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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャナーによってプラテンガラスに載置された原稿を走査し、画像データを読み取る
原稿読取手段と、前記画像データを処理する機能の選択を受け付ける操作手段とを備え、
選択された機能を実行する画像読み取り装置であって、
　前記プラテンガラス上面を開閉するプラテンカバーと、
　該プラテンカバーの開成を検出する開閉検出手段と、
　該開閉検出手段によって、前記プラテンカバーの開成が検出された後、閉成が検出され
ると、前記スキャナーを用いたプレスキャンによって載置位置検出用データを取得させ、
取得された前記載置位置検出用データに基づいて、前記プラテンガラスに載置された原稿
の載置位置を検出する原稿載置位置検出手段と、
　前記載置位置と複写、スキャナー、ファクシミリ、データ通信の何れか一つの機能と設
定と実行の有無とを対応づけた紐づけ動作情報を記憶する記憶手段と、
　前記紐づけ動作情報に基づいて、前記原稿載置位置検出手段によって検出された前記載
置位置に対応する機能の選択及び前記載置位置に対応する設定の入力を受け付け、前記原
稿載置位置検出手段によって検出された前記載置位置に対応する実行の有無が実行有の場
合に、選択された機能を受け付けた設定で実行する紐づけ動作実行手段とを具備すること
を特徴とする画像読み取り装置。
【請求項２】
　前記原稿載置位置検出手段は、前記載置位置として、前記プラテンガラスの四隅のいず
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れを基準にして原稿が載置されているかを検出することを特徴とする請求項１記載の画像
読み取り装置。
【請求項３】
　前記操作手段は、表示手段を備えたタッチパネルであり、
　前記開閉検出手段によって前記プラテンカバーの開成が検出されると、前記表示手段に
前記紐づけ動作情報を表示させる制御手段を具備することを特徴とする請求項１又は２記
載の画像読み取り装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の画像読み取り装置と、
　前記画像読み取り装置によって読み取った前記画像データに基づいて画像形成を行う画
像形成手段と具備することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラテンガラスに載置された原稿を読み取る画像読み取り装置、及び画像形
成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プラテンガラスに写真や文書等の原稿を読み取る原稿読取部を備えた画像形成装
置として電子複写機、ファクシミリ等の読み取った画像データを処理する複数の異なる機
能を備えた複合機（ＭＦＰ：Multifunction Peripheral）が知られている。このような画
像形成装置では、プラテンガラスに原稿を載置した後、機能の選択や各種設定の入力を受
け付け、選択された機能を入力された設定で実行する。
【０００３】
　近年では、機能の選択や各種設定の入力を軽減して、作業効率を向上させる技術が提案
されている（例えば、特許文献１、２参照）。特許文献１では、原稿が通常の読取範囲外
の基準位置にセットされていることが認識されると、特定の機能（ブックモード）が選択
される。さらに、特許文献１では、選択された機能（綴じ代モード）において、セットし
た原稿と基準位置との間の距離に応じて設定（綴じ代量）が入力される。また、特許文献
２では、載置された原稿を押圧する圧板が閉じた状態にあることが検知されると、読取開
始指示がなされていなくとも、載置された原稿の画像を読み取り、原稿の画像をプレビュ
ーさせる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－６９０９６号公報
【特許文献２】特開２０１１－１５１５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術では、プラテンガラスに載置された原稿の載置位置に応じて機
能の選択や各種設定の入力の一部が簡略化されるものの、ユーザーが操作を行わないと、
機能や設定を実行することができないという問題点があった。
【０００６】
　本発明の目的は、上記問題点に鑑み、従来技術の問題を解決し、プラテンガラスへの原
