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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エリアセンサを一体的に設けた表示部と、該表示部の画面表示を制御する制御部とを備
え、前記エリアセンサによって前記表示部の画面上に載置された原稿を読み取る原稿読取
装置であって、
　前記表示部は、前記原稿読取装置の操作に関わる情報を表示するための操作領域を画面
上に有し、
　前記制御部は、前記エリアセンサにより前記画面上に載置された前記原稿の領域を検出
し、該原稿が載置された領域以外を前記操作領域として設定することを特徴とする原稿読
取装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の原稿読取装置において、前記制御部は、前記原稿読取装置の操作領域
に、前記原稿読取装置の操作キーをメニュータブ毎に表示させることを特徴とする原稿読
取装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の原稿読取装置において、前記制御部は、前記原稿読取装置の操
作領域に、前記原稿のプレビュー画像を表示させることを特徴とする原稿読取装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の原稿読取装置において、前記制御部は、前記原稿の領域のサイズが所
定サイズよりも大きいと判定した場合、前記原稿読取装置の操作領域のサイズを変更し、
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該操作領域に、前記メニュータブに応じた各操作メニューと、前記原稿のプレビュー画像
とを縮小した縮小メニューを表示させることを特徴とする原稿読取装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の原稿読取装置において、前記制御部は、前記原稿読取装置の操
作領域のサイズに応じて、前記プレビュー画像の表示倍率を切り換えることを特徴とする
原稿読取装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の原稿読取装置において、前記制御部は、前記原
稿読取装置の操作領域のサイズに応じて、該操作領域の背景色を切り換えることを特徴と
する原稿読取装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の原稿読取装置において、前記制御部は、前記原
稿読取装置の操作領域に、１ページに複数の原稿を集約するための集約モードに切り換え
るか否かを確認するための操作キーを表示させることを特徴とする原稿読取装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の原稿読取装置において、前記制御部は、前記表示部の画面上に載置さ
れた原稿に含まれるユーザ認証情報を読み取り、該読み取ったユーザ認証情報に基づいて
前記原稿読取装置の特定機能の使用を許可または禁止することを特徴とする原稿読取装置
。
【請求項９】
　請求項８に記載の原稿読取装置において、前記ユーザ認証情報は、前記原稿に記載され
たコード情報であることを特徴とする原稿読取装置。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の原稿読取装置において、前記表示部は、前記エリアセンサによ
りタッチパネルとして機能し、
　前記制御部は、前記原稿によるユーザ認証の結果に応じて、前記タッチパネルの操作キ
ーの表示内容を変更することを特徴とする原稿読取装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の原稿読取装置を備えた画像形成装置。
【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し、液晶パネル等の表示画面上で原稿を
読み取る機能を備えた原稿読取装置及び該原稿読取装置を備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コピー機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能、スキャナ機能などの複数の機能
を備えたデジタル複合機（ＭＦＰ）が普及している。このＭＦＰには、通常Ａ３サイズま
での原稿を読み取ることができるように大きな原稿台が設けられている。ユーザはこのＭ
ＦＰでコピーしようとした場合、原稿台に原稿をセットした状態で原稿カバーを閉めてス
キャンを実行する。
【０００３】
　この際、原稿カバーを閉じると原稿が隠れてしまい、ユーザは原稿を目視することがで
きなくなる。このため、ユーザはコピーを入手した後に原稿台にセットした原稿をうっか
り取り忘れてしまうことがある。特に免許証や、名刺、Ｌ版写真等のように比較的サイズ
の小さい原稿をコピーする場合、その存在に気が付かずに取り忘れることが多い。
【０００４】
　ところで、比較的小型の液晶パネルに、従来の画像データを画面表示する表示機能に加
えて、画面上に置かれた原稿を読み取る読取機能を持たせたインプットディスプレイが注
目されている（例えば、特許文献１を参照）。このインプットディスプレイをＰＤＡなど
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の携帯端末に搭載することで、カードサイズの原稿を簡単に読み取って取り込むことがで
きる。なお、インプットディスプレイには通常エリアセンサが用いられる。エリアセンサ
は、平面に設けられた光電変換素子により被写体の画像を電気信号として取り込むため、
ラインセンサと異なり光電変換素子をスキャンする必要がなく、スキャンのためのモータ
等が不要となる。
【特許文献１】特開２００６－１７９９７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＭＦＰの操作部は通常タッチパネル付き液晶表示部を備えたものが多く、この部分はユ
ーザが直接操作するところなので、ユーザにとって最も目に付く場所であると言える。こ
の液晶表示部に前述の読取機能を備えるようにすれば、免許証などの比較的小サイズの原
稿を読み取って取り込むことができる。この場合、原稿を原稿台にいちいちセットする必
要がないため、原稿を簡単に読み取ることができ、さらに、液晶表示部がユーザにとって
最も目に付く場所であることから、原稿の取り忘れを防止することができる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術を含む従来技術においては、インプットディスプレイ
をＭＦＰと組み合わせて利用することまで考えられていなかったため、ＭＦＰの液晶表示
部で原稿を読み取ることはできない。
　また、ＭＦＰの通常操作時には、液晶表示部の画面上に各種操作キーが表示されている
ため、単純に原稿を画面に載置してしまうと、原稿によって各種操作キーが隠れてしまい
操作の邪魔になるという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、エリアセンサを用いて操作
パネルの表示画面上で原稿の読み取りを行うことにより、原稿の取り忘れを防止すると共
に、原稿を表示画面上に載置した場合でも操作の邪魔にならないようにすること、を目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、エリアセンサを一体的に設け
