面の画像デ
ータを検出する構成とすると、第一面と第二面の両画像データを処理端末１２０に向かっ
て同時に出力することができない。このため、原稿の読み取りから処理端末１２０による
処理（例えば、複写、記憶、保存）までに時間を要するという問題がある。
　本実施形態においては、ＣＣＤイメージセンサ７８およびＣＩＳ５０からの両画像デー
タは、ブロック選択部２１７に入力される一方、順次処理端末１２０に向かって出力され
る。このため、処理端末１２０において処理を両面の画像データに対して行うことができ
る。　　
　例えば、複写禁止情報等が検出されないことが判明した場合、直ちに処理端末１２０に
記憶された第一面と第二面の両画像データの処理を開始することもできる。さらに、処理
端末１２０においてパターン画像検出部２１８における複写禁止情報等の検出と平行して
、第一面と第二面の両画像データの処理を行うこともできる。
【００４６】
　また、パターン画像検出部２１８が１つであるため、消費電力やコストを抑制すること
ができる。さらに、本体のサイズも抑えることができる。また、１つのパターン画像検出
部２１８で表裏の画像から複写禁止情報等を同時に検出することができる。
　さらに、本実施形態においては画像データの分割を副走査方向のみで行っているため、
分割を簡易に行うことができる。なお、第一面若しくは第二面のいずれか一方で複写禁止
情報などの特定パターンを検出した場合、複写禁止情報等の特定パターンが検出された面
の選択を終了し、他方の面に選択を切り替えることもできる。このようにすれば、他方の
面の画像データを集中的にパターン画像検出部２１８へ入力可能となり、他方の面にも特
定パターンがあるか否かを迅速に検出可能となる。
【００４７】
　次に、パターン画像検出部２１８について説明する。 
　図５は、パターン画像検出部２１８を説明するためのブロック図である。パターン画像
検出部２１８は、２値化処理部２１９と、ノイズ除去処理部２２０と、パターン検出処理
部２２１と、を備える。また、パターン画像検出部２１８は、ブロック化処理部２２２と
、個数算出部２２３と、比率算出部２２４と、判定処理部２２５と、を備える。さらに、
パターン画像検出部２１８は、バッファーメモリ２２６と、スキュー角検出処理部２２７
と、コード検出処理部２２８と、誤り訂正符号部２２９と、を備える。
【００４８】
　２値化処理部２１９は、ブロック選択部２１７から入力された画像データを “０”ま
たは“１”の２値化データに変換してノイズ除去処理部２２０に入力する。
　ノイズ除去処理部２２０は、２値化データに含まれるノイズ成分を除去し、ノイズ除去
済の２値化データをパターン検出処理部２２１に入力する。
　ここで、ノイズ成分の除去とは、黒画素が連結している画素塊を求め、その画素塊の大
きさ（連結画素数）が所定の範囲に収まっていない画素塊の各画素を白画素に置き換える
ことをいう。所定の範囲は、上記の２次元コードは削除されず、それ以外のパターン（孤
立ドットパターンや文書中の文字や図形など）が削除されるように設定される。
　パターン検出処理部２２１は、基準のパターンとなる特定パターン画像を検出するパタ
ーン検出処理をし、検出処理結果である、１画素２ビットの画像データをブロック化処理
部２２２とバッファーメモリ２２６に入力する。
【００４９】
　特定パターン画像は、本実施形態においては２種類存在する。
　図６は特定パターン画像を示した説明図である。図６（ａ）は、特定パターン画像（Ａ
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）を示しており、右肩下がりのバックスラッシュ「＼」として形成している。図６（ｂ）
は、特定パターン画像（Ｂ）を示しており、右肩上がりのスラッシュ「／」として形成し
ている。
　２値化データで表された画像中の各画素の位置において、これらのパターン画像を順次
当てはめて、テンプレートマッチングによって特定パターン画像を検出する。例えば、特
定パターン画像(Ａ)を検出した場合にはデータ“０”を出力し、特定パターン画像（Ｂ）
を検出した場合にはデータ“１”を出力し、何れのパターン画像も検出できない場合には
データ“２”を出力する。つまり、画素データをコード配列として出力する。なお、テン
