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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿が載置される透過部材を有する原稿載置台と、
　上記透過部材を覆うように上記原稿載置台に開閉自在に設けられた原稿押圧部材と、
　上記透過部材に載置された原稿に光源から光を照射してその原稿画像を１ライン毎に読
み取る読取手段と、
　上記光源を点灯させた状態で原稿画像を画像信号として出力する第１読取動作、及び、
上記光源を消灯させた状態で原稿画像を画像信号として出力する第２読取動作を上記読取
手段に実行させる制御手段と、
　上記第２読取動作により上記読取手段から出力された画像信号に基づいて、上記原稿載
置台に外光が進入したか否かを判定する判定手段と、
　外光が進入したと上記判定手段に判定された後の第１読取動作により上記読取手段から
出力された画像信号に対して、外光の影響を除くための補正処理を行う補正処理手段と、
　上記第１読取動作により上記読取手段から出力された画像信号に対してシェーディング
補正を行うシェーディング補正手段と、を備え、　
　上記補正処理は、外光が進入したと上記判定手段に判定された第２読取動作により上記
読取手段から出力された画像信号に基づいて、上記判定された後の第１読取動作により上
記読取手段から出力された画像信号に対する上記シェーディング補正に使用される白基準
データを変更する処理であり、
　上記制御手段は、上記判定手段により外光が進入したと判定されたことを条件に、上記
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読取手段による第１読取動作を一旦中断させ、原稿の読取位置を所定ライン分戻して上記
読取手段による第１読取動作を再開させるものである画像読取装置。
【請求項２】
　上記第１読取動作は、光源から複数色の光を順に照射して原稿画像を色毎にそれぞれ１
ラインの画像信号として出力する動作であって、
　上記読取手段は、当該第１読取動作を繰り返して原稿全体のカラー画像を読み取るもの
であり、
　上記第２読取動作は、繰り返される第１読取動作の所定の間欠期間に実行されるもので
ある請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、上記第１読取動作と上記第２読取動作とを交互に上記読取手段に実行
させるものである請求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　上記制御手段は、複数回の上記第１読取動作毎に上記第２読取動作を上記読取手段に実
行させるものである請求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　上記判定手段は、上記第２読取動作により上記読取手段から出力された画像信号の強度
が所定の信号レベルを超えたことを条件に、上記原稿載置台に外光が進入したと判定する
ものである請求項１から４のいずれか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、フラットベッドスキャナ（ＦＢＳ：Flat Bed Scanner）を具備する画像読取
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、上面が開口した原稿載置台の上面に、プラテンガラス（透過部材）が取り付
けられると共に、プラテンガラスの下側に、例えば密着型イメージセンサ（ＣＩＳ：Cont
act Image Sensor）を有する読取手段が設けられた画像読取装置が知られている。このよ
うな画像読取装置では、プラテンガラス上に読取面が下向きとなるように原稿が載置され
る。所定の操作入力により原稿の読取開始が指示されると、ＣＩＳにより原稿の画像が光
学的に読み取られ、その光信号が画像信号（電気信号）として出力されることにより原稿
の読み取りが行われる。
【０００３】
　ところで、本などの厚手の原稿（以下、「ブック原稿」ともいう。）を読み取る場合、
原稿載置台に対して原稿押圧部材が完全には閉じられていない状態で原稿の読み取りが行
われることがある。また、ブック原稿の綴じ代の影をなくすために背表紙部分をユーザが
上から手で押さえ、原稿押圧部材がプラテンガラスに対して完全に開かれた状態で原稿の
読み取りが行われることもある。そのため、原稿読取中に原稿載置台の内部に外光が進入
するおそれがある。外光が進入した状態で原稿の読み取りが行われる場合、原稿に照射さ
れる光は、光源からの光と外光とを加えたものとなる。その結果、外光が進入していない
場合に比べて出力される画像信号が大きくなって出力画像が白くなるという問題点がある
。
【０００４】
　上記の問題点を解決するために、外光が進入した影響で劣化した出力画像を補正するこ
とができるデジタル複写機が考案されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に
開示されているデジタル複写機には、光量検出センサが設けられている。この光量検出セ
ンサは、原稿押圧部材によって覆われる原稿載置台の上面におけるプラテンガラスの外側
に設けられている。そして、原稿押圧部材の開き具合にほぼ比例した外光の光量が光量検
出センサによって検出される。そして、光量検出センサによって検出された光量レベルに
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基づいて、読み取られた原稿の画像データに対して行われる画像処理の条件が変更される
。これにより、検出された光量レベルに応じた出力画像の補正が行われる。
【０００５】
　また、特許文献１には、ＣＣＤラインセンサにより原稿を読み取り可能な領域の外側ま
でＣＣＤラインセンサを延長し、延長した部分を上記光量検出センサの代わりとして外光
検出に利用することが記載されている。これにより、光量検出用のセンサを個別に設ける
ことなく外光が検出される。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１８５７９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記説明したデジタル複写機が備える光量検出手段は、原稿の読取領域の外
側に設けられている。すなわち、上記デジタル複写機では、原稿載置台の上面におけるプ
ラテンガラスの外側に入射する外光量が光量検出センサ、或いは、ＣＣＤラインセンサに
より検出される。また、上記デジタル複写機では、原稿の読み取り開始前に光量検出が行
われる。したがって、上記デジタル複写機が有する構成では、原稿の読取中に原稿載置台
の内部に進入してプラテンガラスに載置されている原稿の読み取りに実際に影響を与える
外光を正確に検出することはできないという問題点がある。
【０００８】
　また、原稿載置台の内部に外光検出用のセンサを設けて外光の進入を検出することは可
能であるが、プラテンガラスのどの部分から進入するかわからない外光を１つのセンサで
検出することは不可能である。そのため、外光検出用のセンサを原稿載置台の内部の複数
箇所に設置することが考えられるが、この場合、装置コストが上昇するという問題点があ
る。
【０００９】
　本発明は、かかる問題に鑑みてなされたものであり、フラットベッドスキャナを備える
画像読取装置において、外光検出用のセンサを個別に設けることなく、原稿の読取中に、
透過部材に載置されている原稿の読み取りに影響を与える外光が原稿載置台の内部に進入
したことを正確に検出することができる画像読取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】
【００１０】
　(1)　本発明に係る画像読取装置は、原稿が載置される透過部材を有する原稿載置台と
、上記透過部材を覆うように上記原稿載置台に開閉自在に設けられた原稿押圧部材と、上
記透過部材に載置された原稿に光源から光を照射してその原稿画像を１ライン毎に読み取
