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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を載置する原稿台ガラスと、
　前記原稿台ガラスに対して回転軸を中心にして開閉可能であり、載置された原稿を給紙
する自動原稿搬送ユニットと、
　前記回転軸と交差する方向に複数の読取素子が設けられたラインセンサと、光源とを有
し、前記自動原稿搬送ユニットから給紙された原稿の画像を読取る読取ユニットと、
　前記自動原稿搬送ユニットが閉じられた状態で前記ラインセンサと対向する位置に設け
られた白色部と、を備える画像読取装置において、
　前記ラインセンサが前記白色部と対向する状態において、前記光源を点灯させた状態で
前記複数の読取素子のうち前記複数の読取素子の並びの中心よりも前記回転軸から離れた
位置に設けられた一部の読取素子によって取得した点灯データと、前記光源を消灯させた
状態で前記一部の読取素子によって取得した消灯データと、に基づいて、前記自動原稿搬
送ユニットの開閉状態を判断する判断手段を備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記読取ユニットは前記原稿台ガラスの下方に配され、前記回転軸の軸方向に移動する
ことによって前記原稿台ガラスに載置された原稿を読み取り可能であり、
　前記白色部は、前記自動原稿搬送ユニットに設けられ、
　前記読取ユニットが、前記回転軸の方向において前記白色部と対向する位置に移動した
状態で、前記点灯データ及び前記消灯データを取得することを特徴とする請求項１に記載
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の画像読取装置。
【請求項３】
　前記読取ユニットは前記自動原稿搬送ユニットに設けられ、
　前記白色部は、前記原稿台ガラス側に設けられてい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４】
　前記読取ユニットは、前記原稿台ガラスの下方に配され前記回転軸の軸方向に移動する
ことによって前記原稿台ガラスに載置された原稿を読み取り可能な第１の読取ユニットと
、前記自動原稿搬送ユニットに設けられた第２の読取ユニットとを有し、
　前記白色部は、前記自動原稿搬送ユニットに設けられ前記自動原稿搬送ユニットが閉じ
られたときに前記第１の読取ユニットと対向可能な第１の白色部と、前記原稿台ガラス側
に設けられ前記自動原稿搬送ユニットが閉じられたときに前記第２の読取ユニットと対向
可能な第２の白色部と、を有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５】
　前記自動原稿搬送ユニットに原稿が載置されているかを検知する検知手段をさらに有し
、
　前記判断手段は、前記検知手段による検知の結果、前記点灯データ及び前記消灯データ
に基づいて、前記自動原稿搬送ユニットの開閉状態と前記原稿の厚みとを判断することを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記判断手段により前記自動原稿搬送ユニットが開いていると判断された場合、前記自
動原稿搬送ユニットにより給紙を実行しないよう制御する制御手段をさらに有することを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　記録媒体に画像を記録する記録部をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか１項に記載の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像読取装置に関し、特に、自動原稿搬送（ＡＤＦ）ユニットを用いて光学的
に原稿から画像を読取る画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、特許文献１の図１に開示されている画像読取装置のように自動原稿搬送ユニ