稿のセットに伴って機能や設定を即時的に実行させることができる画像読み取り装置、及
び画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の画像読み取り装置は、スキャナーによってプラテンガラスに載置された原稿を
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走査し、画像データを読み取る原稿読取手段と、前記画像データを処理する機能の選択を
受け付ける操作手段とを備え、選択された機能を実行する画像読み取り装置であって、前
記プラテンガラス上面を開閉するプラテンカバーと、該プラテンカバーの開成を検出する
開閉検出手段と、該開閉検出手段によって、前記プラテンカバーの開成が検出された後、
閉成が検出されると、前記スキャナーを用いたプレスキャンによって載置位置検出用デー
タを取得させ、取得された前記載置位置検出用データに基づいて、前記プラテンガラスに
載置された原稿の載置位置を検出する原稿載置位置検出手段と、前記載置位置と複写、ス
キャナー、ファクシミリ、データ通信の何れか一つの機能と設定と実行の有無とを対応づ
けた紐づけ動作情報を記憶する記憶手段と、前記紐づけ動作情報に基づいて、前記原稿載
置位置検出手段によって検出された前記載置位置に対応する機能の選択及び前記載置位置
に対応する設定の入力を受け付け、前記原稿載置位置検出手段によって検出された前記載
置位置に対応する実行の有無が実行有の場合に、選択された機能を受け付けた設定で実行
する紐づけ動作実行手段とを具備することを特徴とする。
　さらに、本発明の画像読み取り装置において、前記原稿載置位置検出手段は、前記載置
位置として、前記プラテンガラスの四隅のいずれを基準にして原稿が載置されているかを
検出しても良い。
　さらに、本発明の画像読み取り装置において、前記操作手段は、表示手段を備えたタッ
チパネルであり、前記開閉検出手段によって前記プラテンカバーの開成が検出されると、
前記表示手段に前記紐づけ動作情報を表示させる制御手段を備えていても良い。
　また、本発明の画像形成装置は、上述の画像読み取り装置と、画像読み取り装置によっ
て読み取った画像データに基づいて画像形成を行う画像形成手段とを具備することを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、プラテンガラスへの原稿のセットに伴って機能や設定を即時的に実行
させることができ、ユーザーの作業負担の軽減及び作業効率を向上させることができると
いう効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る画像形成装置の実施の形態の構成を示す外観斜視図である。
【図２】本発明に係る画像形成装置の実施の形態の構成を示す外観斜視図である。
【図３】本発明に係る画像形成装置の実施の形態の内部構成を示す断面模式図である。
【図４】本発明に係る画像形成装置の実施の形態の概略構成を示すブロック図である。
【図５】図４に示す原稿読取部によるプレスキャンのプレスキャン範囲を説明する説明図
である。
【図６】図４に示す原稿載置位置検出部による原稿載置位置検出動作を説明する説明図で
ある。
【図７】図４に示す記憶部に記憶されている紐づけ情報例を示す図である。
【図８】本発明に係る画像形成装置の実施の形態における載置位置自動実行動作について
説明するためのフローチャートである。
【図９】図４に示す原稿読取部によるプレスキャンの他のプレスキャン範囲を説明する説
明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明の実施の形態を、図面を参照して具体的に説明する。
　本実施の形態の画像読み取り装置は、複合機（ＭＦＰ：Multifunction Peripheral）等
の画像形成装置であり、原稿の画像を読み取るスキャナー装置としての機能と、読み取っ
た画像を記録紙Ｐに記録する複写機としての機能と、読み取った画像をファクシミリ送信
するファクシミリ装置としての機能と、読み取った画像をデータ送信する通信装置として
の機能とを備えた複合機１である。複合機１は、図１及び図２を参照すると、原稿読取部
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２と、原稿給送部３と、本体部４と、操作部５とを備えている。原稿読取部２は、本体部
４の上部に配設され、原稿給送部３は、原稿読取部２の上部に配設されている。操作部５