た表示部と、該表示部の画面表示を制御する制御部とを備え、前記エリアセンサによって
前記表示部の画面上に載置された原稿を読み取る原稿読取装置であって、前記表示部は、
前記原稿読取装置の操作に関わる情報を表示するための操作領域を画面上に有し、前記制
御部は、前記エリアセンサにより前記画面上に載置された前記原稿の領域を検出し、該原
稿が載置された領域以外を前記操作領域として設定することを特徴としたものである。
【０００９】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記制御部は、前記原稿読取装置の操作
領域に、前記操作キーをメニュータブ毎に表示させることを特徴としたものである。
【００１０】
　第３の技術手段は、第１又は第２の技術手段において、前記制御部は、前記原稿読取装
置の操作領域に、前記原稿のプレビュー画像を表示させることを特徴としたものである。
【００１１】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、前記制御部は、前記原稿の領域のサイズ
が所定サイズよりも大きいと判定した場合、前記原稿読取装置の操作領域のサイズを変更
し、該操作領域に、前記メニュータブに応じた各操作メニューと、前記原稿のプレビュー
画像とを縮小した縮小メニューを表示させることを特徴としたものである。
　第５の技術手段は、第３又は第４の技術手段において、前記制御部は、前記原稿読取装
置の操作領域のサイズに応じて、前記プレビュー画像の表示倍率を切り換えることを特徴
としたものである。
【００１２】
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　第６の技術手段は、第１乃至第５のいずれか１の技術手段において、前記制御部は、前
記原稿読取装置の操作領域のサイズに応じて、該操作領域の背景色を切り換えることを特
徴としたものである。
【００１３】
　第７の技術手段は、第１乃至第６のいずれか１の技術手段において、前記制御部は、前
記原稿読取装置の操作領域に、１ページに複数の原稿を集約するための集約モードに切り
換えるか否かを確認するための操作キーを表示させることを特徴としたものである。
【００１４】
　第８の技術手段は、第１の技術手段において、前記制御部は、前記表示部の画面上に載
置された原稿に含まれるユーザ認証情報を読み取り、該読み取ったユーザ認証情報に基づ
いて前記原稿読取装置の特定機能の使用を許可または禁止することを特徴としたものであ
る。
【００１５】
　第９の技術手段は、第８の技術手段において、前記ユーザ認証情報は、前記原稿に記載
されたコード情報であることを特徴としたものである。
【００１６】
　第１０の技術手段は、第８又は第９の技術手段において、前記表示部は、前記エリアセ
ンサによりタッチパネルとして機能し、前記制御部は、前記原稿によるユーザ認証の結果
に応じて、前記タッチパネルの操作キーの表示内容を変更することを特徴としたものであ
る。
【００１７】
　第１１の技術手段は、第１乃至第１０のいずれか１の技術手段における原稿読取装置を
備えた画像形成装置を特徴としたものである。
 
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、エリアセンサを用いて操作パネルの表示画面上で原稿の読み取りを行
うことができるため、原稿台に原稿をセットする必要がなく、原稿の取り忘れを防止する
ことができる。
　さらに、原稿を表示画面上に載置した場合に、原稿の載置領域以外の領域に各種操作キ
ー等の表示が収まるように自動的に調整されるため、各種操作キー等の表示位置に原稿が
かぶさって操作が困難になることがなく、操作性の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の原稿読取装置及び該原稿読取装置を備えた画
像形成装置の好適な実施の形態について説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成例を示す図で、図中、１００は
画像形成装置を示す。画像形成装置１００は、外部から伝達された画像データに応じて、
所定のシート（記録用紙）に対して多色及び単色の画像を形成するもので、装置本体部１
１０と、自動原稿処理装置１２０とにより構成されている。
　装置本体部１１０は、露光ユニット１、現像器２、感光体ドラム３、クリーナユニット
４、帯電器５、中間転写ベルトユニット６、定着ユニット７、給紙カセット８１、排紙ト
レイ９１等を有して構成されている。
【００２１】
　装置本体部１１０の上部には、原稿が載置される透明ガラスからなる原稿載置台９２が
設けられ、原稿載置台９２の上側には自動原稿処理装置１２０が取り付けられている。自
動原稿処理装置１２０は、原稿載置台９２の上に自動で原稿を搬送する。また自動原稿処
理装置１２０は矢印Ｍ方向に回動自在に構成され、原稿載置台９２の上を開放することに
より原稿を手置きで置くことができるようになっている。
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【００２２】
　画像形成装置１００において扱われる画像データは、ブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、
マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）の各色を用いたカラー画像に応じたものである。従って
、現像器２、感光体ドラム３、帯電器５、及びクリーナユニット４は、各色に応じた４種
類の潜像を形成するようにそれぞれ４個ずつ設けられ、それぞれブラック、シアン、マゼ
ンタ、イエローに設定され、これらによって４つの画像ステーションが構成されている。
【００２３】
　帯電器５は、感光体ドラム３の表面を所定の電位に均一に帯電させるための帯電手段で
あり、図１に示すようなチャージャ型の他、接触型のローラ型やブラシ型の帯電器が用い
られることもある。
【００２４】
　露光ユニット１は、レーザ出射部及び反射ミラー等を備えたレーザスキャニングユニッ
ト（ＬＳＵ）として構成される。露光ユニット１は、レーザビームを走査するポリゴンミ
ラーと、ポリゴンミラーによって反射されたレーザ光を感光体ドラム３に導くためのレン
ズやミラー等の光学要素が配置されている。露光ユニット１を構成する光走査装置の構成
は、後述して具体的に説明する。また露光ユニット１としては、この他発光素子をアレイ
状に並べた例えばＥＬやＬＥＤ書込みヘッドを用いる手法も採用できる。
【００２５】
　露光ユニット１は、帯電された感光体ドラム３を入力された画像データに応じて露光す
ることにより、その表面に、画像データに応じた静電潜像を形成する機能を有する。現像
器２はそれぞれの感光体ドラム３上に形成された静電潜像を４色（ＹＭＣＫ）のトナーに
より顕像化するものである。またクリーナユニット４は、現像・画像転写後における感光
体ドラム３上の表面に残留したトナーを、除去・回収する。
【００２６】
　感光体ドラム３の上方に配置されている中間転写ベルトユニット６は、中間転写ベルト
６１、中間転写ベルト駆動ローラ６２、中間転写ベルト従動ローラ６３、中間転写ローラ
６４、及び中間転写ベルトクリーニングユニット６５を備えている。上記中間転写ローラ
６４は、ＹＭＣＫ用の各色に対応して４本設けられている。
　中間転写ベルト駆動ローラ６２、中間転写ベルト従動ローラ６３、及び中間転写ローラ
６４は、中間転写ベルト６１を張架して回転駆動させる。また各中間転写ローラ６４は、
