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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取り、原稿画像を取得する原稿画像取得手段と、
　前記原稿画像取得手段で取得した原稿画像を圧縮することなく記憶する原稿画像記憶手
段と、
　前記原稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を圧縮する圧縮手段と、
　前記圧縮手段で圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されたか否かを判別する判
別手段と、
　圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されていないと判別された場合に、前記原
稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設定で再び圧縮するように設定変更する
設定変更手段と、
を有し、
前記設定変更手段は、
　圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されていないと判別された場合に、前記原
稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設定で再び圧縮することを催告する催告
部と、
　原稿の読み取り倍率を変更し、再設定するために用いられる倍率設定部と、
　原稿を読み取る際の解像度を再設定するために用いられる解像度再設定部と、
を有する原稿読取装置。
【請求項２】
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　前記原稿画像取得手段は、原稿画像の画像幅及び又は画像長を取得し、
前記判別手段は、前記画像幅及び又は前記画像長を用いて、圧縮された原稿画像のファイ
ルが正常に作成されたか否かを判別する請求項１記載の原稿読取装置。
【請求項３】
　前記判別手段は、前記圧縮手段で圧縮された圧縮画像の容量を用いて、圧縮された原稿
画像のファイルが正常に作成されたか否かを判別する請求項１記載の原稿読取装置。
【請求項４】
　原稿長を検出する原稿長取得手段を有し、
　前記判別手段は、前記原稿長を用いて、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成さ
れたか否かを判別する請求項１記載の原稿読取装置
【請求項５】
　前記判別手段は、圧縮された原稿画像が正常に作成されていないと判別された場合に、
設定を変更すれば圧縮された原稿画像を正常に作成できるか否かをさらに判別し、
　設定を変えても圧縮された原稿画像を正常に作成することができないと判別された場合
は、前記記憶手段に記憶された原稿画像が削除される請求項１乃至４いずれか記載の原稿
読取装置。
【請求項６】
　原稿を読み取る原稿読取装置と、
　前記原稿読取装置からの出力に基づいて画像を形成する画像形成部と、
を有し、
前記原稿読取装置は、
　原稿を読み取り、原稿画像を取得する原稿画像取得手段と、
　前記原稿画像取得手段で取得した原稿画像を圧縮することなく記憶する原稿画像記憶手
段と、
　前記原稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を圧縮する圧縮手段と、
前記圧縮手段で圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されたか否かを判別する判別
手段と、
　圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されていないと判別された場合に、前記原
稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設定で再び圧縮するように設定変更する
設定変更手段と、
を有し、
前記設定変更手段は、
　圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されていないと判別された場合に、前記原
稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設定で再び圧縮することを催告する催告
部と、
　原稿の読み取り倍率を変更し、再設定するために用いられる倍率設定部と、
　原稿を読み取る際の解像度を再設定するために用いられる解像度再設定部と、
を有する画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿読取装置及び画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、原稿の後端を検出するまで等速度で原稿を搬送して原稿を読み取り、
イメージデータを出力する原稿移動型の原稿読取手段と、前記イメージデータを一時的に
格納する所定容量の緩衝記憶手段と、前記緩衝記憶手段に格納されたイメージデータの量
に基づいて、該イメージデータを圧縮して符号化すると共に、圧縮符号化 を一時的に停
止する圧縮符号化手段と、前記圧縮符号化手段により圧縮符号化された符号データを格納
するメモリ手段と、を備えた原稿読取装置が開示されている。
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【０００３】
　特許文献２には、原稿を搬送する原稿搬送手段と、前記原稿搬送手段により搬送される
原稿を検出する原稿検出手段と、前記原稿検出手段により原稿が検出された場合に前記原
稿搬送手段により搬送中の原稿から画像データを読み取る読取手段と、前記読取手段によ
る画像データの読取量をカウントする読取量カウント手段と、前記読取量カウント手段に
おけるカウント値が読取量設定値に達する毎に前記原稿搬送手段を停止させる搬送停止手
段と、前記搬送停止手段により前記原稿搬送手段が停止させられた場合において、前記原
稿検出手段が原稿を検出した状態である場合、前記原稿搬送手段に原稿の搬送を再開させ
る搬送再開手段とを備える画像読取装置が開示されている。
【０００４】
　特許文献３には、長尺原稿を読み取り可能な画像読み取り装置において、画像データを
入力する画像入力手段と、前記画像入力手段により入力された画像データを記憶しておく
画 像入力用メモリと、前記画像データを圧縮する画像データ圧縮手段と、前記画像圧縮
データを格納する圧縮画像データの格納手段と、前記画像圧縮データを蓄積 用メモリへ
転送する転送手段と、前記画像データを出力する画像出力手段と、定型サイズ用画像デー
タが使用される入出力用メモリとを有し、前記圧縮データの前記蓄積用メモリへの転送の
際には、前記長尺原稿が読み取られながら行われ、画像出力の際には前記データが伸張さ
れながら行われ、前記入出力用メモリは定型サイズ用画像データが使用される画像形成装
