
JP 4039314 B2 2008.1.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　省電力モードを備えるイメージ読取装置において、
　原稿を載置するための載置面を有する原稿台を備えた本体と、
　少なくとも前記原稿台の載置面を覆うことができるように、前記原稿台に開閉可能に装
着されている原稿台カバーと、
　光を発生する光源と、
　前記本体内に搭載され、前記光源から発生した光を受けた前記載置面上の原稿からの反
射光又は透過光を受けてそれを電気信号に変換する読取用光検出手段と、
　前記光源及び前記読取用光検出手段に電力を供給する電源と、
　前記本体の外から前記原稿台表面又は前記本体内に入射する外部光を検出して検出信号
を出力する外部光検出手段と、
　前記検出信号に基づいて、省電力モードを解除するか否かを制御するべく、前記電源を
制御する電源制御手段と、
　前記読取用光検出手段を搭載し、前記原稿のイメージを読取るときに所定の方向に走行
するキャリッジと、
　前記キャリッジの走行を制御するキャリッジ走行制御手段と
を備え、
　前記外部光検出手段が、前記キャリッジ上に搭載されており、
　前記外部光検出手段の消費電力が、前記読取用光検出手段の消費電力よりも小さく、
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　前記キャリッジ走行制御手段は、前記省電力モードに移行するときに、前記載置面に所
定サイズの原稿が載置されたか否かによって外部光の強度と所定の閾値との大小関係が変
化する場所に前記外部光検出手段が位置するように、前記キャリッジを所定の場所に移動
させ、前記省電力モードの間、前記キャリッジを前記所定の場所に止めておき、
　前記電源制御手段が、前記省電力モードの間、検出された外部光の強度と前記所定の閾
値との大小関係が変化した場合に、前記省電力モードを解除する、
イメージ読取装置。
【請求項２】
　前記読取用光検出手段を搭載し、前記原稿のイメージを読取るときに所定の方向に走行
するキャリッジを備え、
　前記キャリッジは、前記読取用光検出手段が搭載された回路基板を搭載し、
　前記外部光検出手段は、前記キャリッジの前記回路基板上に搭載されている、
請求項１記載のイメージ読取装置。
【請求項３】
　前記キャリッジ走行制御手段は、前記省電力モードを解除するときに、前記キャリッジ
を、前記所定の場所から、前記キャリッジの位置の原点となるホームポジションに移動さ
せる、
請求項１記載のイメージ読取装置。
【請求項４】
　前記外部光検出手段は、前記キャリッジが前記キャリッジの位置の原点となるホームポ
ジションに位置するときでも、前記載置面に前記所定サイズの原稿が載置されたか否かに
よって外部光の強度と前記所定の閾値との大小関係が変化する場所に位置するような前記
キャリッジ上の場所に搭載されている、
請求項１記載のイメージ読取装置。
【請求項５】
　前記電源制御手段は、前記省電力モードのときは、前記読取用光検出手段への電力供給
を止めるか、又は、前記読取用光検出手段への供給電力を通常状態よりも小さくする、
請求項１記載のイメージ読取装置。
【請求項６】
　前記電源制御手段は、前記省電力モードのときは、更に、前記光源への電力供給を止め
るか、又は、前記光源への供給電力を通常状態よりも小さくする、
請求項５記載のイメージ読取装置。
【請求項７】
　前記光源は、蛍光灯、キセノンランプ、及び発光ダイオードのうちの少なくとも１つで
ある請求項１記載のイメージ読取装置。
【請求項８】
　請求項１記載のイメージ読取装置において、更に、
　前記読取用光検出手段によって変換された電気信号に基づいて生成される前記原稿の読
取イメージデータを出力するイメージ出力装置を備えるイメージ読取装置。
【請求項９】
　前記イメージ出力装置も、省電力モードを備え、且つ、前記イメージ出力装置にも、前
記電源から電力が供給されるようになっており、
　前記電源制御手段は、前記外部光検出手段から出力された検出信号に基づいて、前記イ
メージ出力装置の省電力モードを解除するか否かを制御するべく、前記電源を制御する、
請求項８記載のイメージ読取装置。
【請求項１０】
　前記読取イメージ出力装置は、以下の（１）～（４）の装置、
　（１）イメージ読取装置に通信可能に接続されている装置に前記読取イメージデータを
送信するイメージデータ送信装置、
　（２）前記読取イメージデータを公衆電話網を介してファクシミリで所定の又はユーザ
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所望の宛先端末に送信するファクシミリ送信装置、
　（３）イメージ読取装置に着脱可能に装着された外部記憶装置に前記読取イメージデー
タを格納するデータ格納装置、
　（４）前記読取イメージデータを所定の印刷媒体に印刷する印刷装置、
のうちの少なくとも１つの装置である請求項８記載のイメージ読取装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の技術分野】
本発明は、省電力モードを有するイメージ読取装置、例えば、パーソナルコンピュータの
周辺機器として使用される単体のイメージスキャナや、イメージ読取装置を備えたプリン
タに関する。
【０００２】
【従来の技術】
原稿を載置するための載置面（例えばガラステーブル）を有する原稿台を備えた本体を有
し、その原稿台の載置面に載置された原稿のイメージを読取るイメージスキャナは既に知
られている。この種のイメージスキャナは、例えば、原稿台を押さえるための上げ下げ可
能な原稿押さえと、光源としての蛍光灯と、その蛍光灯から発生した光を受けた原稿から
の反射光を受けてそれを電気信号に変換するイメージセンサとを備えている。イメージセ
ンサは、通常、ＣＣＤ（Charge-Coupled
Device）である（例えば特許文献１）。
【０００３】
ところで、ＣＣＤは、上述したようにイメージセンサとして使用されるが、受光強度に応
じた大きさの電気信号を出力するので、従来、原稿台の外から載置面を介して原稿台内に
入射する外部光を検出するための外部光センサとしても使用される。具体的には、スキャ
ン動作開始前の待機状態において、ＣＣＤの出力信号値が増加した場合に、原稿台カバー
が開けられたと検知する（例えば特許文献１の段落４０）。
【０００４】
【特許文献１】
特開平０６－３０９４４９号。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来のイメージスキャナによれば、原稿押さえが上げられたか否かを検出するために、Ｃ
ＣＤは外部光の入射量の増加の有無を監視していなければならない。そのため、スキャン
動作開始前の待機状態であっても、ＣＣＤには常に電力を供給し続ける必要がある。
【０００６】
しかし、ＣＣＤが消費する電力量は少なくない。そのため、機器全体の電力消費量を抑え
るための省電力モードをイメージスキャナが持っていて、省電力モードになっているとし
ても、ＣＣＤへの給電はストップすることができないので、十分な節電が行なわれている
とは言い難い。
【０００７】
従って、本発明の目的は、イメージ読取装置における省電力モードのときの電力の消費量
をより抑えることができるようにすることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明に従うイメージ読取装置は、省電力モードと、原稿を載置するための載置面を有す
る原稿台を備えた本体と、少なくとも前記原稿台の載置面を覆うことができるように、前