は、複合機１の手前側に配設されている。また、原稿給送部３と原稿読取部２とは、複合
機１の奥側でヒンジ機構３６によって接続されており、原稿給送部３を手前側から上方に
開くことで、原稿読取部２上面のプラテンガラス２１を開放可能な構成になっている。図
１には、原稿給送部３を大きく開いた状態が、図２には、原稿給送部３を小さく開いた状
態がそれぞれ示されている。
【００１１】
　複合機１の手前側には、複合機１の設定や動作指示を行う操作部５が配設されている。
操作部５は、液晶表示部５１、操作ボタン５２が設けられている。ユーザーは操作部５を
操作して指示を入力することで、複合機１の各種の設定を行い、画像形成等の各種機能を
実行させる。液晶表示部５１は、複合機１の状態を示したり、画像形成状況や印刷部数を
表示したり、タッチパネルとして、両面印刷や白黒反転等の機能や倍率設定、濃度設定な
ど各種設定を行えるようになっている。操作ボタン５２としては、画像形成を開始するよ
うにユーザーが指示するスタートボタン、画像形成を中止する際等に使用するストップ／
クリアボタン、複合機１の各種設定をデフォルト状態にする際に使用するリセットボタン
、テンキー等が設けられている。
【００１２】
　原稿読取部２は、図３を参照すると、スキャナー２０と、プラテンガラス２１と、原稿
読取スリット２２とを備えている。スキャナー２０は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）
を用いた光源２３と、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）ラインセンサーやＣＭＯＳ（Com
plementary Metal Oxide Semiconductor）ラインセンサー等からなる受光部２４と、光源
２３及び受光部２４を収納するキャリッジ２５とを備えている。キャリッジ２５は、原稿
給送部３による原稿の搬送方向に移動可能に構成されている。光源２３は、例えば、奥側
から手前側にかけて主走査方向に配列された複数個のＬＥＤアレイで構成されている。な
お、ＬＥＤアレイは、複数個のＬＥＤが1次元配列されている素子である。プラテンガラ
ス２１は、ガラス等の矩形状の透明部材により構成され、原稿読取部２の上面に配置され
た原稿台である。なお、本実施の形態において、プラテンガラス２１はＡ３サイズであり
、短辺が主走査方向と平行に配設されている。原稿読取スリット２２は、原稿給送部３に
よる原稿の搬送方向と直交する方向に形成されたスリットである。
【００１３】
　原稿給送部３は、原稿載置部３１と、原稿搬送機構３２と、原稿排出部３３とを備えて
いる。原稿載置部３１に載置された原稿は、原稿搬送機構３２によって、１枚ずつ順に繰
り出されて原稿読取スリット２２に対向する位置へ搬送され、その後、原稿排出部３３に
排出される。
【００１４】
　原稿給送部３は、プラテンガラス２１上面を開閉するプラテンカバーとして機能し、原
稿給送部３を上方に開くことで、プラテンガラス２１上面が開放され、プラテンガラス２
１に原稿をセットできる状態となる。また、原稿給送部３におけるプラテンガラス２１と
の対向面は、白色の原稿押さえ面３４となっている。図１を参照すると、原稿給送部３（
プラテンカバー）の開閉を検出する開閉検出手段として、開閉検出センサー２６が原稿読
取部２に設けられている。開閉検出センサー２６は、原稿給送部３（プラテンカバー）の
開成が予め設定された閾角度を上回ったことを検出するマイクロスイッチであり、原稿給
送部３（プラテンカバー）の開成角度が閾角度以下でオンされ、原稿給送部３（プラテン
カバー）の開成角度が閾角度を上回るとオフされる。なお、開閉検出センサー２６がオン
／オフされる閾角度は、以下のように設定されている。閾角度で原稿給送部３（プラテン
カバー）が開成された状態で、原稿読取部２によって画像データの読み取りを行うと、原
稿以外の範囲では、光源２３から照射された光が受光部２４に結像されないように、閾角
度が設定されている。
【００１５】
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　原稿載置部３１に原稿が載置されていない状態や、原稿給送部３（プラテンカバー）が
開いた開状態で、操作部５の操作ボタン５２によって原稿の読み取りが指示されると、プ
ラテンガラス２１に載置された原稿が読み取られる。プラテンガラス２１に載置された原
稿を読み取る場合には、スキャナー２０は、プラテンガラス２１に対向する位置に移動さ