置が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平８－１１６４１１号公報
【特許文献２】特開２００５－３４８３７６号公報
【特許文献３】特開２００６－１２９２７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されなかった際に、改めて原稿
を読み取る手間を低減させることができる原稿読取装置、及び画像形成装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る本発明は、原稿を読み取り、原稿画像を取得する原稿画像取得手段と、
前記原稿画像取得手段で取得した原稿画像を圧縮することなく記憶する原稿画像記憶手段
と、前記原稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を圧縮する圧縮手段と、前記圧縮手段で
圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されたか否かを判別する判別手段と、圧縮さ
れた原稿画像のファイルが正常に作成されていないと判別された場合に、前記原稿画像記
憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設定で再び圧縮するように設定変更する設定変更
手段と、を有し、前記設定変更手段は、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成され
ていないと判別された場合に、前記原稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設
定で再び圧縮することを催告する催告部と、原稿の読み取り倍率を変更し、再設定するた
めに用いられる倍率設定部と、原稿を読み取る際の解像度を再設定するために用いられる
解像度再設定部と、を有する原稿読取装置である。
【０００８】
　請求項２に係る本発明は、前記原稿画像取得手段は、原稿画像の画像幅及び又は画像長
を取得し、前記判別手段は、前記画像幅及び又は前記画像長を用いて、圧縮された原稿画
像のファイルが正常に作成されたか否かを判別する請求項１記載の原稿読取装置である。
【０００９】
　請求項３に係る本発明は、前記判別手段は、前記圧縮手段で圧縮された圧縮画像の容量
を用いて、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されたか否かを判別する請求項１
記載の原稿読取装置である。
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【００１０】
　請求項４に係る本発明は、原稿長を検出する原稿長取得手段を有し、前記判別手段は、
前記原稿長を用いて、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されたか否かを判別す
る請求項１記載の原稿読取装置である。
【００１２】
　請求項５に係る本発明は、前記判別手段は、圧縮された原稿画像が正常に作成されてい
ないと判別された場合に、設定を変更すれば圧縮された原稿画像を正常に作成できるか否
かをさらに判別し、設定を変えても圧縮された原稿画像を正常に作成することができない
と判別された場合は、前記記憶手段に記憶された原稿画像が削除される請求項１乃至４い
ずれか記載の原稿読取装置である。
【００１３】
　請求項６に係る本発明は、原稿を読み取る原稿読取装置と、前記原稿読取装置からの出
力に基づいて画像を形成する画像形成部と、を有し、前記原稿読取装置は、原稿を読み取
り、原稿画像を取得する原稿画像取得手段と、前記原稿画像取得手段で取得した原稿画像
を圧縮することなく記憶する原稿画像記憶手段と、前記原稿画像記憶手段に記憶された原
稿画像を圧縮する圧縮手段と、前記圧縮手段で圧縮された原稿画像のファイルが正常に作
成されたか否かを判別する判別手段と、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成され
ていないと判別された場合に、前記原稿画像記憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設
定で再び圧縮するように設定変更する設定変更手段と、を有し、前記設定変更手段は、圧
縮された原稿画像のファイルが正常に作成されていないと判別された場合に、前記原稿画
像記憶手段に記憶された原稿画像を、異なる設定で再び圧縮することを催告する催告部と
、原稿の読み取り倍率を変更し、再設定するために用いられる倍率設定部と、原稿を読み
取る際の解像度を再設定するために用いられる解像度再設定部と、を有する画像形成装置
である。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に係る本発明によれば、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されなか
った際に、改めて原稿を読み取る手間を低減させることができる原稿読取装置を提供する
ことができる。
【００１５】
　請求項２に係る本発明によれば、原稿を読み込んで、原稿画像の画像幅及び又は前記画
像長を検出する場合であっても、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成された否か
を判別することができる原稿読取装置を提供することができる。
【００１６】
　請求項３に係る本発明によれば、圧縮された圧縮画像の容量を用いて、圧縮された原稿
画像のファイルが正常に作成された否かを判別することができる原稿読取装置を提供する
ことができる。
【００１７】
　請求項４に係る本発明によれば、原稿長の高さを用いて、圧縮された原稿のファイルが
正常に作成されたか否かを判別することができる原稿読取装置を提供することができる。
【００１９】
　請求項５に係る本発明によれば、圧縮された原稿画像のファイルを正常に作成できない
との判別がなされた場合に、原稿画像が削除される原稿読取装置を提供することができる
。
【００２０】
　請求項６に係る本発明によれば、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されなか
った際に、改めて原稿を読み取る手間を低減させることができる画像形成装置を提供する
ことができる。

【発明を実施するための最良の形態】
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【００２１】
　次に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１には、本発明の実施形態に係る画像形成装置１０が示されている。画像形成装置１
０は、画像形成部２０と、制御ユニット２６と、媒体供給装置１００と、表示操作ユニッ