感光体ドラム３のトナー像を、中間転写ベルト６１上に転写するための転写バイアスを与
える。
　中間転写ベルト６１は、各感光体ドラム３に接触するように設けられている、そして、
感光体ドラム３に形成された各色のトナー像を中間転写ベルト６１に順次的に重ねて転写
することによって、中間転写ベルト６１上にカラーのトナー像（多色トナー像）を形成す
る機能を有している。中間転写ベルト６１は、例えば厚さ１００μｍ～１５０μｍ程度の
フィルムを用いて無端状に形成されている。
【００２７】
　感光体ドラム３から中間転写ベルト６１へのトナー像の転写は、中間転写ベルト６１の
裏側に接触している中間転写ローラ６４によって行われる。中間転写ローラ６４には、ト
ナー像を転写するために高電圧の転写バイアス（トナーの帯電極性（－）とは逆極性（＋
）の高電圧）が印加されている。中間転写ローラ６４は、直径８～１０ｍｍの金属（例え
ばステンレス）軸をベースとし、その表面が導電性の弾性材（例えばＥＰＤＭ，発泡ウレ
タン等）により覆われているローラである。この導電性の弾性材により、中間転写ベルト
６１に対して均一に高電圧を印加することができる。本実施形態では転写電極としてロー
ラ形状を使用しているが、それ以外にブラシなども用いることが可能である。
【００２８】
　上述のように各感光体ドラム３上で各色相に応じて顕像化された静電像は中間転写ベル
ト６１で積層される。このように、積層された画像情報は中間転写ベルト６１の回転によ
って、後述の用紙と中間転写ベルト６１の接触位置に配置される転写ローラ１０によって
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用紙上に転写される。
【００２９】
　このとき、中間転写ベルト６１と転写ローラ１０は所定ニップで圧接されると共に、転
写ローラ１０にはトナーを用紙に転写させるための電圧が印加される（トナーの帯電極性
（－）とは逆極性（＋）の高電圧）。さらに、転写ローラ１０は上記ニップを定常的に得
るために、転写ローラ１０もしくは中間転写ベルト駆動ローラ６２の何れか一方を硬質材
料（金属等）とし、他方を弾性ローラ等の軟質材料（弾性ゴムローラ、または発泡性樹脂
ローラ等々）が用いられる。
【００３０】
　また、上記のように、感光体ドラム３に接触することにより中間転写ベルト６１に付着
したトナー、もしくは転写ローラ１０によって用紙上に転写が行われず中間転写ベルト６
１上に残存したトナーは、次工程でトナーの混色を発生させる原因となるために、中間転
写ベルトクリーニングユニット６５によって除去・回収されるように設定されている。中
間転写ベルトクリーニングユニット６５には、中間転写ベルト６１に接触する例えばクリ
ーニング部材としてクリーニングブレードが備えられており、クリーニングブレードが接
触する中間転写ベルト６１は、裏側から中間転写ベルト従動ローラ６３で支持されている
。
【００３１】
　給紙カセット８１は、画像形成に使用するシート（記録用紙）を蓄積しておくためのト
レイであり、装置本体部１１０の露光ユニット１の下側に設けられている。また手差し給
紙カセット８２にも画像形成に使用するシートを置くことができる。また、装置本体部１
１０の上方に設けられている排紙トレイ９１は、印刷済みのシートをフェイスダウンで集
積するためのトレイである。
【００３２】
　また装置本体部１１０には、給紙カセット８１及び手差し給紙カセット８２のシートを
転写ローラ１０や定着ユニット７を経由させて排紙トレイ９１に送るための、略垂直形状
の用紙搬送路Ｓが設けられている。給紙カセット８１ないし手差し給紙カセット８２から
排紙トレイ９１までの用紙搬送路Ｓの近傍には、ピックアップローラ１１ａ，１１ｂ、複
数の搬送ローラ１２ａ～１２ｄ，レジストローラ１３、転写ローラ１０、定着ユニット７
等が配されている。
【００３３】
　搬送ローラ１２ａ～１２ｄは、シートの搬送を促進・補助するための小型のローラであ
り、用紙搬送路Ｓに沿って複数設けられている。またピックアップローラ１１ａは、給紙
カセット８１の端部近傍に備えられ、給紙カセット８１からシートを１枚ずつピックアッ
プして用紙搬送路Ｓに供給する。同様にまたピックアップローラ１１ｂは、手差し給紙カ
セット８２の端部近傍に備えられ、手差し給紙カセット８２からシートを１枚ずつピック
アップして用紙搬送路Ｓに供給する。
【００３４】
　また、レジストローラ１３は、用紙搬送路Ｓを搬送されているシートを一旦保持するも
のである。そして、感光体ドラム３上のトナー像の先端とシートの先端を合わせるタイミ
ングでシートを転写ローラ１０に搬送する機能を有している。
【００３５】
　定着ユニット７は、ヒートローラ７１及び加圧ローラ７２を備えており、ヒートローラ
７１及び加圧ローラ７２は、シートを挟んで回転するようになっている。またヒートロー
ラ７１は、図示しない温度検出器からの信号に基づいて制御部によって所定の定着温度と
なるように設定されており、加圧ローラ７２とともにトナーをシートに熱圧着することに
より、シートに転写された多色トナー像を溶融・混合・圧接し、シートに対して熱定着さ
せる機能を有している。またヒートローラ７１を外部から加熱するための外部加熱ベルト
７３が設けられている。
【００３６】
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　次にシート搬送経路を詳細に説明する。上述のように、画像形成装置１００には予めシ
ートを収納する給紙カセット８１、及び手差し給紙カセット８２が設けられている。これ
ら給紙カセット８１，８２からシートを給紙するために、各々ピックアップローラ１１ａ
，１１ｂが配置され、シートを１枚ずつ搬送路Ｓに導くようになっている。
　各給紙カセット８１，８２から搬送されるシートは用紙搬送路Ｓの搬送ローラ１２ａに
よってレジストローラ１３まで搬送され、シートの先端と中間転写ベルト６１上の画像情
報の先端を整合するタイミングで転写ローラ１０に搬送され、シート上に画像情報が書き
込まれる。その後、シートは定着ユニット７を通過することによってシート上の未定着ト
ナーが熱で溶融・固着され、その後に配された搬送ローラ１２ｂを経て排紙トレイ９１上
に排出される。
【００３７】
　上記の搬送経路は、シートに対する片面印字要求のときのものであるが、これに対して
両面印字要求の時は、上記のように片面印字が終了し定着ユニット７を通過したシートの
後端が最終の搬送ローラ１２ｂで把持されたときに、搬送ローラ１２ｂが逆回転すること
によってシートを搬送ローラ１２ｃ，１２ｄに導く。そしてその後レジストローラ１３を
経てシート裏面に印字が行われた後にシートが排紙トレイ９１に排出される。
【００３８】
　図２は、図１に示した画像形成装置１００の構成例を示すブロック図である。図中、画
像形成装置１００は、本発明の制御部に相当するメインＣＰＵ１０１を備える。そして、
メインＣＰＵ１０１には画像処理部１０２、ＲＯＭ１０３、ＲＡＭ１０４、画像メモリ１
０５、ＮＩＣ１０６、操作パネル４００、サブＣＰＵ２０３、及びサブＣＰＵ３０３が接
続されている。なお、本発明の原稿読取装置は、メインＣＰＵ１０１と、操作パネル４０
０が備える一体型表示部４０１とで構成される。
【００３９】
　メインＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０３に予め書き込まれたプログラムにしたがって各入
出力機器を統括して制御し、この間に入出力されるデータをＲＡＭ１０４の所定のメモリ