れ、プラテンガラス２１に載置された原稿を主走査方向と直交する副走査方向に走査しな
がら読み取って画像データを取得し、取得した画像データを本体部４に出力する。
【００１６】
　原稿載置部３１に原稿が載置された状態で、操作部５の操作ボタン５２によって原稿の
読み取りが指示されると、原稿給送部３により搬送された原稿が読み取られる。原稿給送
部３により搬送された原稿を読み取る場合には、スキャナー２０は、原稿読取スリット２
２と対向する位置に移動され、原稿読取スリット２２を介し、原稿給送部３による原稿の
搬送動作と同期して原稿を読み取って画像データを取得し、取得した画像データを本体部
４に出力する。
【００１７】
　本体部４は、記録部６を備えると共に、給紙部４１と、給紙ローラー４２と、用紙搬送
路４３と、搬送ローラー４４と、排出ローラー４５とを備えている。給紙部４１は、複数
枚の記録紙Ｐが収納される給紙カセットであり、給紙ローラー４２は、給紙部４１から記
録紙Ｐを１枚ずつ用紙搬送路４３に繰り出す。給紙ローラー４２によって用紙搬送路４３
に繰り出された記録紙Ｐは、搬送ローラー４４によって記録部６に搬送される。そして、
記録部６によって記録が施された記録紙Ｐは、排出ローラー４５によって、原稿読取部２
と本体部４との間に形成された排出空間４６に排出される。このように、給紙ローラー４
２、搬送ローラー４４及び排出ローラー４５は、記録紙Ｐの搬送部として機能する。
【００１８】
　記録部６は、感光体ドラム６１と、帯電部６２と、露光部６３と、画像形成部６４と、
転写部６５と、定着部６６と、クリーニング部６７とを備えている。露光部６３は、レー
ザー装置やミラー等を備えた光学ユニットであり、帯電部６２によって一様に帯電された
感光体ドラム６１に対し、画像データに基づくレーザー光を出力して露光し、感光体ドラ
ム６１の表面に静電潜像を形成する。画像形成部６４は、トナーを用いて感光体ドラム６
１に形成された静電潜像を現像する現像ユニットであり、静電潜像に基づいたトナー像を
感光体ドラム６１上に形成させる。転写部６５は、画像形成部６４によって感光体ドラム
６１上に形成されたトナー像を記録紙Ｐに転写させる。定着部６６は、転写部６５によっ
てトナー像が転写された記録紙を加熱してトナー像を記録紙に定着させる。そして感光体
ドラム６１上に残存するトナーは、クリーニング部６７によって除去される。
【００１９】
　図５には、複合機１の概略構成を示すブロック図が示されている。上述の原稿読取部２
、原稿給紙部３、搬送部（給紙ローラー４２、搬送ローラー４４、排出ローラー４５）、
操作部５及び記録部６は、制御部７に接続され、制御部７によって動作制御される。また
、制御部７には、画像処理部８と、記憶部９と、ファクシミリ部１０と、通信部１１とが
接続されている。
【００２０】
　画像処理部８は、画像データに対して所定の画像処理を行う手段であり、例えば、拡大
縮小処理や、階調調整、濃度調整等の画像改善処理が行われる。
【００２１】
　記憶部９は、半導体メモリやＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記憶手段であり、原稿読
取部２によって原稿を読み取ることで取得された画像データが記憶されると共に、各種の
管理情報が記憶されている。
【００２２】
　ファクシミリ部１０は、原稿読取部２によって読み取られた画像データからファクシミ
リ信号を生成し、生成したファクシミリ信号を電話回線網等のネットワーク１３を介して
送信するファクシミリ送信機能を備えている。
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【００２３】
　通信部１１は、原稿読取部２によって読み取られた画像データをＬＡＮ等のネットワー
ク１４を介して送信するデータ送信機能を備えている。
【００２４】
　制御部７は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を備え
たマイクロコンピューター等の情報処理部である。ＲＯＭには複合機１の動作制御を行う
ための制御プログラムが記憶されている。制御部７は、ＲＯＭに記憶されている制御プロ
グラムを読み出し、制御プログラムをＲＡＭに展開させることで、操作部５から入力され
た所定の指示情報に応じて装置全体の制御を行う。
【００２５】
　また、制御部７は、載置位置自動実行モードが選択された状態では、プラテンガラス２
１に載置された原稿の載置位置を検出する原稿載置位置検出部７１として機能する。なお
