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(57)【要約】
【課題】画像読取装置における色に関する読取精度の低
下を抑制する。
【解決手段】異なる発光体からの光が合成された光を生
成する白色ＬＥＤを用い、この発光体の何れか一つが発
生する光の色からなる黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙを被照射体
として、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光に基づき生
成された画像情報を取得する。そして、取得した黄色反
射板Ｒｅｆ_Ｙに関する画像情報に応じて、被照射体に
関する画像情報に施す補正量を設定し、設定した補正量
を用いて、被照射体に関する画像情報を補正する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる発光体からの光が合成された光を生成し、被照射体に当該光を照射する光源と、
　前記光源から照射され前記被照射体から反射された光を読み取り、当該被照射体に関す
る画像情報を生成する読取手段と、
　前記光源の前記光を生成する前記発光体の何れか一つが発生する光の色からなる色見本
を前記被照射体とする前記画像情報を前記読取手段から取得し、取得した当該画像情報に
応じて当該読取手段にて生成された前記被照射体に関する画像情報に施す補正量を設定す
る補正量設定手段と、
　前記補正量設定手段にて設定された前記補正量を用いて、前記読取手段にて生成された
前記被照射体に関する画像情報を補正する補正手段と
を備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報から前記光源の色度を求め、当該
色度が予め定めた色度範囲を超えたものである場合に、前記被照射体に関する画像情報を
補正する前記補正量を設定することを特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報から前記光源の色度を求め、当該
色度の目標値からのずれ量に応じて異なる前記補正量を設定することを特徴とする請求項
１記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報の色座標が当該色座標を構成する
色空間内にて予め定めた色領域の外に位置する場合に、前記被照射体に関する画像情報を
補正する前記補正量を設定することを特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報の色座標と当該色座標を構成する
色空間にて予め定めた目標色座標とのずれ量に応じて、異なる前記補正量を設定すること
を特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記補正手段は、前記読取手段にて読み取られた前記被照射体に関する画像情報から補
正対象画素を抽出し、抽出された当該補正対象画素の当該画像情報に関して前記補正量を
用いた補正を行うことを特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記補正手段は、前記読取手段にて生成された前記被照射体に関する画像情報から予め
定めた色範囲にある前記補正対象画素を抽出することを特徴とする請求項６記載の画像読
取装置。
【請求項８】
　前記光源は、第１の発光体が発生する第１の色の光と第２の発光体が発生する第２の色
の光とを合成して白色光を生成する白色発光ダイオードで構成され、
　前記補正量設定手段は、前記第１の色および前記第２の色の何れか一方からなる前記色
見本に関する画像情報、または当該第１の色からなる前記色見本および当該第２の色から
なる前記色見本に関する画像情報に応じて前記補正量を設定することを特徴とする請求項
１記載の画像読取装置。
【請求項９】
　被照射体から画像を読み取って画像情報を生成する画像読取機能部と、
　前記画像読取機能部にて生成された前記画像情報に基づいて画像を形成する画像形成機
能部とを有し、
　前記画像読取機能部は、
　異なる発光体からの光が合成された光を生成し、前記被照射体に当該光を照射する光源
と、
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　前記光源から照射され前記被照射体から反射された光を読み取り、当該被照射体に関す
る画像情報を生成する読取手段と、
　前記光源の前記光を生成する前記発光体の何れか一つが発生する光の色からなる色見本
を前記被照射体とする前記画像情報を前記読取手段から取得し、取得した当該画像情報に
応じて当該読取手段にて生成された前記被照射体に関する画像情報に施す補正量を設定す
る補正量設定手段と、
　前記補正量設定手段にて設定された前記補正量を用いて、前記読取手段にて生成された
前記被照射体に関する画像情報を補正する補正手段と
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１０】
　前記画像読取機能部の前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報から前記光
源の色度を求め、当該色度が予め定めた色度範囲を超えたものである場合に、前記被照射
体に関する画像情報を補正する前記補正量を設定することを特徴とする請求項９記載の画
像形成装置。
【請求項１１】
　前記画像読取機能部の前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報の色座標が
当該色座標を構成する色空間内にて予め定めた色領域の外に位置する場合に、前記被照射
体に関する画像情報を補正する前記補正量を設定することを特徴とする請求項９記載の画
像形成装置。
【請求項１２】
　前記画像読取機能部の前記補正手段は、前記読取手段にて読み取られた前記被照射体に
関する画像情報から補正対象画素を抽出し、抽出された当該補正対象画素の当該画像情報
に関して前記補正量を用いた補正を行うことを特徴とする請求項９記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記画像読取機能部の前記光源は、第１の発光体が発生する第１の色の光と第２の発光
体が発生する第２の色の光とを合成して白色光を生成する白色発光ダイオードで構成され
、
　前記補正量設定手段は、前記第１の色および前記第２の色の何れか一方からなる前記色
見本に関する画像情報、または当該第１の色からなる前記色見本および当該第２の色から
なる前記色見本に関する画像情報に応じて前記補正量を設定することを特徴とする請求項
９記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　異なる発光体からの光が合成された光を生成する光源によって当該光が照射された被照
射体からの反射光に基づき生成された画像情報を取得する機能と、
　前記光源の前記光を生成する前記発光体の何れか一つが発生する光の色からなる色見本
を前記被照射体とする前記画像情報を取得する機能と、
　取得した前記色見本に関する前記画像情報に応じて、前記被照射体に関する前記画像情
報に施す補正量を設定する機能と、
　前記補正量を用いて、前記被照射体に関する前記画像情報を補正する機能と
を実現させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置、画像形成装置、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば複写機等の画像形成装置に搭載される画像読取装置やコンピュータの画像入力用
に使用される画像読取装置において、原稿面を照明する光源として白色発光ダイオード（
以下、「白色ＬＥＤ」）を用いるものが提案されている。
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　白色ＬＥＤは、一般に、青色ＬＥＤチップとそれに積層される黄色の蛍光物質を含有さ
せた透明樹脂とで構成される。そして、青色ＬＥＤチップの放つ青色光によりチップ周囲
の蛍光物質を励起させて黄色の蛍光を発生させ、それにより補色関係にある青色と黄色と
を足し合わせて、白色光を生成する。そのため、蛍光物質の分散状態等に関する製造ばら
つき等により白色ＬＥＤにて生成される光の色度が黄色方向や青色方向に変動し、画像読
取装置での色に関する読取精度が低下することがある。
　例えば特許文献１には、光源における色調のランクをＸＹＺ測色系色度図上で所定の面
積を占める領域ごとに設定し、設定したランクに従って入力マスキング手段のパラメータ
を切り換える技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－００８９１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、画像読取装置における色に関する読取精度の低下を抑制することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、異なる発光体からの光が合成された光を生成し、被照射体に
当該光を照射する光源と、前記光源から照射され前記被照射体から反射された光を読み取
り、当該被照射体に関する画像情報を生成する読取手段と、前記光源の前記光を生成する
前記発光体の何れか一つが発生する光の色からなる色見本を前記被照射体とする前記画像
情報を前記読取手段から取得し、取得した当該画像情報に応じて当該読取手段にて生成さ
れた前記被照射体に関する画像情報に施す補正量を設定する補正量設定手段と、前記補正
量設定手段にて設定された前記補正量を用いて、前記読取手段にて生成された前記被照射
体に関する画像情報を補正する補正手段とを備えたことを特徴とする画像読取装置である
。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報から前
記光源の色度を求め、当該色度が予め定めた色度範囲を超えたものである場合に、前記被
照射体に関する画像情報を補正する前記補正量を設定することを特徴とする請求項１記載
の画像読取装置である。
　請求項３に記載の発明は、前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報から前
記光源の色度を求め、当該色度の目標値からのずれ量に応じて異なる前記補正量を設定す
ることを特徴とする請求項１記載の画像読取装置である。
　請求項４に記載の発明は、前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報の色座
標が当該色座標を構成する色空間内にて予め定めた色領域の外に位置する場合に、前記被