プレートマッチングを利用したパターン検知の手法は公知の技術であるので、より詳細な
説明は省略する。 
【００５０】
　ブロック化処理部２２２は、パターン検出処理部２２１の検知結果である“０”，“１
”，“２” で表されたコード配列を、所定サイズにブロック分割し、その結果を個数算
出部２２３に入力する。
　個数算出部２２３は、ブロック化処理部２２２により設定されたブロック内に存する配
列データ“０”および“１”の個数をそれぞれ算出し、その結果を比率算出部２２４およ
び判定処理部２２５に入力する。
【００５１】
　比率算出部２２４は、配列データ“０”，“１”の個数から比率を算出し、算出された
値を判定処理部２２５に入力する。判定処理部２２５は、個数算出部２２３から入力され
た配列データ“０”および“１”の個数および比率算出部２２４から入力された比率に基
づいて、ブロックの属性を判定して、制御情報を処理端末１２０に出力する。
　例えば、対象ブロックの配列データが所定の比率以上 “０”または全て”１”である
か、それ以外かを判定し、所定の比率以上“０”または全て”１”と判定された場合は、
制御情報として例えば複写禁止情報や、記憶手段に記憶された画像データの消去を行う旨
の情報を処理端末１２０に出力する。例えば処理端末１２０は、複写禁止情報等が入力さ
れると複写を中止若しくは禁止する動作を行う。また、画像データの消去を行う旨の制御
情報に基づいて、記憶手段に記憶された画像データが消去される。この結果、複写の禁止
を意図している書類の複写等を禁止等することができる。さらに、複写禁止情報に基づい
て両面同時読取装置１１０（図１参照）における原稿の読み取りを中止させることもでき
る。
【００５２】
　一方、スキュー角検出処理部２２７は、バッファーメモリ２２６に格納されたコード配
列を読み出し、入力画像データのスキュー角度を求め、求めたスキュー角度をコード検出
処理部２２８に入力する。スキュー角検出処理部２２７は、例えばコードデータ（画素値
）“０”または“１”のみの画素をハフ変換し、その角度軸上への投影分布のピークを求
めることによって、スキュー角度を求める。
【００５３】
　コード検出処理部２２８は、バッファーメモリ２２６に格納されたコード配列を読み出
し、スキュー角検出処理部２２７により検知されたスキュー角度を参照して、条件コード
配列部分から条件コードを検出する。
　たとえば、コード検出処理部２２８は、スキュー角検出処理部２２７により求められた
スキュー角度に沿って画像をスキャンして“０” または“１”のデータ（コードデータ
の“０”または“１”に対応している）を取り出す。取り出されたデータ列から同期コー
ドを見つけ出す。同期コードは、たとえば所定の縦横サイズの矩形領域の外周がすべて“
１”で構成されているコードとして定義されている。この同期コードに囲まれたビット配
列が条件コードとなっている。
【００５４】
　コード検出処理部２２８は、条件コードのビット配列を１次元のデータ列（ビット列）
に並べ替えて誤り訂正符号部２２９へ出力する。誤り訂正符号部２２９は、コード検出処
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理部２２８から入力されたビット列に対して、所定の誤り訂正復号処理を行ないパターン
画像の配列順に基づいて条件情報を復号し、この復号した条件情報を出力する。
　条件情報は制御情報と同様に処理端末１２０に送られる。ここで条件情報とは、複写の
再開若しくは開始や、中止された原稿読み取りの再開や、画像データの消去の中止等を可
能とする条件を示す情報であり、例えば、暗証番号、複写を許可するユーザＩＤ番号（例
えば社員番号）、複写を許可する日時などで構成される。
　例えば処理端末１２０がＩＯＴである場合、制御情報に複写禁止情報が含まれていると
、ＩＯＴによる原稿の複写は中止若しくは禁止される。しかしながら、複写を許されたユ
ーザに対しては複写を行わせる必要が生じ、全ての複写を禁止等するのは妥当でない場合
がある。
【００５５】
　そこで、本実施形態においては、条件情報を用いて特定のユーザに対して複写を許可す
るようにしてある。ユーザから入力される情報と条件情報とが比較判断され、両者が合致