る読取手段と、上記光源を点灯させた状態で原稿画像を画像信号として出力する第１読取
動作、及び、上記光源を消灯させた状態で原稿画像を画像信号として出力する第２読取動
作を上記読取手段に実行させる制御手段と、上記第２読取動作により上記読取手段から出
力された画像信号に基づいて、上記原稿載置台に外光が進入したか否かを判定する判定手
段と、外光が進入したと上記判定手段に判定された後の第１読取動作により上記読取手段
から出力された画像信号に対して、外光の影響を除くための補正処理を行う補正処理手段
と、上記第１読取動作により上記読取手段から出力された画像信号に対してシェーディン
グ補正を行うシェーディング補正手段と、を備えるものである。上記補正処理は、外光が
進入したと上記判定手段に判定された第２読取動作により上記読取手段から出力された画
像信号に基づいて、上記判定された後の第１読取動作により上記読取手段から出力された
画像信号に対する上記シェーディング補正に使用される白基準データを変更する処理であ
る。上記制御手段は、上記判定手段により外光が進入したと判定されたことを条件に、上
記読取手段による第１読取動作を一旦中断させ、原稿の読取位置を所定ライン分戻して上
記読取手段による第１読取動作を再開させる。
【００１１】
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　原稿載置台の上面には、開口が形成されている。開口には、原稿が載置される透過部材
が配置されている。透過部材には、読取面が下向きとなるように原稿が載置される。原稿
載置台には、原稿押圧部材が設けられている。原稿押圧部材は、透過部材を覆うように原
稿載置台に開閉自在に設けられている。すなわち、透過部材は、原稿押圧部材によってそ
の上面が覆われるようになっている。原稿載置台に対して原稿押圧部材が開かれると、透
過部材の上面が開放される。この状態で、透過部材の上面に設けられた原稿載置面に原稿
が載置される。原稿載置面に載置されている原稿は、原稿押圧部材が閉じられることによ
って透過部材に向けて押圧される。透過部材の原稿載置面には、薄手の１枚の原稿の他に
、本などのブック原稿も載置される。
【００１２】
　透過部材の原稿載置面の反対側には、読取手段が設けられている。読取手段は、光源、
イメージセンサ、移動手段等を具備してなるものである。光源は、原稿の主走査方向に延
びるものであり、透過部材を介して原稿に光を照射するものである。イメージセンサは、
原稿からの反射光を光電変換して画像信号として出力するものである。移動手段は、光源
やイメージセンサを搭載して原稿の副走査方向に往復移動するものである。原稿の読取開
始が指示されると、透過部材に載置された原稿に光源から光が照射されて主走査方向に１
ライン分の画像信号が出力される。この１ライン毎の読み取りが繰り返されることにより
、原稿全体の画像が読み取られる。
【００１３】
　原稿の読取中に、読取手段により第１読取動作と第２読取動作とが実行される。第１読
取動作では、光源が点灯された状態で原稿画像が読み取られる。読み取られた原稿画像は
、画像信号として所定の出力先へ出力される。この第１読取動作で得られた画像信号は、
原稿の画像データを形成するものである。第２読取動作では、光源が消灯された状態で原
稿画像が読み取られる。読み取られた原稿画像は、画像信号として出力される。第２読取
動作で読み取られた画像信号が出力されると、出力された画像信号に基づいて原稿載置台
に外光が進入したか否かが判定される。第２読取動作では光源が点灯されていないので、
第２読取動作で得られた画像信号の信号強度は、外光が進入していなければ黒レベルと同
等である。外光が進入していれば、第２読取動作で得られた画像信号の信号強度は、進入
した外光の強度に対応したものとなる。この第２読取動作を実行して画像信号を出力する
読取手段は、原稿画像を１ライン毎に読み取るものである。したがって、第２読取動作で
得られる画像信号は、少なくとも原稿の主走査方向に１ライン分の画像信号である。その
ため、主走査方向の外光分布が検出され得る。
【００１４】
　補正処理が行われることにより、外光が進入した状態で実行された第１読取動作で得ら
れた画像信号から外光の影響が除かれる。
【００１５】
　外光が進入したと判定されていない場合、第１読取動作によって得られた画像信号は、
予め取得された白基準データに基づいてシェーディング補正される。外光が進入したと判
定されると、外光が進入したと判定された第２読取動作によって得られた画像信号に基づ
いて、白基準データが変更される。外光が進入したと判定された後の第１読取動作によっ
て得られた画像信号は、変更後の白基準データに基づいてシェーディング補正される。し
たがって、外光の影響を除くための補正処理を行う専用回路などを設けることなく、外光
の影響を除くことが可能となる。
【００１６】
　読取手段による第１読取動作と、第１読取動作によって得られた画像信号に対するシェ
ーディング補正とは、並行して行われる。外光が進入したと判定されると、読取手段によ
る第１読取動作が一旦中断される。第１読取動作が中断されている間に、外光が進入した
と判定された第２読取動作によって得られた画像信号に基づいて、白基準データが変更さ
れる。白基準データが変更された後、読取手段によって読み取られる原稿の読取位置が所
定ライン分戻される。その位置から、読取手段による第１読取動作が再開される。第１読
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取動作が中断されていた間に、外光の影響を除くために白基準データが変更されている。
再開後の第１読取動作によって得られた画像信号は、変更後の白基準データに基づいてシ
ェーディング補正される。これにより、外光の影響が除かれる
【００１７】
　(2)　上記第１読取動作は、光源から複数色の光を順に照射して原稿画像を色毎にそれ
ぞれ１ラインの画像信号として出力する動作であって、上記読取手段は、当該第１読取動
作を繰り返して原稿全体のカラー画像を読み取るものであり、上記第２読取動作は、繰り
返される第１読取動作の所定の間欠期間に実行されるものであってもよい。
【００１８】
　第１読取動作では、光源から複数色の光が順に照射される。例えば、原稿に対してＲ（
レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の３色の光が順に照射される。この複数色の光
の照射は、複数色の光源により実現されるものであってもよいし、色フィルタを用いて１
つの光源により実現されるものであってもよい。原稿に対して複数色の光が順に照射され
ると、原稿画像は、色毎にそれぞれ１ラインの画像信号として出力される。例えば、ＲＧ
Ｂの色毎に１ラインの画像信号からなる３ライン分の画像信号が１ライン分のカラー画像
信号として出力される。この１ライン分のカラー画像信号は、Ｒ、Ｇ、Ｂのラインセンサ
が原稿の副走査方向に所定ライン分の間隔を隔てて並設されているので、副走査方向にず
れのある状態で出力される。そのため、読取手段から出力された後に順次位置ずれ補正さ
れるようになっている。この第１読取動作が読取手段により繰り返されることによって、
原稿全体のカラー画像が読み取られるようになっている。第２読取動作は、上記のように
繰り返される第１読取動作の所定の間欠期間に実行される。すなわち、第１読取動作が実
行され、次の第１読取動作が開始されるまでの間に、第２読取動作が実行される。
【００１９】
　(3)　上記制御手段は、上記第１読取動作と上記第２読取動作とを交互に上記読取手段
に実行させるものであってもよい。例えば、１ライン分の原稿画像を読み取る第１読取動
作と、１ライン分の原稿画像を読み取る第２読取動作とが交互に繰り返し行われる。この
場合、第１読取動作によって得られた１ライン分の画像信号が出力される毎に、第２読取
動作によって得られた１ライン分の画像信号が出力される。したがって、外光の進入が迅