記原稿台に開閉可能に装着されている原稿台カバーと、光を発生する光源と、前記本体内
に搭載され、前記光源から発生した光を受けた前記載置面上の原稿からの反射光又は透過
光を受けてそれを電気信号に変換する読取用光検出手段と、前記光源及び前記読取用光検
出手段に電力を供給する電源と、前記読取用光検出手段とは別に前記本体内に搭載され、



(4) JP 4039314 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

前記本体の外から（例えば前記載置面を通って）前記本体内に入射する外部光を検出して
検出信号を出力する外部光検出手段と、前記外部光検出手段から出力された検出信号に基
づいて、省電力モードを解除するか否かを制御するべく、前記電源を制御する電源制御手
段とを備える。
【０００９】
ここで、「省電力モード」とは、イメージ読取装置の電力消費量が省電力モード以外のと
き（例えば通常時）よりも少なくなるモードである。また、外部光検出手段は、読取用光
検出手段とは別体である。
【００１０】
第１の好適な実施形態では、前記原稿台カバーは回動部を備え、該回動部により前記原稿
台カバーが前記原稿台に対して開閉可能に装着され、前記外部光検出手段が、前記回動部
からの距離において、前記載置面の中央より遠い場所（例えば、その場所は、前記本体内
に入射した前記外部光を検出することができる領域内の場所）に配置されている。
【００１１】
第２の好適な実施形態では、前記外部光検出手段が、前記原稿台の前記載置面に原稿が載
置されたか否かにより前記外部光検出手段に入射する前記外部光の強度が変化する場所に
配置されている。
【００１２】
第３の好適な実施形態では、前記原稿台の前記載置面には、前記原稿の位置決めのための
位置決め点が設けられており、前記外部光検出手段が、所定サイズの原稿が前記位置決め
点に位置決めされて、前記原稿が置かれたときに、前記原稿によって前記外部光が遮られ
る場所（例えば、前記外部光の大部分の入射経路が遮られる場所）に配置されている。
【００１３】
第４の好適な実施形態では、前記読取用光検出手段を搭載し、前記原稿のイメージを読取
るときに所定の方向に走行するキャリッジが備えられ、前記外部光検出手段が、前記キャ
リッジ上に搭載されている。
【００１４】
第５の好適な実施形態では、前記読取用光検出手段を搭載し、前記原稿のイメージを読取
るときに所定の方向に走行するキャリッジが備えられ、前記キャリッジは、前記読取用光
検出手段が搭載された回路基板を搭載し、前記外部光検出手段は、前記キャリッジの前記
回路基板上に搭載されている。
【００１５】
第６の好適な実施形態では、前記読取用光検出手段を搭載し、前記原稿のイメージを読取
るときに所定の方向に走行するキャリッジと、前記キャリッジの走行を制御するキャリッ
ジ走行制御手段とが更に備えられる。その場合、前記外部光検出手段が、前記キャリッジ
上に搭載されており、前記キャリッジ走行制御手段は、前記省電力モードに移行するとき
に、前記キャリッジを、前記外部光検出手段が前記載置面に対応する領域内に位置するよ
うな所定の場所に移動させ、前記省電力モードの間、前記キャリッジを前記所定の場所に
止めておく。
【００１６】
第７の好適な実施形態では、第６の好適な実施形態において、前記キャリッジ走行制御手
段は、前記省電力モードを解除するとき、前記キャリッジを、前記所定の場所から、前記
キャリッジの位置の原点となるホームポジションに移動させる。
【００１７】
第８の好適な実施形態では、前記読取用光検出手段を搭載し、前記原稿のイメージを読取
るときに所定の方向に走行するキャリッジが備えられ、前記外部光検出手段は、前記キャ
リッジが前記キャリッジの位置の原点となるホームポジションに位置するときでも、前記
載置面に対応する領域内に位置するような前記キャリッジ上の場所に搭載されている。
【００１８】
第９の好適な実施形態では、第８の好適な実施形態において、前記省電力モードに移行す
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るときに、前記キャリッジを前記ホームポジションに移動させ、前記省電力モードの間、
前記キャリッジを前記ホームポジションに止めておくキャリッジ走行制御手段が更に備え
られる。
【００１９】
第１０の好適な実施形態では、前記電源制御手段は、前記省電力モードのときは、前記読
取用光検出手段への電力供給を止めるか、又は、前記読取用光検出手段への供給電力を通
常状態（例えば通常電力モードのとき）よりも小さくする。
【００２０】
第１１の好適な実施形態では、第１０の好適な実施形態において、前記電源制御手段は、
前記省電力モードのときは、更に、前記光源への電力供給を止めるか、又は、前記光源へ
の供給電力を通常状態よりも小さくする。
【００２１】
第１２の好適な実施形態では、前記光源は、蛍光灯、キセノンランプ、及び発光ダイオー
ドのうちの少なくとも１つである。
【００２２】
第１３の好適な実施形態では、更に、前記読取用光検出手段によって変換された電気信号
に基づいて生成される前記原稿の読取イメージデータを出力するイメージ出力装置が備え
られる。
【００２３】
第１４の好適な実施形態では、第１３の好適な実施形態において、前記イメージ出力装置
も、省電力モードを備え、且つ、前記イメージ出力装置にも、前記電源から電力が供給さ
れるようになっており、前記電源制御手段は、前記外部光検出手段から出力された検出信
号に基づいて、前記イメージ出力装置の省電力モードを解除するか否かを制御するべく、
前記電源を制御する
第１５の好適な実施形態では、第１３の好適な実施形態において、前記読取イメージ出力
装置は、以下の（１）～（４）の装置、
（１）イメージ読取装置に通信可能に接続されている装置に前記読取イメージデータを送
信するイメージデータ送信装置、
（２）前記読取イメージデータを公衆電話網を介してファクシミリで所定の又はユーザ所
望の宛先端末に送信するファクシミリ送信装置、
（３）イメージ読取装置に着脱可能に装着された外部記憶装置に前記読取イメージデータ
を格納するデータ格納装置、
（４）前記読取イメージデータを所定の印刷媒体に印刷する印刷装置、
のうちの少なくとも１つの装置である。
【００２４】
第１６の好適な実施形態では、前記電源制御手段は、前記省電力モードが解除された後、
所定時間経過しても前記検出信号から前記外部光に変化がないと前記電源制御手段が判断
する場合に、例えば電力制御手段が省電力モードに移行する。具体的には、例えば、電源
制御手段は、（１）省電力モードを解除したとき、及び、（２）省電力モード以外の状態
において読取動作が終了したとき及び前記外部光の変化（少なくとも外部光の強度の低下
）が検出されたとき、タイマ動作を開始し、それ以後、省電力モード以外の状態において
、読取動作が行なわれず且つ外部光の変化が検出されないときには（いずれか一方でも検
出されたときにはタイマをリセットして再スタート）、省電力モードに移行する。
【００２５】
第１７の好適な実施形態では、前記電源制御手段は、前記省電力モードのときに、開いた
状態の前記原稿台カバーが閉じた場合及び閉じた状態の前記原稿台カバーが開いた場合の
双方の場合に、前記省電力モードを解除する。この場合、例えば、外部光検出手段が、開
いた状態の前記原稿台カバーが閉じた場合に、入射される外部光の強度が減少する場所（
換言すれば、外部光の大部分の入射経路が遮られる場所）であって、且つ、閉じた状態の