照射体に関する画像情報を補正する前記補正量を設定することを特徴とする請求項１記載
の画像読取装置である。
　請求項５に記載の発明は、前記補正量設定手段は、前記色見本に関する画像情報の色座
標と当該色座標を構成する色空間にて予め定めた目標色座標とのずれ量に応じて、異なる
前記補正量を設定することを特徴とする請求項１記載の画像読取装置である。
　請求項６に記載の発明は、前記補正手段は、前記読取手段にて読み取られた前記被照射
体に関する画像情報から補正対象画素を抽出し、抽出された当該補正対象画素の当該画像
情報に関して前記補正量を用いた補正を行うことを特徴とする請求項１記載の画像読取装
置である。
　請求項７に記載の発明は、前記補正手段は、前記読取手段にて生成された前記被照射体
に関する画像情報から予め定めた色範囲にある前記補正対象画素を抽出することを特徴と
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する請求項６記載の画像読取装置である。
　請求項８に記載の発明は、前記光源は、第１の発光体が発生する第１の色の光と第２の
発光体が発生する第２の色の光とを合成して白色光を生成する白色発光ダイオードで構成
され、前記補正量設定手段は、前記第１の色および前記第２の色の何れか一方からなる前
記色見本に関する画像情報、または当該第１の色からなる前記色見本および当該第２の色
からなる前記色見本に関する画像情報に応じて前記補正量を設定することを特徴とする請
求項１記載の画像読取装置である。
【０００７】
　請求項９に記載の発明は、被照射体から画像を読み取って画像情報を生成する画像読取
機能部と、前記画像読取機能部にて生成された前記画像情報に基づいて画像を形成する画
像形成機能部とを有し、前記画像読取機能部は、異なる発光体からの光が合成された光を
生成し、前記被照射体に当該光を照射する光源と、前記光源から照射され前記被照射体か
ら反射された光を読み取り、当該被照射体に関する画像情報を生成する読取手段と、前記
光源の前記光を生成する前記発光体の何れか一つが発生する光の色からなる色見本を前記
被照射体とする前記画像情報を前記読取手段から取得し、取得した当該画像情報に応じて
当該読取手段にて生成された前記被照射体に関する画像情報に施す補正量を設定する補正
量設定手段と、前記補正量設定手段にて設定された前記補正量を用いて、前記読取手段に
て生成された前記被照射体に関する画像情報を補正する補正手段とを備えたことを特徴と
する画像形成装置である。
【０００８】
　請求項１０に記載の発明は、前記画像読取機能部の前記補正量設定手段は、前記色見本
に関する画像情報から前記光源の色度を求め、当該色度が予め定めた色度範囲を超えたも
のである場合に、前記被照射体に関する画像情報を補正する前記補正量を設定することを
特徴とする請求項９記載の画像形成装置である。
　請求項１１に記載の発明は、前記画像読取機能部の前記補正量設定手段は、前記色見本
に関する画像情報の色座標が当該色座標を構成する色空間内にて予め定めた色領域の外に
位置する場合に、前記被照射体に関する画像情報を補正する前記補正量を設定することを
特徴とする請求項９記載の画像形成装置である。
　請求項１２に記載の発明は、前記画像読取機能部の前記補正手段は、前記読取手段にて
読み取られた前記被照射体に関する画像情報から補正対象画素を抽出し、抽出された当該
補正対象画素の当該画像情報に関して前記補正量を用いた補正を行うことを特徴とする請
求項９記載の画像形成装置である。
　請求項１３に記載の発明は、前記画像読取機能部の前記光源は、第１の発光体が発生す
る第１の色の光と第２の発光体が発生する第２の色の光とを合成して白色光を生成する白
色発光ダイオードで構成され、前記補正量設定手段は、前記第１の色および前記第２の色
の何れか一方からなる前記色見本に関する画像情報、または当該第１の色からなる前記色
見本および当該第２の色からなる前記色見本に関する画像情報に応じて前記補正量を設定
することを特徴とする請求項９記載の画像形成装置である。
【０００９】
　請求項１４に記載の発明は、コンピュータに、異なる発光体からの光が合成された光を
生成する光源によって当該光が照射された被照射体からの反射光に基づき生成された画像
情報を取得する機能と、前記光源の前記光を生成する前記発光体の何れか一つが発生する
光の色からなる色見本を前記被照射体とする前記画像情報を取得する機能と、取得した前
記色見本に関する前記画像情報に応じて、前記被照射体に関する前記画像情報に施す補正
量を設定する機能と、前記補正量を用いて、前記被照射体に関する前記画像情報を補正す
る機能とを実現させることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、画像読取装置における色に
関する読取精度の低下を抑制することができる。
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　請求項２の発明によれば、不要な補正を行うことを回避し、本発明を採用しない場合に
比べ、画像処理に要する処理時間を短縮することができる。
　請求項３の発明によれば、被照射体から得られた画像情報における色のずれを光源の色
度のずれ量に対応させて補正することができる。
　請求項４の発明によれば、不要な補正を行うことを回避し、本発明を採用しない場合に
比べ、画像処理に要する処理時間を短縮することができる。
　請求項５の発明によれば、被照射体から得られた画像情報における色のずれを光源の色
度のずれ量に対応させて補正することができる。
　請求項６の発明によれば、不要な補正を行うことを回避し、本発明を採用しない場合に
比べ、画像処理に要する処理時間を短縮することができる。
　請求項７の発明によれば、光源の色度のずれに対応して影響を受ける画素に対して補正
を行うことができ、それ以外の画素における色の読取精度に与える影響を、本発明を採用
しない場合に比べて低減することができる。
　請求項８の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、色度が第１の色の方向また
は第２の色の方向にずれた光源を用いた場合において、被照射体から得られた画像情報に
おける色のずれをより正確に補正することができる。
【００１１】
　請求項９の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、画像読取装置における色に
関する読取精度の低下を抑制することができる。
　請求項１０の発明によれば、不要な補正を行うことを回避し、本発明を採用しない場合
に比べ、画像処理に要する処理時間を短縮することができる。
　請求項１１の発明によれば、不要な補正を行うことを回避し、本発明を採用しない場合
に比べ、画像処理に要する処理時間を短縮することができる。
　請求項１２の発明によれば、不要な補正を行うことを回避し、本発明を採用しない場合
に比べ、画像処理に要する処理時間を短縮することができる。
　請求項１３の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、色度が第１の色の方向ま
たは第２の色の方向にずれた光源を用いた場合において、被照射体から得られた画像情報
における色のずれをより正確に補正することができる。
　請求項１４の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、画像読取装置における色
に関する読取精度の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施の形態の画像読取装置を備えた画像形成装置の全体構成を示す図である。
【図２】イメージスキャナの構成を説明する図である。
【図３】信号処理部の構成を説明するブロック図である。
【図４】色補正回路の構成を説明するブロック図である。
【図５】ｘｙ色度図上にて白色ＬＥＤの色度のばらつきを説明する図である。
【図６－１】色補正回路が行う補正係数を決定する処理の内容の一例を示すフローチャー
トである。
【図６－２】色補正回路が行う補正係数を決定する処理の内容の一例を示すフローチャー
トである。
【図７】信号処理部の内部構成を示すブロック図である。
【図８】信号処理部の構成を示したブロック図である。
【図９－１】色補正回路が行う補正係数を決定する処理の内容の一例を示すフローチャー
トである。
【図９－２】色補正回路が行う補正係数を決定する処理の内容の一例を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
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［実施の形態１］
＜画像形成装置の説明＞
　図１は、本実施の形態の画像読取装置を備えた画像形成装置１の全体構成を示す図であ
る。図１に示す画像形成装置１は、例えば複写機能やプリント機能やファクシミリ機能等
を複合的に備えた多機能機であって、本体装置部２と画像読取装置（画像読取機能部）の
一例としてのイメージスキャナ３とで構成されている。
　本体装置部２は、各色の画像データに基づき画像を形成する画像形成機能部の一例とし
ての画像形成部１０、画像形成装置１全体の動作を制御する制御部３０、例えばＬＡＮ(L
ocal Area Network)、ＷＡＮ(Wide Area Network)、インターネット等のネットワークを
介してパーソナルコンピュータ(ＰＣ)等の外部装置から画像データを受信する通信部４０
を備えている。さらには、公衆回線を通じて画像の送受信を行うファクシミリ（ＦＡＸ）
部５０、例えばイメージスキャナ３や通信部４０から転送された画像データに対して予め
定められた画像処理を施す画像処理部６０を備えている。
【００１４】
　画像形成部１０は、例えば電子写真方式により画像を形成する機能部であって、並列的
に配置される４つの画像形成ユニット１１Ｙ,１１Ｍ,１１Ｃ,１１Ｋ（以下、「画像形成
ユニット１１」）を備えている。各画像形成ユニット１１は、例えば、静電潜像を形成し
てトナー像を保持する感光体ドラム１２、感光体ドラム１２の表面を予め定められた電位
で帯電する帯電器１３、帯電器１３によって帯電された感光体ドラム１２を画像データに
基づいて露光するプリントヘッド１４、感光体ドラム１２上に形成された静電潜像を現像
する現像器１５、転写後の感光体ドラム１２表面を清掃するクリーナ１６で構成されてい
る。
【００１５】
　さらに、画像形成部１０は、各画像形成ユニット１１の感光体ドラム１２にて形成され
た各色トナー像が多重転写される中間転写ベルト１７、各画像形成ユニット１１による各
色トナー像を中間転写ベルト１７に順次転写（一次転写）させる一次転写ロール１８、中
間転写ベルト１７上に転写された重畳トナー像を記録材（用紙）に一括転写（二次転写）