ット（以下、ＡＤＦユニット）の開閉検知用マークを画像読取部により読み込んで得られ
たパターン画像の特徴量からＡＤＦユニットの開閉を検知するものが知られている。
【０００３】
　特許文献１によると、ＡＤＦユニットの回転軸に近い背面側と回転軸から遠い正面側の
２か所に設置された開閉検知用マークＭの読取画像の長さを比較することでＡＤＦユニッ
ト開閉を判断している。この構成は、特許文献１の段落［００７８］、図３、図７、図８
に開示されている。
【０００４】
　また、特許文献１によると、ＡＤＦユニットの回転軸に近い背面側と回転軸から遠い正
面側の２か所に設置された開閉検知用マークＭとその周囲の読取画像の濃度差を比較する
ことでＡＤＦユニット開閉を判断している。この構成は、特許文献１の段落［００９５］
～［００９７］、図１０に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２７８５６３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献１の開閉検知用マークＭの読取画像の長さを比較する構成では、
光源に対して図３左側面から入射する外光の影響が大きい場合には、ＡＤＦユニットの回
転軸に近い背面側と回転軸から遠い正面側でマークＭの長さの差が小さくなる。このため
に、外光の影響により検出精度が落ちる可能性がある。
【０００７】
　また、特許文献１では、光源に対して図１０の正面から背面に向かって入射する外光の
影響が大きい場合、ＡＤＦユニットの回転軸に近い背面側と回転軸から遠い正面側でマー
クＭとその周辺の濃度差の差分が小さくなって検出精度が落ちる可能性がある。いずれに
しても、外光の影響がＡＤＦユニットの開閉判断の精度に影響を及ぼす。
【０００８】
　本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、外光の影響によらずＡＤＦユニット開閉
を検知し、ＡＤＦユニットが正しく閉じられた状態で搬送原稿を読取り、高品位な読取が
可能な画像読取装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の画像読取装置は次のような構成からなる。
【００１０】
　即ち、原稿を載置する原稿台ガラスと、前記原稿台ガラスに対して回転軸を中心にして
開閉可能であり、載置された原稿を給紙する自動原稿搬送ユニットと、前記回転軸と交差
する方向に複数の読取素子が設けられたラインセンサと、光源とを有し、前記自動原稿搬
送ユニットから給紙された原稿の画像を読取る読取ユニットと、前記自動原稿搬送ユニッ
トが閉じられた状態で前記ラインセンサと対向する位置に設けられた白色部と、を備える
画像読取装置において、前記ラインセンサが前記白色部と対向する状態において、前記光
源を点灯させた状態で前記複数の読取素子のうち前記複数の読取素子の並びの中心よりも
前記回転軸から離れた位置に設けられた一部の読取素子によって取得した点灯データと、
前記光源を消灯させた状態で前記一部の読取素子によって取得した消灯データと、に基づ
いて、前記自動原稿搬送ユニットの開閉状態を判断する判断手段を備えたことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　従って本発明によれば、開閉検知のための専用の手段を用いずに外光の影響があっても
高精度に、例えば、ＡＤＦユニットなどの給紙手段の開閉検知を行うことができるという
効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態である画像形成装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示した画像形成装置の概略構成を示す側断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に従う画像読取処理を示すフローチャートである。
【図４】読取ユニットの読取特性の場所依存性を示す図である。