エリアに一時記憶する。画像メモリ１０５は、画像処理部１０２から出力された画像デー
タを記憶する。クライアントＰＣ１０７から送信された印字データやパスワードは、図示
しないＨＤＤに記憶される。
【００４０】
　操作パネル４００は、本発明の表示部に相当する一体型表示部４０１と、テンキーやス
タートキーなどのキースイッチ部４０２とを備える。一体型表示部４０１は、液晶ディス
プレイ（LCD：Liquid Crystal Display）などの表示部４０１ａと、主に名刺，免許証な
どのＩＤカード，Ｌ版写真などの小サイズ原稿の読み取りが可能なエリアセンサ部４０１
ｂとが一体的に設けられている。なお、エリアセンサ部４０１ｂは、ユーザの指による反
射光を検出することで、画面上における指の座標位置を特定することができる。このため
、エリアセンサ部４０１ｂを光学式タッチパネルとしても利用することができる。また、
表示部４０１ａは、画像形成装置１００の状態や利用可能な用紙サイズ、複写倍率等の表
示を行う。
【００４１】
　ＮＩＣ（Network Interface Card）１０６は、クライアントＰＣ１０７と通信回線を介
して通信を行うための通信手段である。画像形成装置１００は、クライアントＰＣ１０７
から転送されるプリントデータに基づいて印刷を行う、もしくは、原稿読取部３００によ
り得た画像データをＮＩＣ１０６を介してクライアントＰＣ１０７に転送する。
【００４２】
　画像形成部２００は、サブＣＰＵ２０３により制御され、定着ユニット２０１、ドライ
バ２０２、Ａ／Ｄ変換器２０４を含む。この定着ユニット２０１は、図１に示した定着ユ
ニット７に相当し、定着ヒータ２０１ａ、定着温度センサ２０１ｂを備える。定着温度セ
ンサ２０１ｂは、図１の定着ユニット７において加熱（ヒート）ローラ７１の温度を検出
して温度データをサブＣＰＵ２０３に出力する。
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【００４３】
　メインＣＰＵ１０１は第１の復帰処理として、サブＣＰＵ２０３に所定のウオームアッ
プコマンドを送信する。サブＣＰＵ２０３は、メインＣＰＵ１０１より所定のウオームア
ップコマンドを受けると、定着ヒータ２０１ａに通電し、定着温度センサ２０１ｂから得
られる温度情報を基に、定着ヒータ２０１ａにより加熱される加熱ローラ７１の表面温度
を所定の温度に一定化するよう定着ヒータ２０１ａの通電を制御する。サブＣＰＵ２０３
は加熱ローラ７１の表面が所定温度に到達したならば、処理可能状態（レディ状態）に達
したと判断して、メインＣＰＵ１０１に通知する。
【００４４】
　原稿読取部３００は、サブＣＰＵ３０３により制御され、光源ランプユニット３０１、
ドライバ３０２、Ａ／Ｄ変換器３０４を含む。この光源ランプユニット３０１は、図１に
示した露光ユニット１に相当し、光源ランプ３０１ａ、光量センサ３０１ｂを備える。光
量センサ３０１ｂは、光源ランプユニット３０１の光源ランプ３０１ａが照射した光の光
量を検出して光量データをサブＣＰＵ３０３に入力する。
【００４５】
　メインＣＰＵ１０１は第２の復帰処理として、サブＣＰＵ３０３に所定のウオームアッ
プコマンドを送信する。サブＣＰＵ３０３は、メインＣＰＵ１０１より所定のウオームア
ップコマンドを受けると、光源ランプ３０１ａに通電し、光量センサ３０１ｂから得られ
る光量情報を基に、光源ランプ３０１ａの光量が所定の光量に一定化するよう光源ランプ
３０１ａの通電を制御する。サブＣＰＵ３０３は光源ランプ３０１ａの光量が所定の光量
に到達したら、処理可能状態（レディ状態）に達したと判断して、メインＣＰＵ１０１に
通知する。
【００４６】
　ドライバ３０２は、サブＣＰＵ３０３から出力された制御データに基づいて光源ランプ
ユニット３０１の光源ランプ３０１ａを駆動する。ドライバ２０２は、サブＣＰＵ２０３
から出力された制御データに基づいて定着ユニット２０１の加熱ローラに内蔵された定着
ヒータ２０１ａを駆動する。
【００４７】
　サブＣＰＵ２０３，サブＣＰＵ３０３には、上記以外にも画像形成部及び原稿読取部内
のモータ、クラッチ、ソレノイド及びセンサ等の原稿読取処理時及び画像形成処理時に動
作する多数の入出力機器が接続されている。サブＣＰＵ２０３，サブＣＰＵ３０３は、原
稿読取処理時及び画像形成処理時に所定のタイミングでセンサの検出データを読み取り、
検出データに応じてモータ等を駆動する。
【００４８】
　本発明の主たる特徴部分は、エリアセンサを用いて操作パネルの表示画面上で原稿の読
み取りを行うことにより、原稿の取り忘れを防止すると共に、原稿を表示画面上に載置し
た場合でも操作の邪魔にならないようにすることである。このための構成として、原稿読
取装置は、エリアセンサ部４０１ｂを一体的に設けた一体型表示部４０１と、一体型表示
部４０１の画面表示を制御するメインＣＰＵ１０１とを備える。一体型表示部４０１の表
示部４０１ａは、原稿読取装置の操作に関わる情報を表示するための操作領域を画面上に
有し、メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂにより画面上に載置された原稿の
領域を検出し、原稿が載置された領域以外を原稿読取装置の操作領域として設定する。
【００４９】
　なお、上記の操作に関わる情報とは、各種操作キー以外にも、プレビュー画像なども含
み、原稿読取装置による原稿読取操作に関る全ての情報を含むものとする。
【００５０】
　図３は、本発明に係る一体型表示部４０１の構造の一例を示す図である。図中、４１は
液晶層、４２は光センサ、４３は遮光層、４４はバックライト光源を示す。エリアセンサ
部４０１ｂは、ＸＹ平面に均等に配置された複数の微少な光センサ４２からなり、表示部
４０１ａの液晶層４１と、バックライト光源４４の中間に位置する。光センサ４２には例
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えばフォトダイオードが用いられる。また、光センサ４２にはバックライト光源４４の光
が入射しないよう、遮光層４３が形成されている。液晶層４１の表面に物体が接触すると
、バックライト光源４４の光が接触した物体に反射して光センサ４２に入射することで、
物体の画像形状が画像データとして出力される。
【００５１】
　なお、図３において、光センサとバックライト光源とは、例えば、公知の方法（特開２
００４－１５３３２７号公報など）により配置される。光センサの面積は微小であり、実
際には光センサ間に十分な広さの間隙が構成される。そして、この間隙を介してバックラ
イト光が照射、拡散されるため、図３のように光センサを配置した場合でも液晶表示に影
響することはない。
【００５２】
　図４は、本発明の原稿読取装置が備える操作パネル４００の詳細構成例について示す図
である。図４（Ａ）に本発明の特徴部である一体型表示部４０１が設けられた原稿読取装
置の外観を示す。原稿読取装置は、一体型表示部４０１が設けられた操作パネル４００を
有し、一体型表示部４０１の画面上にセットされた免許証や名刺等の小サイズの原稿４５
をエリアセンサ部４０１ｂにより読み取り可能とする。
　また、図４（Ｂ）に操作パネル４００の全体概要を示す。図中、Ｐは原稿位置決め指標
点を示す。操作パネル４００は、一体型表示部４０１、キースイッチ部４０２を備える。
ユーザは、一体型表示部４０１の画面上の点Ｐを基準にして原稿４５をセットして、キー
スイッチ部４０２の「スタートキー」を押下することで原稿４５の読み取りを開始するこ
とができる。
【００５３】
　図５は、エリアセンサを備えた一体型表示部４０１が表示する画面例を示す図である。