、載置位置自動実行モードの選択は、操作部５からのユーザー入力によって行うようにし
ても良く、載置位置自動実行モードが選択された状態を初期状態としても良い。また、原
稿給送部３（プラテンカバー）の開成によって載置位置自動実行モードが自動的に選択さ
れるようにしても良い。
【００２６】
　原稿載置位置検出部７１は、開閉検出センサー２６によって原稿給送部３（プラテンカ
バー）の開成が検出された後、開閉検出センサー２６によって原稿給送部３（プラテンカ
バー）の閉成が検出されると、原稿読取部２によるプレスキャンによって載置位置検出用
データを取得させる。原稿読取部２によるプレスキャンは、原稿給送部３（プラテンカバ
ー）が閾角度で開成された状態で行われる。従って、プレスキャンでは、原稿以外の範囲
では光源２３から照射された光が受光部２４に結像されない。これにより、載置位置検出
用データとなる受光部２４による検出信号（輝度）は、原稿の範囲で高くなり、原稿以外
の範囲で低くなる。
【００２７】
　原稿読取部２によるプレスキャンによって載置位置検出用データを取得するプレスキャ
ン範囲Ｘは、図５に示すように、予め設定されている。プレスキャン範囲Ｘは、プラテン
ガラス２１の左奥角部を基準にして縦向きに載置されたＡ４及びＢ５原稿の手前側に位置
する辺と、プラテンガラス２１の左手前角部を基準にして縦向きに載置されたＡ４及びＢ
５原稿の奥側に位置する辺と、プラテンガラス２１の右奥角部を基準にして縦向きに載置
されたＡ４及びＢ５原稿の手前側且つ左側に位置する角と、プラテンガラス２１の右手前
角部を基準にして縦向きに載置されたＡ４及びＢ５原稿の奥側且つ右側に位置する角と、
を少なくとも含む範囲に設定されている。なお、原稿の短辺を主走査方向と平行に載置す
る場合が縦向きであり、原稿の短辺を主走査方向と直交させて載置する場合が横向きであ
る。
【００２８】
　図６には、プレスキャンによって取得される８種類の載置位置検出用データが示されて
いる。プラテンガラス２１の四隅（左奥角部、左手前角部、右奥角部、右手前角部）のい
ずれかを基準にして縦向きにＡ４もしくはＢ５の原稿が載置された場合には、載置位置検
出用データは、図６に示す８種類のいずれかになる。従って、原稿載置位置検出部７１は
、取得された載置位置検出用データに基づいて、プラテンガラス２１に載置された原稿の
載置位置として、プラテンガラス２１の四隅（左奥角部、左手前角部、右奥角部、右手前
角部）のいずれを基準にして縦向きに載置されたかを検出する。
【００２９】
　原稿の載置位置が検出されると、制御部７は、紐づけ動作実行部７２として機能する。
記憶部９には、図７に示すように、原稿の載置位置と、機能、設定及び実行の有無とが対
応づけられた紐づけ動作情報が記憶されている。紐づけ動作実行部７２は、紐づけ動作情
報を参照することで、載置位置に対応する機能を選択すると共に、載置位置に対応する設
定の入力を受け付ける。そして、載置位置に対応する実行の有無が「有（○）」の場合に
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は、紐づけ動作実行部７２は、選択した機能を、受け付けた設定で実行する。なお、紐づ
け動作情報は、操作部５からの入力等によってユーザーが設定可能に構成されている。
【００３０】
　図７に示す紐づけ動作情報では、プラテンガラス２１の左奥角部を基準にして縦向きに
載置された左奥基準（縦）が載置位置として検出されると、紐づけ動作実行部７２は、機
能として「複写」を選択すると共に、印刷部数設定として１０部の入力を受け付け、選択
した「複写」機能を印刷部数：１０部で実行する。また、図７に示す紐づけ動作情報では
、プラテンガラス２１の左手前角部を基準にして縦向きに載置された左手前基準（縦）が
載置位置として検出されると、紐づけ動作実行部７２は、機能として「スキャナー」を選
択すると共に、表示設定として「プレビュー」の入力を受け付け、「スキャナー」機能を
「プレビュー」で実行する。さらに、図７に示す紐づけ動作情報では、プラテンガラス２
１の右奥角部を基準にして縦向きに載置された右奥基準（縦）が載置位置として検出され
ると、紐づけ動作実行部７２は、機能として「ファクシミリ」を選択すると共に、送信品
質設定として「ファイン」の入力を受け付ける。　さらに、図７に示す紐づけ動作情報で
は、プラテンガラス２１の右手前角部を基準にして縦向きに載置された右手前基準（縦）
が載置位置として検出されると、紐づけ動作実行部７２は、機能として「データ送信」を