させる二次転写ロール１９、二次転写された画像を用紙上に定着させる定着器２０を備え
ている。
【００１６】
　画像形成部１０の各画像形成ユニット１１は、電子写真プロセスによりイエロー（Ｙ）
,マゼンタ（Ｍ）,シアン（Ｃ）,ブラック（Ｋ）の各色トナー像を形成する。各画像形成
ユニット１１にて形成された各色トナー像は、一次転写ロール１８により中間転写ベルト
１７上に順次静電転写され、各色トナーが重畳された合成トナー像が形成される。中間転
写ベルト１７上の合成トナー像は、中間転写ベルト１７の移動（実線矢印方向）に伴って
二次転写ロール１９が配置された領域に搬送され、用紙保持部２１Ａ,２１Ｂから供給（
破線矢印方向）される用紙上に一括して静電転写される。その後、用紙上に静電転写され
た合成トナー像は、定着器２０によって定着処理を受けて用紙上に定着される。
　なお、画像形成部１０としては、電子写真方式の他に、インクジェット方式等といった
用紙に画像を形成する各種画像形成方式の何れを採用してもよい。
【００１７】
＜イメージスキャナの説明＞
　次に、イメージスキャナ３について説明する。
　イメージスキャナ３は、原稿（被照射体）上の画像を読み取って画像データ（画像情報
）を生成し、生成した画像データを本体装置部２に送信する。
　図２は、イメージスキャナ３の構成を説明する図である。図２に示したように、イメー
ジスキャナ３は、原稿が静止させた状態で置かれる第１プラテンガラス３０１、搬送中の
原稿を読み取るための光開口部（読取位置Ｍ）を形成する第２プラテンガラス３０２を備
えている。さらに、イメージスキャナ３は、複数枚の原稿が置かれる原稿トレイ３０３、
原稿トレイ３０３に置かれた原稿の片面または両面を第２プラテンガラス３０２の読取位
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置Ｍを通過するように搬送する原稿搬送部３０４、読取位置Ｍにて原稿を第２プラテンガ
ラス３０２に密着させるプラテンロール３０５、読み取られた原稿を集積する集積トレイ
３０６を備えている。
【００１８】
　また、イメージスキャナ３は、第２プラテンガラス３０２の読取位置Ｍに静止するか、
または第１プラテンガラス３０１の全体に亘って走査（スキャン）しながら画像を読み取
るフルレートキャリッジ３１０、フルレートキャリッジ３１０から得られた光をＣＣＤイ
メージセンサ３４０（後段参照）に導くハーフレートキャリッジ３２０を備えている。
　フルレートキャリッジ３１０は、原稿に光を照射する光源の一例としての白色発光ダイ
オード（ＬＥＤ：Light Emitting Diode、以下、「白色ＬＥＤ」）が複数配列された照明
ユニット３１１、照明ユニット３１１から出射された光を原稿面に向けて拡散させながら
反射する拡散反射部材３１２、原稿面から得られた反射光をハーフレートキャリッジ３２
０に向けて反射する第１ミラー３１４を備えている。
　ハーフレートキャリッジ３２０は、フルレートキャリッジ３１０から得られた光をＣＣ
Ｄイメージセンサ３４０へ導く第２ミラー３２１および第３ミラー３２２を備えている。
【００１９】
　さらに、イメージスキャナ３は、ハーフレートキャリッジ３２０から得られた光学像を
光学的に縮小する結像レンズ３３０、結像レンズ３３０によって結像された光学像を光電
変換してＲ（赤）,Ｇ（緑）,Ｂ（青）の各色信号（画像信号）を生成する画像信号生成手
段の一例としてＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメージセンサ３４０を備えている。
　また、イメージスキャナ３の動作を制御するスキャナ制御部３５０、ＣＣＤイメージセ
ンサ３４０からの各色の画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）を処理して画像データを生成する信号処理
手段の一例としての信号処理部３６０を備える。ここで、スキャナ制御部３５０および信
号処理部３６０は、信号線によって本体装置部２の制御部３０および画像処理部６０にそ
れぞれ接続され、相互に制御信号や読取画像データ等の送受信を行う。
【００２０】
　また、この第１プラテンガラス３０１のフルレートキャリッジ３１０の走査方向最上流
側であって、原稿読取範囲外の位置に、白色反射板Ｒｅｆ_Ｗおよび黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙ
が配置されている。白色反射板Ｒｅｆ_Ｗは、主走査方向に沿って第１プラテンガラス３
０１の上面に面接触させた状態で設置され、シェーディング補正処理（後段参照）のため
に使用する主走査方向に亘って反射率が一様な白色基準面を有する。また、黄色反射板Ｒ
ｅｆ_Ｙは、色見本の一例であって、主走査方向に沿って第１プラテンガラス３０１の上
面に面接触させた状態で設置され、後述する白色ＬＥＤの色度を判定するために使用する
主走査方向に亘って反射率が一様な黄色基準面を有する。
【００２１】
　本実施の形態のイメージスキャナ３において、第１プラテンガラス３０１に置かれた原
稿を読み取る場合には、本体装置部２の操作パネル（不図示）からのユーザの操作入力に
基づき、本体装置部２の制御部３０がスキャナ制御部３５０に対して第１プラテンガラス
３０１に載せられた原稿の読取りを指示する。
　本体装置部２の制御部３０から第１プラテンガラス３０１に載せられた原稿の読取り指
示を受けたスキャナ制御部３５０は、図２に破線で示すように、フルレートキャリッジ３
１０とハーフレートキャリッジ３２０とを２：１の割合でスキャン方向（図２矢印方向）
に移動させる。さらには、フルレートキャリッジ３１０の照明ユニット３１１を発光させ
、原稿面を照射する。それにより、原稿からの反射光が第１ミラー３１４、第２ミラー３
２１、および第３ミラー３２２を経て結像レンズ３３０に導かれる。結像レンズ３３０に
導かれた光は、ＣＣＤイメージセンサ３４０の受光面に結像される。ＣＣＤイメージセン
サ３４０は、Ｒ,Ｇ,Ｂの各色用の１次元ラインセンサが３列一組で配置されて構成されて
おり、各色毎に１ライン分を同時に処理する。そして、このライン方向の読取りを原稿サ
イズ全体に亘るスキャンによって実行することで、１ページ分の原稿読み取りを行う。
　このＣＣＤイメージセンサ３４０によって得られた画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）は信号処理部
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３６０に転送される。
【００２２】
　一方、イメージスキャナ３において原稿トレイ３０３に置かれた原稿を読み取る場合に
は、本体装置部２の操作パネル（不図示）からのユーザの操作入力に基づき、本体装置部
２の制御部３０がスキャナ制御部３５０に対して原稿トレイ３０３に置かれた原稿の読取
りを指示する。
　本体装置部２の制御部３０から原稿トレイ３０３に置かれた原稿の読取り指示を受けた
スキャナ制御部３５０は、原稿トレイ３０３に置かれた原稿を原稿搬送部３０４により第
２プラテンガラス３０２の読取位置Ｍに搬送する。このとき、フルレートキャリッジ３１
０とハーフレートキャリッジ３２０とは、図２に示す実線の位置に停止した状態に設定さ
れる。そして、フルレートキャリッジ３１０の照明ユニット３１１を発光させ、原稿面を
照射する。それにより、プラテンロール３０５により第２プラテンガラス３０２に密着さ
れた原稿の反射光が、第１ミラー３１４、第２ミラー３２１、および第３ミラー３２２を
経て結像レンズ３３０に導かれる。結像レンズ３３０に導かれた光は、ＣＣＤイメージセ
ンサ３４０の受光面に結像される。ＣＣＤイメージセンサ３４０は、Ｒ,Ｇ,Ｂ各色毎に１
ライン分を同時に処理する。そして、原稿全体を第２プラテンガラス３０２の読取位置Ｍ
を通過させることによって、１ページ分の原稿読み取りを行う。
　このＣＣＤイメージセンサ３４０によって得られた画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）は信号処理部
３６０に転送される。
　なお、白色ＬＥＤからＣＣＤイメージセンサ３４０に至る光路上に配置される各種部材
や、信号処理部３６０を構成する各機能部、さらには必要に応じて他の構成部は、光源か
ら照射され被照射体から反射された光を読み取り、被照射体に関する画像情報を生成する
読取手段として機能する。
【００２３】
＜信号処理部の説明＞
　続いて、ＣＣＤイメージセンサ３４０にて生成された各色画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）を処理
する信号処理部３６０について説明する。
　図３は、信号処理部３６０の構成を説明するブロック図である。
　図３に示したように、信号処理部３６０は、サンプルホールド回路３６１、黒レベル調
整回路３６２、増幅回路３６３、Ａ/Ｄ変換回路３６４、シェーディング補正回路３６５
を備えている。
　サンプルホールド回路３６１は、ＣＣＤイメージセンサ３４０から転送された各色のア
ナログ画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）をサンプリング（標本化）するとともに一定期間ホールド（
保持）するサンプリングホールドを行う。
　黒レベル調整回路３６２は、サンプルホールド回路３６１によりサンプリングホールド
されたアナログ画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）について、読み取られた原稿（以下、「読取原稿」
）の黒に対応する出力とイメージスキャナ３の出力の黒レベルとが一致するように調整す
る。
　増幅回路３６３は、黒レベル調整された後のアナログ画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）を増幅する
。
　Ａ/Ｄ変換回路３６４は、増幅回路３６３により増幅されたアナログ画像信号（Ｒ,Ｇ,
Ｂ）をＡ/Ｄ変換し、デジタルデータである画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）に変換する。
　シェーディング補正回路３６５は、Ａ/Ｄ変換回路３６４により変換された画像データ
（Ｒ,Ｇ,Ｂ）に対して、照明ユニット３１１やＣＣＤイメージセンサ３４０に起因する読
取出力のムラを補正するとともに、読取原稿の白レベルとイメージスキャナ３の出力の白
レベルとが一致するように調整する、シェーディング補正処理を行う。
【００２４】
　さらに、信号処理部３６０は、遅延回路３６６、色変換回路３６７、色補正回路３６８
、信号処理制御回路３６９を備えている。
　遅延回路３６６は、ＣＣＤイメージセンサ３４０を構成するＲ用,Ｇ用,Ｂ用の１次元ラ