図５（Ａ）は初期画面を示し、図５（Ｂ）は原稿４５を載置した後の画面例を示す。
　図５（Ａ）において、原稿読取装置は、原稿４５が画面上に載置されていない場合、初
期画面として、メニュータブ４１０を表示する。メニュータブ４１０は、原稿読取装置の
各種操作キーをメニュータブ毎に表示したもので、例えば、用紙サイズ、倍率、後処理、
片面／両面、画像位置などのタブが切り換え可能な状態で表示される。なお、本例では用
紙サイズとして、「Ａ４」が選択されているため、原稿４５はＡ４サイズで印刷出力され
る。
【００５４】
　ユーザが原稿４５を図５（Ａ）に示す初期画面上に載置すると、一体型表示部４０１の
エリアセンサ部４０１ｂがこれを検知し、図５（Ｂ）に示す画面表示に移行する。この際
、メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂにより画面上に載置された原稿４５の
領域を検出し、原稿４５が載置された領域以外を原稿読取装置の操作領域として表示する
。この操作領域には、例えば、各種操作キーとしてのメニュータブ４１０、プレビューエ
リア４１１などが表示され、このプレビューエリア４１１には用紙外形４１２（ここでは
Ａ４サイズ）、原稿のサムネイル画像４１３が表示される。なお、サムネイル画像４１３
は原稿４５の読み取り終了後に表示される。この原稿読み取り処理は、画面上に原稿４５
がセットされ、操作パネル４００の「スタートキー」が押下されると実行される。
【００５５】
　ここで、図５（Ｂ）に示す点Ｐ′（Ｓｘ，Ｓｙ）は、原稿読取領域と操作領域（操作メ
ニュー等の表示部分）の境界点を示す。原稿４５のサイズがこの点Ｐ′を超えると、原稿
４５が、メニュータブ４１０などの操作領域を覆ってしまい、操作ができなくなる場合が
ある。これについて以下の図６に基づいて説明する。
【００５６】
　図６は、エリアセンサを備えた一体型表示部４０１が表示する他の画面例を示す図であ
る。図６（Ａ）は所定サイズを超える原稿を載置した直後の画面例を示し、図６（Ｂ）は
所定サイズを超える原稿を載置した後に操作領域の大きさを調整した場合の画面例を示す
。
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　図６（Ａ）に示すように、原稿４５のサイズが、原稿読取領域と操作領域の境界点であ
る点Ｐ′を超えると、原稿４５が、メニュータブ４１０などの操作領域を覆ってしまい、
操作ができなくなる。
【００５７】
　そこで、本実施形態の原稿読取装置は、原稿４５のサイズに応じて、メニュータブ４１
０等を含む操作領域のサイズを変更し、操作領域が原稿４５により覆われないように表示
可能とする。具体的には、画面上における原稿４５の載置領域が点Ｐ′を含む領域より大
きいかどうかを判定する。ここでは、カード状の原稿を想定しているため、原稿の四隅の
４点のうち右下点の座標（最大値）が点Ｐ′の座標より大きいかどうかで判定する。この
ようにして、原稿サイズが所定サイズより大きいと判定した場合、図６（Ｂ）に示すよう
に、原稿読取装置の操作領域に、サムネイル画像４１３を含むプレビューエリア４１１、
各操作メニューを縮小した縮小メニュー４１４を表示する。
【００５８】
　ここで、図６（Ｂ）に示すように、原稿読取装置の操作領域のサイズに応じて、プレビ
ュー画像（すなわち、サムネイル画像４１３）の表示倍率を自動的に切り換えることがで
きる。また、原稿読取装置の操作領域のサイズに応じて、操作領域の背景色を切り換える
ようにしてもよい。例えば、図６（Ｂ）に示すように、背景色を白からグレーに切り換え
ることで、原稿読取装置の操作領域の表示が切り換わったことをユーザに明示することが
できる。これらの処理は、図２に示したメインＣＰＵ１０１により実行される。
【００５９】
　図７は、エリアセンサを備えた一体型表示部４０１が表示する他の画面例を示す図であ
る。図７（Ａ）は小サイズの原稿を載置した直後の画面例を示し、図７（Ｂ）は図７（Ａ
）の状態でスタートキーが押下され読み取り処理が実行された後の画面例を示し、図７（
Ｃ）は図７（Ｂ）の状態でＮｉｎ１キーが押下された後の画面例を示す。図中、４１５は
Ｎｉｎ１キー、４１６は読取完了キーを示す。
【００６０】
　図７（Ａ）において、メインＣＰＵ１０１が、エリアセンサ部４０１ｂにより画面上に
おける原稿４５の載置領域を検出し、原稿４５の載置領域以外を原稿読取装置の操作領域
として設定し、この操作領域にメニュータブ４１０などを表示させる。原稿読取装置は、
原稿４５が画面上に載置されたことを検知すると、「小サイズ原稿読取モード」に移行す
る。このモードに切り換わると、表示部４０１ａが「小サイズ原稿読取モード」に設定さ
れたことを示す表示、例えば「スタートボタンオンで小サイズ原稿の読み取りを行います
。」というメッセージを表示する。なお、モードの切り換えに伴い、メニュータブ４１０
の右の項目が「詳細設定」から「画像位置」に変更される。
【００６１】
　そして、図７（Ａ）に示すように、原稿４５を画面上にセットした状態で、ユーザが操
作パネル４００に設けられたキースイッチ部４０２の「スタートキー」を押下すると、エ
リアセンサ部４０１ｂにより原稿４５の読み取り処理が開始される。エリアセンサ部４０
１ｂにより読み取られた原稿４５の画像データは、図７（Ｂ）に示すように、プレビュー
エリア４１１にサムネイル画像４１３がプレビュー表示される。なお、用紙外形４１２は
Ａ４サイズが選択されており、この用紙外形矩形の中央にサムネイル画像４１３が表示さ
れる。
【００６２】
　ここで、Ｎｉｎ１キー４１５は、１ページに複数の原稿を集約するための集約（Ｎｉｎ
１）モードに切り換えるか否かを確認するための操作キーである。ユーザがＮｉｎ１キー
４１５を押下すると、原稿読取装置は、追加の原稿（原稿の裏面含む）の載置を待機する
。そして、ユーザが追加の原稿をセットして「スタートキー」を押下すると、エリアセン
サ部４０１ｂが追加の原稿を読み取り、表示部４０１ａがこれをプレビューエリア４１１
にプレビュー表示する。この処理を追加原稿の数（Ｎ数）だけ繰り返す。このときの様子
を図７（Ｃ）に示す。ここではＮｉｎ１キー４１５がグレー表示されてＮｉｎ１モードで
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あることを示している。
【００６３】
　図８は、一体表示部４０１のエリアセンサ部４０１ｂで反射光を検出したときの画像の
読み取り状態の一例を示す図である。メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂの
反射光を検知した全ての受光素子を対象として、受光素子のＸ座標、Ｙ座標の最大値（Ｘ
max，Ｙmax）、最小値（Ｘmin，Ｙmin）を算出する。図８（Ａ）に原稿４５を読み取った
ときの状態を示す。また、図８（Ｂ）にユーザの指４６が接触し、指４６からの反射光を
読み取ったときの状態を示す。
【００６４】
　原稿読取装置は、反射光を検出した受光素子のＸ座標（Ｘmax，Ｘmin）の差分及びＹ座
標（Ｙmax，Ｙmin）の差分が所定値Ｘth，Ｙthより大きいときは、エリアセンサ部４０１
ｂ上には原稿４５が載置されていると判断して、「小サイズ原稿読取モード」に切り換え
て、一体型表示部４０１のエリアセンサ部４０１ｂにより原稿４５の読み取りを行う。一
方、Ｘ座標の（Ｘmax，Ｘmin）の差分及びＹ座標の（Ｙmax，Ｙmin）の差分が所定値Ｘth
，Ｙthより小さいときは、指４６が載置されていると判断し、通常のユーザによる操作入
