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(57)【要約】
【課題】自動原稿搬送装置の原稿載置台と、載置された
原稿を読み取るためのプラテンの両方に原稿が載置され
た場合であっても、順次読み取ることを可能とする。
【解決手段】ユーザの設定により原稿載置台５に載置さ
れた原稿の読取を優先させる場合には、原稿載置台５に
載置された原稿を読み取った後に、プラテン板４に載置
された原稿を読み取る。また、ユーザの設定によりプラ
テン板４に載置された原稿の読取を優先させる場合には
、プラテン板４に載置された原稿を読み取った後に、原
稿載置台５に載置された原稿を読み取ることによって、
原稿載置台５に載置することができる原稿と原稿載置台
５に載置することができない原稿とが混在した書類であ
っても、上記の構成を用いることにより、１つのジョブ
としてコピーを行うことが可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読み取り原稿を自動的に搬送する自動原稿搬送装置と、
　上記自動原稿搬送装置に送る原稿を載置する第１の原稿載置台と、
　上記第１の原稿載置台に載置された原稿を検出する第１の原稿検出手段と、
　原稿を載置して読み取るための第２の原稿載置台と、
　上記第２の原稿載置台に載置された原稿を検出する第２の原稿検出手段と、
　原稿を読み取る原稿読取部とを備え、
　上記第１の原稿検出手段と第２の原稿検出手段により上記第１及び第２の原稿載置台に
原稿が存在する場合には、上記第１及び第２の原稿載置台に載置された原稿の読み取りを
許可することを特徴とする原稿読取装置。
【請求項２】
　上記第２の原稿検出手段により上記第２の原稿載置台からはみ出して原稿が置かれてい
る事を検出した場合は、上記自動原稿搬送装置の動作を禁止することを特徴とする請求項
１に記載の原稿読取装置。
【請求項３】
　上記第１及び第２の原稿載置台に載置された原稿のうち、どちらを先に読み取るかの選
択が可能であることを特徴とする請求項１に記載の原稿読取装置。
【請求項４】
　上記自動原稿搬送装置の読み取りが完了した後に、上記第２の原稿載置台の原稿読み取
りを開始することを特徴とする請求項１に記載の原稿読取装置。
【請求項５】
　上記自動原稿搬送装置の読み取りを設定した枚数行った後、上記第２の原稿載置台の読
取りを行いこの読み取りが完了した後に、上記自動原稿搬送装置の読み取りを再開するこ
とを特徴とする請求項１に記載の原稿読取装置。
【請求項６】
　上記第２の原稿載置台の原稿の読み取りが完了した後に、上記自動原稿搬送装置の原稿
読み取りを開始することを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　上記第２の原稿載置台で読み取った画像を、自動原稿搬送装置で読み取った画像の所定
ページに挿入可能であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の原稿読取装
置。
【請求項８】
　上記第１と第２の原稿載置台の両方に原稿が存在する場合、これら２つの原稿載置台の
原稿を読み取り、読み取った複数の原稿画像データを１つのデータファイルとして作成す
ることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項９】
　上記第１と第２の原稿載置台に存在する原稿の読み取り条件を、それぞれ設定可能であ
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項１０】
　上記読み取り条件は、カラー/モノクロ、片面/両面、解像度、拡大/縮小の少なくとも
いずれか一つであることを特徴とする請求項９記載の原稿読取装置。
【請求項１１】
　上記第１の原稿検出手段と第２の原稿検出手段による上記第１と第２の原稿載置台に存
在する原稿のサイズ検知を基に、読み取り後の原稿サイズを決定することを特徴とする請
求項１乃至８のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれかに記載の原稿読み取り装置を備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、自動原稿搬送装置に載置した原稿と、プラテン上においた原稿を順次読み込