【図５】特定の読取領域におけるＡＤＦユニットの開き量と読取データとの関係を示す図
である。
【図６】本発明の第２実施形態に従う画像読取処理を示すフローチャートである。
【図７】ＡＤＦユニットへの原稿の載置の有無と、読取ユニット１０１によって取得され
た画像データに基づく開閉の判定と、読取ユニット２０５によって取得された画像データ
に基づく開閉の判定と、総合的な判定結果とを一覧として示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　以下添付図面を参照して本発明の実施形態について、さらに具体的かつ詳細に説明する
。ただし、この実施形態に記載されている構成要素の相対配置等は、特定の記載がない限
りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。
【００１５】
　なお、この明細書において、「記録」（「プリント」という場合もある）とは、文字、
図形等有意の情報を形成する場合のみならず、有意無意を問わない。さらに人間が視覚で
知覚し得るように顕在化したものであるか否かも問わず、広く記録媒体上に画像、模様、
パターン等を形成する、または媒体の加工を行う場合も表すものとする。
【００１６】
　また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、広く、布、プ
ラスチック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、木材、皮革等、インクを受容可
能なものも表すものとする。
【００１７】
　図１は本発明の代表的な実施形態である多機能プリンタ装置（以下、ＭＦＰ装置）の概
略構成を示すブロック図である。
【００１８】
　ＭＦＰ装置１０は図１に示されるように、画像読取部１と画像形成部２と操作部３と制
御部４とから構成される。
【００１９】
　画像読取部１はＡＤＦユニット（後述）に載置された原稿を自動的に１枚ずつフィード
してその原稿の画像を光学的に読取る。画像形成部２は電子写真方式やインクジェット方
式に従って画像形成を行うプリンタエンジンを備え、画像読取部１により原稿を読取るこ
とにより得られた画像データ又は外部装置よりインタフェースを介して受信した画像デー
タに基づいて画像を形成する。操作部３はＬＥＤランプやＬＣＤやキーボードなどを備え
、画像読取や画像形成に関するユーザからの指示を受け付けたり、ユーザに必要なメッセ
ージを通知する。
【００２０】
　制御部４は、装置全体を制御するＣＰＵ２０、制御プログラムや種々の定数パラメータ
を格納するＲＯＭ３０、ＣＰＵ２０が制御プログラムを実行するのに作業領域として用い
られるＲＡＭ４０、外部装置と接続する外部インタフェース（Ｉ／Ｆ）５０を含む。これ
らの構成要素はバス６０により相互に接続される。
【００２１】
　従って、以上の構成のＭＦＰ装置は、原稿の画像を読取るスキャン機能、原稿の画像を
複写するコピー機能、外部装置からの画像データを記録用紙などの記録媒体に記録するプ
リント機能を実行することができる。これらの機能を実行するための指示が操作部３又は
ＭＦＰ装置を接続したホスト装置（不図示）からなされる。
【００２２】
　図２は画像読取部１の詳細な構造を示す図である。
【００２３】
　図２において、（ａ）～（ｅ）は画像読取部１の構造を示す側断面図である。これら５
つの図（（ａ）～（ｅ））の内、（ａ）は左右側断面を示しており、（ｂ）～（ｅ）は正
面背面側断面を示している。画像読取部１はＡＤＦユニット７０とフラットベッド（以下
、ＦＢ）ユニット８０とから構成されており、ＡＤＦユニット７０は開閉可能な構造とな
っている。（ｂ）～（ｅ）から分かるように、ＡＤＦユニット７０は背面側に設けられた
開閉軸（ヒンジ）２０４を中心にして回転でき、正面側を開閉することができる。なお、
図２（ｂ）と図２（ｄ）とはＡＤＦユニット７０が閉じた状態を示しており、図２（ｃ）
と図２（ｅ）とはＡＤＦユニット７０が開いた状態を示している。そして、図２（ｃ）と