(10) JP 2011-23833 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

インセンサの副走査方向における位置のずれに起因して生じる各画像データ間の読取り時
間差を、画像データＲを基準に補正する。
　色変換回路３６７は、画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）を輝度色差色空間であるＬ＊ａ＊ｂ＊色
空間の画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）に変換する。
　色補正回路３６８は、照明ユニット３１１を構成する白色発光ＬＥＤの色度に応じて、
画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）を補正する。色補正回路３６８にて補正処理された画像デ
ータ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）は、本体装置部２に備えられた画像処理部６０に転送され、出力
色空間の画像データ（Ｃ,Ｍ,Ｙ,Ｋ）への色変換処理等が行われる。なお、この出力色空
間の画像データ（Ｃ,Ｍ,Ｙ,Ｋ）への色変換処理等を行う画像処理部６０を、イメージス
キャナ３の内部に設けた構成としてもよい。
　信号処理制御回路３６９は、本体装置部２の制御部３０による制御の下で、サンプルホ
ールド回路３６１、黒レベル調整回路３６２、増幅回路３６３、シェーディング補正回路
３６５、遅延回路３６６、色変換回路３６７、および色補正回路３６８の動作を制御する
。
【００２５】
　信号処理部３６０では、ＣＣＤイメージセンサ３４０から転送された３つのアナログ画
像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）が、サンプルホールド回路３６１によりサンプリングされた後、黒レ
ベル調整回路３６２によって黒レベルが調整され、さらに、増幅回路３６３によって予め
定めた信号レベルに増幅される。増幅されたアナログ画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）は、Ａ/Ｄ変
換回路３６４によりＡ/Ｄ変換され、デジタルデータである画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）が生
成される。シェーディング補正回路３６５は、これらの画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）に対し、
白色反射板Ｒｅｆ_Ｗを読み取った画像データに基づいてＣＣＤイメージセンサ３４０を
構成する１次元ラインセンサの感度ばらつきや光学系の光量分布特性に対応させた補正を
施す。
　そして、画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）は、遅延回路３６６により副走査方向における位置ず
れが補正された後、色変換回路３６７によって、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間の画像データ（Ｌ＊