むことができる原稿読取装置及びそれを備えた画像形成装置に関し、スキャナ装置、コピ
ー装置、ファクシミリ装置、または、これら装置を組み合わせた複合装置に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　スキャナ、複写機、ＦＡＸ等に搭載されている原稿読取装置は、載置された原稿を自動
的に搬送する自動原稿搬送装置（以下、「ＡＤＦ」と称する）により、原稿を自動的に読
み取る機能や、プラテンに原稿を押圧して１枚１枚読み取っていくフラットベッドスキャ
ナ（以下、ＦＢＳと称する）機能を有している。
【０００３】
　後述する特許文献１の画像読取装置には、ＦＢＳ機能を使用して原稿の読取りを行うに
際して、読取り後に、原稿の取り忘れが発生しないように、原稿の取り残しを検知する機
構を設けて、オペレータに対して知らせる手段が備えられている。具体的には、ＦＢＳ機
能に対応するプラテンに対しては、原稿をセットしてから原稿押圧板部材を閉じて、走査
装置による読取りの動作に対応させる。前記押圧板部材のヒンジ部に近接させてセンサを
設け、プラテンの所定の位置には原稿のサイズ検知用のセンサを配置し、それらのセンサ
の情報を制御装置に伝達して、押圧板の開閉と読取りの動作の終了信号を用いて、原稿の
取り残しを検知して、警報を出力させるようにする。
【特許文献１】特開２００５－１６５１８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の装置では、ＡＤＦを用いた原稿読み取りを行う際に、フラットベ
ッドスキャナに原稿が載置されている場合には、警告を出力することが示されているだけ
であって、フラットベッドスキャナに原稿が載置されている場合のＡＤＦを用いた原稿の
読み取りについては示唆されていない。
【０００５】
　また、ＯＨＰや葉書等、他の書類と同一のファイル（ジョブ）として、複写を希望する
場合であっても、ＯＨＰや葉書等の特殊原稿として扱う必要がある原稿については、ＡＤ
Ｆでの原稿搬送が許可されていないため、プラテンで複写を行う必要があり、ＡＤＦでの
原稿と同一原稿として取り扱うことができなかった。この為に、ＡＤＦでの原稿とプラテ
ンでの原稿が混在した複写の場合、オペレータがＡＤＦでの原稿とプラテンでの原稿を順
次置き換えていく必要があった。また、機械式のソータを備えておらず複数部の複写を行
う場合には、ＡＤＦ原稿の複写とプラテン原稿の複写の順序を調整しても、手作業による
並べ替えが必要になっていた。
【０００６】
　本発明は、斯かる実情に鑑み、自動原稿搬送装置の原稿載置台と、載置された原稿を読
み取るためのプラテンの両方に原稿が載置された場合であっても、順次読み取ることが可
能な原稿読取装置及びそれを用いた画像形成装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、読み取り原稿を自動的に搬送する自動原稿搬送装置と、上記自動原稿搬送装
置に送る原稿を載置する第１の原稿載置台と、上記第１の原稿載置台に載置された原稿を
検出する第１の原稿検出手段と、原稿を載置して読み取るための第２の原稿載置台と、上
記第２の原稿載置台に載置された原稿を検出する第２の原稿検出手段と、原稿を読み取る
原稿読取部とを備え、
　上記第１の原稿検出手段と第２の原稿検出手段により上記第１及び第２の原稿載置台に
原稿が存在する場合には、上記第１及び第２の原稿載置台に載置された原稿の読み取りを
許可することを特徴とするものである。
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【０００８】
　上記第２の原稿検出手段により上記第２の原稿載置台からはみ出して原稿が置かれてい
る事を検出した場合は、上記自動原稿搬送装置の動作を禁止することを特徴とする。
【０００９】
　また、上記第１及び第２の原稿載置台に載置された原稿のうち、どちらを先に読み取る
かの選択が可能であることを特徴とする。
【００１０】
　上記自動原稿搬送装置の読み取りが完了した後に、上記第２の原稿載置台の原稿読み取
りを開始することを特徴とする請求項１に記載の原稿読取装置。
【００１１】
　上記自動原稿搬送装置の読み取りを設定した枚数行った後、上記第２の原稿載置台の読