前記原稿台カバーが開いた場合に、入射される外部光の強度が増加する場所に配置されて
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いる。電源制御手段は、開いた状態の前記原稿台カバーが閉じることによって、前記検出
される外部光の強度が減少した場合には、省電力モードの最中であればそれを解除し、且
つ、閉じた状態の前記原稿台カバーが開くことによって、前記検出される外部光の強度が
増加した場合には、省電力モードの最中であればそれを解除する。
【００２６】
第１８の好適な実施形態では、前記電源制御手段は、前記省電力モードのときに、何も載
置されていない状態の前記載置面に原稿が載置された場合及び原稿が載置されている前記
載置面からその原稿が除去された場合の双方の場合に、前記省電力モードを解除する。こ
の場合、例えば、外部光検出手段が、何も載置されていない状態の前記載置面に所定サイ
ズの原稿が載置された場合に、入射される外部光の強度が減少する場所（換言すれば、外
部光の大部分の入射経路が遮られる場所）であって、且つ、原稿が載置されている前記載
置面からその原稿が除去された場合に、入射される外部光の強度が増加する場所に配置さ
れている。電源制御手段は、何も載置されていない状態の前記載置面に原稿が載置される
ことによって、前記検出される外部光の強度が減少した場合には、省電力モードの最中で
あればそれを解除し、且つ、原稿が載置されている前記載置面からその原稿が除去された
ことによって、前記検出される外部光の強度が増加した場合には、省電力モードの最中で
あればそれを解除する。
【００２７】
第１９の好適な実施形態では、第１７及び第１８の好適な実施形態において、例えば、前
記電源制御手段は、前記省電力モードのときに、閉じていた前記原稿台カバーが開くこと
によって前記検出される外部光の強度が増加したと判断されたときは、前記省電力モード
を解除し、且つ、前記原稿台カバーが開いた状態のまま所定イベント（例えば読取動作の
実行）が検知されないが故に前記省電力モードに移行した後に、前記開いた状態の原稿台
カバーが閉じる又は前記原稿台の載置面に原稿が載置されることによって前記外部光の強
度が低下したと判断されたときには、再び前記省電力モードを解除する。また、例えば、
前記電源制御手段は、前記原稿台カバーが開いた状態で前記省電力モードになっている場
合に、前記原稿台の載置面に原稿が載置されることによって前記外部光の強度が低下した
と判断されたときは、前記省電力モードを解除し、その後、前記載置面に原稿が載置され
且つ前記原稿台カバーが開いた状態のまま前記所定イベントが検知されないが故に前記省
電力モードに移行した後、前記開いた状態の原稿台カバーが閉じた又は前記載置面に載置
されている原稿が前記載置面から除去されたことによって前記外部光の強度が増加したと
判断されたときは、再び前記省電力モードを解除する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２９】
図１は、本発明の一実施形態に係るイメージスキャナの斜視図であり、図２は、図１のＡ
－Ａ断面図であり、図３は、本実施形態に係るイメージスキャナの上面図であり、図４は
、図３のＢ－Ｂ断面図であり、イメージスキャナ内の読取ヘッドの内部構造を示すもので
ある。
【００３０】
本実施形態に係るイメージスキャナ１は、縮小光学系の読取りヘッド５を有するフラッド
ベット型のスキャナであり、読取り動作を行なうのに必要な電力を消費する通常電力モー
ドと、それよりも電力の消費量を抑える省電力モードとを有している。このイメージスキ
ャナ１は、読取り対象とする原稿を載置するための原稿台を備えたスキャナ本体１０と、
そのスキャナ本体１０の原稿台に開閉可能に枢着されている原稿台カバー３と、スキャナ
本体１０と原稿台カバー３とを枢着するための回転軸１３（図１には示さず）とを備える
（図１では、スキャナ１の内部の様子をわかりやすくするために、スキャナ本体１０の外
表面や原稿台カバー３は二点鎖線で表している）。
【００３１】
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スキャナ本体１０は、少なくとも原稿が載置される載置面９と内部空間とを持った立体（
例えば直方体状の立体）である。内部空間には、リニアＣＣＤが搭載された読取りヘッド
５と、読取りヘッド５のリニアＣＣＤからの出力信号を処理するためのＣＣＤ基板１５と
、読取りヘッド５を案内するためのシャフト１１と、読取りヘッド５をシャフト１１に沿
って往復走行させるための図示しないヘッド駆動機構（例えば、モータや、そのモータの
駆動によって動作し読取りヘッド５を走らせるベルト等）と、後述する制御回路等とが備
えられている。
【００３２】
載置面９は、光が十分に透過することができる透過率の高い材料、例えばガラスで作られ
たテーブルである。載置面９上又はその周辺の所定の位置（例えば、載置面９の左上隅近
傍）には、原稿のどこを載置面９のどこに重ねて置くか（つまり位置決め点）を案内する
ための位置決めガイド記載（例えば、原稿の角を載置面９の左上隅に置くことを指示する
ための矢印）２０がある。この位置合せガイド記載２０によって指し示される場所が、例
えば、原稿の読取りイメージの原点となる。
【００３３】
読取りヘッド５は、スキャナ本体１０の載置面９と対向した面（以下、「読取面」と言う
）と内部空間とを持つ立体（例えば直方体状態の立体）であって、シャフト１１に貫通さ
れている。読取ヘッド５は、そのシャフト１１に沿って所定の方向に往復走行するもので
あり、読取ヘッド５の所定の場所（例えば下面の表面）には、その走行路上におけるホー
ムポジション（読取ヘッド５の原点となる位置）を検出するためのリブ（以下、「ＨＰ検
出用リブ」と言う）２１が備えられている。ＨＰ検出用リブ２１は、読取ヘッド５がホー
ムポジションに到達したときに、スキャナ本体１０内の所定箇所に接触する。それが検出
されることにより、イメージスキャナ１内において、読取ヘッド５がホームポジションに
到達したことを認識することができる。
【００３４】
読取りヘッド５は、読取面に、スリット７を備え（図１、３及び４参照）、内部空間に、
光源２３、ミラーＭ１～Ｍ４、レンズ２５、及びリニアＣＣＤ２７を備える（図４参照）
。
【００３５】
読取面にあるスリット７は、読取ヘッド５の外部から内部へ貫通しており、それにより、
光が、読取ヘッド７の外部から内部に進入することができるようになっている。例えば、
スキャナ本体１０の載置面９に原稿が載置されて原稿台カバー３が閉じた状態になってい
るときに、光源２３から光が発生したときは、原稿が光源２３からの光を反射し、その反
射した光がスリット７を介して内部に進入する。
【００３６】
光源２３は、所定の電源から給電を受けて光を発するものである。具体的には、例えば、
蛍光灯（例えば冷陰極蛍光灯又は熱陰極蛍光灯）、キセノンランプ、及び発光ダイオード
のうちの少なくとも１つを光源２３として採用し得る。
【００３７】
ミラーＭ１～Ｍ４の各々は、スリット７を介して進入して来た光（例えば原稿からの光源
２３の反射光）を的確にレンズ２５に案内し、その光（例えば、原稿の一ラインの光学的
イメージ）をリニアＣＣＤ２７がレンズ２５を介して受けることができるような角度で配
置されている。ミラーＭ１～Ｍ４が適切に配置されることにより、例えば、原稿からの光
源２３の反射光が、スリット７を介して内部に進入すれば、ミラーＭ１、ミラーＭ２、ミ