,ａ＊,ｂ＊）に変換される。さらに、色補正回路３６８は、照明ユニット３１１を構成す
る白色発光ＬＥＤの色度に応じて、画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）を補正する。その後、
色補正回路３６８にて補正処理された画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）は、本体装置部２に
備えられた画像処理部６０に転送される。
【００２６】
＜色補正回路３６８の説明＞
　次に、信号処理部３６０に備えられた色補正回路３６８について説明する。
　本実施の形態のイメージスキャナ３においては、画像形成装置１の電源が投入されると
、スキャナ制御部３５０は、まず、フルレートキャリッジ３１０を黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙ
を読み取る位置に移動させ、静止させる。そして、スキャナ制御部３５０は、照明ユニッ
ト３１１を制御して光源である白色ＬＥＤを発光させる。それにより、黄色反射板Ｒｅｆ
_Ｙからの反射光は、ＣＣＤイメージセンサ３４０に導かれ、ＣＣＤイメージセンサ３４
０にて得られた黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙに関する読取画像信号（Ｒ,Ｇ,Ｂ）は信号処理部３
６０に転送される。
【００２７】
　信号処理部３６０では、上記した各処理を順次行って、色補正回路３６８に黄色反射板
Ｒｅｆ_Ｙに関する画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）を送る。
　色補正回路３６８は、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙに関する画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）を
取得し、取得した画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）から白色ＬＥＤの色度を判定する。そし
て、その判定結果に基づき、画像データに対する補正を行う必要があるか、さらには、画
像データに対する補正を行う必要がある場合には、画像データに施す補正係数を決定し、
決定した補正係数を記憶する。
　それにより、信号処理部３６０は、読取原稿に関する画像データを取得した場合には、
補正を行う必要のある画素についての画像データに対して、記憶された補正係数を用いた
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補正処理を行う。
【００２８】
　ここで、図４は、色補正回路３６８の構成を説明するブロック図である。
　図４に示したように、本実施の形態の色補正回路３６８は、判定部３６８Ａ、補正係数
決定部３６８Ｂ、補正係数記憶部３６８Ｃ、補正領域抽出部３６８Ｄ、補正部３６８Ｅを
備えている。
【００２９】
＜白色ＬＥＤの色度の判定についての説明＞
　判定部３６８Ａは、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙに関する画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）の中
のｂ＊成分を取得する。そして、ｂ＊成分の大きさに基づいて白色ＬＥＤの色度を判定す
る。
　本実施の形態の照明ユニット３１１にて光源として使用する白色ＬＥＤは、第１の発光
体の一例である青色ＬＥＤチップと第２の発光体の一例である黄色の蛍光物質を含有させ
た透明樹脂とが積層されて構成されている。そして、青色ＬＥＤチップの放つ第１の色の
光の一例である青色光によりチップ周囲の黄色蛍光物質を励起させて、第２の色の光の一
例である黄色の蛍光を発生させる。それにより、補色関係にある青色と黄色とを足し合わ
せて（合成させて）、白色光を生成する。そのため、例えば製造時に黄色蛍光物質の特性
や添加量や分散状態等にばらつき等が生じると、白色ＬＥＤにて生成される光の色度が、
黄色方向や青色方向に変動することがある。
【００３０】
　ここで、図５は、ｘｙ色度図上にて白色ＬＥＤの色度のばらつきを説明する図である。
　図５に示したように、白色ＬＥＤでは、青色ＬＥＤチップの色度と黄色蛍光物質の各色
度（図中「蛍光物質の色度軌跡」上の色度）とを結ぶライン（図中１点鎖線）上の色度（
図中「白色ＬＥＤの色度軌跡」上の色度）が実現される。すなわち、照明ユニット３１１
に搭載される白色ＬＥＤの色度には、例えば黄色蛍光物質の特性や添加量や分散状態等に
応じて、白色ＬＥＤの色度軌跡上の一定領域（図中、「ｚｏｎｅ」）内でばらつきが生じ
る。
【００３１】
　そこで、本実施の形態では、白色ＬＥＤの色度を、目標色度（色度の目標値）を中心と
して、白色ＬＥＤの色度軌跡上の領域（ｚｏｎｅ）を複数の色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ）：
ｎ＝整数）に区分する。図５に示したように、例えば、目標色度を中心として予め定めた
色度範囲内に設定される色度領域ｚｏｎｅ（０）、色度領域ｚｏｎｅ（０）よりも黄色側
に近い色度領域ｚｏｎｅ（１）、さらに黄色側に近い色度領域ｚｏｎｅ（２）、また、色
度領域ｚｏｎｅ（０）よりも青色側に近い色度領域ｚｏｎｅ（－１）、さらに青色側に近
い色度領域ｚｏｎｅ（－２）、の５つの色度領域に区分けすることとする。
【００３２】
　本実施の形態の判定部３６８Ａは、白色ＬＥＤにて生成された光の色度が上記した色度
領域（ｚｏｎｅ（ｎ））の何れに該当するかを判定する。そのために、イメージスキャナ
３は、上記したように、画像形成装置１の電源が投入されると、第２の色の光の一例であ
る黄色からなる黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光をＣＣＤイメージセンサ３４０にて読
み取り、信号処理部３６０にてＣＣＤイメージセンサ３４０からの黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙ
に関する画像データを処理して、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間の画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）を
生成する。そして、色補正回路３６８は、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙに関する画像データ（Ｌ
＊,ａ＊,ｂ＊）に基づいて、白色ＬＥＤの色度が上記した色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））の
何れに該当するかを判定する。
　ここで、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間の画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分は、プ
ラス側に大きい程、黄（Ｙ）色が強い色彩を表し、マイナス側に大きい程、青（Ｂ）色が
強い色彩を表す。そのため、画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分を判定すれ
ば、白色ＬＥＤの色度は、黄（Ｙ）色が強いか青（Ｂ）色が強いかを判定できる。そこで
、本実施の形態の判定部３６８Ａは、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間の画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊
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）におけるｂ＊成分を用いて、白色ＬＥＤの色度が上記した色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））
の何れに属するかを判定する。
【００３３】
　ここでの色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））は、例えばｂ＊成分に関して次のように設定され
る。
　すなわち、白色ＬＥＤの目標色度に関するｂ＊成分値ｂ０

＊を予め求めておく。さらに
、第１の閾値ｂｔｈ１および第２の閾値ｂｔｈ２を設定しておく。ただし、ｂｔｈ１＜ｂ

ｔｈ２とする。そして、目標色度に関するｂ＊成分値ｂ０
＊を中心として第１の閾値ｂｔ

ｈ１の範囲内、すなわち、ｂ０
＊－ｂｔｈ１≦ｂ＊≦ｂ０

＊＋ｂｔｈ１を色度領域ｚｏｎ
ｅ（０）とする。
　また、ｂ０

＊＋ｂｔｈ１＜ｂ＊≦ｂ０
＊＋ｂｔｈ２を色度領域ｚｏｎｅ（－１）とする

。さらに、ｂ０
＊＋ｂｔｈ２＜ｂ＊を色度領域ｚｏｎｅ（－２）とする。

　また、ｂ０
＊－ｂｔｈ２≦ｂ＊＜ｂ０

＊－ｂｔｈ１を色度領域ｚｏｎｅ（１）とする。
さらに、ｂ＊＜ｂ０

＊－ｂｔｈ２を色度領域ｚｏｎｅ（２）とする。
【００３４】
　この場合に、判定部３６８Ａが白色ＬＥＤの色度を判定する際に、黄色反射板Ｒｅｆ_
Ｙからの反射光を用いることで、判定部３６８Ａでの判定精度が高まる。
　まず、信号処理部３６０では、白色反射板Ｒｅｆ_Ｗからの反射光のアナログ画像信号
（Ｒ,Ｇ,Ｂ）の各成分値が予め定めた目標値となるように、増幅回路３６３での増幅率が
設定される。そのため、白色ＬＥＤの色度が黄色方向にずれているために、白色反射板Ｒ
ｅｆ_Ｗからの反射光におけるＢ成分値がＲ成分値やＧ成分値に比べて小さい光であった
場合には、Ｂ成分値に対する増幅率がＲ成分値やＧ成分値に対する増幅率よりも大きく設
定される。その状態で黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光を読み取ると、黄色反射板Ｒｅ
ｆ_Ｙに備えられた黄色基準面によりＢ成分の光が吸収され、小さいはずのＢ成分の光が
大きく増幅される。そのために、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光のＹ成分（Ｒ成分＋
Ｇ成分）の値が相対的に小さく計測されることとなる。それにより、黄色反射板Ｒｅｆ_
Ｙを用いることで、光全体の中でＲ成分およびＧ成分が加色されて生成される黄（Ｙ）色
成分の相対的な割合が小さくなる。
　このように、白色ＬＥＤにて生成された光を黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙの黄色基準面にて反
射させることで、Ｂ成分がフィルタリングされ、反射光における黄（Ｙ）色成分の相対的
な割合が低下する。それにより、白色ＬＥＤにて生成された光に含まれる黄（Ｙ）色成分
の検出精度が向上し、白色ＬＥＤの色度に関する判定精度が高まる。
　なお、Ｂ成分の光に対する吸収効率を高めるため、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙに備えられた
黄色基準面は、例えば２６５階調で各色成分の濃度階調を表現するとした場合に、例えば
（Ｒ,Ｇ,Ｂ）＝（０,０,２５５）で表せる純粋な黄色、またはそれに近似した色を設定す
ることが好ましい。
【００３５】
＜補正係数の決定についての説明＞
　次に、補正係数決定部３６８Ｂは、判定部３６８Ａにて判定された白色ＬＥＤの色度が
属する色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））から、色変換回路３６７にてＬ＊ａ＊ｂ＊色空間に色
変換された画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分に施す補正量の一例としての
補正係数を決定する。
　補正係数決定部３６８Ｂでは、例えば、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（０）に
属する場合には、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）における色
の変動（ずれ量）は少ないと判断して、補正を行わないことを決定する。
　また、白色ＬＥＤの色度が黄色側に近い色度領域ｚｏｎｅ（１）、さらに黄色側に近い
色度領域ｚｏｎｅ（２）に属する場合には、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｌ
＊,ａ＊,ｂ＊）は青色側にずれ（ずれ量）を生じている（シフトしている）と判断して、
画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分を高くする補正を行う。
　一方、白色ＬＥＤの色度が青色側に近い色度領域ｚｏｎｅ（－１）、さらに青色側に近
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い色度領域ｚｏｎｅ（－２）に属する場合には、原稿を読み取って生成された画像データ
（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）は黄色側にずれ（ずれ量）を生じている（シフトしている）と判断し
て、画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分を低くする補正を行う。
【００３６】
　具体的には、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）に対して補正
を行う補正部３６８Ｅにおいて、次の（１）式のような補正関数が設定されているとする
。
　ｂ＊’＝(ｂ＊－ＴＨ)×Ｍ＋ＴＨ　　　…（１）
　ここで、ｂ＊’は補正後のｂ＊成分である。ＴＨは、定数であって、例えば色度領域ｚ
ｏｎｅ（０）における目標色度から黄色側の閾値までの色度差が設定される。Ｍは、補正
係数決定部３６８Ｂにて決定される補正係数である。
　補正係数決定部３６８Ｂは、例えば、判定部３６８Ａにて白色ＬＥＤの色度が色度領域
ｚｏｎｅ（０）に属すると判定された場合に、補正係数Ｍ＝１を決定する。また、白色Ｌ
ＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（１）に属すると判定された場合に、補正係数Ｍ＝１．２
を決定する。また、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（２）に属すると判定された場
合に、補正係数Ｍ＝１．４を決定する。
　一方、補正係数決定部３６８Ｂは、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（－１）に属
すると判定された場合に、補正係数Ｍ＝０．８を決定する。また、白色ＬＥＤの色度が色
度領域ｚｏｎｅ（－２）に属すると判定された場合に、補正係数Ｍ＝０．６を決定する。
　そして、補正係数決定部３６８Ｂは、決定した補正係数Ｍを補正係数記憶部３６８Ｃに
記憶する。
　このように、判定部３６８Ａおよび補正係数決定部３６８Ｂは、補正量を設定する補正
量設定手段として機能する。
【００３７】
＜補正係数の決定処理の内容の説明＞
　ここで、色補正回路３６８が行う補正係数を決定する処理の内容を説明する。
　図６－１および図６－２は、色補正回路３６８が行う補正係数を決定する処理の内容の
一例を示すフローチャートである。
　まず図６－１に示すように、色補正回路３６８の判定部３６８Ａは、色変換回路３６７
からＬ＊ａ＊ｂ＊色空間に色変換された黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光に関する画像
データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）を取得する（ステップ１０１）。そして、画像データ（Ｌ＊,
ａ＊,ｂ＊）のｂ＊成分を抽出し、色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））の何れに属するかを判定
する（ステップ１０２）。
　判定の結果、ｂ＊成分値がｂ０