ト２００と、原稿読取ユニット４００とを有する。
【００２２】
　表示操作ユニット２００は、ユーザインターフェイスとして用いられていて、表示操作
ユニット本体２０２を有し、表示操作ユニット２００に、表示手段として用いられると共
に、操作手段として用いられるタッチパネル２０４が装着されている。ここで、タッチパ
ネルとは、指や専用のペンで画面に触れることで入力操作が可能な装置であり、指等が触
れた位置を検知して画面上の位置を指定し、操作対象に指示を与えることができる装置で
ある。
【００２３】
　タッチパネル２０４からは、例えば、原稿読取ユニット４００で原稿を読み取る際の、
カラーモード、出力ファイル形式、読み取り解像度、読み取り倍率等を入力し、設定する
ことができるようになっている。
【００２４】
　媒体供給装置１００は、画像が形成される例えば普通紙等の媒体を画像形成部２０に供
給する装置であり、例えば１つのロール媒体供給装置１１０と、例えば２つのカット媒体
供給装置１４０とを有し、ロール媒体供給装置１１０の下方に、２つのカット媒体供給装
置１４０が位置するように重ねられて配置されている。ここで、ロール媒体とは、例えば
ロール紙等のロール状に巻かれた画像形成がなされる媒体を指す。また、カット媒体とは
、例えばＡ４サイズ、Ｂ５サイズ等のサイズに１枚ずつ切断された、例えば紙等の画像形
成がなされる媒体を指す。
【００２５】
　ロール媒体供給装置１１０は、ロール媒体供給装置本体１１２を有し、ロール媒体供給
装置本体１１２内に、ロール媒体１１４が回転することができ、先端部を引き出すことが
できるように装着されている。また、ロール媒体供給装置本体１１２内には、ロール媒体
が搬送される通路であるロール媒体搬送路１１６が形成されていて、ロール媒体搬送路１
１６に沿って、ロール媒体の搬送方向上流側から順に、引き出しロール１１８と、搬送ロ
ール１２０と、切断装置１２２とが装着されている。
【００２６】
　引き出しロール１１８は、巻かれた状態にあるロール媒体の先端部を引き出し、該先端
部をロール媒体搬送方向下流側に向けて引き出すために用いられている。搬送ロール１２
０は、引き出しロール１１８によって引き出された用紙を、さらに下流側、すなわち画像
形成部２０側に搬送するために用いられる。切断装置１２２は、必要な長さ分が画像形成
部２０に供給されたロール媒体１１４の後端側を切断するために用いられる。
【００２７】
　また、ロール媒体供給装置本体１１２内には、２つのカット媒体供給装置１４０、１４
０からそれぞれ供給されるカット媒体が、画像形成部２０側に搬送される際に通過する通
過搬送路１２４が形成されていて、通過搬送路１２４に沿って搬送ロール１２８が装着さ
れている。搬送ロール１２８は、２つのカット媒体供給装置１４０、１４０から供給され
たカット媒体を、画像形成部２０側に搬送するために用いられる。
【００２８】
　カット媒体供給装置１４０、１４０は、それぞれがカット媒体供給装置本体１４２を有
し、カット媒体供給装置本体１４２内に、カット媒体を積層するように収納するカット媒
体収納部１４４が、例えばカット媒体供給装置本体１４２に対して着脱することができる
ように装着されている。また、カット媒体供給装置本体１４２内には、カット媒体収納部
１４４の最上位に位置するカット媒体を、カット媒体搬送方向における下流側に送り出す
送り出しロール１４６と、送り出しロール１４６によって引き出されたカット媒体を、さ
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らに上流側に向けて搬送する搬送ロール１４８と、カット媒体を捌いてカット媒体の重送
を防止する捌きロール１５２とが装着されている。また、搬送ロール１４８、及び捌きロ
ール１５０の下流側に搬送ロール１５２が装着されている。
【００２９】
　２つのカット媒体供給装置１４０、１４０うち、下側に配置されたカット媒体供給装置
から供給されたカット媒体は、上側に位置するカット媒体供給装置本体１４２内、及びロ
ール媒体供給装置本体１１２内を通過するようにして、画像形成部２０に搬送される。ま
た、２つのカット媒体供給装置１４０、１４０のうち、上側に配置されたカット媒体供給
装置から供給されたカット媒体は、ロール媒体供給装置本体１１２内を通過するようにし
て、画像形成部２０に搬送される。
【００３０】
　画像形成部２０は、例えば、原稿読取ユニット４００で取得された原稿画像に基づく画
像形成を行うことができ、例えば、黒単色等の単色の画像を形成することができる。画像
形成部２０は、例えば電子写真方式のものであり、画像形成部本体２２を有し、画像形成
部本体２２内には、媒体供給装置１００から供給された媒体が通過する媒体搬送路５０が
形成されている。
【００３１】
　また、画像形成部本体２２内には、例えば感光体ドラムが用いられる像保持体３０と、
像保持体３０を一様に帯電する帯電装置３２と、帯電装置３２により一様に帯電された像
保持体３０に潜像を形成する潜像形成装置３４と、潜像形成装置３４により形成された像
保持体３０上の潜像をトナーで可視化する現像装置３６と、現像装置３６により形成され
たトナー像を媒体に転写する転写装置４０と、像保持体３０に残ったトナーをクリーニン
グするクリーニング装置４２とが装着されている。
【００３２】
　また、画像形成部本体２２内には、媒体搬送路５０に沿って、媒体搬送方向上流側から
順に、搬送ロール５２と、レジストロール５４と、定着装置５６と、搬送ロール５８と、
排出ロール６０とが装着されている。搬送ロール５２は、媒体をレジストロール５４に向
けて搬送する。レジストロール５４は、停止した状態から所定のタイミングで回転を開始
することで、像保持体３０にトナー像が形成されるタイミングと合致するように、媒体を
像保持体３０と転写装置４０との接触部に送り出す。
【００３３】
　定着装置５６は、転写装置４０によって媒体に転写されたトナー像を、圧力と熱とで媒
体に定着する。排出ロール６０は、トナー像が定着された媒体を、画像形成部本体２２外
に排出するために用いられる。
【００３４】
　制御ユニット２６は、例えば画像形成部本体２２内に装着されている。制御ユニット２
６は、画像形成装置１０を制御するために用いられ、基板を有し、該基板にＣＰＵ等の処
理回路やメモリ等の記憶装置が装着されている。
【００３５】
　図２には、原稿読取ユニット４００が示されている。
　原稿読取ユニット４００は、単色又はカラーの画像を読み取ることができ、原稿読取ユ
ニット本体４０２を有し、原稿読取ユニット本体４０２内に、原稿が通過する原稿搬送路
４０４が形成されている。また、原稿読取ユニット本体４０２内に、原稿の搬送に用いら
れる原稿搬送部４０８が装着されている。原稿搬送部４０８は、原稿の搬送方向における
上流側に設けられた搬送ロール４１０と、同方向における下流側に設けられた搬送ロール
４１２とを有する。
【００３６】
　また、原稿読取ユニット本体４０２内には、原稿を読み取り、原稿画像を取得する原稿