力として受け付け、原稿台／ＳＰＦから読み取り操作を行う。
【００６５】
　図９，図１０は、本発明の原稿読取装置が備えるメインＣＰＵ１０１による処理の一例
を説明するためのフロー図で、図１０は図９のフローの続きである。
　図９において、まず、メインＣＰＵ１０１は、キースイッチ部４０２へのキー入力の有
無を判定する（ステップＳ１）。キー入力があった場合（ステップＳ１のＹＥＳの場合）
、図１０のステップＳ１３に移行する。一方、キー入力がない場合（ステップＳ１のＮＯ
の場合）、エリアセンサ部４０１ｂのいずれかの受光素子で反射光の変化を検出したか否
かを判定する（ステップＳ２）。ここで、反射光の出力に変化があった場合、原稿載置あ
るいはタッチ操作有りと判定する。反射光の変化を検出した場合（ステップＳ２のＹＥＳ
の場合）、エリアセンサ部４０１ｂ上に原稿が載置されているのかどうかを判定する（ス
テップＳ３）。一方、反射光の変化を検出しない場合（ステップＳ２のＮＯの場合）、ス
テップＳ１に戻り処理を繰り返す。
【００６６】
　メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂ上に原稿が載置されていると判定した
（ステップＳ４のＹＥＳの場合）、「小サイズ原稿読取モード」を設定し、表示画面の表
示を前述の図７（Ａ）に示したように変更し（ステップＳ５）、原稿読取領域を設定する
（ステップＳ６）。なお、反射光を受光した受光素子のＸ座標，Ｙ座標の最大値と最小値
（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ、Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）を対角とする矩形内側の領域が原稿読取領
域として設定される。
【００６７】
　また、メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂ上に原稿が載置されていないと
判定した場合（ステップＳ４のＮＯの場合）、タッチ操作であると判定し、Ｘ座標，Ｙ座
標の最大値と最小値（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ、Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）の中心位置がＮｉｎ１
キーの表示領域に含まれているか否かを判定する（ステップＳ７）。ここで、Ｘ座標，Ｙ
座標の最大値と最小値の中心位置がＮｉｎ１キーの表示領域に含まれている場合（ステッ
プＳ７のＹＥＳの場合）、Ｎｉｎ１モードを設定する（ステップＳ８）。
【００６８】
　一方、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置がＮｉｎ１キーの表示領域に含まれ
ていない場合（ステップＳ７のＮＯの場合）、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位
置（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ、Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）が各種設定キー（用紙サイズ、倍率など
）の表示領域に含まれているか否かを判定する（ステップＳ９）。ここで、Ｘ座標，Ｙ座
標の最大値と最小値の中心位置が各種設定キーの表示領域に含まれている場合（ステップ
Ｓ９のＹＥＳの場合）、各種設定を実施する（ステップＳ１０）。
【００６９】
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　一方、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置が各種設定キーの表示領域に含まれ
ていない場合（ステップＳ９のＮＯの場合）、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位
置（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ、Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）が読取完了キーの表示領域に含まれてい
るか否かを判定する（ステップＳ１１）。ここで、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中
心位置が読取完了キーの表示領域に含まれている場合（ステップＳ１１のＹＥＳの場合）
、記憶されている原稿画像を設定モードに従ってプリント出力する（ステップＳ１２）。
一方、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置が読取完了キーの表示領域に含まれて
いない場合（ステップＳ１１のＮＯの場合）、ステップＳ１に戻り処理を繰り返す。
【００７０】
　なお、「小サイズ原稿読取モード」での複写処理は、読取完了キーのＯＮでスタートし
、「小サイズ原稿読取モード」でスタートキーをＯＮしたときは、原稿読取とプレビュー
表示を行うものとする。
【００７１】
　図１０において、メインＣＰＵ１０１は、図９に示したステップＳ１でＹＥＳの場合（
キー入力有りの場合）、スタートキーがＯＮされたか否かを判定する（ステップＳ１３）
。スタートキーがＯＮされたと判定した場合（ステップＳ１３のＹＥＳの場合）、「小サ
イズ原稿読取モード」であるか否かを判定する（ステップＳ１４）。「小サイズ原稿読取
モード」であると判定した場合（ステップＳ１４のＹＥＳの場合）、ステップＳ６で設定
された原稿読取領域に対応する画面部分の表示を均一な１色の表示にし、原稿に照射され
る照射光を均一にして、エリアセンサ部４０１ｂにより、ステップＳ６で設定された原稿
読取領域の原稿を読み取り、読み取った原稿画像を記憶する（ステップＳ１５）。なお、
均一な１色は、カラー読み取りを行う場合には白色表示とする必要があるが、モノクロ読
み取りである場合には必ずしも白色である必要はない。
【００７２】
　次に、メインＣＰＵ１０１は、Ｎｉｎ１モードが設定されているか否かを判定し（ステ
ップＳ１６）、Ｎｉｎ１モードが設定されている場合（ステップＳ１６のＹＥＳの場合）
、エリアセンサ部４０１ｂで読み取った原稿画像をこれまでに記憶した原稿画像に追加の
頁として記憶する（ステップＳ１７）。そして、Ｎｉｎ１キー、読取完了キーの表示を行
うと共に、読み取り済み画像データと設定モードに基づいてプリントしたときの出力状態
（プレビュー）を表示する（ステップＳ１８）。例えば、Ｎｉｎ１モードであれば、読み
取った原稿画像の総数をＮｉｎ１のＮ数（原稿数）として設定し、全ての原稿画像を用紙
１面に合成して、合成後の画像をプレビュー表示する。
【００７３】
　一方、Ｎｉｎ１モードが設定されていない場合（ステップＳ１６のＮＯの場合）、エリ
アセンサ部４０１ｂで読み取った原稿画像を記憶し（ステップＳ１９）、ステップＳ１８
に移行する。なお、この場合、Ｎｉｎ１モードではないので、既に記憶した原稿画像があ
った場合には、この記憶済み原稿画像をクリアする。そして、図９のステップＳ１に戻り
処理を繰り返す。
【００７４】
　また、メインＣＰＵ１０１は、「小サイズ原稿読取モード」でないと判定した場合（ス
テップＳ１４のＮＯの場合）、自動原稿処理装置（ＳＰＦ）１２０上に原稿が載置されて
いることを図示しない原稿センサで検知した場合、自動原稿処理装置１２０を用いて原稿
の搬送、読取を行い、また、原稿センサで検知しない場合、原稿載置台９２上の原稿の読