取りを行いこの読み取りが完了した後に、上記自動原稿搬送装置の読み取りを再開するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　また、上記第２の原稿載置台の原稿の読み取りが完了した後に、上記自動原稿搬送装置
の原稿読み取りを開始することを特徴とする。
【００１３】
　また、上記第２の原稿載置台で読み取った画像を、自動原稿搬送装置で読み取った画像
の所定ページに挿入可能であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の原稿
読取装置。
【００１４】
　また、上記第１と第２の原稿載置台の両方に原稿が存在する場合、これら２つの原稿載
置台の原稿を読み取り、読み取った複数の原稿画像データを１つのデータファイルとして
作成することを特徴とする。
【００１５】
　また、上記第１と第２の原稿載置台に存在する原稿の読み取り条件を、それぞれ設定可
能であることを特徴とする。ここで、上記読み取り条件は、カラー/モノクロ、片面/両面
、解像度、拡大/縮小の少なくともいずれか一つである。
【００１６】
　上記第１の原稿検出手段と第２の原稿検出手段による上記第１と第２の原稿載置台に存
在する原稿のサイズ検知を基に、読み取り後の原稿サイズを決定することを特徴とする請
求項１乃至８のいずれかに記載の原稿読取装置。
【００１７】
　さらに、本発明は、上記のいずれかに記載の原稿読み取り装置を備えた画像形成装置で
ある。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、第１及び第２の原稿載置台に原稿が存在する場合には、上記第１及び
第２の原稿載置台に載置された原稿を順次原稿読取部にて読み取るので、自動原稿搬送装
置で搬送可能な原稿と、自動原稿搬送装置で搬送できない原稿とが、１つのジョブとして
原稿の読み取りが可能となり、ユーザの利便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１に示すように、本発明に係る原稿読取装置１００は、原稿を原稿搬送路Ｆに沿って
自動的に搬送する自動原稿搬送装置（以下、「ＡＤＦ」と称する）１と、搬送されてきた
原稿の表面側の画像を読み取る第１画像読取手段１０と、搬送されてきた原稿の裏面側の
画像を読み取る第２画像読取手段２０とを備えている。
【００２１】
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　第１画像読取手段１０は、光源１１、第１～第３ミラー１２ａ，１２ｂ，１２ｃ、レン
ズ１３及びＣＣＤ（イメージセンサ）１４から構成される縮小光学系の画像読取手段であ
り、第２画像読取手段２０は、光源２１、第１～第４ミラー２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２
２ｄ、レンズ２３及びＣＣＤ（イメージセンサ）２４から構成される縮小光学系の画像読
取手段である。また、第２画像読取手段２０は、光源２１、第１～第４ミラー２２ａ，２
２ｂ，２２ｃ，２２ｄ、レンズ２３及びＣＣＤ２４が１つの集合体をなすようにユニット
化されている。
【００２２】
　図１に示した原稿読取装置１００は複写機（図示せず）の上部に設けられるもので、主
として第２画像読取手段２０を収納するＡＤＦ１、及び第１画像読取手段１０を収容する
主走査部２から構成されている。
【００２３】
　ＡＤＦ１と主走査部２はヒンジ（図示せず）によって連結され、ＡＤＦ１はヒンジの回
動によって主走査部２に対して開閉可能となっている。主走査部２は、主として筐体３、
透明なガラス板からなるプラテン板４、筐体３内に収容される第１画像読取手段１０から
構成されている。
【００２４】
　第１画像読取手段１０は、主として光源１１及び第１ミラー１２ａを保持する光源ユニ
ット１５、第２ミラー１２ｂ及び第３ミラー１２ｃを保持するミラーユニット１６、レン
ズ１３及びＣＣＤ１４から構成されている。
【００２５】
　主走査部２は、ユーザが原稿をプラテン（第２の原稿載置台）４上に載置して原稿画像
の読み取りを行う原稿固定方式による画像読取と、ＡＤＦ１によって自動的に原稿を搬送
しながら原稿画像を読み取る原稿移動方式の両方式に対応している。
【００２６】
　原稿固定方式によって原稿画像を読み取る場合、光源ユニット１５とミラーユニット１