速に検出されるとともに、原稿全域に対して外光が進入しているか否かの判定が行われる
。
【００２０】
　(4)　上記制御手段は、複数回の上記第１読取動作毎に上記第２読取動作を上記読取手
段に実行させるものであってもよい。例えば、５ライン分の原稿画像を読み取る第１読取
動作と、１ライン分の原稿画像を読み取る第２読取動作とが交互に繰り返される。この場
合、第１読取動作によって得られた５ライン分の画像信号が出力される毎に、第２読取動
作によって得られた１ライン分の画像信号が出力される。これにより、原稿の読取中に外
光が進入したか否かの判定が適切な頻度で行われる。
【００２１】
　(5)　上記判定手段は、上記第２読取動作により上記読取手段から出力された画像信号
の強度が所定の信号レベルを超えたことを条件に、上記原稿載置台に外光が進入したと判
定するものであってもよい。第２読取動作によって得られた画像信号の強度が所定のレベ
ルを超えていない場合、原稿載置台には外光が進入していないと判定される。第２読取動
作によって得られた画像信号の強度が所定のレベルを超えた場合、原稿載置台に外光が進
入したと判定される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る画像読取装置によれば、原稿の読取中に、光源を点灯させた状態で原稿画
像を画像信号として出力する通常の読取動作である第１読取動作に加え、光源を消灯させ
た状態で原稿画像を画像信号として出力する第２読取動作が行われる。原稿の読み取りと
並行して、第２読取動作によって得られた画像信号に基づいて外光が進入したか否かの判
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定が行われる。したがって、外光検出用のセンサを個別に設けることなく、原稿の読取中
に、透過部材に載置されている原稿の読み取りに影響を与える外光が原稿載置台の内部に
進入たことを正確に検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明され
る。なお、本実施形態は本発明の一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で、実施
形態が適宜変更されてもよいことは勿論である。
【００２４】
　図１は、本発明の実施形態に係る画像読取装置１の外観構成を示す斜視図である。
【００２５】
　画像読取装置１は、例えば、プリンタ機能とスキャナ機能とを一体的に備えた多機能装
置（ＭＦＤ：Multi Function Device）のスキャナ部として用いられたり、複写機の画像
読取部として用いられるものである。プリンタ機能等は本発明において任意の機構であり
、例えば、スキャナ機能のみを有するフラットベッドスキャナ（ＦＢＳ：Flat Bed Scann
er）として画像読取装置１を実現してもよい。
【００２６】
　図２は、画像読取装置１の部分断面図である。
【００２７】
　図１及び図２に示すように、画像読取装置１は、ＦＢＳとして機能する原稿載置台２に
対して、自動原稿搬送機構であるＡＤＦ（Auto Document Feeder）５を備えた原稿カバー
６（原稿押圧部材）が、背面側の蝶番を介して開閉自在に設けられたものである。原稿載
置台２は、原稿が載置されるプラテンガラス２０を有するものである。原稿載置台２は、
略直方体の筐体１５を有し、その上面には開口が形成されている。この筐体１５の開口に
は、プラテンガラス２０（透過部材）が配設されている。プラテンガラス２０は、１枚の
透明なガラス板やアクリル板等からなるものである。プラテンガラス２０は、筐体１５の
開口より十分に大きなものである。プラテンガラス２０のうち、開口から露出された領域
が原稿読取領域となる。筐体１５の内部には、画像読取ユニット２１が内蔵されている。
この画像読取ユニット２１により、原稿の画像読み取りが行われる。
【００２８】
　図１に示すように、プラテンガラス２０の上面には、区画部材５１が配設されている。
区画部材５１は、原稿載置台２の上面として露出されたプラテンガラス２０の原稿読取領
域を区画するものである。区画部材５１は、原稿載置台２の奥行き方向、換言すれば画像
読取ユニット２１の延設方向に長尺の平板状の部材である。区画部材５１は、プラテンガ
ラス２０を左右２つの領域に区画している。プラテンガラス２０の一端側（図左側）は、
ＡＤＦ５を用いて画像読み取りを行う際の読取面を構成している。プラテンガラス２０の
他端側（図右側）は、画像読取装置１をＦＢＳとして使用する場合の原稿載置面をなして
いる。すなわち、区画部材５１は、プラテンガラス２０の原稿読取領域を、搬送原稿読取
領域２０Ｌと静止原稿読取領域２０Ｒとに区画している。ここで、搬送原稿読取領域２０
Ｌは、ＡＤＦ５における読取面である。静止原稿読取領域２０Ｒは、ＦＢＳにおける原稿
載置面である。区画部材５１は、静止原稿読取領域２０Ｒに原稿を載置する際に、原稿の
位置決め基準として用いられる。原稿は、区画部材５１に記した中央位置を基準として静
止原稿読取領域２０Ｒに載置される。区画部材５１には、中央位置やＡ４サイズ、Ｂ５サ
イズ等の各種原稿サイズの両端位置を示す表示が記されている。この表記を目印として、
静止原稿読取領域２０Ｒに原稿が載置される。
【００２９】
　原稿カバー６は、原稿載置台２に開閉自在に設けられている。原稿カバー６が閉じられ
ると、プラテンガラス２０は原稿カバー６に覆われる。原稿カバー６が開かれると、プラ
テンガラス２０の上面が開放される。プラテンガラス２０には、Ａ４サイズやリーガルサ
イズ以下の原稿が読取面が下向きとなるように載置される。プラテンガラス２０には、薄
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手の１枚の原稿の他に、本などの所謂ブック原稿も載置される。載置された原稿は、原稿
カバー６が閉じられることにより、該原稿カバー６によりプラテンガラス２０へ向けて押
圧される。これにより、当該原稿がプラテンガラス２０上に固定される。この状態で、画
像読取ユニット２１がプラテンガラス２０に沿って走査されることにより、ＦＢＳによる
原稿の画像読み取りが行われる。
【００３０】
　原稿カバー６には、給紙トレイ２２から所定の搬送路２６を経て排紙トレイ２３へ原稿
を連続搬送するＡＤＦ５が設けられている（図２参照）。ＡＤＦ５による搬送過程におい
て、原稿がプラテンガラス２０上を通過する。その際、プラテンガラス２０の下方には画
像読取ユニット２１が配置されている。プラテンガラス２０上を通過する原稿は、下方に
位置する画像読取ユニット２１により画像が読み取られるようになっている。原稿カバー
６の下面には、プラテンガラス２０上に載置された原稿を押さえるために、スポンジ及び
白板等からなる押さえ部材１９が配設されている。なお、本発明においてＡＤＦ５は任意
の構成であるので、ＡＤＦ５内の詳細な説明は省略される。
【００３１】
　図１に示すように、原稿載置台２の正面側には、操作パネル８が設けられている。操作
パネル８は、各種操作ボタンや液晶表示部から構成されており、画像読取装置１は、操作
パネル８からの指示によって動作する。プラテンガラス２０に載置された原稿、或いは、
給紙トレイ２２に載置された原稿の読取開始を指示する操作入力は、この操作パネル８か
ら行われる。なお、画像読取装置１は、操作パネル８からの指示のほか、コンピュータに
接続されて該コンピュータからスキャナドライバ等を介して送信される指示によって動作
されることも可能である。
【００３２】
　画像読取ユニット２１（読取手段に相当する）は、図２に示すように、ＣＩＳユニット
４０、キャリッジ４１、及び、不図示の走査機構から構成されている。ＣＩＳユニット４
０は、光源４２からプラテンガラス２０を通じて原稿に光を照射し、該原稿からの反射光
をレンズ４３により受光素子４４に集光して電気信号に変換するいわゆる密着型のイメー
ジセンサであり、一般にＣＩＳ（Contact Image Sensor）と称される。受光素子４４は、