み取りを行う（ステップＳ２０）。そして、読み取った原稿画像をプリント出力し（ステ
ップＳ２１）、図９のステップＳ１に戻り処理を繰り返す。
【００７５】
　また、メインＣＰＵ１０１は、スタートキーがＯＮされていないと判定した場合（ステ
ップＳ１３のＮＯの場合）、クリアキーがＯＮされたかどうかを判定し（ステップＳ２２
）、クリアキーがＯＮされたと判定した場合（ステップＳ２２のＹＥＳの場合）、設定を
クリアする（ステップＳ２３）。一方、クリアキーがＯＮされていないと判定した場合（
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ステップＳ２２のＮＯの場合）、図９のステップＳ１に戻り処理を繰り返す。
【００７６】
　なお、上記フローではＮｉｎ１を確認する旨の確認入力を受け付けるように処理してい
るが、免許証などは裏表を１枚に合成する場合が多いので、Ｎｉｎ１モードの利用頻度が
高い利用ケースでは小サイズ原稿読取モードの場合に予めＮｉｎ１モードに設定するよう
にしてもよい。
【００７７】
　図１１は、図９に示したステップＳ３の処理の一例を説明するためのフロー図である。
本例では、エリアセンサ部４０１ｂで反射光を検知した場合に原稿か指かの判定を行う処
理について説明する。
【００７８】
　メインＣＰＵ１０１は、反射光に変化が検知された全ての受光素子を対象として、受光
素子のＸ座標、Ｙ座標の最大値（Ｘmax，Ｙmax）、最小値（Ｘmin，Ｙmin）を算出する（
ステップＳ３１）。そして、Ｘ座標（Ｘmax，Ｘmin）の差分及びＹ座標（Ｙmax，Ｙmin）
の差分いずれもがしきい値Ｘth，Ｙthより大きい場合（ステップＳ３２のＹＥＳの場合）
、エリアセンサ部４０１ｂ上には原稿が載置されていると判定し（ステップＳ３３）、一
方、そうでない場合（ステップＳ３２のＮＯの場合）、ユーザの指と判定する（ステップ
Ｓ３４）。なお、しきい値Ｘth，Ｙthとしては、原稿として考えられる最小サイズと、指
の先端の面積として考えられる最大サイズの略中間の値、例えばＸth，Ｙth＝３０ｍｍに
設定する。
【００７９】
　図１２は、図９に示したステップＳ５の処理の一例を説明するためのフロー図である。
　まず、メインＣＰＵ１０１は、上記フローにより算出した受光素子のＸ座標、Ｙ座標の
最大値（Ｘmax，Ｙmax）のいずれかが原稿読取領域と操作領域（メニュー表示部分に相当
）の境界である図５（Ｂ）に示した点Ｐ′（Ｓx，Ｓｙ）より大きい場合（ステップＳ４
１のＹＥＳの場合）、メニュー表示を図６（Ｂ）に示す縮小表示とし（ステップＳ４３）
、一方、そうでない場合（ステップＳ４１のＮＯの場合）、メニュー表示を図５（Ｂ）に
示す標準表示とする（ステップＳ４２）。なお、標準表示と縮小表示で、プレビュー画像
の表示倍率を切り換えるようにしてもよい。
【００８０】
　以上の実施形態では表示画面を２段階に切り換えているが、原稿サイズごとに更に多段
階に切り換えを行うようにしてもよい。
【００８１】
　さらに、一体型表示部４０１が表示する画面の他の実施例について説明する。
　図１３は、エリアセンサを備えた一体型表示部４０１が表示する他の画面例を示す図で
ある。本例ではプレビューエリア４１１の表示を見ながら、複写倍率や画像位置の設定を
行う例について示す。
　図１３（Ａ）はメニュータブ４１０の倍率タブを押したときの状態であり、ＵＰボタン
、ＤＯＷＮボタンを押すことにより、プレビューエリア４１１のサムネイル画像４１３の
大きさが変化する。また、図１３（Ｂ）はメニュータブ４１０の画像位置タブを押したと
きの状態であり、ＵＰボタン、ＤＯＷＮボタン、ＬＥＦＴボタン、ＲＩＧＨＴボタンを押
すことにより、プレビューエリア４１１のサムネイル画像４１３の用紙外形４１２に対す
る位置が変化する。
【００８２】
　図１４は、エリアセンサを備えた一体型表示部４０１が表示する他の画面例を示す図で
ある。本例では、プレビューエリア４１１に画像形成位置、画像形成倍率を示すアイコン
（等倍４１７，横幅一杯４１８，画像回転用紙サイズ一杯４１９）が表示される。ユーザ
はこれらのアイコンのいずれかを指定して倍率、位置を容易に選択することができる。
【００８３】
　以下、本発明の他の実施形態について説明する。
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　本実施形態の装置構成は、小サイズ原稿がユーザ認証情報を含むカードとした場合に、
このカードをエリアセンサ部４０１ｂ上に載置した際にユーザ認証を行えるようにしたも
のである。
　すなわち、メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂが画面上に載置された原稿
に含まれるユーザ認証情報を読み取り、読み取ったユーザ認証情報に基づいて原稿読取装
置の特定機能の使用を許可または禁止する。ここで、特定機能とは原稿のコピー機能や、
ファクシミリ機能、スキャナ機能などであり、ユーザ認証の結果に基づいて、各機能の許
可／禁止を判定する。このように、原稿載置と同時にユーザ認証を行うことができるため
、操作の手間が軽減され、操作性の向上を図ることができる。
【００８４】
　ここで、ユーザ認証情報とは、例えば、原稿に記載されたバーコードや２次元コードな
どのコード情報であり、原稿読取装置は、予めコードパターンを内部メモリに記憶してお
き、このコードパターンと読み取ったコード情報とが一致するか否かを判定する。コード
情報が一致と判定されれば、当該ユーザに対して上記機能の使用を許可し、そうでなけれ
ば上記機能の使用を禁止する。機能の使用を禁止する場合、例えば「ユーザ認証に失敗し
ましたので、使用できません。」などのメッセージを一体型表示部４０１に表示させ、ユ
ーザに使用できない旨を通知してもよい。このように、原稿読取処理とユーザ認証情報読
取処理とを同時に実行できるため、処理効率を向上させることができる。
【００８５】
　また、一体型表示部４０１は、前述したように、エリアセンサ部４０１ｂによりタッチ
パネルとして機能する。メインＣＰＵ１０１は、原稿によるユーザ認証の結果に応じて、
タッチパネルの操作キーの表示内容を変更するようにしてもよい。すなわち、認証された
ユーザが使用可能な機能をタッチパネルに表示させる。例えば、ユーザＡはコピー機能を
利用でき、ファクシミリ機能を利用できない場合には、コピー機能を使用するための操作
キーをタッチパネル上に表示させる。また、ユーザＢはファクシミリ機能を利用でき、コ
ピー機能を利用できない場合には、ファクシミリ機能を使用するための操作キーをタッチ
パネル上に表示させる。このように、ユーザ認証の結果に基づいて、ユーザに対して使用
可能な機能をタッチパネルに表示することができるため、ユーザが使用できる機能（ある
いは、使用できない機能）を容易に認識することができる。
【００８６】
　図１５，図１６は、本発明の原稿読取装置が備えるメインＣＰＵ１０１による処理の他
の例を説明するためのフロー図で、図１６は図１５のフローの続きである。この図１５,
１６に示すフローは、前述の図９に示したフローにユーザ認証ステップを追加したもので
ある。
【００８７】
　図１５において、まず、メインＣＰＵ１０１は、キースイッチ部４０２へのキー入力の
有無を判定する（ステップＳ５１）。キー入力があった場合（ステップＳ５１のＹＥＳの
場合）、前述の図１０のステップＳ１３に移行する。一方、キー入力がない場合（ステッ
プＳ５１のＮＯの場合）、エリアセンサ部４０１ｂのいずれかの受光素子で反射光の変化