図２（ｅ）に示す“Ｘ”はＡＤＦユニット７０が閉じた状態からの開き量を示している。
【００２４】
　図２（ａ）に示されるように、ＡＤＦユニット７０は原稿を載置する載置部２００、載
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置部２００の先端に配置された原稿検知センサ２０１、白色反射部材２０２、給紙ローラ
２０３、読取ユニット２０５、排紙ローラ２０６、排紙トレイ２０７を含む。一方、ＦＢ
ユニット８０は、原稿台ガラス１００、読取ユニット１０１、原稿台ガラス１０２、白色
反射部材１０３を含む。読取ユニット１０１は、図２の紙面と直角方向に配列された複数
の読取素子（ラインセンサ）と光源とレンズとを含み、図２（ａ）に示された矢印方向に
移動することができる。複数の読取素子の配列方向は主走査方向、読取ユニット１０１の
移動方向は副走査方向と呼ぶ。従って、主走査方向は図２（ｂ）～図２（ｅ）に背面－正
面方向に対応し、副走査方向は図２（ａ）の左右側面方向に対応している。同様に、読取
ユニット２０５も、図２の紙面と直角方向に配列された複数の読取素子と光源とレンズと
を含む。なお、読取ユニット２０５はＡＤＦユニット７０の内部に固定される。
【００２５】
　画像読取部１は原稿を原稿台ガラス１００に載置して画像を読取ることもでき、ＡＤＦ
ユニット７０の載置部２００に原稿を載置し自動給紙により画像を読取ることもできる。
原稿を原稿台ガラス１００に載置して画像を読取る場合、読取ユニット１０１は図２（ａ
）に図示した場所から点線の場所に移動し、さらに矢印方向に移動することにより画像を
読取る。一方、ＡＤＦユニット７０からの自動給紙により画像を読取る場合、読取ユニッ
ト１０１は図２（ａ）に図示した場所に静止し、原稿台ガラス１０２上を原稿を移動させ
ることにより画像を読取る。
【００２６】
　また、図２（ｂ）に示されるように、白色反射部材（白色部）２０２はＡＤＦユニット
７０が閉じられると、読取ユニット１０１に対向する位置にくる。同様に、図２（ｄ）に
示されるように、白色反射部材（白色部）１０３はＡＤＦユニット７０が閉じられると、
読取ユニット２０５に対向する位置にくる。
【００２７】
　さらに、ＡＤＦユニット７０からの自動給紙による画像読取は両面読取も可能である。
その場合、ＡＤＦユニット７０からの自動給紙により原稿台ガラス１０２上において読取
ユニット１０１により原稿表面の画像が読取られる。さらに、排紙ローラ２０６により排
紙トレイ２０７へと原稿が排紙される際に、別の読取ユニット２０５により原稿裏面の画
像が読取られる。
【００２８】
　次に、上記構成のＭＦＰ装置において実行される画像読取において実行されるＡＤＦユ
ニットの開閉検知のいくつかの実施形態について説明する。
【００２９】
　＜第１実施形態＞
　図３は、第１実施形態に従うＡＤＦユニットの開閉検知を含む画像読取処理を示すフロ
ーチャートである。また、図４は、ＡＤＦユニットの開閉状態と読取センサの出力状態を
表す出力特性図である。
【００３０】
　まず、図１に示す操作部３よりコピーやスキャンの実行指示を受けると制御部４を介し
て画像読取部１に動作開始指示がなされる。
【００３１】
　その指示に応じ画像読取に先立ち、ステップＳ２０１では、図２（ａ）に示される画像
読取部１のＡＤＦユニット７０の載置部２００の先端に配置された原稿検知センサ２０１
からの信号を監視し、ＡＤＦユニット７０に原稿が載置されているかどうかを調べる。こ
こで、原稿がＡＤＦユニット７０に載置されていないと判断された場合、原稿はＦＢユニ
ット８０の原稿台ガラス１００上に載置されているとみなし、処理はステップＳ２０２に
進み、ＦＢユニット８０での画像読取（ＦＢ読取）を実行する。ステップＳ２０２では、
制御部４は読取ユニット１０１を駆動部（不図示）を制御して読取ユニット１０１を副走
査方向に移動させながら、読取ユニット１０１の複数の読取素子を電気的に走査して原稿
の画像を読取り、２次元画像データを取得する。その後、処理は終了する。