例えばチップ単位で原稿の主走査方向（図２の紙面に垂直方向）に一列に並べられており
、光源４２及びレンズ４３も同方向に列設されている。また、光源４２には、レッド（Ｒ
）・グリーン（Ｇ）・ブルー（Ｂ）に色分解された３色の発光ダイオード（ＬＥＤ）が用
いられている。
【００３３】
　図３は、キャリッジ４１の構成を示す原稿載置台２の縦断面図である。
【００３４】
　図３に示すように、キャリッジ４１は、走査機構であるベルト駆動機構により、プラテ
ンガラス２０の下方を筐体１５の幅方向（図３の紙面に垂直方向）に往復動可能に設けら
れている。キャリッジ４１は、筐体１５の幅方向に渡って架設されたガイドシャフト４５
と嵌合して、不図示のベルト駆動機構により駆動されてガイドシャフト４５上を摺動して
移動する。ＣＩＳユニット４０は、プラテンガラス２０に密接されるようにキャリッジ４
１に搭載されている。キャリッジ４１がＣＩＳユニット４０を搭載してガイドシャフト４
５上を移動することにより、ＣＩＳユニット４０がプラテンガラス２０に沿って往復動さ
れる。
【００３５】
　キャリッジ４１は、その上側に担持するようにして上記ＣＩＳユニット４０を搭載して
いる。キャリッジ４１の下面には、ガイドシャフト４５を上方から跨ぐようにして嵌合す
るシャフト受け部４６が形成されている。シャフト受け部４６とガイドシャフト４５とが
嵌合して、キャリッジ４１がガイドシャフト４５に担持されてガイドシャフト４５の軸方
向に摺動自在となっている。また、シャフト受け部４６の側方には、ベルト掴持部４７が
下方へ突設されている。ベルト掴持部４７は、ベルト駆動機構のタイミングベルトを掴む
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ことにより、タイミングベルトとキャリッジ４１とを連結するためのものである。これに
より、ベルト駆動機構からキャリッジ４１に駆動力が伝達されて、ガイドシャフト４５上
をキャリッジ４１が移動するものとなる。なお、ベルト駆動機構は、例えば、駆動プーリ
と従動プーリとの間にタイミングベルトが巻架され、モータの回転が駆動プーリの軸に出
力され、該駆動プーリの回転によりタイミングベルトが周運動するように構成されている
。
【００３６】
　上記ＣＩＳユニット４０が搭載されるキャリッジ４１の内側には、バネ受け部４８が左
右２箇所に形成されており、バネ受け部４８により位置決めされて、ＣＩＳユニット４０
とキャリッジ４１との間にコイルバネ４９が介設されている。このコイルバネ４９により
、キャリッジ４１に搭載されたＣＩＳユニット４０がプラテンガラス２０の下面に押し付
けられるように密着する。ＣＩＳユニット４０の両端側には、コロ５０が設けられている
。コロ５０により、プラテンガラス２０の下面に押し付けられたＣＩＳユニット４０が、
キャリッジ４１の移動に伴いプラテンガラス２０の下面に密着しながら円滑に移動するよ
うになっている。原稿の読取開始が指示されると、プラテンガラス２０に載置された原稿
に光源４２から光が照射される。原稿からの反射光は受光素子４４に受光され、受光素子
４４から主走査方向に１ライン分の画像信号が出力される。キャリッジ４１が副走査方向
に移動している間、この１ライン毎の読み取りが繰り返されることにより、原稿全体の画
像が読み取られるようになっている。
【００３７】
　図４は、基準部材５３付近の構成を示す拡大断面図である。図５は、基準部材５３の構
成を示す平面図である。
【００３８】
　図４に示すように、基準部材５３は、区画部材５１の下面側に、プラテンガラス２０と
の間に介在するように設けられている。この基準部材５３は、ＣＩＳユニット４０の明度
基準となるものである。詳細には、基準部材５３は、区画部材５１の下面のほぼ全域を覆
う薄膜帯状の部材である。基準部材５３は、図５に示すように、ＣＩＳユニット４０の副
走査方向、すなわち図５の左右方向に３つの領域を有する。左端側の領域５３Ａは、白色
に着色された領域であり、ＣＩＳユニット４０の光量調整や白基準データ３０（図６参照
）の取得に用いられる。中央の領域５３Ｂは、黒色に着色された領域であり、ＣＩＳユニ
ット４０の黒基準データ３２（図６参照）の取得に用いられる。また、左端の領域５３Ａ
と中央の領域５３Ｂの境界が、ＣＩＳユニット４０の副走査方向の基準となる。右端の領
域５３Ｃは、奥行き方向の中央が白色に着色され、且つ、両端が黒色に着色された領域で
あり、ＣＩＳユニット４０の主走査方向の基準となる。このような基準部材５３が、各領
域がＣＩＳユニット４０の延設方向と同方向となるようにして、区画部材５１とプラテン
ガラス２０との間に介設されている。
【００３９】
　図６は、画像読取装置１の制御部５５の構成を示すブロック図である。
【００４０】
　制御部５５は、画像読取装置１の全体動作を制御するものである。制御部５５は、図６
に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）５６、ＲＯＭ（Read Only Memory）
５７、ＲＡＭ（Random Access Memory）５８、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable an
d Programmable ROM）５９を主とするマイクロコンピュータとして構成されており、バス
６０を介してＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）６１に接続されて
いる。
【００４１】
　ＲＯＭ５７には、画像読取装置１の各種動作を制御するための制御プログラム等が格納
されている。ＲＡＭ５８は、ＣＰＵ５６が上記制御プログラムを実行する際に用いる各種
データを一時的に記憶する記憶領域又は作業領域として使用される。ＲＡＭ５８には、例
えば、ＣＩＳユニット４０の光源４２の光量調整値、基準部材５３に対して取得した白基
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準データ３０及び黒基準データ３２が記憶されている。ＥＥＰＲＯＭ５９は、電源オフ後
も保持すべき各種設定やフラグ等を格納する記憶領域である。ＥＥＰＲＯＭ５９には、外
光検出レベル（所定の信号レベル）が記憶されている。外光検出レベルは、本実施形態に
おいては、原稿載置台２の内部に外光が進入したか否かを判定する処理に使用される閾値
である。後述されるが、光源４２を消灯させた状態でＣＩＳユニット４０から出力された
画像信号の信号強度が外光検出レベルを超えたことを条件に、外光が進入したと判定され
るようになっている。
【００４２】
　ＡＳＩＣ６１は、ＣＰＵ５６からの指令に従って、画像読取ユニット２１、タイミング
生成回路６８、ＡＦＥ（Analog Front End）回路６９、暗補正回路７０、シェーディング
補正回路７１、γ補正回路７２、解像度変換回路７３、及び、出力回路７４を制御する。
【００４３】
　画像読取ユニット２１は、原稿の読取動作を実行して、原稿の画像（原稿画像）を画像
信号として出力するものである。画像読取ユニット２１は、プラテンガラス２０の静止原
稿読取領域２０Ｒに載置された原稿に光源４２から光を照射してその原稿画像を１ライン
毎に読み取るものである。読み取られた原稿画像は、画像信号として画像読取ユニット２
１のＣＩＳユニット４０からＡＦＥ回路６９へ出力される。この画像読取ユニット２１か
ら出力される画像信号には、原稿の画像データを構成するものと構成しないものとがある
。後述されるが、画像読取ユニット２１の第１読取動作により得られた画像信号が原稿の
画像データを構成するものであり、第２読取動作により得られた画像信号は、原稿の画像
データを構成するものではない。第２読取動作により得られた画像信号は、外光が進入し
たか否かを判定する処理に使用される。
【００４４】
　制御部５５（制御手段に相当する）は、ＡＳＩＣ６１を介して、画像読取ユニット２１
による原稿の読取動作を制御する。制御部５５は、具体的には、第１読取動作及び第２読
取動作を画像読取ユニット２１に実行させる。第１読取動作は、光源４２を点灯させた状