画像取得手段として用いられる原稿画像取得部４２４が装着されている。原稿画像取得部
４２４は、光透過性部材４１４と、光照射装置４１６と、光電変換部材４１８とを有する
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。光透過性部材４１４は、例えばガラス等の光を透過する材料が用いられ、例えば、原稿
搬送路４０４の下側に配置されている。光照射装置４１６は、例えば、キセノンランプが
用いられ、光透過性部材４１４を通過するようにして、原稿搬送路４０４を搬送中の原稿
に光を照射する。
【００３７】
　光電変換部材４１８は、光照射装置４１６から照射され、原稿の下向きの面で反射され
、図示を省略する光学系によって集められた光が入射する位置に配置されていて、入射し
た光を電気信号に変換する。光電変換部材４１８には、例えばＣＣＤアレイが用いられ、
ＣＣＤアレイが用いられる場合、該ＣＣＤアレイは、ＲＧＢ３色用の３列一組の受光セン
サを有している。
【００３８】
　原稿読取ユニット本体４０２の外側には、原稿の、搬送ロール４１２によって原稿搬送
部本体４０２外に排出された部分を装置前側（図２における右側）に案内する案内部材４
２０が装着されている。また、原稿読取ユニット本体４０２内には、主として原稿読取ユ
ニット４００の制御に用いられる制御ユニット５００が装着されている。制御ユニット５
００は、基板を有し、該基板にＣＰＵ等の処理回路やメモリ等の記憶装置が装着されてい
る。
【００３９】
　図３には、画像形成装置１０の主要部がブロック図として示されている。
　画像形成装置１０は、先述のように原稿読取ユニット４００と、制御ユニット５００と
、表示操作ユニット２００とを有する。
　原稿読取ユニット４００は、先述のように原稿搬送部４０８と、原稿画像取得部４２４
とを有することと併せて、図３に示されるように、原稿画像記憶手段として用いられる原
稿画像記憶部４３０と、圧縮手段として用いられる圧縮部４３２と、圧縮画像記憶部４３
４と、圧縮画像転送部４３６と、原稿検出手段として用いられる原稿長検出部４３８とを
有する。原稿画像記憶部４３０と、圧縮部４３２と、圧縮画像記憶部４３４と、圧縮画像
転送部４３６としては、制御ユニット５００が有するＣＰＵ等の処理回路や、メモリ等の
記憶装置が用いられる。原稿検出部としては、センサ、ＣＰＵ等が用いられる。
【００４０】
　原稿画像記憶部４３０は、原稿画像取得部４２４で取得された原稿画像を圧縮等の処理
することなく、例えばビットマップで記憶する。また、原稿画像記憶部４３０は、原稿画
像取得部４２４で取得された原稿画像の画像長、画像幅や、原稿長検出部４３８で検出し
た原稿長を記憶する。圧縮部４３２は、原稿画像取得部４２４で取得し、例えば一旦は原
稿画像記憶部４３０に記憶された原稿画像を、例えば、ＪＰＥＧ等の設定された出力フォ
ーマットで圧縮する。圧縮画像記憶部４３４は、圧縮部４３２で圧縮された原稿画像を記
憶する。圧縮画像転送部４３６は、圧縮部４３２で圧縮された原稿画像を制御ユニット５
００に転送する。
【００４１】
　ここで、圧縮処理は、原稿画像の画像長、画像幅、原稿長を取得する前に開始すること
ができ、画像形成装置１０では、原稿を読み込みながら、原稿画像の圧縮処理が開始され
ている。すなわち、原稿サイズの判別が完了する前に圧縮画像データの生成が開始される
。このため、例えば、原稿の読取が終わった後であって、原稿サイズの判別が完了した後
に圧縮処理を開始する場合と比較して、一連の処理を完了させる時間が短縮され、作業効
率が向上する。一方、原稿サイズの判別が完了する前に圧縮処理が開始されるため、読み
込まれる原稿画像が過大で、読み込まれた画像の圧縮に失敗する虞がある。
【００４２】
　制御ユニット５００は、判別手段として用いられる判別部５０２と、画像情報記憶部５
０４とを有する。判別部５０２は、圧縮部４３２で圧縮された原稿画像のファイルが正常
に変更されたか否かを判別する。この判別は、後述するスキャン終了コマンドに設定され
た画像幅と画像長とを示すパラメータを用いて行うことができる。例えば、圧縮のフォー
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マットがＪＰＥＧである場合、ＪＰＥＧには、一辺の長さが６５５３５ドット以内である
との制限があるため、原稿読取ユニット４００で読み取った原稿の画像サイズ（画像幅、
画像長）を検出した結果、画像幅及び画像長の少なくともいずれか一方が、長さが６５５
３５ドットよりも大きくなる場合、正常にファイルが作成されないとの判別をする。一方
、原稿読取ユニット４００で読み取った原稿の画像サイズ（画像幅、画像長）を検出した
結果、画像幅及び画像長の双方が６５５３５ドットよりも小さい場合、ファイルが正常に
作成されると判別する。画像情報記憶部５０４は、画像情報を記憶するために用いられる
。
【００４３】
　表示操作ユニット２００は、開始画面２１０と、エラー終了画面２４０と、正常終了画
面２５０と、再設定画面２６０とを有する。開始画面２１０と、エラー終了画面２４０と
、正常終了画面２５０と、再設定画面２６０とは、表示操作ユニット２００のタッチパネ
ル２０４に表示される。
【００４４】
　開始画面２１０は、原稿の読み取りを開始する際にタッチパネル２０４に表示される画
面であり、読み取った画像の出力フォーマットの設定に用いられる出力フォーマット設定
部２１６と、読み取り倍率の設定に用いられる倍率設定部２１４と、読み取りの解像度を
設定するために用いられる解像度設定部２１２とを有する。
【００４５】
　エラー終了画面２４０は、先の圧縮処理で正常にファイルが作成されなかった際に、続
く圧縮処理で、たとえ設定を変更したとしても、正常にファイルを作成することができな
い場合に、タッチパネル２０４に表示される画面である。正常終了画面２５０は、原稿の
読み取りと、圧縮されたファイルの作成とが良好になされ、正常に処理が終了した際にタ
ッチパネル２０４に表示される画面である。
【００４６】
　再設定画面２６０は、先の処理で、圧縮されたファイルの作成がなされなかったものの
、続く圧縮処理での設定を変更すれば、ファイルが良好に作成ことがある場合にタッチパ
ネル２０４に表示される画面であり、原稿の読み取り倍率を変更し、再設定するために用
いられる倍率再設定部２６２と、原稿を読み取る際の解像度を再設定するために用いられ
る解像度再設定部２６４とを有する。
【００４７】
　原稿読取ユニット４００と制御ユニット５００とは、第１の通信部６００によって互い
に連結されている、第１の制御ユニット５００は、原稿読取ユニット４００と制御ユニッ
ト５００との間でのコマンドの送受信に用いられる。また、制御ユニット５００と表示操
作ユニット２００とは、第２の通信部７００によって互いに連結されている。第２の通信