６は、原稿固定方式に対応したホームポジションにそれぞれ移動する。その後、光源ユニ
ット１５は原稿に対して光を照射しながら一定の速度で副走査方向（紙面に対して左右方
向）に移動して原稿の画像を走査し、それと同時にミラーユニット１６は光源ユニット１
５の移動速度の１／２の移動速度で同じく副走査方向に移動する。
【００２７】
　光源ユニット１５から照射され原稿から反射した光は光源ユニット１５に設けられた第
１ミラー１２ａで反射したのち、ミラーユニット１６の第２及び第３ミラー１２ｂ，１２
ｃによって１８０°光路変換され、第３ミラー１２ｃから反射された光はレンズ１３を介
してＣＣＤ１４に結像し、電気的な画像データに変換される。
【００２８】
　一方、原稿移動方式によって原稿画像を読み取る場合、光源ユニット１５及びミラーユ
ニット１６は、図１に示されるホームポジションに静止したまま、ＡＤＦ１によってホー
ムポジションの上部を通過するように搬送される原稿に対して光源１１から光を照射して
画像を走査し、原稿の表面側から反射された光は、上述の原稿固定方式と同様に第１ミラ
ー１２ａによって反射された後、ミラーユニット１６の第２及び第３ミラー１２ｂ，１２
ｃによって１８０°光路変換され、レンズ１３を介してＣＣＤ１４に結像し、電気的な画
像データに変換される。
【００２９】
　図１に示されるように、ＡＤＦ１は、主として原稿載置台（第１の原稿載置台）５に載
置された原稿を１枚ずつＡＤＦ１の内部へ呼び込む呼び込みローラ６、呼び込まれた原稿
を原稿搬送路Ｆに沿って搬送する複数対の搬送ローラ７、給紙タイミングを調節するレジ
ストローラ８、画像読み取りを終えた原稿を排紙トレイ３０へ排出する排紙ローラ９から
構成され、ユニット化された第２画像読取手段２０が略Ｕ字状に弧を描く原稿搬送路Ｆ内
に収まるように配設されている。
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【００３０】
　第２画像読取手段２０は、第１ミラー２２ａ、第２ミラー２２ｂ、第３ミラー２２ｃ、
第４ミラー２２ｄ、レンズ２３及びＣＣＤ２４から構成され、これらの各部材は１つの集
合体をなすようにユニット用筐体２６に収容されることによりユニット化されている。な
お、第２画像読取手段２０において、光源２１、レンズ２３、ＣＣＤ２４は、第１画像読
取手段を構成するそれらと同一のものである。
【００３１】
　上述の通り、第２画像読取手段２０は、ユーザから両面読み取りの要求がなされた際に
、原稿搬送路Ｆを搬送される原稿の裏面側の画像を読み取る。具体的には、第１画像読取
手段１０によって原稿の表面側の画像が読み取られた後、該原稿は原稿搬送路Ｆに沿って
排出トレイ３０へ向けて搬送される間に、第２画像読取手段の光源２１の下部を通過する
。この際に第２画像読取手段２０の光源２１は原稿の裏面側へ向けて光を照射し、原稿の
裏面側から反射された光は、ガラス等の透明部材で形成された読取窓３２を通過し第１～
第４ミラー２２ａ，２２ｂ，２２ｃ，２２ｄによって順次光路変換された後、レンズ２３
を介してＣＣＤ２４に結像し、電気的な画像データに変換される。
【００３２】
　また、ＡＤＦ１の下面は、主走査部２のプラテン板４上に載置された読み取り原稿を上
から押さえる押さえ板２８となっている。この押さえ板２８は、第１画像読取手段２０の
光源２１に対峙する部分が開放可能な蓋体２９となっている。
【００３３】
　また、原稿載置台５には、載置された原稿の有無を検出するための原稿センサ５２、原
稿の搬送方向の原稿長さを検出する原稿長さセンサ５０－１，５０－２が備えられている
。また、原稿載置台５には、原稿の横方向を規制する原稿ガイド５１が備えられており、
原稿ガイドを移動させることで、ボリューム５０－３が回転しボリュームの抵抗値が変化
する。その抵抗値を、後述する図２で示す制御部１０１が、Ａ／Ｄ端子で抵抗値を読み取
ることで、載置された原稿の横幅を検出することが可能となっている。これらの原稿長さ
センサ、原稿ガイドにより、原稿載置台５に置かれている原稿のサイズを検出することが
可能となっている。
【００３４】
　読み取り原稿を搬送する搬送路には、搬送される原稿の位置を検出するための光学セン
サ５３－１，５３－２，５３－３，５３－４、５３－５，５３－６、５３－７，５３－８
が備えられており、各センサの検出タイミングにより原稿の搬送速度も検出することが可