ラーＭ３、及びミラーＭ４の順番で到達し、そして、ミラーＭ４から反射されてレンズ２
５を介してリニアＣＣＤ２７に到達する。
【００３８】
図５は、イメージスキャナ１の構成を示すブロック図である。
【００３９】
このイメージスキャナ１には、上述した読取ヘッド５と、ＣＣＤ基板１５と、外部光セン



(8) JP 4039314 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

サ１００と、ヘッド駆動機構３８と、制御回路３７と、読取イメージ出力部４３とが備え
られている。
【００４０】
ＣＣＤ基板１５は、上述したように、読取ヘッド５内のリニアＣＣＤ２７からの出力信号
を処理することができる回路基板である。ＣＣＤ基板１５は、読取ヘッド５の中又は外表
面に搭載されていて読取ヘッド５の走行と共に移動するもでも良いし、読取ヘッド５から
離れた不動の場所に搭載されていても良い。このＣＣＤ基板１５は、例えば、ＣＣＤ電源
３３と、Ａ／Ｄ変換回路３１とを備えている。ＣＣＤ電源３３は、後述する制御部４５か
らの制御信号に基づいてターンオンしたりターンオフしたりするものであり、ターンオン
することにより、図示しない電源回路から供給される電力をリニアＣＣＤ２７に供給し、
一方、ターンオフすることにより、リニアＣＣＤ２７への給電を止めるようになっている
。Ａ／Ｄ変換回路３１は、リニアＣＣＤ２７から出力されたアナログの電気信号を入力し
それをデジタルの電気信号に変換して後述の制御部４５に出力するようになっている。
【００４１】
外部光センサ１００は、原稿の読取イメージを入力するイメージセンサとしての光センサ
（つまりリニアＣＣＤ２７）とは別に、スキャナ本体１０の外から上記載置面９を介して
スキャナ本体１０内に入射する外部光を検出するために設けられた外部光の検出に専用の
光センサである。外部光センサ１００は、少なくともリニアＣＣＤ２７よりも電力消費量
の少ないセンサであり、例えば、アモルファスシリコン半導体可視光センサである。外部
光センサ１００は、外部光を受けたときは、その受けた外部光の強度（換言すれば受光量
）に応じた電気信号を、後述する制御回路３７の制御部４５に出力する。外部光センサ１
００がスキャナ１のどこに配置されるかについては後述する。
【００４２】
ヘッド駆動機構３８は、例えば、読取ヘッド５をシャフト１１に沿って走らせるためのベ
ルトや、そのベルトを動かして読取ヘッド５を走行させるためのヘッド駆動モータや、そ
のモータを駆動させることにより読取ヘッド５を走行させるヘッド駆動回路等を含んでい
る。ヘッド駆動機構３８の所定の構成要素（例えばヘッド駆動回路）は、後述する制御部
４５から制御信号を受け、その制御信号に基づいて、読取ヘッド５を走行させ且つそれの
位置を制御する。
【００４３】
制御回路３７は、光源用電源３５、タイマ４９、ＲＡＭ４１、及び制御部４５を備えてい
る。
【００４４】
光源用電源３５は、制御部４５からの制御信号に基づいてターンオンしたりターンオフし
たりするものであり、ターンオンすることにより、図示しない電源回路から供給される電
力を光源２３に供給し、ターンオフすることにより、光源２３への給電を止めるようにな
っている。
【００４５】
タイマ４９は、制御部４５からのタイマスタート指令に基づいてタイマ動作を開始し、タ
イムアップしたときに、その旨を表す信号を制御部４５に出力する。
【００４６】
ＲＡＭ４１は、例えば、制御部４５のワーク領域や、読取ヘッド２３の移動の都度にリニ
アＣＣＤ２７から制御部４５に入力されるライン状の読取イメージのデータが蓄積される
イメージ領域を有する。なお、このスキャナ１には、ＲＡＭ４１に限らず、例えば、書換
え不可能なメモリ（例えばＲＯＭ）や、書換え可能な不揮発性メモリ（例えばＥＥＰＲＯ
Ｍ）が備えられても良い。
【００４７】
制御部４５は、例えばＣＰＵであり、通常電力モードから省電力モードに移行したり、省
電力モードから通常電力モードに移行したりすることを制御したり、ヘッド駆動機構３８
の動作を制御することにより読取ヘッド５の位置を制御したり、光源用電源３５、ＣＣＤ
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電源３３、及びタイマ４９の動作を制御したりする。
【００４８】
例えば、制御部４５は、通常電力モードにおいて、所定の動作を終えたときに、タイマ４
９を駆動しタイマ動作をスタートする。そして、制御部４５は、所定の状態変化が検出さ
れることなくタイムアップ信号をタイマ４９から受けたときは、通常電力モードから省電
力モードに移行する。その場合、制御部３５は、ＣＣＤ電源３３及び光源用電源３５を同
じタイミング又は異なるタイミングでターンオフする。なお、ここで言う「所定の状態変
化」とは、例えば、外部光センサ１００から受信した信号値が所定の変化をした（例えば
、所定の閾値より大きくなった及び小さくなった、又は、信号値の変化量が所定量より多
くなった）こと、スキャナ１に接続されている図示しないホスト装置から読取実行コマン
ド（読取動作を開始することの命令）を受信したこと、又は、ユーザのスキャナ１の図示
しないボタン操作によって読取実行コマンドを受信したこと等である。
【００４９】
また、制御部４５は、省電力モードの間に、所定の状態変化（例えば、前述した状態変化
）が検出されたとき、省電力モードから通常電力モードに移行する（つまり省電力モード
を解除する）。その場合、制御部３５は、ＣＣＤ電源３３及び光源用電源３５を同じタイ
ミング又は異なるタイミングでターンオンする。
【００５０】
また、制御部４５は、原稿のスキャンを行なうときは、光源用電源３５をターンオンして
光源２３に所定の電力を供給し、光源２３から光が発生するようにする。その後、制御部
４５は、ヘッド駆動機構３８をして、読取ヘッド５をホームポジション（つまり原点）に
到達させて（例えば、既にホームポジションにあればこの動作は不要）、その位置から、
生成する読取イメージの解像度に基づき読取ヘッド５を移動させる。読取ヘッド５が移動
すると、制御部４５は、リニアＣＣＤ２７からＡ／Ｄ変換回路３１を介してライン状の読
取イメージデータを受けて、そのライン状の読取イメージデータをＲＡＭ４１に蓄積する
。それにより、ＲＡＭ４１には、原稿全体の読取イメージデータが蓄積される。制御部４
５は、所定のタイミングで、ＲＡＭ４１に蓄積された読取イメージデータを、読取イメー
ジ出力部４３をして出力させることができる。
【００５１】
読取イメージ出力部４３は、ＲＡＭ４１に格納されている読取イメージデータを出力する
ものである。読取イメージ出力部４３は、具体的には、例えば、以下の（１）～（５）、
（１）イメージスキャナ１に通信可能に接続されているホスト装置に有線又は無線で読取
イメージデータを送信するデータ送信部、
（２）インターネット等の通信ネットワークを介してイメージスキャナ１に通信可能に接
続されている遠隔の装置に読取イメージデータを例えば電子メールで送信するデータ送信
部、
（３）読取イメージデータを公衆電話網を介してファクシミリで所定の又はユーザ所望の
宛先に送信するファクシミリ送信部、
（４）イメージスキャナ１に着脱可能に装着された外部記憶装置（例えば、メモリカード
等の可搬型記録媒体又は外付け式のハードディスク装置）に読取イメージデータを格納す
るデータ格納部（この場合、例えば、イメージスキャナ１が通信マスタ又は通信ホストと
なり、外部記憶装置は通信スレイブ又は通信デバイスになる）、
（５）読取イメージデータを所定の印刷媒体（例えば普通紙又は光沢紙等）にインクジェ