部は、制御ユニット５００と表示操作ユニット２００との間のコマンドの送受信に用いら
れる。
【００４８】
　図４には、開始画面２１０が示されている。
　開始画面２１０は、先述のように解像度設定部２１２と、倍率設定部２１４と、出力フ
ォーマット設定部２１６とを有することと併せて、原稿を読み取る際の色の設定を行うカ
ラーモード設定部２１８と、読み取られた原稿画像の保存先を表示する保存先表示部２２
０とを有する。解像度設定部２１２は、原稿を読み取る際の解像度を、例えば予め設定さ
れた複数の解像度から選択することができるようになっている。図４には、解像度２００
ｄｐｉが選択された状態が示されている。
【００４９】
　読み取り倍率設定部２１４は、原稿を読み取る際の読み取り倍率を、予め定められた範
囲内で、例えば０．１パーセントの刻みで設定することができるようになっている。図４
には、読み取り倍率が１００.０％に設定された状態が示されている。
【００５０】
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　出力フォーマット設定部２１６は、予め定められた複数のフォーマットから、原稿画像
の圧縮に用いるフォーマットを選択することができるようになっていている。図４には、
圧縮に用いられるフォーマットとして、ＪＰＥＧシングルページが選択された状態が示さ
れている。
【００５１】
　カラーモード設定部２１８は、予め定められた複数のカラーモードから、原稿を読み取
る際のカラーモードを選択することができるようになっている。図４には、カラーモード
して、フルカラーが選択された状態が示されている。
【００５２】
　図５には、エラー終了画面２４０が示されている。
　エラー終了画面２４０には、例えばメモリ残量不足等のエラーの理由を表示するエラー
表示部２４２と、エラーを確認した際に操作者によって操作される確認操作部２４４とを
有している。
【００５３】
　図６には、正常終了画面２５０が示されている。
　正常終了画面２５０は、原稿データが保存された場所を示す保存情報表示部２５２と、
保存された原稿データの設定を示す設定表示部２５４とを有している。
【００５４】
　図７には、再設定画面２６０が示されている。
　再設定画面２６０は、先述のように倍率再設定部２６２と、解像度再設定部２６４とを
有し、併せて、エラー表示部２７０と、操作者に設定を変更するように催告する催告部２
６６と、取消操作部２６８とを有している。エラー表示部２７０には、現状の設定では、
圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されなかったことが、例えば理由と共に表示
される。催告部２６６には、原稿画像を圧縮する際の設定をするように催告する表示がな
される。取消操作部２６８は、原稿画像を圧縮する設定を変更することに替えて、原稿画
像の圧縮を取り消す場合に、操作者によって操作される。
【００５５】
　図８には、第１の通信部６００を介して原稿読取ユニット４００と制御ユニット５００
との間で送受信されるコマンドが示されており、図８（ａ）には、制御ユニット５００か
ら原稿読取ユニット４００に送信されるコマンドが、図８（ｂ）には、原稿読取ユニット
４００から制御ユニット５００に送信されるコマンドが示されている。
【００５６】
　図８（ａ）に示されるように、制御ユニット５００から原稿読取ユニット４００に送信
されるコマンドとしては、スキャン要求コマンド６０２と、再圧縮要求コマンド６０４と
がある。スキャン要求コマンド６０２は、原稿読取ユニット４００に対して、原稿画像を
圧縮処理することを要求するコマンドである。スキャン要求コマンド６０２には、原稿画
像を圧縮するフォーマット種別６１０と、原稿を読み取る解像度６１２と、原稿を読み取
る倍率６１４とが、パラメータとして設定されている。
【００５７】
　再圧縮要求コマンド６０４は、圧縮された原稿ファイルが正常に作成されなかった場合
に、原稿画像記憶部４３０に記憶されている原稿画像を、圧縮に不良が生じた際の設定と
は異なる設定で再び圧縮処理することを原稿読取ユニット４００に対して要求するコマン
ドである。再圧縮要求コマンド６０４には、原稿データを再び圧縮する際のフォーマット
種別６２０と、原稿データを再び圧縮する際の解像度６２２と、原稿データを再び圧縮す
る際の読み取り倍率６２４とがパラメータとして設定されている。
【００５８】
　図８（ｂ）に示されるように、原稿読取ユニット４００から制御ユニット５００に送信
されるコマンドとしては、スキャン終了コマンド６２６と、再圧縮終了コマンド６２８と
がある。スキャン終了コマンド６２６は、制御ユニット５００に対して、原稿画像の読み
取りと圧縮された原稿画像のファイルの作成とが終了したことを通知するコマンドである
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。スキャン終了コマンド６２６には、画像幅６３０と、画像長６３２と、原稿長６３４と
がパラメータとして設定されている。ここで、画像幅とは、原稿が搬送される方向と垂直
な方向における画像のドット数である。また、画像長とは、原稿が搬送される方向におけ
る画像のドット数である。原稿長とは、原稿長をｍｍで示したものである。
【００５９】
　再圧縮終了コマンド６２８は、圧縮の設定を変えての原稿画像記憶部４３０に記憶され
ていた原稿画像の再圧縮が完了したことを、制御ユニット５００に通知するコマンドであ
る。再圧縮終了コマンド６２８には、画像幅６３６と、画像長６３８とがパラメータとし
て設定されている。
【００６０】
　図９には、第２の通信部６００を介して表示操作ユニット２００と制御ユニット５００
との間で送受信されるコマンドが示されており、図９（ａ）には、表示操作ユニット２０
０から制御ユニット５００に送信されるコマンドが、図９（ｂ）には、制御ユニット５０
０から表示操作ユニット２００に送信されるコマンドが示されている。
【００６１】
　図９（ａ）に示されるように、表示操作ユニット２００から制御ユニット５００に送信
されるコマンドとしては、スキャン要求コマンド７０２と、再圧縮要求コマンド７０４と
、ＪＯＢ削除コマンド７０６とがある。スキャン要求コマンド７０２は、制御ユニット５
００に対して、原稿画像の圧縮処理を要求するコマンドである。スキャン要求コマンド７
０２には、原稿データを圧縮する際のフォーマット種別７１０と、原稿を読み取る解像度
７１２と、原稿を読み取る倍率７１４とが、パラメータとして設定されている。
【００６２】
　再圧縮要求コマンド７０４は、圧縮された原稿画像のファイルが良好に圧縮されなかっ
た際等に、原稿画像記憶部４３０に記憶されている原稿画像を、圧縮に不良が生じた際の
設定とは異なる設定で再び圧縮処理することを制御ユニット５００に対して要求するコマ
ンドである。再圧縮要求コマンド７０４には、原稿データを再び圧縮する際のフォーマッ
ト種別７２０と、原稿データを再び圧縮する再の解像度７２２と、原稿データを再び圧縮