能となっている。
【００３５】
　図２は、図１に示した原稿読取装置１００を示した斜視図であり、図３は自動原稿搬送
装置１を開放した状態を示す図面である。主走査部２の上面には、読み取り原稿を載置す
るプラテン板４を有し、主走査部２にヒンジによって連結されたＡＤＦ１にはプラテン板
４に載置された原稿を押圧するための押さえ版２８が備えられている。
【００３６】
　また、プラテン板４の近傍であって上記ヒンジ側には、ＡＤＦによって自動的に原稿を
搬送しながら原稿画像を読み取るための小プラテン板６０が備えられている。小プラテン
板６０をＡＤＦ１によって通過する原稿を第１画像読取手段１０によって読み取っていく
。また、小プラテン６０の対向するＡＤＦ側ユニットには小プラテン板６０の原稿の存在
を検出する原稿検知センサ６１，６２を備えている。
【００３７】
　図４は、主走査部２を上部から見た図面であり、プラテン板４の下方には、反射型のセ
ンサからなるセンサ群６５ａ、及び、６５ｂを備えプラテン板４に載置された原稿からの
反射光を受光するか否かによって何れのセンサがＯＮするかを検知することで規定サイズ
の原稿サイズを検知することが出来る。
【００３８】
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　図５は、図４に示す図面のプラテン板４に原稿を載置したものであり、載置原稿により
センサ群６５ａ、６５ｂを遮ることによってプラテン板４に載置された規定サイズの原稿
サイズを検知する。原稿サイズ検知はＡＤＦ１がオープンしている時に検出を行い、ＡＤ
Ｆ１がクローズした瞬間に原稿サイズ検知結果を後述する制御部１０１が取得することで
、プラテン板４に載置された原稿の原稿サイズを確定する。
【００３９】
　図６は、本実施形態の原稿読取装置１００の電気的構成の主要部を概略的に示すブロッ
ク図である。
【００４０】
　本実施形態の原稿読取装置１００は、主として制御部１０１、スキャナ部１０２、画像
処理部１０３、記憶部１０４、通信部１０５、操作パネル部１０６、原稿走査部駆動モー
タ１０７ａを駆動制御するドライバ１０７、原稿搬送ローラ駆動モータ１０８ａを駆動制
御するドライバ１０８から構成されている。そして、ＡＤＦ１に備えられた光センサ５０
，５２，５３と、プラテン４に備えられた原稿検知センサ６１，６２，６５は、制御部１
０１に検出結果を送出している。
【００４１】
　制御部１０１は、装置全体の動作制御を管理する部分であり、図示は省略しているがＣ
ＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等によって構成されている。
【００４２】
　スキャナ部１０２は、図１に示す第１及び第２画像読取手段１０，２０の光学走査系を
構成する。第１及び第２画像読取手段１０，２０のＣＣＤ１４，２４は、上記説明では光
学縮小方式のＣＣＤ（Charge Coupled Devices）としているが、等倍光学方式のＣＩＳ（
Contact Image Sensor）でもよい。
【００４３】
　画像処理部１０３は、第１画像読取手段１０または第２画像読取手段２０で読み取った
光学データを、ページ単位で電気的な画像データに変換する。
【００４４】
　記憶部１０４は、例えばＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ハードディスク、ＭＯなどで構成され
、制御部１０１によって制御される制御中のデータ、入力された各種指示内容を記憶する
。また、記憶部１０４は、スキャナ部１０２で読み取った原稿画像を記憶する原稿画像記
憶部、変換された文字列のコードからなる文書を記憶する文書記憶部として機能する領域
を備えている。
【００４５】
　通信部１０５は、接続されたコンピュータやプリンタといった外部機器２００との間で
双方向通信を行う通信部であり、画像処理部１０３で画像処理したデータを外部機器２０
０に送信する。また、外部機器２００から送信されてきたデータを本装置が扱えるデータ
に展開するためのメモリを備えている。
【００４６】
　操作パネル部１０６を図７に示す。操作パネル部１０６は図１に示す原稿読取装置１０
０の手前側に配置される。具体的には、主走査部２をＡＤＦ１より手前側まで拡張し、そ
の上面部分に配置される。操作パネル部１０６は、原稿読取時の動作モードを指定するキ