＊－ｂｔｈ１≦ｂ＊≦ｂ０
＊＋ｂｔｈ１であれば（ステ

ップ１０３でＹｅｓ）、判定部３６８Ａは、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（０）
に属すると判定する（ステップ１０４）。
　色補正回路３６８の補正係数決定部３６８Ｂは、判定部３６８Ａから白色ＬＥＤの色度
が色度領域ｚｏｎｅ（０）に属するとの判定結果を取得して、補正係数Ｍ＝１を決定する
（ステップ１０５）。
【００３８】
　また、ｂ＊成分値がｂ０

＊＋ｂｔｈ１＜ｂ＊≦ｂ０
＊＋ｂｔｈ２であれば（ステップ１

０３でＮｏ、ステップ１０６でＹｅｓ）、判定部３６８Ａは、白色ＬＥＤの色度が色度領
域ｚｏｎｅ（－１）に属すると判定する（ステップ１０７）。
　補正係数決定部３６８Ｂは、判定部３６８Ａから白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ
（－１）に属するとの判定結果を取得して、補正係数Ｍ＝０．８を決定する（ステップ１
０８）。
　また、ｂ＊成分値がｂ０

＊＋ｂｔｈ２＜ｂ＊であれば（ステップ１０６でＮｏ、ステッ
プ１０９でＹｅｓ）、判定部３６８Ａは、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（－２）
に属すると判定する（ステップ１１０）。
　補正係数決定部３６８Ｂは、判定部３６８Ａから白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ



(14) JP 2011-23833 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

（－２）に属するとの判定結果を取得して、補正係数Ｍ＝０．６を決定する（ステップ１
１１）。
【００３９】
　続いて、図６－２に示すように、ｂ＊成分値がｂ０

＊－ｂｔｈ２≦ｂ＊＜ｂ０
＊－ｂｔ

ｈ１であれば（ステップ１０９でＮｏ、ステップ１１２でＹｅｓ）、判定部３６８Ａは、
白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（１）に属すると判定する（ステップ１１３）。
　補正係数決定部３６８Ｂは、判定部３６８Ａから白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ
（１）に属するとの判定結果を取得して、補正係数Ｍ＝１．２を決定する（ステップ１１
４）。
　また、ｂ＊成分値がｂ＊＜ｂ０