態で原稿画像を画像信号として出力する読取動作である。第２読取動作は、光源４２を消
灯させた状態で原稿画像を画像信号として出力する読取動作である。第１読取動作により
得られた画像信号は、各回路６９～７３で処理された後に出力回路７４から出力され、原
稿の画像データとしてＲＡＭ５８に格納される。例えば、画像読取装置１が複写機の画像
読取部として用いられるものである場合、ＲＡＭ５８に格納された原稿の画像データに基
づいてプリント処理が実行される。第２読取動作により得られた画像信号は、各回路６９
～７３で処理された後に出力回路７４から出力され、外光が進入したか否かを判定するた
めの判定データとしてＲＡＭ５８に格納される。制御部５５は、ＲＡＭ５８に格納された
第２読取動作の画像信号に基づいて、原稿載置台２の内部に外光が進入したか否かを判定
する。
【００４５】
　画像読取ユニット２１は、ＣＩＳユニット４０、キャリッジ４１、キャリッジ（ＣＲ）
モータ６５、及び、駆動回路６６を有してなるものである。ＡＳＩＣ６１は、ＣＰＵ５６
からの指令に従い、キャリッジモータ６５に通電する相励磁信号等を生成して、該信号を
駆動回路６６に付与する。駆動回路６６を介して駆動信号をキャリッジモータ６５に通電
することにより、キャリッジモータ６５の回転制御を行っている。駆動回路６６は、キャ
リッジ４１に接続されたベルト駆動機構のキャリッジモータ６５を駆動させるものであり
、ＡＳＩＣ６１からの出力信号を受けて、キャリッジモータ６５を回転するための電気信
号を形成する。該電気信号を受けてキャリッジモータ６５が回転し、該キャリッジモータ
６５の回転力が周知のベルト駆動機構を介してキャリッジ４１へ伝達されことにより、キ
ャリッジ４１が往復動される。また、駆動回路６６は、ＣＩＳユニット４０の光源４２を
点灯させるための動作電流の調整や光源４２のＲＧＢ各色の点灯時間の調整も行う。制御
部５５は、キャリッジ４１が往復動されている間、ＡＳＩＣ６１を介してＣＩＳユニット
４０を制御することにより、第１読取動作及び第２読取動作を含む読取動作を画像読取ユ
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ニット２１に実行させる。また、制御部５５は、ＲＯＭ５７に格納されている制御プログ
ラムに基づいて画像読取ユニット２１を制御することにより、上記読取動作の他、光量調
整値や白基準データ３０及び黒基準データ３２の取得等を行う。
【００４６】
　タイミング生成回路６８は、ＣＩＳユニット４０に対してトリガ信号（ＴＧ）やクロッ
ク信号を供給すると共に、ＡＦＥ回路６９に対して制御信号を供給するものである。ここ
で、トリガ信号は、１ライン毎の読取動作の周期を決定する信号であり、ＣＩＳユニット
４０の駆動開始のタイミングを決定する信号である。クロック信号は、ＣＩＳユニット４
０から１画素の画像信号を出力するタイミングを決定する信号である。このクロック信号
に同期して、ＣＩＳユニット４０から画像信号が１画素毎に出力される。ＣＩＳユニット
４０は、タイミング生成回路６８から与えられるトリガ信号とクロック信号、及び駆動回
路６６から与えられる動作電流等に基づいて、第１読取動作及び第２読取動作を実行する
。ＡＦＥ回路６９は、ＣＩＳユニット４０から出力されたアナログの各画像信号をサンプ
ルホールドし、サンプルホールドされた画像信号をデジタル変換するものである。デジタ
ル変換は、ＣＩＳユニット４０から出力されたアナログの画像信号を所定ビット数のデジ
タルコードからなるデジタル信号に変換する処理である。このデジタル変換は、アナログ
／デジタル変換器により行われる。ＡＦＥ回路６９に入力されたアナログの画像信号は、
例えば８ビット（２５６階調：０～２５５）のデジタルの画像信号として暗補正回路７０
へ出力される。
【００４７】
　暗補正回路７０は、受光素子４４間のばらつきを補正するために、ＡＦＥ回路６９から
出力された画像信号をＲＡＭ５８に記憶されている黒基準データ３２に基づいて補正する
ものである。シェーディング補正回路７１（シェーディング補正手段に相当する）は、受
光素子４４間及び光源４２のばらつきを補正するために、画像読取ユニット２１から出力
された画像信号、ここでは暗補正回路７０から出力された画像信号に対してシェーディン
グ補正を行うものである。このシェーディング補正回路７１によるシェーディング補正は
、ＲＡＭ５８に記憶されている白基準データ３０に基づいて行われる。γ補正回路７２は
、γ曲線の補正を行うものである。解像度補正回路７３は、解像度の補正を行うものであ
る。出力回路７４は、上記回路６９～７３により補正された画像信号を出力するものであ
り、出力された画像信号は、ＲＡＭ５８に記憶される。なお、暗補正回路７０、シェーデ
ィング補正回路７１、γ補正回路７２、解像度変換回路７３、及び、出力回路７４は周知
のものであり、詳細な説明は省略する。
【００４８】
　図７は、プラテンガラス２０に載置された原稿の読取開始が指示された場合に、画像読
取装置１において行われる処理動作を例示したフローチャートである。
【００４９】
　以下、プラテンガラス２０に原稿が載置され、読取開始命令が入力された場合に画像読
み取り装置１において行われる処理動作について図７に基づいて説明する。なお、以下の
フローチャートに基づいて説明する画像読取装置１の処理動作は、ＲＯＭ５７に格納され
ている制御プログラムに基づいて制御部５５が発行する命令に従って行われる。
【００５０】
　ＦＢＳによる原稿の読み取りが行われる場合、原稿カバー６が開かれ、プラテンガラス
２０の静止原稿読取領域２０Ｒに原稿が載置される。静止原稿読取領域２０Ｒに載置され
た原稿は、原稿カバー６を閉じることによりプラテンガラス２０上に固定される。プラテ
ンガラス２０に載置される原稿は、１枚の薄手の原稿である場合もあれば、ブック原稿の
ように厚手の原稿である場合もある。そのため、プラテンガラス２０に載置された原稿が
厚手の原稿である場合、原稿カバー６が完全には閉じられていない状態で原稿の読み取り
が指示されることがある。図７に示すフローチャートの処理は、このような原稿カバー６
の開閉状態に関わらず実行される。
【００５１】
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　制御部５５は、操作パネル８から所定の操作入力が行われたか否かに基づいて、原稿の
読取開始命令が入力されたか否かを判断する（Ｓ１）。読取開始命令が入力されていない
と判断した場合（Ｓ１：ＮＯ）、待機状態となる。制御部５５は、読取開始命令が入力さ
れたと判断した場合（Ｓ１：ＹＥＳ）、ＣＩＳユニット４０の光源４２の光量調整を基準
部材５３に対して行う（Ｓ２）。詳細には、キャリッジ４１を、基準部材５３の左端の領
域５３Ａに対応する位置へ移動させる（図４及び図５参照）。そして、最初に十分に小さ
い光量で光源４２から基準部材５３の領域５３Ａに光を照射する。この場合、領域５３Ａ
からの反射光も小さくなるので、ＣＩＳユニット４０の受光素子４４からの出力も小さい
。そして、受光素子４４の出力が所望の値となるまで段階的に光源４２の光量を増加させ
、ＣＩＳユニット４０の出力が所望の値となったときの光量を光量調整値としてＲＡＭ５
８に格納する。
【００５２】
　続いて、制御部５５は、基準部材５３に対してＣＩＳユニット４０の白基準データ３０
を取得する（Ｓ３）。詳細には、キャリッジ４１が基準部材５３の左端の領域５３Ａに対
応する位置で、ＣＩＳユニット４０の光源４２から、上記光量調整値で領域５３Ａに光を
照射する。そして、領域５３Ａからの反射光を受光素子４４で電気信号に変換して白基準
データ３０を取得する。取得した白基準データ３０は、ＲＡＭ５８に格納される。この白
基準データ３０の取得は、領域５３Ａに対して複数回行ってその平均を用いるようにして
もよい。また、領域５３Ａの範囲内でキャリッジ４１を移動させながら行うようにしても
よい。
【００５３】
　続いて、制御部５５は、基準部材５３に対してＣＩＳユニット４０の黒基準データ３２