ー（原稿載置台５の原稿から読み取るのかプラテン板４の原稿から読み取るのかを指定す
る優先指定キー１５０、プラテン板４の原稿をＡＤＦ１の原稿の何頁目に挿入するのか等
の指定する途中挿入ページ設定キー１７０）、読み取り条件を指定するキー（カラーで読
み取るかモノクロで読み取るかを指定する色指定キー１６１、片面読み取りか両面読み取
りかを指定するモード指定キー１６２、どれ程の画質で読み取るかを指定する画質指定キ
ー１６３、読み取りの濃度は濃くするか淡くするかを指定する濃度指定キー１６４、記録
時のサイズはいくらにするかを指定するサイズ指定キー１６５）等から構成される。
【００４７】
　原稿走査部駆動モータ１０７ａは、原稿固定方式によって原稿画像を読み取る場合に、
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光源ユニット１５及びミラーユニット１６を適宜の速度で副走査方向に移動させるための
モータであり、制御部１０１からの制御により、ドライバ１０７によって適宜駆動制御さ
れる。
【００４８】
　原稿搬送ローラ駆動モータ１０８ａは、原稿搬送路Ｆに配置された呼び込みローラ６、
搬送ローラ７、レジストローラ８、排紙ローラ９などの各ローラを駆動するモータであり
、制御部１０１からの制御により、ドライバ１０８によって適宜駆動制御される。
【００４９】
　図８、及び、図９はプラテン板４と読み取り原稿の位置関係を示す図面であり、双方の
位置関係を明確にするためにＡＤＦ１を開放した状態で説明を行う。
【００５０】
　図７ではプラテン板４の範囲内に原稿３００が載置されているために、ＡＤＦ１による
原稿移動方式で原稿を読み取る場合、小プラテン板６０上で移動原稿を読み取り、原稿は
搬送路に沿って、プラテン板４に載置された原稿の上方を通過するので、プラテン板４上
の原稿に影響を与えることがない。そのため、原稿がプラテン板４に放置した状態であっ
ても、ＡＤＦによって自動的に原稿を搬送しながら原稿画像を読み取ることが可能となる
。
【００５１】
　また、図９は原稿がプラテン板４をはみ出し、原稿移動方式での小プラテン板６０に原
稿が位置している状態を示している。この状態であれば小プラテン板６０での原稿が読み
取れないばかりか、小プラテン板６０は原稿移動方式の原稿搬送路を兼用しているために
、ＡＤＦで原稿が搬送された際には、ジャムが発生すると共に、搬送された原稿を破損さ
せてしまう恐れがある。
【００５２】
　そのため、原稿移動方式の小プラテン板６０の対向するＡＤＦ側ユニットには小プラテ
ン板６０の原稿の存在を検出する原稿検知センサ６１、６２を備え、原稿が検出された際
には、ＡＤＦ１での原稿搬送を禁止しユーザに原稿を取り除くように警告を発する。
【００５３】
　図１０は、その警告を行う一例を示すもので、このような画像７１や文字７２を操作パ
ネル部１０６の表示部に表示を行うことでユーザに警告を行うことが可能となる。
【００５４】
　本発明の場合には、原稿移動方式の小プラテン板６０に原稿が位置しない場合であって
、原稿載置台５、及び、プラテン板４の双方に原稿が載置された状態に適用される。この
双方に原稿が載置されたことを検出する原稿読取装置のフローを図１１に示す。
【００５５】
　ここでは先ずプラテン板４に原稿が有るかを検出し（ステップＳ１）、次にＡＤＦ１の
原稿載置台５の原稿有無を検出する（ステップＳ２，Ｓ５）。一方にしか原稿が置かれて
いない場合には（ステップＳ５；Ｙｅｓ　又は　ステップＳ２；Ｎｏ）、原稿の置かれて
いるプラテン板４または原稿載置台５の原稿の読み取りを行うが（ステップＳ４，Ｓ６）
、双方に原稿が置かれていることを検出すると（ステップＳ２；Ｙｅｓ）、後に詳細に説
明するように双方の原稿を順次、読み取る（ステップＳ３）。
【００５６】
　具体的には、操作パネル部１０６によりユーザが設定することにより、原稿載置台５に
載置された原稿の読取を優先させる場合には、図１２に示すようにＡＤＦ１の原稿載置台
５に載置された原稿を読み取り（ステップＳ１１）、ＡＤＦ１の原稿が最終頁かを確認後
に（ステップＳ１２）、プラテン板４に載置された原稿を読み取る（ステップＳ１３）。
【００５７】
　また、ユーザの設定によりプラテン板４に載置された原稿の読取を優先させる場合には