する際の読み取り倍率７２４とがパラメータとして設定されている。
【００６３】
　ＪＯＢ削除コマンド７０６は、制御ユニット５００に対して、ＪＯＢを削除することを
要求するコマンドである。
【００６４】
　図９（ｂ）に示されるように、制御ユニット５００から表示操作ユニット２００に送信
されるコマンドしては、スキャン終了コマンド７４０と、再圧縮終了コマンド７４２と、
スキャンエラーコマンド７４４とがある。スキャン終了コマンド７４０は、原稿画像の読
み取りと圧縮された原稿データの作成とが終了したことを、表示操作ユニット２００に通
知するコマンドである。スキャン終了コマンドには、スキャンが正常に終了したこと、又
はスキャンに異常が生じたことを示す終了コード７５０がパラメータとして設定されてい
る。
【００６５】
　再圧縮終了コマンド７４２は、原稿画像記憶部４３０に記憶されていた原稿画像の再圧
縮が完了したことを表示操作ユニット２００に通知するコマンドである。再圧縮終了コマ
ンド７４２には、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されたこと、又はファイル
が正常に作成されなかったことを示す終了コード７５４がパラメータとして設定されてい
る。
【００６６】
　図１０には、画像形成装置１０において、原稿データの圧縮が正常になされた場合の動
作が説明されている。
　図１０に示されるように、まず、表示操作ユニット２００から制御ユニット５００に、
スキャン要求コマンド７０２が送信される。次に、制御ユニット５００から原稿読取ユニ
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ット４００に、スキャン要求コマンド６０２が送信される。
【００６７】
　次に、スキャン要求コマンド６０２を受けて、原稿読取ユニット４００は、原稿画像取
得部４２４で原稿画像を取得し、取得した原稿画像を原稿画像記憶部４３０に記憶し、取
得した原稿画像を圧縮部４３２で圧縮し、圧縮した画像を圧縮画像記憶部４３４に記憶し
、圧縮画像転送部４３６で圧縮画像（ファイル）を制御ユニット５００に転送する。
【００６８】
　次に、原稿読取ユニット４００は、制御ユニット５００に、スキャン終了コマンド６２
６を送信する。
【００６９】
　次に、制御ユニット５００は、スキャンが正常に終了したか否か、すなわち、圧縮され
た原稿イメージが正常に作成されたか否かを判別する。例えば、出力フォーマットしてＪ
ＰＥＧが用いられている場合、受領したスキャン終了コマンド６２６のパラメータから、
画像幅及び画像長の双方がＪＰＥＧの規格上の制限である６５５３５ドット以下であれば
正常であると判別し、画像幅及び画像長の少なくともいずれか一方が、６５５３５ドット
以上であれば異常であると判別する。
【００７０】
　図１０は、スキャンが正常であるとの判別がなされた場合を示していて、制御ユニット
５００から表示操作ユニット２００に終了コードが正常に設定されたスキャン終了コマン
ド７４０が送信される。スキャン終了コマンド７４０を受領すると、表示操作ユニット２
００は、タッチパネル２０４に正常終了画面２５０を表示させる。
【００７１】
　図１１には、画像形成装置１０において、圧縮された原稿画像ファイルが正常に作成さ
れなかった場合であって、その後に操作者によって圧縮の設定が変更された場合の動作が
説明されている。
　図１１に示されるように、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成された場合と同
様に、表示操作ユニット２００から制御ユニット５００にスキャン要求コマンド７０２が
送信され、制御ユニット５００から原稿読取ユニット４００にスキャン要求コマンド６０
２が送信され、スキャン要求コマンド６０２を受けて、原稿読取ユニット４００は、原稿
画像取得部４２４で原稿画像を取得し、取得した原稿画像を原稿画像記憶部４３０に記憶
し、取得した原稿画像を圧縮部４３２で圧縮し、圧縮した画像を圧縮画像記憶部４３４に
記憶し、圧縮画像転送部４３６で圧縮画像（ファイル）を制御ユニット５００に転送し、
制御ユニット５００にスキャン終了コマンド６２６を送信する。
【００７２】
　次に、制御ユニット５００は、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されている
か否かを判別する。例えば、出力フォーマットしてＪＰＥＧが用いられている場合、受領
したスキャン終了コマンド６２６のパラメータから、画像幅及び画像長の双方がＪＰＥＧ
の規格上の制限である６５５３５ドット以下であれば正常であると判別し、画像幅及び画
像長の少なくともいずれか一方が、６５５３５ドット以上であれば異常であると判別する
。
【００７３】
　図１１は、圧縮された原稿ファイルが正常に作成されていないとの判別がなされた場合
を示していて、制御ユニット５００から表示操作ユニット２００にスキャンエラーコマン
ド７４４が送信される。スキャンエラーコマンド７４４を受領すると、表示操作ユニット
２００は、タッチパネル２０４に、再設定画面２６０を表示させる。
【００７４】
　次に、再設定画面２６０で操作者によって変更された設定に基づいて、表示操作ユニッ
ト２００から制御ユニット５００に、再圧縮要求コマンド７０４が送信される。この際、
再圧縮要求コマンド７０４パラメータは、再設定画面２６０で変更された設定となってい
る。
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【００７５】
　次に、制御ユニット５００から原稿読取ユニット４００に再圧縮要求コマンド６０４が
送信される。再圧縮要求コマンド６０４を受けて、原稿読取ユニット４００は、原稿画像
記憶部４３０に圧縮処理されずに記憶されている原稿画像を、新たな設定に基づいて圧縮
部４３２で圧縮し、圧縮した画像を圧縮画像記憶部４３４に記憶し、圧縮画像転送部４３
６で、圧縮画像（ファイル）を制御ユニット５００に転送する。次に、原稿読取ユニット
４００は、制御ユニット５００に再圧縮終了コマンド６２８を送信する。
【００７６】
　その後、スキャン要求コマンド６０２を受けて制御ユニット５００に圧縮画像が転送さ
れた場合と同様に、再圧縮要求コマンド６０４を受けて制御ユニット５００に転送された
圧縮画像は、制御ユニット５００で、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成された
ているか否かを判別する。
【００７７】
　図１２には、画像形成装置１０において、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成
されていない場合であって、その後に、操作者によって、原稿を圧縮する操作が取り消さ
れた場合の動作が説明されている。