選択すると共に、読み取り品質設定として「４００ｄｐｉ」の入力を受け付ける。
【００３１】
　次に、本実施の形態の複合機１における載置位置自動実行動作について図８を参照して
詳細に説明する。
　制御部７は、操作部５からの入力によって載置位置自動実行モードの選択を受け付ける
。そして、載置位置自動実行モードが選択されると、制御部７は原稿載置位置検出部７１
として機能し、開閉検出センサー２６のオフ、すなわち原稿給送部３（プラテンカバー）
の閾角度を超えた開成を監視している（ステップＳ１）。ステップＳ１で開閉検出センサ
ー２６がオフ、すなわち原稿給送部３（プラテンカバー）の閾角度を超えた開成が検出さ
れると、原稿載置位置検出部７１は、キャリッジ２５をプレスキャン範囲Ｘの左端近傍ま
で移動させる（ステップＳ２）。
【００３２】
　原稿給送部３（プラテンカバー）が閾角度以上開成して状態で、ユーザーは、プラテン
ガラス２１の四隅（左奥角部、左手前角部、右奥角部、右手前角部）のいずれかを基準に
して縦向きにＡ４もしくはＢ５の原稿を載置する。なお、制御部７は、載置位置自動実行
モードで開閉検出センサー２６がオフされると、記憶部９に記憶されている図７に示すよ
うな紐づけ動作情報を操作部５の液晶表示部５１に表示させるようにしても良い。この場
合には、原稿給送部３（プラテンカバー）を開成している途中で操作部５の液晶表示部５
１が切り換わり、紐づけ動作情報がユーザーの視界に捉えられる。これにより、載置位置
に紐づけられた紐づけ動作をユーザーに喚起することができ、載置位置に紐づけられた紐
づけ動作を把握した上で、原稿を載置することができる。
【００３３】
　次に、原稿載置位置検出部７１は、開閉検出センサー２６のオン、すなわち原稿給送部
３（プラテンカバー）の開成が閾角度以下になるか否かを監視する（ステップＳ３）原稿
載置位置検出部７１は、このステップＳ３により、原稿給送部３（プラテンカバー）が閾
角度よりも大きく開成された状態で原稿がセットされた後に、原稿給送部３（プラテンカ
バー）が閉じられかけるタイミングを検出することができる。
【００３４】
　ステップＳ３で開閉検出センサー２６のオフ、すなわち原稿給送部３（プラテンカバー
）の開成が閾角度になったことが検出されると、原稿載置位置検出部７１は、原稿読取部
２によるプレスキャンを実行させ、プレスキャン範囲Ｘの載置位置検出用データを取得さ
せ（ステップＳ４）、載置位置検出用データに基づいて原稿の載置位置を検出する（ステ
ップＳ５）。
【００３５】
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　次に、原稿載置位置検出部７１は、原稿の載置位置を検出できたか否かを判断し（ステ
ップＳ６）、原稿の載置位置を検出できなかった場合には、ステップＡ１に戻って原稿給
送部３（プラテンカバー）の閾角度を超えた開成を監視する。原稿の載置位置を検出でき
ないケースは、プラテンガラス２１に原稿が載置されなかったり、検出対象ではないサイ
ズの原稿が載置されたりして、載置位置検出用データが図６に示す８種類のいずれにも該
当しない場合である。
【００３６】
　ステップＳ６で原稿の載置位置を検出できた場合には、制御部７は、紐づけ動作実行部
７２として機能し、紐づけ動作情報を参照することで、載置位置に対応する紐づけ動作を
行い（ステップＳ７）、載置位置自動実行動作を終了する。紐づけ動作実行部７２は、紐
づけ動作として、載置位置に対応する機能を選択すると共に、載置位置に対応する設定の
入力を受け付ける。そして、載置位置に対応する実行の有無が「有（○）」の場合には、
紐づけ動作実行部７２は、選択した機能を、受け付けた設定で実行する。なお、選択した
機能の実行は、開閉検出センサー２６のオンから予め設定された時間Ｔ１が経過した後に
行われる。この時間Ｔ１は、原稿給送部３（プラテンカバー）が閾角度から完全に閉成さ
れるまでにかかると予想される時間以上に設定されている。また、原稿給送部３（プラテ
ンカバー）が完全に閉じているか否かを検出する第２の開閉選出センサーを設け、この第
２の開閉選出センサーによって閉成が検出されたタイミングで選択した機能の実行するよ
うにしても良い。
【００３７】
　また、紐づけ動作情報として、原稿の載置位置及び原稿サイズ（例えば、Ａ４ｏｒＢ５
）と、機能、設定及び実行の有無とを対応づけても良い。この場合には、原稿載置位置検
出部７１は、図６に示すような載置位置検出用データに基づいて、載置位置と共に原稿サ