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【００３２】
　これに対して、ステップＳ２０１において原稿がＡＤＦユニット７０に載置されている
と判断された場合、処理はステップＳ２０３に進み、制御部４は前述の駆動部を制御して
読取ユニット１０１を原稿台ガラス１０２の下に移動させる。この位置をＡＤＦ原稿読取
位置という。
【００３３】
　次に、ステップＳ２０４では読取ユニット１０１に設けられた光源（不図示）を点灯さ
せて原稿台ガラス１０２の直上にある白色反射部材２０２からの反射光を読み取り、点灯
データＷを取得する。さらに、ステップＳ２０５では読取ユニット１０１に設けられた光
源を消灯させて白色反射部材２０２からの反射光を読み取り、消灯データＤを取得する。
【００３４】
　ステップＳ２０６では、ステップＳ２０４～Ｓ２０５で取得した点灯データＷと消灯デ
ータＤの差分を求め、その差分（Ｗ－Ｄ）をＡＤＦ開閉判定閾値（Ｔ）と比較し、その差
分が閾値より小さいかどうかを調べる。ここで、Ｗ－Ｄ＜Ｔ（差分が閾値より小さい）で
あると判断された場合、処理はステップＳ２０７に進む。そして、ステップＳ２０７では
ＡＤＦユニット７０が開いている状態であることを示すメッセージを操作部３のＬＣＤデ
ィスプレイなどに表示したり、或いは、ＭＦＰ装置を接続し読取指示を行ったホスト装置
などにその旨を通知する。その後、ＡＤＦユニット７０から原稿を給紙せずに読取動作を
終了する。
【００３５】
　これに対して、ステップＳ２０６において、Ｗ－Ｄ≧Ｔ（差分が閾値以上）であると判
断された場合、処理はステップＳ２０８に進む。そして、ステップＳ２０８では制御部４
は給紙ローラ２０３を制御して、原稿を載置部２００から給紙する。さらに、ステップＳ
２０９では原稿を搬送しながら読取ユニット１０１を駆動して、原稿の画像を読取り（Ａ
ＤＦ読取）、２次元画像データを取得する。
【００３６】
　ここで、ステップＳ２０６における判断と、ＡＤＦユニット７０の開閉状態との関係に
ついて説明する。
【００３７】
　図４は点灯データＷと消灯データＤと差分データ（Ｗ－Ｄ）の場所依存特性を示す図で
ある。
【００３８】
　図４において、（ａ）は点灯データＷの場所依存特性を示し、（ｂ）は消灯データＤの
場所依存特性を示し、（ｃ）は差分データ（Ｗ－Ｄ）の場所依存特性を示している。これ
らの図において、縦軸は白色反射部材２０２からの反射光を読取ることで得られた画像デ
ータを示し、横軸は図２（ｂ）～（ｅ）に示したＭＦＰ装置の背面－正面方向（主走査方
向）の位置を示している。背面とはＡＤＦユニットの回転軸（ヒンジ）に近い側であり、
正面とは回転軸から遠い側である。なお、画像データは各画素を８ビットで示す輝度デー
タであり、２５５が最も明るく、０が最も暗いことを示している。また、図４（ａ）～（
ｃ）において、一点鎖線はＡＤＦユニット７０の開き量Ｘが０ｍｍ（ＡＤＦユニット７０
が完全に閉じた状態）の場合の輝度変化を、破線は開き量Ｘが１０ｍｍの場合の輝度変化
を、実線は開き量Ｘが２０ｍｍの輝度変化を表わしている。
【００３９】
　さて、図２（ｂ）に示すように、ＡＤＦユニット７０が閉状態にある場合、ステップＳ
２０４において取得された点灯データＷは白色反射部材２０２からの反射光により図４（
ａ）の一点鎖線で示すように、主走査方向の全領域にわたって大きな値が得られる。また
、ステップＳ２０５において取得された消灯データＤは外光の影響も受けないため、図４
（ｂ）の一点鎖線で示すように、主走査方向の全領域で小さな値が得られる。従って、点
灯データＷと消灯データＤの差分（Ｗ－Ｄ）は、図４（ｃ）の一点鎖線で示すように、主
走査方向の全領域で大きな値となる。
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【００４０】
　同様に、図２（ｃ）に示すように、ＡＤＦユニット７０が開状態にある場合には、ＡＤ
Ｆユニット７０の開き量Ｘに応じて、点灯データＷ、消灯データＤ、及びその差分データ