を検出したか否かを判定する（ステップＳ５２）。反射光の変化を検出した場合（ステッ
プＳ５２のＹＥＳの場合）、エリアセンサ部４０１ｂ上に原稿が載置されているのかどう
かを判定する（ステップＳ５３）。一方、反射光の変化を検出しない場合（ステップＳ５
２のＮＯの場合）、ステップＳ５１に戻り処理を繰り返す。
【００８８】
　図１６において、メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂ上に原稿が載置され
ていると判定した場合（ステップＳ５４のＹＥＳの場合）、エリアセンサ部４０１ｂで原
稿を読み取り、読み取った原稿の中に、予め記憶したバーコードパターンと一致するバー
コードが存在するかどうか判定する（ステップＳ５５）。バーコードが有り、且つ、その
バーコードが予め記憶したバーコードパターンと一致する場合（ステップＳ５５のＹＥＳ
の場合）、印刷許可の設定を行う（ステップＳ５６）。そして、「小サイズ原稿読取モー
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ド」を設定し、表示画面の表示を前述の図７（Ａ）に示したように変更し（ステップＳ５
７）、原稿読取領域を設定する（ステップＳ５８）。
【００８９】
　一方、読取原稿の中にバーコードがなく、あるいは、バーコードがあっても予め記憶し
たバーコードパターンと一致しない場合（ステップＳ５５のＮＯの場合）、一体型表示部
４０１は印刷禁止（印刷不許可）の表示を行う（ステップＳ５９）。
【００９０】
　また、メインＣＰＵ１０１は、エリアセンサ部４０１ｂ上に原稿が載置されていないと
判定した場合（ステップＳ５４のＮＯの場合）、タッチ操作であると判定し、Ｘ座標，Ｙ
座標の最大値と最小値（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ、Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）の中心位置がＮｉｎ
１キーの表示領域に含まれているか否かを判定する（ステップＳ６０）。ここで、Ｘ座標
，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置がＮｉｎ１キーの表示領域に含まれている場合（ス
テップＳ６０のＹＥＳの場合）、Ｎｉｎ１モードを設定する（ステップＳ６１）。
【００９１】
　一方、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置がＮｉｎ１キーの表示領域に含まれ
ていない場合（ステップＳ６０のＮＯの場合）、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心
位置（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ、Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）が各種設定キー（用紙サイズ、倍率な
ど）の表示領域に含まれているか否かを判定する（ステップＳ６２）。ここで、Ｘ座標，
Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置が各種設定キーの表示領域に含まれている場合（ステ
ップＳ６２のＹＥＳの場合）、各種設定を実施する（ステップＳ６３）。
【００９２】
　一方、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置が各種設定キーの表示領域に含まれ
ていない場合（ステップＳ６２のＮＯの場合）、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心
位置（Ｘｍａｘ，Ｙｍａｘ、Ｘｍｉｎ，Ｙｍｉｎ）が読取完了キーの表示領域に含まれて
いるか否かを判定する（ステップＳ６４）。ここで、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の
中心位置が読取完了キーの表示領域に含まれている場合（ステップＳ６４のＹＥＳの場合
）、印刷許可設定済みか否かを判定し（ステップＳ６５）、印刷許可設定済みである場合
（ステップＳ６５のＹＥＳの場合）、記憶されている原稿画像を設定モードに従ってプリ
ント出力する（ステップＳ６６）。一方、印刷許可設定済みではない場合（ステップＳ６
５のＮＯの場合）、Ｘ座標，Ｙ座標の最大値と最小値の中心位置が読取完了キーの表示領
域に含まれていない場合（ステップＳ６４のＮＯの場合）、図１５のステップＳ５１に戻
り処理を繰り返す。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成例を示す図である。
【図２】図１に示した画像形成装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る一体型表示部の構造の一例を示す図である。
【図４】本発明の原稿読取装置が備える操作パネルの詳細構成例について示す図である。
【図５】エリアセンサを備えた一体型表示部が表示する画面例を示す図である。
【図６】エリアセンサを備えた一体型表示部が表示する他の画面例を示す図である。
【図７】エリアセンサを備えた一体型表示部が表示する他の画面例を示す図である。
【図８】一体型表示部のエリアセンサ部で反射光を検出したときの画像の読み取り状態の
一例を示す図である。
【図９】本発明の原稿読取装置が備えるメインＣＰＵによる処理の一例を説明するための
フロー図である。
【図１０】本発明の原稿読取装置が備えるメインＣＰＵによる処理の一例を説明するため
のフロー図で、図９の続きである。
【図１１】図９に示したステップＳ３の処理の一例を説明するためのフロー図である。
【図１２】図９に示したステップＳ５の処理の一例を説明するためのフロー図である。
【図１３】エリアセンサを備えた一体型表示部が表示する他の画面例を示す図である。
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【図１４】エリアセンサを備えた一体型表示部が表示する他の画面例を示す図である。
【図１５】本発明の原稿読取装置が備えるメインＣＰＵによる処理の他の例を説明するた
めのフロー図である。
【図１６】本発明の原稿読取装置が備えるメインＣＰＵによる処理の他の例を説明するた
めのフロー図で、図１５の続きである。
【符号の説明】
【００９４】
１００…画像形成装置、１０１…メインＣＰＵ（制御部）、１０２…画像処理部、１０３
…ＲＯＭ、１０４…ＲＡＭ、１０５…画像メモリ、１０６…ＮＩＣ、１０７…クライアン
トＰＣ、１１０…装置本体部、１２０…自動原稿処理装置、２００…画像形成部、２０１
…定着ユニット、２０１ａ…定着ヒータ、２０１ｂ…定着温度センサ、２０２，３０２…
ドライバ、２０３，３０３…サブＣＰＵ、２０４，３０４…Ａ／Ｄ、３００…原稿読取部
、３０１…光源ランプユニット、３０１ａ…光源ランプ、３０１ｂ…光量センサ、４００
…操作パネル、４０１…一体型表示部、４０１ａ…表示部、４０１ｂ…エリアセンサ部、
４０２…キースイッチ部、４１０…メニュータブ、４１１…プレビューエリア、４１２…
用紙外形、４１３…サムネイル画像、４１４…縮小メニュー、４１５…Ｎｉｎ１キー、４
１６…読取完了キー、４１７～４１９…アイコン。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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