イズを検出する。そして、紐づけ動作実行部７２は、紐づけ動作情報を参照することで、
載置位置及び原稿サイズに対応する機能を選択すると共に、載置位置に対応する設定の入
力を受け付ける。そして、載置位置に対応する実行の有無が「有（○）」の場合には、紐
づけ動作実行部７２は、選択した機能を、受け付けた設定で実行する。これにより、紐づ
け動作情報を載置位置及び原稿サイズに応じて細分化して設定することができる。
【００３８】
　さらに、原稿の載置位置及び原稿向き（縦向きｏｒ横向き）と、機能、設定及び実行の
有無とを対応づけても良い。この場合には、原稿載置位置検出部７１は、原稿読取部２に
よるプレスキャンを実行させ、プレスキャン範囲Ｘを拡大した図９に示すプレスキャン範
囲Ｙの載置位置検出用データを取得させる。プレスキャン範囲Ｙは、プラテンガラス２１
の左辺部を基準にして横向きに載置されたＡ４原稿の右側に位置する辺と、プラテンガラ
ス２１の右辺部を基準にして横向きに載置されたＡ４原稿の左側に位置する辺と、プラテ
ンガラス２１の左奥角部を基準にして横向きに載置されたＢ５原稿の手前側且つ右側に位
置する角と、プラテンガラス２１の左手前角部を基準にして横向きに載置されたＢ５原稿
の奥側且つ右側に位置する角と、プラテンガラス２１の右奥角部を基準にして横向きに載
置されたＢ５原稿の手前側且つ左側に位置する角と、プラテンガラス２１の右手前角部を
基準にして横向きに載置されたＢ５原稿の奥側且つ右側に位置する角と、をさらにも含む
範囲に設定されている。そして、原稿載置位置検出部７１は、載置位置検出用データに基
づいて、載置位置と共に原稿向きを検出する。そして、紐づけ動作実行部７２は、紐づけ
動作情報を参照することで、載置位置及び原稿向きに対応する機能を選択すると共に、載
置位置に対応する設定の入力を受け付ける。そして、載置位置に対応する実行の有無が「
有（○）」の場合には、紐づけ動作実行部７２は、選択した機能を、受け付けた設定で実
行する。これにより、紐づけ動作を載置位置及び原稿向きに応じて細分化して設定するこ
とができる。
【００３９】
　さらに、本実施の形態では、原稿読取部２によるプレスキャンを原稿給送部３（プラテ
ンカバー）が閾角度で開成された状態で行うように構成したが、原稿読取部２によるプレ
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スキャンを原稿給送部３（プラテンカバー）が完全に開成された状態で行うようにしても
良い。この場合には、原稿給送部３（プラテンカバー）の原稿押さえ面３４と、プラテン
ガラス２１に載置された原稿端部との形成される影をエッジとして検出することで、原稿
の載置位置を検出することができる。
【００４０】
　以上説明したように本実施の形態においては、スキャナー２０によってプラテンガラス
２１に載置された原稿を走査し、画像データを読み取る原稿読取部２と、画像データを処
理する機能の選択を受け付ける操作部５とを備え、選択された機能を実行する画像形成装
置である複合機１において、プラテンガラス２１上面を開閉する原稿給送部３（プラテン
カバー）と、原稿給送部３（プラテンカバー）の開成を検出する開閉検出センサー２６と
、開閉検出センサー２６によって、原稿給送部３（プラテンカバー）の開成が検出された
後、閉成が検出されると、スキャナー２０を用いたプレスキャンによって載置位置検出用
データを取得させ、取得された載置位置検出用データに基づいて、プラテンガラス２１に
載置された原稿の載置位置を検出する原稿載置位置検出部７１と、載置位置と機能とを対
応づけた紐づけ動作情報を記憶する記憶部９と、紐づけ動作情報に基づいて、原稿載置位
置検出部７１によって検出された載置位置に対応する機能の選択を受け付け、選択された
機能を実行する紐づけ動作実行部７２を備えている。
　この構成により、原稿給送部３（プラテンカバー）の開閉動作に伴い、原稿の載置位置
が検出され、載置位置に対応づけられた機能が実行される。従って、プラテンガラス２１
への原稿のセットに伴って機能を即時的に実行させることができ、ユーザーの作業負担の
軽減及び作業効率を向上させることができる。
【００４１】
　さらに、本実施の形態において、原稿載置位置検出部７１は、載置位置として、プラテ
ンガラス２１の四隅のいずれを基準にして原稿が載置されているかを検出する。
　この構成により、ユーザーが簡単に載置位置を選択することができる。
【００４２】
　さらに、本実施の形態において、紐づけ動作情報には、載置位置と設定とが対応づけら