、図１３に示すようにプラテン板４に載置された原稿を読み取り（ステップＳ２１）、Ａ
ＤＦ１の原稿載置台５に載置された原稿を読み取り（ステップＳ２２）、ＡＤＦ１の原稿
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が最終頁かを確認して（ステップＳ２３）、最終頁であれば処理を終了する。
【００５８】
　こうすることによって、原稿載置台５に載置することができる原稿と原稿載置台５に載
置することができない原稿とが混在した書類であっても、上記の構成を用いることにより
、１つのジョブとしてコピーを行うことが可能となり、ユーザの利便性を向上させること
ができる。特に複数部のコピーが必要な場合には手作業による並べ替えを行う事なしにコ
ピーを得ることができる。
【００５９】
　前述したように原稿載置台５に載置された原稿とプラテン板４に載置された原稿のいず
れを先に読み取るかは、操作パネル部１０６からユーザが選択して設定ができる。また、
予め先に読み取る方を設定しておき、操作パネル部１０６の表示部に、その設定内容をユ
ーザに報知し、ユーザが設定を変更した場合はその変更に従い、ユーザがＯＫした場合、
あるいは所定時間入力がない場合は、当初の設定で処理を行う。また、図７の操作パネル
１０６にあるように、原稿載置台５に載置された原稿とプラテン板４に載置された原稿の
読み取り条件について、「設定」タブ１６６、１６７を切り換えて読み取りの色、画質、
濃度、記録サイズなどの条件を原稿載置台５の原稿とプラテン板４の原稿の読み取り毎に
設定する事ができる。ここで記録サイズについて原稿載置台５（ＡＤＦタブ）の設定時に
「オートＡＤＦ」を選択すると原稿載置台５で検出した原稿サイズを原稿載置台５の原稿
の読み取り記録サイズに設定する。また「オートプラテン」を選択するとプラテン板４で
検出した原稿サイズを原稿載置台５の原稿の読み取り記録サイズに設定することができる
。同様にプラテン板４（プラテンタブ）の設定時に「オートプラテン」を選択すると記録
サイズをプラテン板４で検出した原稿サイズで、「オートＡＤＦ」を選択すると記録サイ
ズを原稿載置台５で検出した原稿サイズにすることができる。こうすることで、どちらか
一方の原稿サイズを基準として記録サイズを設定することが簡単にできるようになる。
【００６０】
　また、プラテン板４に載置された原稿を読み取り、原稿載置台５に載置された原稿の所
定頁に挿入することも可能である。この場合には、図７の操作パネル１０６の途中挿入ペ
ージが指定される。
【００６１】
　図１４は、プラテン板４に載置された原稿を読み取り、原稿載置台５に載置された原稿
の所定頁に挿入する処理を示すフローチャートである。
　ユーザによって、操作パネル部１０６よりプラテン板４に載置された原稿の挿入頁が指
定されると（ステップＳ３１）、原稿載置台５に載置された原稿の読取をＡＤＦ１により
開始する（ステップＳ３２）。指定された挿入頁に到来する（ステップＳ３３）と、原稿
載置台５に載置された原稿の読取を停止させ（ステップＳ３４）、プラテン板４に載置さ
れた原稿の読み取りを開始する（ステップＳ３５）。プラテン板４に載置された原稿の読
み取りが終了すると（ステップＳ３６）、原稿載置台５に載置された原稿の読取を再開さ
せる（ステップＳ３７）。こうして、プラテン４に載置された原稿のコピーを原稿載置台
５に載置された原稿のコピー物の所定頁に挿入することが可能となる。
【００６２】
　また、他の手法として、昨今の複合機は読み取り画像をデジタル的に処理するため、プ
ラテン板４に載置された原稿の挿入頁が指定されると、プラテン４に載置された原稿を読
取記憶させた後に原稿載置台５に載置された原稿の読取を開始させ、所定頁が到来すると
、記憶されたプラテン４上の画像データを印刷することにより、複合機のジョブ効率を低
下させること無く所定頁への挿入が可能となる。
【００６３】
　図１５は、複合機におけるプラテン４に載置された原稿を挿入して印刷する処理を示す
フローチャートである。
　ユーザによって、操作パネル部１０６よりプラテン板４に載置された原稿の挿入頁が指
定されると（ステップＳ４１）、原稿載置台５に載置された原稿の読み取りとプラテン板
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４に載置された原稿の読み取りを開始する（ステップＳ４２）。この読み取り順番は、ユ