した場合に複写を再開若しくは開始する。このようにすれば、不特定のユーザに対しては
複写を禁止等可能となり、また、特定のユーザに対しては複写を許可することが可能とな
る。
　また、制御情報に、記憶手段に記憶された画像データの消去を行う旨の情報が含まれて
いる場合、上記のとおり、パーソナルコンピュータ(ＰＣ)やホストシステム内に記憶され
た画像データを消去する構成とすることができる。この場合、条件情報とユーザから入力
される情報との合致を条件として、画像データの消去を中止することも可能である。
【００５６】
　また、上記条件コード内に、各条件コードが配置される場所により異なる位置情報を格
納することができる。この位置情報を取得することで、複写禁止情報や記憶された画像デ
ータの消去を行う旨の情報が第一面若しくは第二面のどちらにあるかを識別することがで
きる。これにより、複写禁止情報が検出されなかった原稿面のみ複写の許可をする制御も
可能である。また、記憶された画像データの消去を行う旨の情報が検出された面のみの画
像データの消去を行うこともできる。 
【００５７】
　なお、本実施形態において同期コードおよび条件コードは、原稿の全面に広範囲に設け
られている。ただし、「全面」とは、原稿の四隅を全て含む意味ではない。電子写真方式
等の装置では、通常、紙面の周囲は印刷できない範囲である場合が多いためである。広範
囲にわたり特定パターンを配置した場合、ブロック選択部２１７によりブロック分割され
る画像データ内に特定パターンが含まれる可能性が高まる。この結果、早期に特定パター
ンを検出することができ、また、処理端末１２０における複写禁止等の処理も早期に行う
ことができる。
【００５８】
　ここで、上記内容の一部をフローチャートを用いて説明する。
　図７は、原稿の読み取りから複写が行われるまでの流れを示したフローチャートである
。
　まず、両面同時読取装置１１０（図１参照）により原稿の読み取りが行われる（ステッ
プ１０１）。ブロック選択部２１７（図３参照）は、読み取られた第一面及び第二面の画
像データから画像データを選択する（ステップ１０２）。ブロック選択部２１７は、第一
面と第二面の画像データを合成し、この合成された画像データをパターン画像検出部２１
８（図３参照）へ出力する（ステップ１０３）。そして、パターン画像検出部２１８は、
合成画像データから特定のパターン画像の検出を行う（ステップ１０４）。次に、パター
ン画像検出部２１８（パターン検出処理部２２１（図５参照））は、特定パターン画像を
検出するパターン検出処理をし、１画素２ビットの画像データをコード配列として出力す
る（ステップ１０５）。
【００５９】
　そして、パターン画像検出部２１８（判定処理部２２５（図５参照））は、出力された
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コード配列の判定し（ステップ１０６）、判定結果に基づいて制御情報の出力を行う（ス
テップ１０７）。制御情報が複写を禁止する複写禁止情報を含む場合（ステップ１０８）
、複写の中止若しくは禁止がなされる（ステップ１０９）。一方、制御情報が複写禁止情
報を含まない場合、複写が開始される（ステップ１１２）。ステップ１０９により複写の
中止等がなされた場合、次に条件情報があるか否かの判断が行われる（ステップ１１０）
。そして、条件情報が存在する場合、この条件情報がユーザから入力される情報と合致す
るか否か判断される（ステップ１１１）。そして、条件情報とユーザ入力とが合致する場
合は、複写が再開若しくは開始される（ステップ１１２）。
【００６０】
　一方、ステップ１１０において条件情報が存在しない場合、又は、ステップ１１１にお
いて条件情報とユーザ入力とが合致しない（不一致）である場合、複写の再開等は行われ
ず終了する。なお、本フローチャートにおいては、複写の禁止等を説明したが、ステップ
１０９において両面同時読取装置１１０による原稿の読み取りを中止させる動作を行わせ
ることもできる。また、ステップ１０７により出力される制御情報に、第一面と第二面の
画像データを記憶する記憶手段に記憶された画像データの消去を行う旨の情報が含まれて
いる場合には、ステップ１０９において画像データの消去を行うこともできる。さらに、