れており、紐づけ動作実行部７２は、紐づけ動作情報に基づいて、原稿載置位置検出部７
１によって検出された載置位置に対応する設定の入力を受け付け、選択された機能を受け
付けた設定で実行する。
　この構成により、プラテンガラス２１への原稿のセットに伴って設定を即時的に入力す
ることができ、ユーザーの作業負担の軽減及び作業効率を向上させることができる。
【００４３】
　さらに、本実施の形態において、紐づけ動作情報には、載置位置と実行の有無とが対応
づけられており、紐づけ動作実行部７２は、紐づけ動作情報に基づいて、原稿載置位置検
出部７１によって検出された載置位置に対応する実行の有無が実行有の場合に、選択され
た機能を実行する。
　この構成により、紐づけ動作情報によって、プラテンガラス２１への原稿のセットに伴
って機能を実行するか否かを選択することができ、ユーザービリティーを向上させること
ができる。
【００４４】
　さらに、本実施の形態において、紐づけ動作情報には、載置位置及び原稿サイズと機能
とが対応づけられており、原稿載置位置検出部７１は、載置位置と共に原稿サイズを検出
し、紐づけ動作実行部７２は、紐づけ動作情報に基づいて、原稿載置位置検出部７１によ
って検出された載置位置及び原稿サイズに対応する設定の入力を受け付け、選択された機
能を受け付けた設定で実行する。
　この構成により、これにより、紐づけ動作情報を載置位置及び原稿サイズに応じて細分
化して設定することができる。
【００４５】
　さらに、本実施の形態において、紐づけ動作情報には、載置位置及び原稿向きと機能と
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が対応づけられており、原稿載置位置検出部７１と、載置位置と共に原稿向きを検出し、
　紐づけ動作実行部７２は、紐づけ動作情報に基づいて、原稿載置位置検出部７１によっ
て検出された載置位置及び原稿向きに対応する設定の入力を受け付け、選択された機能を
受け付けた設定で実行する。
　この構成により、これにより、紐づけ動作情報を載置位置及び原稿向きに応じて細分化
して設定することができる。
【００４６】
　さらに、本実施の形態において、操作部５は、液晶表示部５１を備えたタッチパネルで
あり、開閉検出センサー２６によって原稿給送部３（プラテンカバー）の開成が検出され
ると、液晶表示部５１に紐づけ動作情報を表示させる制御部７を備えている。
　この構成により、載置位置に紐づけられた紐づけ動作をユーザーに喚起することができ
、載置位置に紐づけられた紐づけ動作を把握した上で、原稿を載置することができる。
【００４７】
　なお、本発明が上記各実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、
各実施の形態は適宜変更され得ることは明らかである。また、上記構成部材の数、位置、
形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実施する上で好適な数、位置、形状等に
することができる。なお、各図において、同一構成要素には同一符号を付している。
【符号の説明】
【００４８】
１　複合機
２　原稿読取部
３　原稿給送部
４　本体部
５　操作部
６　記録部
７　制御部
８　画像処理部
９　記憶部
１０　ファクシミリ部
１１　通信部
１２、１３　ネットワーク
２０　スキャナー
２１　プラテンガラス
２２　原稿読取スリット
２３　光源
２４　受光部
２５　キャリッジ
２４１ａ～２４１ｋ　ＬＥＤアレイ
２４２ａ～２４２ｋ　駆動回路
２５　受光部
２６　開閉検出センサー
３１　原稿載置部
３２　原稿搬送機構
３３　原稿排出部
３４　原稿押さえ面
３６　ヒンジ機構
４１　給紙部
４２　給紙ローラー
４３　用紙搬送路
４４　搬送ローラー
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４５　排出ローラー
４６　排出空間
５１　液晶表示部
５２　操作ボタン
６１　感光体ドラム
６２　帯電部
６３　露光部
６４　画像形成部
６５　転写部
６６　定着部
６７　クリーニング部
７１　原稿載置位置検出部
７２　紐づけ動作実行部

【図１】 【図２】



(12) JP 6072838 B2 2017.2.1

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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