　図１２に示されるように、圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成されなかった後
に操作者によって圧縮の設定が変更された場合と同様に、表示操作ユニット２００から制
御ユニット５００にスキャン要求コマンド７０２が送信され、制御ユニット５００から原
稿読取ユニット４００にスキャン要求コマンド６０２が送信され、スキャン要求コマンド
６０２を受けて、原稿読取ユニット４００は、原稿画像取得部４２４で原稿画像を取得し
、取得した原稿画像を原稿画像記憶部４３０に記憶し、取得した原稿画像を圧縮部４３２
で圧縮し、圧縮した画像を圧縮画像記憶部４３４に記憶し、圧縮画像転送部４３６で圧縮
画像（ファイル）を制御ユニット５００に転送し、制御ユニット５００にスキャン終了コ
マンド６２６を送信する。
【００７８】
　次に、制御ユニット５００は、圧縮された原稿画像ファイルが正常に作成されているか
否かを判別する。例えば、出力フォーマットしてＪＰＥＧが用いられている場合、受領し
たスキャン終了コマンド６２６のパラメータから、画像幅及び画像長の双方がＪＰＥＧの
規格上の制限である６５５３５ドット以下であれば正常であると判別し、画像幅及び画像
長の少なくともいずれか一方が、６５５３５ドット以上であれば異常であると判別する。
【００７９】
　図１２は、スキャンが異常であるとの判別がなされた場合であり、制御ユニット５００
から表示操作ユニット２００にスキャンエラーコマンド７４４が送信される。スキャンエ
ラーコマンド７４４を受領すると、表示操作ユニット２００は、タッチパネル２０４に、
再設定画面２６０を表示させる。
【００８０】
　ここで、先述の例では、操作者によって、再設定画面２６０の、倍率再設定部２６２及
び解像度再設定部２６４の少なくともいずれか一方が操作されて、設定が変更された場合
を説明した。これに対して、この例では、操作者によって、再設定画面２６０の取消操作
部２６８を操作することで、原稿の読み取りが取り消された場合を説明している。
【００８１】
　取消操作部２６８が操作されて原稿の読み取りが取り消されると、表示操作ユニット２
００から制御ユニット５００に、ＪＯＢ削除コマンド７０６が送信される。ＪＯＢ削除コ
マンド７０６が送信されると、制御ユニット５００は、表示操作ユニット２００に、終了
コードが異常に設定されたスキャン終了コマンド７４０を送信する。スキャン終了コマン
ド７４０を受領すると、表示操作ユニット２００は、タッチパネル２０４にエラー終了画
面２４０を表示させる。
【００８２】
　図１３には、スキャン要求コマンド６０２を受信した際の原稿読取ユニット４００の動
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作が示されている。
　スキャン要求コマンド６０２を受信して一連の処理がスタートすると、ステップＳ１０
で、原稿読取ユニット４００は、スキャン要求コマンド７０２に設定されたパラメータに
基づいて、画像を圧縮するフォーマット、読み取りの解像度、及び読み取りの倍率を保存
する。次のステップＳ１２では、原稿読取ユニット４００は、原稿搬送部４０８での原稿
の搬送と、原稿画像取得部４２４での原稿の取得を開始する。次のステップＳ１４では、
原稿読取ユニット４００は、ステップＳ１２で取得された画像情報、画像幅、画像長及び
原稿長を、原稿画像記憶部４３０に記憶する。
【００８３】
　次のステップＳ３０では、原稿読取ユニット４００は、圧縮部４３２で原稿画像を圧縮
する。尚、Ｓ１６における原稿画像の圧縮の詳細については後述する。
【００８４】
　次のステップＳ３２では、原稿読取ユニット４００は、画像転送部４３６で、ファイル
を制御ユニット５００に転送する。
【００８５】
　次のステップＳ３４では、原稿読取ユニット４００は、制御ユニット５００にスキャン
終了コマンド６２６を送信し、一連の処理を終了する。
【００８６】
　図１４には、再圧縮要求コマンド６０４を受信した際の原稿読取ユニット４００の動作
が示されている。
　再圧縮要求コマンド６０４を受信して一連の処理がスタートすると、ステップＳ２０で
、原稿読取ユニット４００は、再圧縮要求コマンド６０４に設定されたパラメータに基づ
いて、画像を再圧縮する際のフォーマット、読み取りの解像度、及び読み取りの倍率を保
存する。
【００８７】
　次のステップＳ３０では、ステップＳ１４で原稿画像記憶部４３０に保存された原稿画
像を圧縮部４３２で圧縮する。尚、Ｓ３０における原稿画像の圧縮の詳細については後述
する。
【００８８】
　次のステップＳ３２では、原稿読取ユニット４００は、画像転送部４３６で、圧縮され
た原稿画像のファイルを制御ユニット５００に転送する。
【００８９】
　次のステップＳ４０では、原稿読取ユニット４００は、制御ユニット５００に再圧縮終
了コマンド６２８を送信し、一連の処理を終了する。
【００９０】
　図１５には、ステップＳ３０における原稿画像の圧縮処理が示されている。
　図１５に示すように、圧縮部４３２は、ステップＳ３０ａで、画像を圧縮する際のフォ
ーマット、読み取りの解像度、及び読み取りの倍率を取得し、ステップＳ３０ｂで、取得
したフォーマット、読み取りの解像度、及び読み取りの倍率に応じた圧縮処理を実施する
。
【００９１】
　図１６には、スキャン要求コマンド７０２を受信した際の制御ユニット５００の動作が
示されている。
【００９２】
　スキャン要求コマンド７０２を受信して、一連の処理がスタートすると、ステップＳ１
００で、制御ユニット５００は、スキャン要求コマンド７０２に設定されたパラメータに
基づいて、画像を圧縮するフォーマット、読み取りの解像度、及び読み取りの倍率を保存
する。次にステップＳ１０２では、制御ユニット５００は、スキャン要求コマンド６０２
を原稿読取ユニット４００に送信する。
【００９３】
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　次のステップＳ１０４で、原稿読取ユニット４００からのファイル転送が終了したこと
を確認し、次のステップＳ１０６で、原稿読取ユニット４００からのスキャン終了コマン
ド６２６を受信したことを確認した後、次のステップＳ１０８で、制御ユニット５００は
、ファイル転送された画像情報、画像幅、画像長、及び原稿長を、画像情報記憶部５０４
に保存する。
【００９４】
　次のステップＳ１１０で、制御ユニット５００は、ステップＳ１０８で保存された画像
情報、画像幅、及び画像長に基づいて、圧縮された原稿ファイルが正常に作成された否か
を判別し、ファイルが正常に作成されたと判別された場合、次のステップＳ１２０に進む
。また、圧縮された原稿画像ファイルの作成が正常になされなかったものの、設定を変更
すれば圧縮された原稿画像のファイルが正常に作成することが可能であると判別された場
合（再圧縮可）、次のステップＳ１３０に進む。また、圧縮された原稿画像ファイルの作