ット方式又は電子写真方式等により印刷する印刷部、
のうちの少なくとも１つである。
【００５２】
ところで、スキャナ本体１０の内部空間には、載置面９を鉛直方向に下げた場合の軌跡か
ら成る載置面対応空間が含まれている。その載置面対応空間は、直方体（又は立方体）で
あり、その空間の横の長さは、載置面９の横の長さＷと同じ長さ、縦の長さは、載置面９
の縦の長さＬと同じ長さ、高さは、スキャナ本体１０の内部空間の高さＨと同じ高さであ
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る。この載置面対応空間内で検出される外部光の強度は、例えば外部光が載置面９の鉛直
上方から照射された場合に、載置面対応空間の外で検出される光量に比べて多いと考えら
れる。
【００５３】
上述した外部光センサ１００は、後述するように、原稿台カバー３の開閉を検出するため
のセンサとして利用することができるし、更に、載置面９に所定サイズの原稿が載置され
たか否か及び載置面９から原稿が除去されたか否かを検出するためのセンサとしても利用
することができる。その外部光センサ１００は、例えば、スキャナ本体１０の内部に配置
することができる。外部光センサ１００の配置の具体的な態様としては、例えば以下の第
１～第４の態様が考えられる。
【００５４】
（Ａ）第１の配置態様。
【００５５】
図６及び図７を参照して説明する。
【００５６】
外部光センサ１００は、スキャナ本体１０の内部に入射する外部光を検出できる範囲内で
あって、原稿台と原稿台カバー３との枢着部分（つまり回転軸１３）からの距離において
、載置面９の中央より遠い場所に配置されている。具体的に言えば、スキャナ本体１０に
おいて、枢着部分を有する辺を含んだ面を基端面とし、枢着部分に対向した辺を含んだ面
を先端面とした場合、外部光センサ１００は、載置面対応空間の中央４４より先端面に近
い側に配置されている。好適には、例えば、外部光センサ１００は、載置面対応空間にお
いて基端面から最も離れた面上又はその近傍に配置されている。その際、より好適には、
外部光センサ１００は、外部光を受けやすいように、読取ヘッド５の走行路よりも上の位
置（例えば、スキャナ本体１０内における浅い位置）１２に配置されている（その走行路
よりも下の位置（例えば、スキャナ本体１０内における深い位置）１４に配置されても良
い）。
【００５７】
この第１の配置態様によれば、閉じた状態の原稿台カバー３が開けられた場合、外部光検
出センサ１００が載置面対応空間の中央より基端面に近い側に備えられている場合に比べ
て、早く原稿台カバー３が開けられたことを検出することができる。
【００５８】
（Ｂ）第２の配置態様。
【００５９】
外部光センサ１００は、原稿台の載置面９に原稿が載置されたか否かにより外部光センサ
１００に入射する外部光の強度が変化する場所（例えば載置面対応空間内又はその近傍）
に配置されている。具体的には、原稿台の載置面９には、原稿の位置決めのための位置決
め点が設けられており、外部光センサ１００は、所定サイズの原稿が位置決め点に位置決
めされて、その原稿が置かれたときに、原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られ
る場所に配置されている。以下、図８を参照して説明する。なお、以下の説明では、紙面
上における上下左右の方向をそのまま「上」、「下」、「左」、「右」とし、紙面の表か
ら裏に走る方向を「奥」と言う。
【００６０】
外部光センサ１００は、原稿の所定部分が重ねられる載置面９上の場所の奥の所定位置（
又はその近傍）に配置される。具体的には、例えば、原稿の左上角が載置面９の左上隅に
重なるように原稿が載置される場合には、外部光センサ１００は、載置面９の左上隅の奥
の所定位置（又はその近傍）ＬＣに備えられる。また、例えば、原稿の上縁の中央が載置
面９の上縁中央に重なるように原稿が載置される場合には、外部光センサ１００は、載置
面９の上縁中央の奥の所定位置（又はその近傍）Ｃに備えられる。更に、例えば、原稿の
右上角が載置面９の右上隅に重なるように原稿が載置される場合には、外部光センサ１０
０は、載置面９の右上隅の奥の所定位置（又はその近傍）ＲＣに備えられる。
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【００６１】
なお、この第２の配置態様において、外部光センサ１００は、好適には、できるだけ載置
面９から近い深さに配置された方が良いが、例えば第１の配置態様と同様に、読取ヘッド
５の走行路よりも下の深い場所に配置されても良い。
【００６２】
この第２の配置態様によれば、載置面９に原稿が載置されたか否か、除去された否か、及
び原稿台カバー３が閉じたことによって外部光の強度が変化したことを検出することがで
きる。これにより、原稿台カバー３を開けること以外のユーザ使用予兆（すなわち、イメ
ージスキャナ１がユーザによって使用され得る予兆）として、原稿を載せる、原稿を除去
する（或いは交換する）、又は原稿台カバー３を閉じるといったことを検出することがで
きる。
【００６３】
（Ｃ）第３の配置態様。
【００６４】
外部光センサ１００は、読取ヘッド５の外表面又は内部に搭載される。具体的には、例え
ば、図９に例示するように、外部光センサ１００は、読取ヘッド５の外表面であって、載
置面９に対向した面（つまり外部光を受け易い上面）に配置される。より具体的には、例
えば、外部光センサ１００は、読取りヘッド５の上面における場所であって、読取りヘッ
ド５が載置面対応空間を走行するときには載置面対応空間内を通過し、且つ、載置面対応
空間の中央より先端側の遠い場所に配置される。
【００６５】
この第３の配置態様において、制御部４５（図５参照）は、原稿の読み取り処理を行って
いない場合（例えば省電力モードの最中）には、ヘッド駆動機構３８を制御して、図９に
示すように、読取ヘッド５を、外部光センサ１００の位置が外部光を検出できるような位
置（例えば載置面対応空間内の位置）になるような所定の場所（例えばホームポジション
）で待機させる。その場合、制御部４５は、読取動作を開始するとき、読取ヘッド５の待
機場所がホームポジションでなければ、読取ヘッド５をホームポジションに移動させてか
ら読取り動作を開始する。
【００６６】
なお、この第３の配置態様において、制御部４５は、通常電力モードから省電力モードに
移行するときには、読取りヘッド５を、外部光センサ１００が、原稿台の載置面９に原稿
が載置されたか否かにより外部光センサ１００に入射する外部光の強度が変化する場所に
位置するような場所に移動させて、省電力モードの間、その場所で待機させても良い。具
体的には、制御部４５は、通常電力モードから省電力モードに移行するときには、読取ヘ
ッド５を、外部光センサ１００が、所定サイズの原稿が位置決め点に位置決めされて、そ
の原稿が置かれたときに、原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られる場所に位置
するような場所に移動させて、省電力モードの間、その場所で待機させても良い。
【００６７】
（Ｄ）第４の配置態様。
【００６８】
外部光センサ１００は、ＣＣＤ基板１５上に搭載される。具体的には、例えば、図１０に
例示するように、外部光センサ１００は、読取りヘッド５の外表面（又は内部）に搭載さ
れるＣＣＤ基板１５上に配置される。より具体的には、例えば、外部光センサ１００は、