を取得する（Ｓ４）。詳細には、キャリッジモータ６５を駆動させてキャリッジ４１を基
準部材５３の中央の領域５３Ｂに対応する位置へ移動させる。そして、光源４２を消灯し
た状態で受光素子４４から出力された電気信号から黒基準データ３２を取得する。取得し
た黒基準データ３２は、ＲＡＭ５８に格納される。この黒基準データ３２の取得も、白基
準データ３０の取得と同様に、複数回行っても、領域５３Ｂの範囲内でキャリッジ４１を
移動させながら行ってもよい。また、白基準データ３０の取得と黒基準データ３２の取得
とは順序が逆であってもよい。このようにして得られた白基準データ３０及び黒基準デー
タ３２は、画像読み取りにおけるシェーディング補正の基準データとして使用される。
【００５４】
　ステップＳ２～ステップＳ４の処理が行われると、キャリッジモータ６５が駆動されて
キャリッジ４１が読取開始位置へ移動される。読取開始位置は、プラテンガラス２０の静
止原稿読取領域２０Ｒに載置された原稿の読取開始時にキャリッジ４１が配置される位置
である。制御部５５は、キャリッジモータ６５を正回転させてキャリッジ４１の移動を開
始させる（Ｓ５）。このキャリッジ４１の移動中に、以下に説明する第１読取動作及び第
２読取動作からなる読取動作が画像読取ユニット２１により実行される。なお、画像読取
ユニット２１による原稿の読取動作では、ＣＩＳユニット４０により原稿画像が１ライン
毎に読み取られる。
【００５５】
　制御部５５は、キャリッジ４１の移動中に、画像読取ユニット２１に第１読取動作を実
行させる（Ｓ６）。この第１読取動作では、プラテンガラス２０の静止原稿読取領域２０
Ｒに載置されている原稿の画像が、光源４２を点灯させた状態で１ライン毎に読み取られ
る。本実施形態における第１読取動作は、光源４２からレッド（Ｒ）・グリーン（Ｇ）・
ブルー（Ｂ）の３色（複数色の一例）の光を順に照射して原稿画像を色毎にそれぞれ１ラ
インの画像信号として出力する動作である。第１読取動作が実行されることにより、Ｒ成
分、Ｇ成分、Ｂ成分の色成分毎にそれぞれ１ライン分のアナログの画像信号がＣＩＳユニ
ット４０からＡＦＥ回路６９へ出力される。
【００５６】
　制御部５５は、第１読取動作が実行された後、画像読取ユニット２１に第２読取動作を
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実行させる（Ｓ７）。この第２読取動作では、プラテンガラス２０の静止原稿読取領域２
０Ｒに載置されている原稿の画像が、光源４２を消灯させた状態で１ライン分読み取られ
る。第２読取動作が実行されることにより、１ライン分のアナログの画像信号がＣＩＳユ
ニット４０からＡＦＥ回路６９へ出力される。なお、ここでは、第１読取動作の後に第２
読取動作が行われるが、第２読取動作の後に第１読取動作が行われる形態でもよい。
【００５７】
　図８は、画像読取ユニット２１により実行される原稿の読取動作を示すタイミングチャ
ートである。図８には、タイミング生成回路６８からＣＩＳユニット４０へ入力されるト
リガ信号ＴＧ、ＣＩＳユニット４０から出力される画像データ（Ｄａｔａ）、各色成分の
画像データの読取タイミングが示されている。Ｒは、Ｒ色の光源４２を点灯させた状態で
１ライン分の画像読み取りが行われるタイミングを示す。Ｇは、Ｇ色の光源４２を点灯さ
せた状態で１ライン分の画像読み取りが行われるタイミングを示す。Ｂは、Ｂ色の光源４
２を点灯させた状態で１ライン分の画像読み取りが行われるタイミングを示す。Ｎは、光
源４２を消灯させた状態で１ライン分の画像読み取りが行われるタイミングを示す。
【００５８】
　ＣＩＳユニット４０には、図８に示すように、制御信号として、１ラインの開始を示す
トリガ信号ＴＧがタイミング生成回路６８から入力されると共に、駆動回路６６によりＲ
色の光源４２が点灯されて画像読み取りが行われる。これにより、画像データとして、１
ライン分のＲ成分のアナログ画像信号がＣＩＳユニット４０からＡＦＥ回路６９へ出力さ
れる。この１ライン分のＲ成分のアナログ画像信号は、タイミング生成回路６８から入力
されるクロック信号（不図示）に同期して１画素毎に出力される。タイミング生成回路６
８からＣＩＳユニット４０に与えられる次のトリガ信号ＴＧの立ち上がり時に、駆動回路
６６によりＧ色の光源４２が点灯されて画像読み取りが行われる。これにより、画像デー
タとして、１ライン分のＧ成分のアナログ画像信号がＣＩＳユニット４０からＡＦＥ回路
６９へ出力される。さらに次のトリガ信号ＴＧの立ち上がり時に、駆動回路６６によりＢ
色の光源４２が点灯されて画像読み取りが行われる。これにより、画像データとして、１
ライン分のＢ成分のアナログ画像信号がＣＩＳユニット４０からＡＦＥ回路６９へ出力さ
れる。このようにして、第１読取動作では、光源４２から原稿に３色の光が順に照射され
て原稿画像が色毎にそれぞれ１ラインの画像信号としてＣＩＳユニット４０から出力され
る。
【００５９】
　第１読取動作が完了した後のトリガ信号ＴＧの立ち上がり時には、駆動回路６６により
光源４２は点灯されない。この状態で、第２読取動作として、ＣＩＳユニット４０による
画像読み取りが行われる。これにより、外光検出用の１ライン分の画像信号が、ＣＩＳユ
ニット４０からＡＦＥ回路６９へ出力される。
【００６０】
　図には示されていないが、ＣＩＳユニット４０にトリガ信号ＴＧが入力されると、受光
素子４４から出力された１ライン分の画像信号は、移送ゲートを通してアナログシフトレ
ジスタに一時的に記憶される。そして、次のトリガ信号ＴＧが入力されると、受光素子４
４の電荷（画像信号）はリセットされ、タイミング生成回路６８からＣＩＳユニット４０
へクロック信号が入力される毎に、画像信号が１画素ずつＣＩＳユニット４０から出力さ
れるようになっている。そのため、図８に示されているように、各色の光源４２が点灯さ
れてから若干遅れて、各色の画像信号（Ｄａｔａ）がＣＩＳユニット４０から出力される
。
【００６１】
　第１読取動作及び第２読取動作により得られたアナログの画像信号は、ＡＦＥ回路６９
においてサンプルホールドされ、デジタル信号に変換される。デジタル信号に変換された
画像信号は、ＲＡＭ５８に記憶されている黒基準データ３２に基づいて暗補正回路７０に
より補正される。そして、暗補正回路７０により補正された画像信号は、ＲＡＭ５８に記
憶されている白基準データ３０に基づいてシェーディング補正回路７１によりシェーディ
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ング補正される。シェーディング補正された画像信号は、γ補正回路７２、解像度変換回
路７３により補正された後に出力回路７４から出力され、ＲＡＭ５８に格納される。出力
回路７４から出力された第１読取動作の画像信号は、原稿の画像データとしてＲＡＭ５８
に格納される。出力回路７４から出力された第２読取動作の画像信号は、外光が進入した
か否かを判定するための判定データとしてＲＡＭ５８に格納される。
【００６２】
　判定手段として機能する制御部５５は、ステップＳ７の第２読取動作が実行されると、
第２読取動作により得られた画像信号に基づいて、外光が進入したか否かを判定する（Ｓ
８）。ここでは、制御部５５は、ＲＡＭ５８に格納された第２読取動作の画像信号の信号
強度が、ＥＥＰＲＯＭ５９に記憶されている外光検出レベルを超えたか否かに基づいて、
外光が進入したか否かを判定する。
【００６３】
　第２読取動作では、光源４２が点灯されていない。そのため、第２読取動作で得られた
画像信号の信号強度は、外光が進入していなければＲＡＭ５８に記憶されている黒基準デ
ータ３２と同等である。外光が進入していれば、第２読取動作で得られた画像信号の信号
強度は、進入した外光の強度に対応したものとなる。ＥＥＰＲＯＭ５９に記憶されている
外光検出レベルは、白基準データ３０が取得された後に、該白基準データ３０に基づいて
設定される。外光検出レベルは、８ビット（２５６階調：０～２５５）のデータであり、