＊－ｂｔｈ２であれば（ステップ１１５：ステップ１０
９でＮｏ、ステップ１１２でＮｏ）、判定部３６８Ａは、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚ
ｏｎｅ（２）に属すると判定する（ステップ１１６）。
　補正係数決定部３６８Ｂは、判定部３６８Ａから白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ
（２）に属するとの判定結果を取得して、補正係数Ｍ＝１．４を決定する（ステップ１１
７）。
　補正係数決定部３６８Ｂは、決定した補正係数Ｍの値を補正係数記憶部３６８Ｃに記憶
して（ステップ１１８）、補正係数を決定する処理を終了する。
【００４０】
＜補正対象色領域の抽出についての説明＞
　次に、補正領域抽出部３６８Ｄは、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｌ＊,ａ
＊,ｂ＊）について、白色ＬＥＤの色度のばらつきに応じた補正を実行する画素を抽出す
る。
　すなわち、補正領域抽出部３６８Ｄは、白色ＬＥＤの色度ばらつきの影響を受け易い黄
色の色領域を予め定めておく。例えば、白色ＬＥＤの色度ばらつきの影響を受け易い黄色
の色領域範囲を定める閾値として、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間でのｂ＊成分値に関する閾値ＴＨ
を予め定めておく。そして、ｂ＊＞閾値ＴＨを満たすＬ＊ａ＊ｂ＊色空間での色領域（補
正対象色領域）を、補正領域抽出部３６８Ｄに設定しておく。
　そして、補正領域抽出部３６８Ｄは、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｌ＊,
ａ＊,ｂ＊）から、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間での補正対象色領域内に位置する画素を抽出する
。そして、補正領域抽出部３６８Ｄは、抽出した画素の画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）に
対し、この画素が補正対象（補正対象画素）であることを示す属性情報ｓを付加して、補
正部３６８Ｅに出力する。
【００４１】
＜画像データに対する補正処理についての説明＞
　補正部３６８Ｅは、補正係数記憶部３６８Ｃから補正係数Ｍを取得する。そして、補正
領域抽出部３６８Ｄにて補正対象画素であることを示す属性情報ｓが付加された画素の画
像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）に関し、ｂ＊成分に対する例えば上記した（１）式による補
正処理を行う。それにより、白色ＬＥＤの色度のばらつきに起因する色のずれが補正され
た画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊’）を生成する。
　補正部３６８Ｅは、生成した画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊’）を本体装置部２に備えら
れた画像処理部６０に転送する。
　ここで、補正領域抽出部３６８Ｄおよび補正部３６８Ｅは、画像情報を補正する補正手
段として機能する。
【００４２】
　このように、本実施の形態の信号処理部３６０に備えられた色補正回路３６８は、光源
として使用する白色ＬＥＤの色度が黄色方向や青色方向に変動することに対応させて、原
稿を読み取って生成された画像データを補正する。それにより、白色ＬＥＤの色度のばら
つきに起因する色のずれが補正された読取画像データが生成される。
【００４３】
　なお、本実施の形態では、信号処理部３６０の色補正回路３６８にて白色ＬＥＤの色度
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を判定するに際し、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙを使用する構成について説明した。このような
構成の他に、信号処理部３６０の色補正回路３６８にて白色ＬＥＤの色度を判定するに際
し、青色反射板Ｒｅｆ_Ｂを使用してもよい。Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間に色変換された画像デ
ータ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分は、マイナス側に大きい程、青（Ｂ）色が強い
色彩を表す。そのため、青色反射板Ｒｅｆ_Ｂからの反射光に関する画像データ（Ｌ＊,ａ
＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分を判定しても、白色ＬＥＤの色度について黄（Ｙ）色が強い
か青（Ｂ）色が強いかを判定することができる。それにより、本実施の形態の判定部３６
８Ａにおいて、青色反射板Ｒｅｆ_Ｂからの反射光に関するＬ＊ａ＊ｂ＊色空間の画像デ
ータ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分を用いて、白色ＬＥＤの色度が上記した色度領
域（ｚｏｎｅ（ｎ））の何れに属するかを判定してもよい。
　またこの場合に、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙおよび青色反射板Ｒｅｆ_Ｂの双方を用いてもよ
い。
　さらには、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙや青色反射板Ｒｅｆ_Ｂを固定的に配置する構成の他に
、例えば第１プラテンガラス３０１上に、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙや青色反射板Ｒｅｆ_Ｂと
同じ色で構成される用紙上の色見本を置き、これを読み取るように構成してもよい。
【００４４】
　また、信号処理部３６０の色補正回路３６８では、画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）にお
けるｂ＊成分から白色ＬＥＤの色度が一義的に定まることを利用し、ｂ＊成分値を用いて
白色ＬＥＤの色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））を判定した後、例えば上記の（１）式を用いて
ｂ＊成分値の補正を行った。
　このような方法の他に、画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分において、白
色ＬＥＤの色度に応じたばらつきが発生することを利用し、ｂ＊成分値のばらつき状態か
ら例えば上記の（１）式での補正係数を決定し、ｂ＊成分値の補正を行ってもよい。
【００４５】
＜信号処理部の内部構成の説明＞
　次の図７は、信号処理部３６０の内部構成を示すブロック図である。図７に示したよう
に、信号処理部３６０は、原稿を読み取って生成した画像信号を処理するに際して、予め
定められた処理プログラムに従ってデジタル演算処理を実行するＣＰＵ１０１、ＣＰＵ１
０１の作業用メモリ等として用いられるＲＡＭ１０２、ＣＰＵ１０１での処理に使用され
る各種設定値等が格納されるＲＯＭ１０３、書き換え可能で電源供給が途絶えた場合にも
データを保持できる、電池によりバックアップされたフラッシュメモリ等の不揮発性メモ
リ（ＮＶＭ）１０４、信号処理部３６０に接続される本体装置部２の制御部３０や画像処
理部６０等の各構成部との信号の入出力を制御するインターフェース（Ｉ/Ｆ）部１０５
を備えている。
　そして、ＣＰＵ１０１が、処理プログラムを本体装置部２の外部記憶装置（不図示）か
ら主記憶装置（ＲＡＭ１０２）に読み込み、信号処理部３６０内の各機能部の機能を実現
させる。
【００４６】
　なお、この処理プログラムに関するその他の提供形態としては、予めＲＯＭ１０３に格
納された状態にて提供され、ＲＡＭ１０２にロードされる形態がある。さらに、ＥＥＰＲ
ＯＭ等の書き換え可能なＲＯＭ１０３を備えている場合には、ＣＰＵ１０１がセッティン
グされた後に、プログラムだけがＲＯＭ１０３にインストールされ、ＲＡＭ１０２にロー
ドされる形態がある。また、インターネット等のネットワークを介して信号処理部３６０
にプログラムが伝送され、信号処理部３６０のＲＯＭ１０３にインストールされ、ＲＡＭ
１０２にロードされる形態がある。さらにまた、ＤＶＤ－ＲＯＭやフラッシュメモリ等の
外部記録媒体からＲＡＭ１０２にロードされる形態がある。
【００４７】
［実施の形態２］
　実施の形態１では、例えば黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光に関するＬ＊ａ＊ｂ＊色
空間の画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）におけるｂ＊成分を用いて、白色ＬＥＤの色度のば
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らつきを判定する構成について説明した。本実施の形態においては、例えば黄色反射板Ｒ
ｅｆ_Ｙからの反射光に関するＲＧＢ色空間の画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分を
用いて、白色ＬＥＤの色度のばらつきを判定する構成について説明する。なお、実施の形
態１と同様な構成については同様な符号を用い、ここではその詳細な説明を省略する。
【００４８】
＜信号処理部の説明＞
　本実施の形態に関し、ＣＣＤイメージセンサ３４０にて生成された各色画像信号（Ｒ,
Ｇ,Ｂ）を処理する信号処理部３６０について説明する。
　図８は、本実施の形態の信号処理部３６０の構成を示したブロック図である。
　図８に示したように、本実施の形態の信号処理部３６０では、色変換回路３６７の前段
に、照明ユニット３１１を構成する白色発光ＬＥＤの色度に応じて画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ
）を補正する色補正回路４００を設けている。
　本実施の形態の信号処理部３６０は、例えば、黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙを読み取ることで
取得した画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）から白色ＬＥＤの色度を判定する。そして、その判定結
果に基づき、画像データに対する補正を行う必要があるか、さらには、画像データに対す
る補正を行う必要がある場合には、画像データに施す補正係数を決定し、決定した補正係
数を記憶する。
　それにより、信号処理部３６０は、読取原稿に関する画像データを取得した場合には、
補正を行う必要のある画素についての画像データに対して、記憶された補正係数を用いた
補正処理を行う。
【００４９】
　本実施の形態の色補正回路４００では、例えば黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光に関
するＲＧＢ色空間の画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分を用いて、白色ＬＥＤの色度
が上記した色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））の何れに該当するかを判定する。
　ここで、このＲＧＢ色空間の画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分は、その値が大き
い程、黄（Ｙ）色が強い色彩を表し、その値が小さい程、青（Ｂ）色が強い色彩を表す。
例えば２６５階調で各色成分の濃度階調を表現するとした場合に、Ｂ＝２５５では黄（Ｙ
）色が強く、Ｂ＝０では青（Ｂ）色が強い。そのため、画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）における
Ｂ成分を判定すれば、白色ＬＥＤの色度は、黄（Ｙ）色が強いか青（Ｂ）色が強いかを判
定できる。そこで、本実施の形態の色補正回路４００は、ＲＧＢ色空間の画像データ（Ｒ
,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分を用いて、白色ＬＥＤの色度が上記した色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ
））の何れに属するかを判定する。
【００５０】
　ここでの色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））は、例えば、Ｂ成分に関して次のように設定され
る。
　すなわち、白色ＬＥＤの目標色度に対応するＲＧＢ色空間での目標色座標としてＢ成分
値Ｂ０を予め求めておく。さらに、第１の閾値Ｂｔｈ１および第２の閾値Ｂｔｈ２を設定
しておく。ただし、Ｂｔｈ１＜Ｂｔｈ２とする。そして、目標色度に対応するＢ成分値Ｂ