読取りヘッド５が載置面対応空間を走行するときには載置面対応空間内を通過し、且つ、
載置面対応空間の中央より先端側の遠い場所に配置される。
【００６９】
この第４の配置態様において、制御部４５（図５参照）は、原稿の読み取り処理を行って
いない場合（例えば省電力モードの実行中）には、ヘッド駆動機構３８を制御して、図１
０に示すように、読取ヘッド５を、外部光センサ１００の位置が外部光を検出できるよう
な位置（例えば載置面９の真下の所定位置）になるような所定の場所（例えばホームポジ
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ション）で待機させる。その場合、制御部４５は、読取動作を開始するとき、読取ヘッド
５の待機場所がホームポジションでなければ、読取ヘッド５をホームポジションに移動さ
せてから読取り動作を開始する。
【００７０】
なお、この第４の配置態様においても、制御部４５は、通常電力モードから省電力モード
に移行するときには、読取りヘッド５を、外部光センサ１００が、原稿台の載置面９に原
稿が載置されたか否かにより外部光センサ１００に入射する外部光の強度が変化する場所
に位置するような場所に移動させて、省電力モードの間、その場所で待機させても良い。
具体的には、制御部４５は、通常電力モードから省電力モードに移行するときには、読取
ヘッド５を、外部光センサ１００が、所定サイズの原稿が位置決め点に位置決めされて、
その原稿が置かれたときに、原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られる場所に位
置するような場所に移動させて、省電力モードの間、その場所で待機させても良い。
【００７１】
以上が、外部光センサ１００の配置態様の具体的な例である。
【００７２】
本実施形態に係るイメージスキャナ１は、外部光センサ１００から出力される信号値及び
それの変化に基づいて、前述したように、通常電力モードから省電力モードへ移行したり
、その省電力モードを解除したりすることができる。
【００７３】
図１１は、外部光センサ１００から出力される信号値及びそれの変化と、スキャナ１内の
電力モードとの関係の一例を示す。以下、図１１を参照して、省電力モードに移行したり
それを解除したりするときの流れの一例を説明する。なお、以下の説明では、スキャナ本
体１０の載置面９に載置される原稿は、少なくとも僅かの光を透過することができる透過
率を持った原稿であるとする。
【００７４】
イメージスキャナ１の原稿台カバー３が閉じた状態になっている場合、スキャナ１のスキ
ャナ本体１０の載置面９を通過して外部光がスキャナ１内に入射することはできないので
、スキャナ１内部に配置されている外部光センサ１００は、実質的に全く外部光を検出し
ない。そのため、外部光センサ１００から出力される信号値は最も小さい値Ｅ４である。
【００７５】
また、スキャナ１において所定の動作が終了した時点から、前述したような所定の状態変
化が検出されること無く一定時間が経過したら、スキャナ１において、通常電力モードか
ら省電力モードに移行する。省電力モードの間は、光源用電源３５及びＣＣＤ電源３３は
オフ状態になっていて、光源２３及びリニアＣＣＤ２７には給電されていない状態である
。
【００７６】
この状態において、例えば時刻Ｔ１に原稿台カバー３が開けられたとする。
【００７７】
その場合、スキャナ本体１０の載置面９に原稿が載せられていなければ、スキャナ本体１
０内部には、たくさんの外部光が進入し、その外部光を外部光センサ１００が受ける。す
ると、図１１に示すように、外部光センサ１００は、そのたくさんの外部光に応じた高い
値Ｅ１を持った信号を出力し制御部４５に入力する。
【００７８】
制御部４５は、外部光センサ１００から入力された信号の値が所定の閾値ＥＸを超えてい
れば（すなわち、外部光センサ１００から入力される信号の値が所定の閾値ＥＸを超えた
ならば）、省電力モードを解除し、読取り動作のためのウォームアップ処理を開始する（
具体的には、例えば、制御部４５は、光源用電源３５及びＣＣＤ電源３３をターンオンし
て、光源２３及びリニアＣＣＤ２７に給電が開始されるようにする）。また、それと同時
に、制御部４５は、タイマ４９をスタートする。
【００７９】
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さて、時刻Ｔ１で原稿台カバー３が開けられた後、原稿が載置されずに原稿台カバー１０
が開いたままの状態になっている場合、外部光センサ１００からは、高い信号値Ｅ１を持
った信号が出力され続ける。その時刻Ｔ１から所定動作（例えば、原稿の載置、原稿台カ
バー３を閉じること、又は読取りヘッド５を走行させて行なう読取り動作）が行なわれる
ことなく一定時間が経過して時刻Ｔ１´になったら（つまりタイムアップしたら）、制御
部４５は、通常電力モードから省電力モードに移行するようにする。具体的には、例えば
、制御部４５は、光源用電源３５及びＣＣＤ電源３３をターンオフして、光源２３及びリ
ニアＣＣＤ２７に給電がされないようにする。
【００８０】
その後、時刻Ｔ２において、載置面９に典型サイズ（例えばＡ４サイズ）の原稿が載置さ
れると、原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られて、外部光センサ１００が受け
る外部光の光量は大幅に減る。そのため、外部光センサ１００が出力する信号の値は、高
いＥ１から大分低い値Ｅ３になる（すなわち、ここでは、外部光センサ１００は、例えば
、所定サイズの原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られる場所に備えられている
。これについては後述する。）。
【００８１】
制御部４５は、外部光センサ１００から入力された信号の値Ｅ３が所定の閾値ＥＸより小
さければ（すなわち、外部光センサ１００から入力される信号の値が所定の閾値より下が
ったならば）、省電力モードを解除し、読取り動作のためのウォームアップ処理を開始す
る。また、それと同時に、制御部４５は、タイマ４９をスタートする。
【００８２】
そして、その後に（つまり時刻Ｔ３で）、原稿台カバー３が閉じられると、外部光が載置
面９及びスキャナ本体１０内部に実質的に全く入射されなくなるので、外部光センサ１０
０から出力される信号の値は、大分低い値Ｅ３から、上述した最も低いＥ４に変わる。そ
のとき、例えば、制御部４５は、タイマ４９をリセットして再スタートする（必ずしもリ
セット及び再スタートをしなくても良い）。
【００８３】
さて、時刻Ｔ３においてタイマ４９を再スタートしてから、所定動作が行われることなく
一定時間が経過して時刻Ｔ３´になったら（つまりタイムアップしたら）、制御部４５は
、再び通常電力モードから省電力モードに移行する。
【００８４】
その省電力モードの間、時刻Ｔ４において、原稿台カバー３が開けられたとする。しかし
、スキャナ本体１０の載置面９には、典型サイズの原稿が載置されたままであるため、外
部光センサ１００が受ける外部光の量はそれ程多くなく、そのため、外部光センサ１００
から出力される信号の値は、所定の閾値ＥＸを超えることのない大部低い値Ｅ３である。
その場合、制御部４５は、省電力モードの解除は行なわない（なお、例えば、この時点で
省電力モードを解除して通常電力モードに移行しても良い）。
【００８５】
その後、時刻Ｔ５において、その典型サイズの原稿が載置面９から除去されると、スキャ
ナ本体１０内部にはたくさんの外部光が進入し、そのたくさんの外部光を外部光センサ１