ここでは、白基準データ３０の階調値の２５％の階調値に対応するデータが設定されるよ
うになっている。例えば、白基準データ３０の階調値が「２４０」である場合、階調値が
「６０」となるように外光検出レベルが設定される。第２読取動作により得られた画像信
号は、上記のように８ビットのデータである。第２読取動作により得られた１ライン分の
画像信号は、画素毎に階調値が「６０」を超えたか否かが判断される。
【００６４】
　図９は、外光が進入したか否かを判定する処理について説明するための図である。
【００６５】
　図９において、曲線は、ＲＡＭ５８に格納された第２読取動作の画像信号である。白出
力は、ＣＩＳユニット４０の光源４２から光量調整値で領域５３Ａに光を照射して得られ
た１ライン分の画像信号をシェーディング補正したものである。黒出力は、キャリッジ４
１が領域５３Ｂに対応する位置で、光源４２を消灯した状態で得られた１ライン分の画像
信号をシェーディング補正したものである。なお、外光検出レベルは、上記のように、白
基準データ３０に対して階調値が２５％となるように設定されたものである。図９に例示
されているように、第２読取動作で得られた主走査方向に１ライン分の画像信号は、その
階調値が主走査方向の両端付近で外光検出レベルを超えている。制御部５５は、第２読取
動作により得られた画像信号の信号強度に対応する階調値が外光検出レベルを超えている
か否かを画素毎に判断して、外光が進入したか否かを判定する。例えば、第２読取動作に
より得られた１ライン分の画像信号のうち、５０画素について外光検出レベルを超えてい
ることを条件に、外光が進入したと判定する。逆に、外光検出レベルを超えている画像信
号が５０画素未満であれば、外光は進入していないと判定される。このように、第２読取
動作により画像読取ユニット２１のＣＩＳユニット４０から出力された画像信号の信号強
度が外光検出レベルを超えたことを条件に、原稿載置台２に外光が進入したと判定される
。
【００６６】
　制御部５５は、ステップＳ８において、外光が進入していないと判定した場合（Ｓ８：
ＮＯ）、原稿の読取位置が読取終了位置に到達したか否かを判断する（Ｓ９）。例えば、
キャリッジ４１の移動が開始されてからキャリッジモータ６５に与えられる駆動パルス数
をカウントする。そして、カウントした駆動パルス数が、キャリッジ４１が読取終了位置
に到達するまでにキャリッジモータ６５に与えられる駆動パルス数に達したか否かを判断
する。これにより、読取終了位置に到達したか否かが判断される。読取終了位置に到達し
ていないと判断された場合（Ｓ９：ＮＯ）、原稿の読み取りが完了していないため、処理
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がステップＳ６へ戻される。このように、制御部５５は、第１読取動作と第２読取動作と
を交互に画像読取ユニット２１に実行させる。したがって、ここでは、第２読取動作は、
繰り返される第１読取動作の全ての間欠期間で実行される。制御部５５は、原稿の読取位
置が読取終了位置に到達したと判断した場合、原稿の読み取りが終了したものとして処理
を終了する。
【００６７】
　制御部５５は、ステップＳ８において、外光が進入したと判定した場合（Ｓ８：ＹＥＳ
）、画像読取ユニット２１による原稿の読取動作を一旦中断する（Ｓ１０）。詳細には、
制御部５５は、キャリッジ４１の移動を停止させると共にＣＩＳユニット４０による第１
読取動作及び第２読取動作を一時中断させる。
【００６８】
　制御部５５は、外光が検出された読取位置（読取ライン）を示す外光検出位置情報を取
得する（Ｓ１１）。詳細には、外光が進入したと判定された第２読取動作の画像信号に付
加されている当該画像信号の位置情報に基づいて、外光検出位置情報を取得する。
【００６９】
　続いて、制御部５５は、ステップＳ１０の処理を行って画像読取ユニット２１による読
取動作を中断させた後、白基準データを算出する（Ｓ１２）。詳細には、制御部５５は、
外光が進入したと判定した第２読取動作により得られた１ライン分の画像信号を用いて、
以下に示す数１の演算式に基づいて白基準データを算出する。
【００７０】
【数１】

【００７１】
　ここで、左辺のＷは、算出される白基準データである。Ｗ０は、ＲＡＭ５８に記憶され
ている白基準データ３０である。αは、補正係数であって、１や、０．５や、１．５等が
用いられる。Ｂは、ＲＡＭ５８に記憶されている黒基準データ３２である。ＶＮは、実際
に外光が進入したと判定された第２読取動作により得られた画像信号の信号強度であり、
ここでは８ビットのデータである。なお、第２読取動作により得られた画像信号、及び白
基準データ３０は、主走査方向に１ライン分の画像信号である。上記数１の演算式に基づ
いて白基準データを算出する処理は、１ラインにおける各画素毎に行われる。
【００７２】
　次に、制御部５５は、ＲＡＭ５８に記憶されている白基準データ３０を変更する（Ｓ１
３）。詳細には、ステップＳ１２で算出された白基準データを、外光が進入したと判定さ
れた後の第１読取動作により得られる画像信号に対するシェーディング補正の白基準デー
タに設定する。
【００７３】
　図１０は、白基準データ３０を変更する処理について説明するための図である。
【００７４】
　図１０において、画像読取ユニット２１による第２読取動作で得られた画像信号は、主
走査方向の両端において信号強度が大きくなる傾向にある。これは、主走査方向の両端側
に向けて、外光量が増大していることを示している。したがって、予め記憶されている白
基準データ３０に対して上記数１の演算処理が行われることにより、主走査方向の両端に
おいて出力値が持ち上げられた変更後の白基準データ３０（図１０中の破線）が得られる
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。
【００７５】
　本実施形態においては、第２読取動作により得られた画像信号は、各回路６９～７３に
よる補正等が行われた後に、外光が進入したか否かの判定処理に使用される。そのため、
第２読取動作により得られた画像信号に基づいて外光が進入したと判定されるまでは第１
読取動作が継続される。この第１読取動作により得られた画像信号は、外光の影響を受け
た画像信号であり、外光が進入したと判定された時点でＣＩＳユニット４０から出力され
ているので外光の影響が除かれることなくＲＡＭ５８に格納される。したがって、外光の
影響を除くためには、外光が進入したと判定された時点の読取位置から第１読取動作をや
り直す必要がある。
【００７６】
　制御部５５は、Ｓ１３の処理を行ってシェーディング補正回路７１により使用される白
基準データを変更した後、読み取り位置を設定ライン数分（所定ライン分）戻す（Ｓ１４
）。詳細には、キャリッジモータ６５が逆回転されて、キャリッジ４１が、原稿の読取動
作中に移動されていた方向とは逆方向に設定ライン数分移動される。設定ライン数は、外
光が進入したと判定された第２読取動作の画像信号に対応する原稿の読取位置（読取ライ
ン）よりも読取位置が戻されるように、適切なライン数が予めＥＥＰＲＯＭ５９に設定さ
れている。設定ライン数の設定は、制御部５５等のデータ処理速度やキャリッジ４１の移
動速度に基づいて設定される。キャリッジ４１が逆方向に移動されて読取位置が戻される
と、キャリッジ４１の移動が再開される（Ｓ１５）。詳細には、キャリッジモータ６５が
正回転されて、キャリッジ４１が先の読取動作中に移動されていた方向と同方向に移動さ
れる。
【００７７】
　制御部５５は、キャリッジ４１の移動が再開された後、ＣＩＳユニット４０の読取位置
が外光検出位置に到達したか否かを判断する（Ｓ１６）。外光検出位置は、Ｓ１１の処理
で取得した外光検出位置情報に対応する読取位置である。なお、このＳ１６の判断処理は
、キャリッジモータ６５の駆動パルス数を監視することにより行われる。読取位置が読取
再開位置に到達していないと判断された場合（Ｓ１６：ＮＯ）、キャリッジ４１の移動の