条件情報とユーザから入力される情報とが合致すれば、ステップ１１２において画像デー
タの消去中止を行うこともできる。
【００６１】
－第２の実施形態－
　第２の実施形態として、ブロック選択における他の形態を説明する。　
　図８は、ブロック選択における他の形態を説明する説明図である。図８（ａ）は、ブロ
ック選択部２１７に入力される第一面の画像データを示している。一方、図８（ｂ）は、
ブロック選択部２１７に入力される第二面の画像データを示している。さらに、図８（ｃ
）は、ブロック選択部２１７において生成及びブロック選択部２１７から出力される画像
データを示している。
【００６２】
　上述の第１の実施の形態においては、副走査方向のみ所定のライン数分で分割する態様
となっていた。このため、原稿の第一面の先頭から所定のライン数分の特定パターンの検
出が終了するまでは、第二面の画像データにおけるパターン画像の検出をすることができ
ない。
　本実施形態においては、画像データを主走査方向にも分割し、主走査方向においても第
一面と第二面の画像を、交互に配置する構成としてある。詳細に説明すると、ブロック選
択部２１７は、第一面を選択し、画像データを副走査方向に所定のライン数分であって、
かつ、主走査方向にも所定の大きさでブロック分割し（１－Ａ－１）、第一面において配
置されていた位置と対応する位置に出力する。
【００６３】
　画像データ１－Ａ－１の出力後、ブロック選択部２１７は第一面から第二面に選択を切
り替える。そして、ブロック選択部２１７は、第二面の画像データを副走査方向に所定の
ライン数分であって、かつ、主走査方向にも所定の大きさでブロック分割する（２－Ａ－
２）。そして、ブロック選択部２１７は、この画像データ（２－Ａ－２）を既に配置され
ている第一面の画像データ１－Ａ－１に隣接させて、かつ、第二面において配置されてい
た位置と対応する位置に出力する。以後、ブロック選択部２１７は、第一面と第二面の選
択を原稿の後端まで交互に繰り返し、所定のライン数分であって、かつ、主走査方向にも
所定の長さを有した画像データのブロックを、主走査方向および副走査方向に交互に出力
する。この結果、第一面と第二面の画像データが主走査方向および副走査方向に交互に合
成された原稿サイズに等しい画像データ（図８（ｃ））が生成されてパターン画像検出部
２１８（図３参照）に出力される。
【００６４】
　そして、パターン画像検出部２１８において、以後第１の実施形態と同様に、特定パタ
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ーンの検出等が行われる。なお、この場合も分割するブロックサイズはパターン画像検出
部２１８のブロック化処理部２２２（図５参照）でブロック分割するブロックサイズより
大きくすることが必要である。
　このように、主走査方向にも画像データを分割し、両面の画像データを主走査方向にも
配置すれば、所定のライン数分が過ぎるのを待つことなく第二面における特定パターンの
検出が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本実施の形態が適用される画像処理システムを示した図である。
【図２】ＣＩＳを用いた読み取り構造を説明するための図である。
【図３】処理装置を説明するためのブロック図である。
【図４】ブロック選択部による画像データの選択の態様を示した説明図である。
【図５】パターン画像検出部を説明するためのブロック図である。
【図６】特定パターン画像を示した説明図である。
【図７】原稿の読み取りから複写が行われるまでの流れを示したフローチャートである。
【図８】ブロック選択における他の形態を説明する説明図である
【符号の説明】
【００６６】
５０…ＣＩＳ(Contact Image Sensor) 、７８…ＣＣＤ(Charge Coupled Device)イメージ
センサ、１１０…両面同時読取装置、１２０…処理端末、２１２…ラインバッファー、２
１７…ブロック選択部、２１８…パターン画像検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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