００が受ける。そのため、外部光センサ１００の出力信号値は、大分低い値Ｅ３から高い
値Ｅ１に変化、すなわち、所定の閾値ＥＸを超える。その場合、制御部４５は、省電力モ
ードを解除し、読取り動作のためのウォームアップ処理を開始する。また、それと同時に
、制御部４５は、タイマ４９をスタートする。
【００８６】
さて、時刻Ｔ５で原稿が載置面９から除去された後、原稿が載置されずに原稿台カバー１
０が開いたままの状態になっている場合、外部光センサ１００からは、高い信号値Ｅ１を
持った信号が出力され続ける。その時刻Ｔ１から所定動作が行なわれることなく一定時間
が経過して時刻Ｔ５´になったら（つまりタイムアップしたら）、制御部４５は、通常電
力モードから省電力モードに移行するようにする。
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【００８７】
その後、時刻Ｔ６において、典型サイズよりも小サイズの原稿（例えばＢ５サイズ）が載
置面９に載置されたとする。その場合、典型サイズの原稿が載置された場合ほどではない
が、スキャナ本体１０内部に入射される外部光の光量は減少する。そのため、外部光セン
サ１００の出力信号の値は、高い値Ｅ１からやや高い値Ｅ２に変化する。
【００８８】
制御部４５は、外部光センサ１００から入力された信号の値が所定の閾値ＥＸより小さけ
れば（すなわち、外部光センサ１００から入力される信号の値が所定の閾値より下がった
ならば）、省電力モードを解除するが、この時刻Ｔ６で入力される信号値Ｅ２は、検出閾
値ＥＸより小さくは無いので、省電力モードを解除しない（この時点で、タイマをリセッ
トし再スタートしても良いししなくても良い）。
【００８９】
その後、時刻Ｔ７において、原稿台カバー３が閉じられると、外部光が載置面９及びスキ
ャナ本体１０内部に実質的に全く入射されなくなる。そのため、外部光センサ１００の出
力信号値は、やや高い値Ｅ２から最も低い値Ｅ４に変化、すなわち、所定の閾値ＥＸより
下がる。その場合、制御部４５は、省電力モードを解除し、読取り動作のためのウォーム
アップ処理を開始する。また、それと同時に、制御部４５は、タイマ４９をスタートする
。
【００９０】
以上の説明によれば、制御部４５は、以下に説明するように動作する。
【００９１】
図１２は、省電力モードに移行する場合の制御部４５の動作フロー、図１３は、省電力モ
ードを解除する場合の制御部４５の動作フローを示す。
【００９２】
図１２に示すように、制御部４５は、通常電力モードのときに所定の動作中（例えば原稿
のイメージ読み取り中）であれば、その処理を実行し続ける（ステップＳ１でＹ及びＳ５
でＮ）。
【００９３】
制御部４５は、その所定の動作が終わったら（Ｓ１でＹ及びＳ５でＹ）、タイマ４９をス
タートする（Ｓ６）。
【００９４】
Ｓ６の後、所定の動作を行なうことなくタイムアップしたら（Ｓ１でＮ及びＳ６でＹ）、
制御部４５は、通常電力モードから省電力モードに移行する。具体的には、制御部４５は
、ＣＣＤ電源３３及び光源用電源３５をターンオフして、リニアＣＣＤ２７及び光源２３
への電力供給を止める。また、制御部４５は、外部光センサ１００が読取ヘッド５上（又
はそれに搭載されている回路基板１５上）にある場合には、省電力モードに移行した時に
、読取りヘッド５を、載置面９に原稿が載置されたか否か又はカバー３が閉じたか開いた
かにより外部光センサ１００に入射する外部光の強度が変化する場所に外部光センサ１０
０が位置するような所定の場所に移動させて止める（Ｓ４）。制御部４５は、省電力モー
ドの間は読取りヘッド５をその所定の場所に止めておく。
【００９５】
その省電力モードの間、図１３に示すように、外部光センサ１００から制御部４５に入力
される信号値が所定の検出閾値ＥＸを超えた又は下がったときには（Ｓ１１でＹ）、制御
部４５は、省電力モードを解除する（Ｓ１２でＹ及びＳ１３）。具体的には、制御部４５
は、ＣＣＤ電源３３及び光源用電源３５をターンオンして、リニアＣＣＤ２７及び光源２
３へ電力が供給されるようにする。また、制御部４５は、読取りヘッド５の待機位置がホ
ームポジションでない場合には、読取りヘッド５をホームポジションに移動させて止める
（１Ｓ４）。
【００９６】
以上のような処理流れで、通常電力モードから省電力モードの移行や、省電力モードの解
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除が行なわれる。
【００９７】
上述した処理流れによれば、例えば、制御部４５は、省電力モードのときに、閉じていた
原稿台カバーが開いたときは（具体的には、外部光センサ１００から入力された信号値が
所定の閾値より増加したこと、及び／又は、その信号値の増加量が所定量より多くなった
ことが検出されたとき）、省電力モードを解除する。そして、制御部４５は、原稿台カバ
ー３が開いたときから、典型サイズの原稿を載置する等の所定動作が行われることなく一
定時間が経過したら（つまりタイムアップしたら）、原稿台カバー３が開いたままの状態
でも、通常電力モードから省電力モードに移行する。そして、その省電力モードのときに
、開いた状態の原稿台カバー３が閉じたとき又は載置面９に原稿が載置されたときは、再
び省電力モードを解除する。
【００９８】
また、上述した処理流れによれば、制御部４５は、原稿台カバー３が開いた状態で省電力
モードになっている場合に、原稿台の載置面９に典型サイズの原稿が載置されたときは、
省電力モードを解除する。その後、制御部４５は、カバー３を閉じる等の所定動作が行わ
れることなく一定時間が経過したら（つまりタイムアップしたら）、載置面９に原稿が載
置され且つ原稿台カバー３が開いたままの状態でも、通常電力モードから省電力モードに
移行する。そして、制御部４５は、その省電力モードのときに、開いた状態の原稿台カバ
ー３が閉じたとき又は載置面９に載置されている典型サイズの原稿が載置面９から除去さ
れたときは（具体的には、外部光センサ１００からの信号値が所定の閾値ＥＸより低下し
たこと、及び／又は、その信号値の低下量が所定量より多くなったことが検出されたとき
）、省電力モードを解除する。
【００９９】
この流れによれば、載置面９に典型サイズの原稿が載置されたこと、典型サイズの原稿が
載置面９から除去されたこと、及び原稿台カバー３が閉じたことというような、原稿台カ
バー３を開けること以外のユーザ使用予兆を検出することができ、省電力モードの最中に
、それらのユーザ使用予兆のうちの一つでも検出されたときには、省電力モードが解除さ
れる。これにより、イメージスキャナの読取りトータル時間をより短縮することができる
。
【０１００】
ところで、上述した「所定サイズの原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られる場
所」とは、例えば以下の通りである。
【０１０１】
すなわち、図１４（Ａ）に示すように、載置面９に所定サイズの原稿が載置されていない
場合は、載置面９上のどこでも外部光は通過できるので、スキャナ本体１０内における外
部光の入射経路は、実質的に、載置面対応空間それ自体（又は、更にはその近傍）を含ん
でいる（なお、載置面９に対する外部光の入射角度θは、図示のように９０度に限られず
、例えば、０度＜θ＜９０度の場合、外部光の入射経路は載置面対応空間とそれの近傍を
含んだものになる）。
【０１０２】
しかし、図１４（Ｂ）に示すように、例えば載置面９の原稿位置決め点（例えば載置面９