成が正常になされなかった場合であって、原稿データの圧縮の設定を変更したとしても、
圧縮された原稿画像ファイルの作成が正常になされないとの判別がなされた場合は、次の
ステップＳ１５０に進む。
【００９５】
　ここで、圧縮された原稿画像ファイルの作成が正常になされなかった場合であって、原
稿データの圧縮の設定を変更したとしても、圧縮された原稿画像ファイルの作成が正常に
なされないとの判別がなされた場合とは、例えば、原稿読取ユニット４００の仕様として
、読み取ることができる原稿の高さが１５０００ｍｍ以内であり、読み込もうとした原稿
の高さが１５０００ｍｍ以上である場合をあげることができる。
　尚、原稿の高さは、スキャン終了コマンド６２６の原稿長６３４に示される値を用いる
。
【００９６】
　ステップＳ１２０では、制御ユニット５００は、スキャン終了コマンド７４０の終了コ
ードとして正常を設定し、次のステップＳ１４４に進む。また、ステップＳ１４０では、
制御ユニット５００は、スキャン終了コマンド７４０の終了コードとし異常を設定し、次
のステップＳ１４４に進む。ステップＳ１４４では、制御ユニット５００は、表示操作ユ
ニット２００にスキャン終了コマンド７４０を送信して、一連の処理が終了する。
【００９７】
　また、ステップＳ１３０では、制御ユニット５００は、表示操作ユニット２００にスキ
ャンエラーコマンド７４４を送信する。
【００９８】
　ステップＳ１３０の次のステップであるステップＳ１３２で、表示操作ユニット２００
からの再圧縮要求コマンドを受信したことを確認した後、次のステップＳ１３４で、制御
ユニット５００は、表示操作ユニット２００から送信された再圧縮要求コマンドに基づい
て、画像を再圧縮する際のフォーマット、読み取りの解像度、及び読み取りの倍率を保存
する。次のステップＳ１３６で、制御ユニット５００は、原稿読取ユニット４００に再圧
縮要求コマンド６０４を送信して、ステップＳ１０４に戻る。
【００９９】
　以上で説明した実施形態においては、画像形成装置１０において、圧縮された原稿画像
のファイルが正常に作成されなかった場合であって、設定を変更しても圧縮された原稿画
像を正常に作成することができない例として、原稿読取ユニット４００の仕様として、読
み取ることができる原稿の高さが１５０００ｍｍ以内であり、読み込もうとした原稿の高
さが１５０００ｍｍ以上である場合を示した。この例と同様に、圧縮された原稿画像のフ
ァイルが正常に作成されなかった場合には、設定を変更しても圧縮された原稿画像を正常
に作成することができない他の例としては、圧縮部４３２で圧縮された圧縮画像の容量が
所定値以上（例えば、２ＧＢ以上）ある場合をあげることができる。
【０１００】
　また、先述のように、ＪＰＥＧには、画像の幅、及び高さの双方が６５５３５ドットよ
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りも小さいものであることを要するとの制限がある。この６５５３５ドットとの制限は、
読み取り解像度が６００ｄｐｉである場合、原稿の幅、又は高さの２７７４ｍｍに相当す
る。また、６５５３５ドットとの制限は、読み取り解像度が４００ｄｐｉである場合、原
稿の幅、又は高さの４１４６ｍｍに相当する。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　以上で説明をしたように、本発明は原稿読取装置と、例えば複写機等の原稿読取装置を
有する画像形成装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示す側面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る画像形成装置が有する原稿読取ユニットを示す側面図で
ある。
【図３】本発明の実施形態に係る画像形成装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る原稿読取装置のタッチパネルに表示される開始画面を示
す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る原稿読取装置のタッチパネルに表示されるエラー終了画
面を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る原稿読取装置のタッチパネルに表示される正常終了画面
を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る原稿読取装置のタッチパネルに表示される再設定画面を
示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係る原稿読取装置が有する第１のコマンド通信手段が送信す
るコマンドを示す図である。
【図９】本発明の実施形態に係る原稿読取装置が有する第２のコマンド通信手段が送信す
るコマンドを示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る原稿読取装置の動作を説明する第１の図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る原稿読取装置の動作を説明する第２の図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る原稿読取装置の動作を説明する第３の図である。
【図１３】本発明の実施形態に係る原稿読取装置が有する原稿画像取得部の動作を示す第
１のフローチャートである。
【図１４】本発明の実施形態に係る原稿読取装置が有する原稿画像取得部の動作を示す第
２のフローチャートである。
【図１５】本発明の実施形態に係る原稿読取装置が有する原稿画像取得部の動作を示す第
３のフローチャートである。
【図１６】本発明の実施形態に係る原稿読取装置が有する制御部の動作を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【０１０３】
１０　　　画像形成装置
２０　　　画像形成部
２００　　表示操作ユニット
２０４　　タッチパネル
２１０　　開始画面
２４０　　エラー終了画面
２５０　　正常終了画面
２６０　　再設定画面
４００　　原稿読取ユニット
４１８　　光電変換部材
４３０　　原稿画像記憶部
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４３２　　圧縮部
４３８　　原稿長検出部
５００　　制御ユニット
５０２　　判別部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(18) JP 4692936 B2 2011.6.1

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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