みが継続されて待機状態となる。読取位置が読取再開位置に到達したと判断された場合（
Ｓ１６：ＹＥＳ）、処理がステップＳ６へ戻される。これにより、外光が進入したと判定
された第２読取動作の読取位置から、第１読取動作及び第２読取動作が再開される。
【００７８】
　なお、原稿の読取動作が中断されていた間に、シェーディング補正回路７１のシェーデ
ィング補正に使用される白基準データ３０が変更されている。読取再開後の読取動作で得
られた画像信号は、この変更後の白基準データ３０に基づいてシェーディング補正回路７
１によりシェーディング補正される。
【００７９】
　このように、制御部５５は、外光が進入したと判定されたことを条件に、画像読取ユニ
ット２１による第１読取動作を一旦中断させ、原稿の読取位置を所定ライン分戻して画像
読取ユニット２１による第１読取動作を再開させる。Ｓ３の処理で取得された白基準デー
タ３０は、Ｓ１２の処理で算出された新たな白基準データ３０に変更されている。読取再
開後の第１読取動作により得られた画像信号は、この変更後の白基準データ３０に基づい
てシェーディング補正される。そのため、外光の影響を除くための補正処理を行う専用回
路などを設けることなく、外光の影響を除くことができる。外光の影響を受けた画像信号
は、変更後の白基準データ３０を使用してシェーディング補正されることにより外光の影
響が除かれる。換言すれば、補正処理手段として機能する制御部５５が、変更後の白基準
データ３０に基づいて画像信号をシェーディング補正する処理が、外光が進入したと判定
された後の第１読取動作により画像読取ユニット２１から出力された画像信号から外光の
影響を除くための補正処理である。したがって、本発明の補正処理は、外光が進入したと
判定された第２読取動作により画像読取ユニット２１から出力された画像信号に基づいて
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、ＲＡＭ５８に記憶されている白基準データ３０を変更する処理である。
【００８０】
　図１１は、画像読取ユニット２１により実行される読取動作の変形例を説明するための
タイミングチャートである。
【００８１】
　図１１に示されているように、光源４２からＲ・Ｇ・Ｂの３色の光のうちのいずれか１
色の光を原稿に照射して原稿画像を１ラインの画像信号として出力する第１読取動作と、
光源４２を消灯させた状態で原稿画像を１ライン分の画像信号として出力する第２読取動
作とを交互に行うようにしてもよい。
【００８２】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下の形態であってもよい
。すなわち、本実施形態においては、第１読取動作が、光源４２から３色の光を順に照射
して原稿画像をそれぞれ１ラインの画像信号として出力するカラー読取動作である場合に
ついて説明したが、第１読取動作は、光源４２から１色の光を照射して原稿画像を１ライ
ンの画像信号として出力するモノクロ読取動作であってもよい。
【００８３】
　また、本実施形態においては、制御部５５が第１読取動作と第２読取動作とを画像読取
ユニット２１に交互に実行させる場合について説明したが、画像読取ユニット２１に実行
させる読取動作はこれに限定されるものではない。例えば、複数回の第１読取動作毎に第
２読取動作を画像読取ユニット２１に実行させる形態であってもよい。例えば、画像読取
ユニット２１に、５回の第１読取動作（５ライン分の画像信号を出力する読取動作）毎に
、第２読取動作を実行させる。これにより、適切な頻度で外光進入の有無を判定すること
が可能となる。
【００８４】
　また、本実施形態においては、主走査方向に１ライン分の画像信号のうち、一部でも外
光判定レベルを超えていれば外光が進入したと判定される。ただし、外光判定はこれに限
定されるものではない。例えば、１ライン分の画像信号のうち、所定画素数分の画像信号
が外光判定レベルを超えたことを条件として外光が進入したと判定する形態であってもよ
い。また、１ライン分の画像信号の信号強度の平均値が外光判定レベルを超えたことを条
件として外光が進入したと判定する形態であってもよい。
【００８５】
　また、本実施形態においては、補正処理がシェーディング補正に使用される白基準デー
タ３０を変更する処理である形態について説明したが、補正処理はこれに限定されるもの
ではない。例えば、第１読取動作により出力された画像信号の出力値から、第２読取動作
により出力された画像信号の出力値を差し引くことにより外光の影響を除くようにしても
よい。
【００８６】
　また、外光が進入したと判定された場合に行われる処理は、シェーディング補正に使用
される白基準データ３０を変更する処理に限定されるものではない。例えば、外光が進入
したと判定された場合に、操作パネル８の液晶表示部に外光が進入した旨の情報を表示し
て外光の進入を報知してもよい。また、外光が進入したと判定された場合に、原稿の読取
動作が中止されてもよい。また、外光が進入した旨を報知した後、ユーザが操作パネル８
から選択操作を行って原稿の読取動作の再開又は中止を選択可能としてもよい。
【００８７】
　また、本実施形態においては、各回路６９～７３により処理された後の第２読取動作の
画像信号に基づいて外光が進入したか否かが判定される形態について説明したが、判定処
理のタイミングはこれに限定されるものではない。例えば、ＣＩＳユニット４０から出力
された第２読取動作のアナログの画像信号に基づいて判定処理を行ってもよい。ＡＦＥ回
路６９から出力された第２読取動作のデジタルの画像信号に基づいて判定処理を行っても
よい。シェーディング補正回路７１によりシェーディング補正され、γ補正回路７２によ
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【００８８】
　また、本実施形態においては、読取手段がＣＩＳユニット４０を有するものである場合
について説明したが、読取手段はこれに限定されるものではない。読取手段は、透過部材
に載置された原稿に光源から光を照射してその原稿画像を１ライン毎に読み取るものであ
れば、例えばＣＣＤラインセンサを有するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る画像読取装置１の外観構成を示す斜視図である
。
【図２】図２は、画像読取装置１の部分断面図である。
【図３】図３は、キャリッジ４１の構成を示す原稿載置台２の縦断面図である。
【図４】図４は、基準部材５３付近の構成を示す拡大断面図である。
【図５】図５は、基準部材５３の構成を示す平面図である。
【図６】図６は、制御部５５の構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、プラテンガラス２０に載置された原稿の読取開始が指示された場合に、
画像読取装置１において行われる処理動作を例示したフローチャートである。
【図８】図８は、画像読取ユニット２１により実行される原稿の読取動作を示すタイミン
グチャートである。
【図９】図９は、外光が進入したか否かを判定する処理について説明するための図である
。
【図１０】図１０は、白基準データ３０を変更する処理について説明するための図である
。
【図１１】図１１は、画像読取ユニット２１により実行される読取動作の変形例を説明す
るためのタイミングチャートである。
【符号の説明】
【００９０】
１・・・画像読取装置
２・・・原稿載置台
６・・・原稿カバー（原稿押圧部材）
２０・・・プラテンガラス（透過部材）
２１・・・画像読取ユニット（読取手段）
３０・・・白基準データ
４０・・・ＣＩＳユニット
４１・・・キャリッジ
４２・・・光源
４４・・・受光素子
５５・・・制御部（制御手段、判定手段、補正処理手段）
６１・・・ＡＳＩＣ
６５・・・キャリッジモータ
６６・・・駆動回路
６８・・・タイミング生成回路
７１・・・シェーディング補正回路（シェーディング補正手段）
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