（Ｗ－Ｄ）はそれぞれ異なる特性を示す。開き量Ｘが１０ｍｍ（破線）の場合のように微
量な開きがある場合には、点灯データＷは図４（ａ）に示すように光源からの反射光が支
配的であるため主走査方向の全領域にわたって大きな値が得られる。一方、消灯データＤ
はＡＤＦユニット７０が開いた隙間の装置正面から背面に向かって外光が入光し、白色反
射部材２０２で反射した光が読取ユニット１０１に入光する。このため、図４（ｂ）の破
線が示すように装置正面側ほど大きな値となる。従って、差分データ（Ｗ－Ｄ）は図４（
ｃ）の破線が示すように、図４（ｂ）に示す特性とは逆に装置正面側ほど小さな値となる
。
【００４１】
　さらに、開き量Ｘが２０ｍｍになると図４（ａ）の実線が示すように、読取ユニット１
０１の光源から照射され白色反射部材２０２で反射された光がほとんど読取ユニット１０
１には届かなくなる。このため、装置正面側の点灯データＷは急激に小さくなる。消灯デ
ータＤも同様に白色反射部材２０２で反射された外光がほとんど読取ユニット１０１には
届かなくなるため図４（ｂ）の実線が示すように装置正面側の値が小さくなる。従って、
差分データ（Ｗ－Ｄ）も図４（ｃ）の実線が示すように装置正面側が小さな値になる。
【００４２】
　ここで、図４（ａ）～図４（ｃ）に示した場所依存特性を比較すると、エリアＡのよう
に開き量Ｘの微量変化に対して敏感に出力があることが分かる。従って、この実施例では
図２（ｂ）～図２（ｃ）に示すエリアＡ、図４（ａ）～図４（ｃ）に示すエリアＡのよう
に装置正面側の一部を読取ユニット１０１の出力参照範囲とする。一般化すれば、エリア
Ａは、ラインセンサの読取素子の並びの中心よりも装置正面の側（ＡＤＦユニットの回転
軸から離れた側）における限定された読取素子領域とする。さらにエリアＡは、ラインセ
ンサの正面側（ヒンジの反対側）から３分の１の範囲において設定するとより好ましい。
【００４３】
　図５はエリアＡにおける点灯データＷと消灯データＤとＡＤＦユニットの開き量の関係
を示す図である。図５において、実線は点灯データＷを、破線は消灯データＤを、一点鎖
線は差分データ（Ｗ－Ｄ）を、点線はＡＤＦ開閉判定閾値（Ｔ）を示す。
【００４４】
　図５から分かるように、開き量Ｘのわずかな変化で差分データ（Ｗ－Ｄ）の値が大きく
変動する範囲の中間値を取ると検出精度を上げることができるので、この実施例では、開
き量Ｘが１０ｍｍ～２０ｍｍの間の中間値に閾値（Ｔ）を設定している。
【００４５】
　また、開き量Ｘが２０ｍｍ以上になると外光が直接、読取ユニット１０１に入射する成
分が支配的になる。この場合、点灯データＷ（実線）だけを用いてＡＤＦユニットの開閉
判定を行うと、外光影響による誤判定の可能性がある。一方、図５に示すように、開き量
Ｘが２０ｍｍ以上になると、消灯データＤ（点線）も点灯データＷ（実線）とほぼ同じ値
となるので、差分データ（Ｗ－Ｄ）（一点鎖線）を用いること外光影響を回避した検出が
可能となる。
【００４６】
　従って以上説明した実施形態に従えば、読取ユニットの光源を点灯した状態と消灯した
状態それぞれで白色反射部材からの反射光を読取り、これらの差分と閾値とを比較して、
ＡＤＦユニットの開閉状態を判定する。特に、ＡＤＦユニットの開き量のわずかな変化に
敏感な領域を主走査方向から選択し、その領域から得られた反射光から得られるデータを
用いるので、高精度でＡＤＦユニットの開閉状態を検出することができる。
【００４７】
　＜第２実施形態＞
　図６は第２実施形態に従うＡＤＦユニットの開閉検知を含む画像読取処理を示すフロー
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チャートである。なお、図６において、図３を参照して既に第１実施形態において説明し
たのと同じ処理ステップには同じ参照ステップ番号を付し、その説明は省略する。
【００４８】
　ＡＤＦユニット７０の載置部２００に原稿が載置されていない場合には、第１実施形態
と同様に、ステップＳ２０１～Ｓ２０２の処理を実行する。一方、ＡＤＦユニット７０の