ーザの設定に従って行われる。制御部１０１は、読み取ったデータをそれぞれ記憶部１０
４に格納していく（ステップＳ４３）。原稿を読み取り終えると（ステップＳ４４）、印
刷を開始する（ステップＳ４４）。原稿載置台５に載置された原稿のデータを印刷し、挿
入頁に到来すると（ステップＳ４６）、原稿載置台５に載置された原稿のデータを印刷す
るのを一端停止し（ステップＳ４７）、プラテン板４に載置された原稿のデータを印刷す
る（ステップＳ４８）。プラテン板４に載置された原稿のデータの印刷が終了すると（ス
テップＳ４９）、原稿載置台５に載置された原稿のデータ印刷を再開させる（ステップＳ
５０）。こうして、プラテン４に載置された原稿のコピーを原稿載置台５に載置された原
稿のコピー物の所定頁に挿入して印刷することが可能となる。
【００６４】
　次に図１６は、プラテン板４と原稿載置台５に置かれた原稿の双方を読み取りそれを１
つのファイルとして処理するフローチャートである。
　ここで原稿の読み取りを終了するまでのフロー（Ｓ５１～Ｓ５４）は図１５での動作と
同様である。読み取りを終了すると、制御部１０１は、プラテン板４に載置された原稿の
挿入頁の指定に基づいて記憶部１０４に格納された各原稿のデータを並べ替える（ステッ
プＳ５５）。そして並べ替えた原稿のデータを１つのファイルに変換し、そのファイルを
記憶部１０４に格納する（ステップＳ５６）。格納されたファイルを印刷する事で、プラ
テン４に載置された原稿のコピーを原稿載置台５に載置された原稿のコピーの所定頁に挿
入した形態で印刷することが可能となる。また、格納されたファイルを送信する事も可能
となる。
【００６５】
　尚、本発明は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明に係る原稿読取装置の一実施形態を示す構成図である。
【図２】原稿読取装置において自動原稿搬送装置を閉じた状態を示す斜視図である。
【図３】原稿読取装置において自動原稿搬送装置を開放した状態を示す斜視図である。
【図４】主走査部を上部から見た図である。
【図５】図４においてプラテン板に原稿を載置した図である。
【図６】本実施形態の原稿読取装置の電気的構成の主要部を概略的に示すブロック図であ
る。
【図７】操作パネル部を示す概略図である。
【図８】プラテン板の所定位置に読取原稿を載置した場合の図である。
【図９】プラテン板の所定位置からずれて読取原稿を載置した場合の図である。
【図１０】操作パネル部の表示部に警告を表示した場合の図である。
【図１１】原稿載置台やプラテン板に原稿が載置された場合の原稿読取りを示すフローチ
ャートである。
【図１２】原稿載置台に載置された原稿の読取りを優先させる場合の原稿読取りを示すフ
ローチャートである。
【図１３】プラテン板に載置された原稿の読取を優先させる場合の原稿読取りを示すフロ
ーチャートである。
【図１４】プラテン板に載置された原稿を読み取り、原稿載置台に載置された原稿の所定
頁に挿入する処理を示すフローチャートである。
【図１５】複合機におけるプラテンに載置された原稿を挿入して印刷する処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１６】プラテン板４と原稿載置台５に置かれた原稿の双方を読み取りそれを１つのフ
ァイルとして処理するフローチャートである。
【符号の説明】
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【００６７】
１　自動原稿搬送装置
２　主走査部
３　筐体
４　プラテン板
５　原稿載置台
６　ローラ
７　搬送ローラ
８　レジストローラ
９　排紙ローラ
１０，２０　画像読取手段
３０　排紙トレイ
５０，５２，５３　光センサ
６０　小プラテン板
６１，６２，６５　原稿検知センサ
１００　原稿読取装置
１０１　制御部
１０２　スキャナ部
１０３　画像処理部
１０４　記憶部
１０５　通信部
１０６　操作パネル部
１０７，１０８　ドライバ
１０７ａ　原稿走査部駆動モータ
１０８ａ　原稿搬送ローラ駆動モータ
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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