０を中心として第１の閾値Ｂｔｈ１の範囲内（色領域内）、すなわち、Ｂ０－Ｂｔｈ１≦
Ｂ≦Ｂ０＋Ｂｔｈ１となる色領域を白色ＬＥＤの色度に対応付けて色度領域ｚｏｎｅ（０
）とする。
　また、Ｂ０＋Ｂｔｈ１＜Ｂ≦Ｂ０＋Ｂｔｈ２となる色領域を白色ＬＥＤの色度に対応付
けて色度領域ｚｏｎｅ（－１）とする。さらに、Ｂ０＋Ｂｔｈ２＜Ｂを色度領域ｚｏｎｅ
（－２）とする。
　また、Ｂ０－Ｂｔｈ２≦Ｂ＜Ｂ０－Ｂｔｈ１となる色領域を白色ＬＥＤの色度に対応付
けて色度領域ｚｏｎｅ（１）とする。さらに、Ｂ＜Ｂ０－Ｂｔｈ２を色度領域ｚｏｎｅ（
２）とする。
【００５１】
　そして、色補正回路４００では、例えば、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（０）
に属すると判定された場合に、補正係数Ｍ＝１を決定する。また、白色ＬＥＤの色度が色
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度領域ｚｏｎｅ（１）に属すると判定された場合に、補正係数Ｍ＝１．２を決定する。ま
た、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（２）に属すると判定された場合に、補正係数
Ｍ＝１．４を決定する。
　一方、色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（－１）に属すると
判定された場合に、補正係数Ｍ＝０．８を決定する。また、白色ＬＥＤの色度が色度領域
ｚｏｎｅ（－２）に属すると判定された場合に、補正係数Ｍ＝０．６を決定する。
　色補正回路４００は、決定した補正係数Ｍを記憶しておく。
【００５２】
　そして、色補正回路４００では、例えば、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（０）
に属する場合には、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）における色の変
動（ずれ）は少ないと判断して、補正を行わないことを決定する。
　また、白色ＬＥＤの色度が黄色側に近い色度領域ｚｏｎｅ（１）、さらに黄色側に近い
色度領域ｚｏｎｅ（２）に属する場合には、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｒ
,Ｇ,Ｂ）は青色側にずれを生じている（シフトしている）と判断して、画像データ（Ｒ,
Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分を高くする補正を行い、補正値Ｂ’を生成する。
　一方、白色ＬＥＤの色度が青色側に近い色度領域ｚｏｎｅ（－１）、さらに青色側に近
い色度領域ｚｏｎｅ（－２）に属する場合には、原稿を読み取って生成された画像データ
（Ｒ,Ｇ,Ｂ）は黄色側にずれを生じている（シフトしている）と判断して、画像データ（
Ｒ,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分を低くする補正を行い、補正値Ｂ’を生成する。
【００５３】
＜補正係数の決定処理の内容の説明＞
　ここで、色補正回路４００が行う補正係数を決定する処理の内容を説明する。
　図９－１および図９－２は、色補正回路４００が行う補正係数を決定する処理の内容の
一例を示すフローチャートである。
　まず図９－１に示すように、色補正回路４００は、シェーディング補正回路３６５から
遅延回路３６６を介して黄色反射板Ｒｅｆ_Ｙからの反射光に関する画像データ（Ｒ,Ｇ,
Ｂ）を取得する（ステップ２０１）。そして、画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）のＢ成分を抽出し
、色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））の何れに属するかを判定する（ステップ２０２）。
　判定の結果、Ｂ成分値がＢ０－Ｂｔｈ１≦Ｂ≦Ｂ０＋Ｂｔｈ１であれば（ステップ２０
３でＹｅｓ）、色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（０）に属す
ると判定する（ステップ２０４）。
　色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（０）に属すると判定した
場合には、補正係数Ｍ＝１を決定する（ステップ２０５）。
【００５４】
　また、Ｂ成分値がＢ０＋Ｂｔｈ１＜Ｂ≦Ｂ０＋Ｂｔｈ２であれば（ステップ２０３でＮ
ｏ、ステップ２０６でＹｅｓ）、色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏ
ｎｅ（－１）に属すると判定する（ステップ２０７）。
　色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（－１）に属すると判定し
た場合には、補正係数Ｍ＝０．８を決定する（ステップ２０８）。
　また、Ｂ成分値がＢ０＋Ｂｔｈ２＜Ｂであれば（ステップ２０６でＮｏ、ステップ２０
９でＹｅｓ）、色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（－２）に属
すると判定する（ステップ２１０）。
　色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（－２）に属すると判定し
た場合には、補正係数Ｍ＝０．６を決定する（ステップ２１１）。
【００５５】
　続いて、図９－２に示すように、Ｂ成分値がＢ０－Ｂｔｈ２≦Ｂ＜Ｂ０－Ｂｔｈ１であ
れば（ステップ２０９でＮｏ、ステップ２１２でＹｅｓ）、色補正回路４００は、白色Ｌ
ＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（１）に属すると判定する（ステップ２１３）。
　色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（１）に属すると判定した
場合には、補正係数Ｍ＝１．２を決定する（ステップ２１４）。
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　また、Ｂ成分値がＢ＜Ｂ０－Ｂｔｈ２であれば（ステップ２１５：ステップ２０９でＮ
ｏ、ステップ２１２でＮｏ）、色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎ
ｅ（２）に属すると判定する（ステップ２１６）。
　色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度が色度領域ｚｏｎｅ（２）に属すると判定した
場合には、補正係数Ｍ＝１．４を決定する（ステップ２１７）。
　色補正回路４００は、決定した補正係数Ｍの値を記憶して（ステップ２１８）、補正係
数を決定する処理を終了する。
【００５６】
　その後、色補正回路４００は、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）に
ついて、白色ＬＥＤの色度のばらつきに応じた補正を実行する画素を抽出する。
　すなわち、色補正回路４００は、白色ＬＥＤの色度のばらつきの影響を受け易い黄色の
色領域を予め定めておく。例えば、白色ＬＥＤの色度のばらつきの影響を受け易い黄色の
色領域範囲を定める閾値として、Ｂ成分についての閾値Ｂｔｈ、Ｇ成分についての閾値Ｇ

ｔｈ、Ｒ成分についての閾値Ｒｔｈを予め定めておく。そして、Ｂ＞閾値Ｂｔｈ、Ｇ＜閾
値Ｇｔｈ、Ｒ＜閾値Ｒｔｈを満たすＲＧＢ色空間での色領域を補正対象色領域として設定
しておく。
　そして、色補正回路４００は、原稿を読み取って生成された画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）か
ら、ＲＧＢ色空間での補正対象色領域内に位置する画素を抽出する。そして、色補正回路
４００は、抽出した画素の画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）に対し、この画素が補正対象（補正対
象画素）であることを示す属性情報ｓを付加する。
【００５７】
　色補正回路４００は、上記の図９－１および図９－２の処理により決定された補正係数
Ｍを用いて、補正対象画素であることを示す属性情報ｓが付加された画素の画像データ（
Ｒ,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分に関し、例えば上記した（１）式による補正処理を行う。それ
により、白色ＬＥＤの色度のばらつきに起因する色のずれが補正された画像データ（Ｒ,
Ｇ,Ｂ’）を生成する。
　そして、色補正回路４００は、生成した画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ’）を色変換回路３６７
に送る。それにより、画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ’）は、色変換回路３６７にてＬ＊ａ＊ｂ＊

色空間の画像データ（Ｌ＊,ａ＊,ｂ＊）に変換された後、本体装置部２に備えられた画像
処理部６０に転送される。
【００５８】
　なお、本実施の形態では、信号処理部３６０の色補正回路３６８では、画像データ（Ｒ
,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分から白色ＬＥＤの色度が一義的に定まることを利用し、Ｂ成分値
を用いて白色ＬＥＤの色度領域（ｚｏｎｅ（ｎ））を判定した後、例えば上記の（１）式
を用いてＢ成分値の補正を行った。
　このような方法の他に、画像データ（Ｒ,Ｇ,Ｂ）におけるＢ成分において、白色ＬＥＤ
の色度に応じたばらつきが発生することを利用し、Ｂ成分値のばらつき状態から例えば上
記の（１）式での補正係数を決定し、Ｂ成分値の補正を行ってもよい。
【００５９】
　以上説明したように、本実施の形態のイメージスキャナ３では、信号処理部３６０に備
えられた色補正回路３６８は、光源として使用する白色ＬＥＤの色度が黄色方向や青色方
向に変動することに対応させて、原稿を読み取って生成された画像データを補正する。そ
れにより、白色ＬＥＤの色度のばらつきに起因する色のずれが補正された読取画像データ
を生成することで、色に関する読取精度の低下を抑制している。
【符号の説明】
【００６０】
１…画像形成装置、２…本体装置部、３…イメージスキャナ、３０…制御部、６０…画像
処理部、３６０…信号処理部、３６１…サンプルホールド回路、３６２…黒レベル調整回
路、３６３…増幅回路、３６４…Ａ/Ｄ変換回路、３６５…シェーディング補正回路、３
６６…遅延回路、３６７…色変換回路、３６８,４００…色補正回路、３６８Ａ…判定部
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、３６８Ｂ…補正係数決定部、３６８Ｃ…補正係数記憶部、３６８Ｄ…補正領域抽出部、
３６８Ｅ…補正部、３６９…信号処理制御回路
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【図５】 【図６－１】
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【図８】 【図９－１】
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【図９－２】
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