載置部２００に原稿が載置されている場合、ＡＤＦユニット７０に設けられている読取ユ
ニット２０５を用いてＡＤＦユニット開閉検知を実行する。
【００４９】
　まず、ステップＳ２０４’では読取ユニット２０５に設けられた光源（不図示）を点灯
させてＦＢユニット８０上にある白色反射部材１０３からの反射光を読み取り、点灯デー
タＷを取得する。続いて、ステップＳ２０５’では読取ユニット２０５の光源を消灯させ
て白色反射部材１０３を読み取り、消灯データＤを取得する。
【００５０】
　図２（ｄ）～図２（ｅ）は読取ユニット２０５を用いてＦＢユニット８０上にある白色
反射部材１０３を読取る様子を示しており、図２（ｄ）がＡＤＦユニット７０が閉じた状
態を、図２（ｅ）がＡＤＦユニット７０が開いた状態を示している。
【００５１】
　以下、第１実施形態と同様に、ステップＳ２０６～Ｓ２０７の処理を実行する。さて、
ステップＳ２０６において、Ｗ－Ｄ≧Ｔ（差分が閾値以上）であると判断された場合、ス
テップＳ２０８において、原稿を載置部２００から給紙する。これと同時に、ステップＳ
２０８Ａでは、制御部４は前述の駆動部を制御して読取ユニット１０１を原稿台ガラス１
０２の下に移動させる。その後、第１実施形態と同様に、ステップＳ２０９の処理を実行
する。
【００５２】
　従って以上説明した実施形態に従えば、ＡＤＦユニットの開閉状態を検出するために用
いる読取ユニットと白色反射部材の相対位置関係が第１実施形態とは逆になるが、第１実
施形態と同様に高精度でＡＤＦユニットの開閉状態を検出することができる。
【００５３】
　＜第３実施形態＞
　ここでは、原稿検知センサ２０１から出力される信号の状態に関わらず、読取ユニット
１０１によるＡＤＦユニット７０の開閉検知と読取ユニット２０５によるＡＤＦユニット
７０の開閉検知を行う例について説明する。
【００５４】
　図７はＡＤＦユニットへの原稿の載置の有無と、読取ユニット１０１によって取得され
た画像データに基づく開閉の判定と、読取ユニット２０５によって取得された画像データ
に基づく開閉の判定と、総合的な判定結果とを一覧として示す図である。
【００５５】
　図７の一覧表に示すように“ＡＤＦ原稿裁置”、“読取ユニット１０１によるＡＤＦユ
ニット開閉検知”、“読取ユニット２０５によるＡＤＦユニット開閉検知”の３つの状態
の組み合わせから画像読取部１の状態をより細かく把握することができる。
【００５６】
　従って以上説明した実施形態に従えば、厚手、薄手などの原稿の種類の判別やＡＤＦ原
稿搬送経路の異常検出などを行うことも可能になる。
【００５７】
　以上説明した実施形態では、ＭＦＰで原稿の画像読取を行う例について説明したが、本
発明はこれによって限定されるものではない。例えば、単機能のフラットベッド型のスキ
ャナ装置（画像読取装置）を用いてもよい。
【００５８】
　また、本発明は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、
ネットワークまたは各種記憶媒体を介してシステムあるいは装置に供給し、そのシステム
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あるいは装置のコンピュータがプログラムを読み出して実行することでも実現される。こ
の場合、そのプログラム、および該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成する。
【符号の説明】
【００５９】
１　画像読取部、３　制御部、４　画像形成部、５　操作部、１０　ＭＦＰ装置、
７０　ＡＤＦユニット、８０　ＦＢユニット、１００、１０２　原稿台ガラス、
１０１、２０５　読取ユニット、１０３、２０２　白色反射部材、
２００　載置部、２０１　原稿検知センサ、２０４　開閉軸

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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