の隅）に原稿の所定部分（例えば隅）が重ねられて、載置面９に所定サイズの原稿が載置
されると、外部光が通過できる載置面９上の範囲が、原稿のサイズ分だけ狭くなってしま
う。このため、載置された所定サイズの原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られ
、載置面対応空間（又は、更にはその近傍）は、外部光の受光強度が原稿載置前と実質的
に変わらない領域ＢＲと、外部光が遮られて外部光の受光強度が前記領域ＢＲよりも弱く
なる領域ＢＬとに別れる。この後者の領域ＢＬ内の場所（換言すれば、載置面対応領域に
おいて、所定サイズの原稿の外枠を含んだ領域又はその近傍）が、「所定サイズの原稿に
よって外部光の大部分の入射経路が遮られる場所」である。
【０１０３】
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なお、この領域ＢＬの範囲は、外部光の入射角度θの値によって異なるが、外部光センサ
１００は、その入射角度θがどのような値になっても、所定サイズの原稿が載置されたら
外部光の受光強度が減少し得る場所に配置される。
【０１０４】
また、ところで、上述した実施形態では、以下のような幾つかの変形例が考えられる。
【０１０５】
（ａ）第１の変形例。
【０１０６】
省電力モードには、サブ省電力モードとメイン省電力モードとが含まれており、通常電力
モードから省電力モードに移行する場合には、通常電力モードからサブ省電力モード、そ
して、サブ省電力モードからメイン省電力モードの順で移行し、省電力モードから通常電
力モードへ移行する場合には、メイン省電力モードからサブ省電力モード、そして、サブ
省電力モードから通常電力モードの順で解除する。具体的には、制御部４５は、通常電力
モードからサブ省電力モードに移行するときに、読取用光検出手段（上記実施形態ではリ
ニアＣＣＤ２７）への電力供給を止めるか、又は、読取用光検出手段への供給電力を通常
電力モードのときよりも小さくする。そして、その時から一定時間が経過したら、制御部
４５は、メイン省電力モードに移行する、すなわち、光源２３への電力供給を止めるか、
又は、光源２３への供給電力を通常電力モードのときよりも小さくする。また、制御部４
５は、省電力モードから通常電力モードへ移行する場合には、まず、光源２３への電力供
給を開始するか、又は、光源２３への供給電力をメイン省電力モードのときよりも大きく
し、その後で、読取用光検出手段への電力供給を開始するか、又は、読取用光検出手段へ
の供給電力をサブ省電力モードのときよりも大きくする。このように、時間差で給電を止
めたり開始したりすることで、読み取りにかかるトータル時間をより短くしたり、電力消
費量をより抑えたりすることが可能になる。
【０１０７】
（ｂ）第２の変形例。
【０１０８】
所定の検出閾値ＥＸは固定値であっても良いし変動可能な値であっても良い。後者の場合
は、例えば制御部４５が以下のような方法で変動する。
【０１０９】
すなわち、イメージスキャナ１の外表面に、スキャナ１の外表面に照射される光を検出す
ることができる別の光センサが配置されている（以下、その光センサを「周辺光センサ」
と言い、その光センサによって検出された光を「周辺光」と言う）。その周辺光センサは
、受けた周辺光の強度に応じた値を持った信号を、制御部４５に入力するようになってい
る。
【０１１０】
また、イメージスキャナ１内のメモリ（例えばＥＥＰＲＯＭ）に、複数の周辺光強度にそ
れぞれ対応した複数の検出閾値が記録された閾値テーブルが用意されている。
【０１１１】
制御部４５は、任意の時点（例えば、本体の電源投入時点又は読取り動作開始時点）に、
その周辺光センサから入力される信号の値に対応した検出閾値ＥＸを、上記閾値テーブル
から取得し、その取得した検出閾値を今回の検出閾値として設定する。
【０１１２】
なお、検出閾値を変動する方法は、テーブルを参照する方法に限らず、種々の方法を採用
し得る。例えば、制御部４５は、所定時点（例えば、今回若しくは初めて本体の電源を投
入した時点、又は、今回若しくは初めて読取り動作を開始した時点）以後から、外部光セ
ンサ１００から入力された信号値（換言すれば、検出された外部光の強度）を履歴として
メモリ（例えばＲＡＭ又はＥＥＥＰＲＯＭ）に格納し、そこに格納されている信号値に基
づいて（例えば信号値の最小値と最大値に基づいて）、検出閾値を変動させても良い。
【０１１３】
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（ｃ）第３の変形例。
【０１１４】
読取イメージ出力部４３にも所定の電源回路から電力が供給されるようになっていて、且
つ、読取イメージ出力部４３にも省電力モードと通常電力モードとがある場合、制御部４
５は、外部光センサ１００からの信号値に基づいて、読取イメージ出力部４３の電力モー
ドを通常電力モードにしたり省電力モードにしたりする。具体的には、例えば、制御部４
５は、読取イメージ出力部４３が通常電力モードのときに、読取用光検出手段及び光源の
少なくとも一方への給電を止めるか、又は、それへの供給電力を小さくするかを行なうと
きは、それと並行して読取イメージ出力部４３を省電力モードにする（具体的には、読取
イメージ出力部４３への給電を止めるか、又は、それへの供給電力を小さくする）。また
、制御部４５は、読取イメージ出力部４３が省電力モードのときに、読取用光検出手段及
び光源の少なくとも一方への給電を開始するか、又は、それへの供給電力を大きくするか
を行なうときは、それと並行して読取イメージ出力部４３の省電力モードを解除する（具
体的には、読取イメージ出力部４３への給電を開始するか、又は、それへの供給電力を大
きくする）。
【０１１５】
（ｄ）第４の変形例
第４の変形例については、図１５を参照して説明する。
【０１１６】
図１５に示すように、イメージスキャナ１に、原稿台カバー３の開閉を検知するカバー開
閉センサ２００が備えられる。
【０１１７】
カバー開閉センサ２００は、原稿台と原稿台カバー３との装着部分（例えば原稿台カバー
３を原稿台に対し枢着するヒンジ又は回転軸１３）又はその近傍に搭載されている（原稿
台と原稿台カバー３との装着部分からの距離において、載置面９の中央より遠い場所に搭
載されていても良い）。このカバー開閉センサ２００は、原稿台カバー３が開いたときは
、第１の値を持った検出信号（例えばハイレベルの信号）を出力して制御部４５（図５参
照）に入力するようになっており、原稿台カバー３が閉じたときは、第２の値を持った検
出信号（例えばハイレベルの信号）を出力して制御部４５に入力するようになっている。
これにより、制御部４５は、カバー開閉検出手段から出力された検出信号を入力し、その
検出信号の値に基づいて、前記原稿台カバーが開いたこと及び閉じたことを検出すること
ができる。
【０１１８】
カバー開閉センサ２００は、例えば、光を発する発光素子と、発光素子から光を受けその
光の強度に応じた信号を制御部４５に入力する受光素子とを有するフォトカプラである。
この場合、原稿台カバー３には、図示しないが、そのカバー３が閉じたときに（つまりカ
バー３が載置面９を覆ったときに）上記発光素子から上記受光素子への光を遮る突起が設
けられている。この構成により、原稿台カバー３が開いたときは、フォトカプラの受光素
子は、発光素子から所定強度の光を受けてその強度に応じた検出信号を制御部４５に入力
し、制御部４５が、原稿台カバー３が開いたことを検出することができる。また、原稿台
カバー３が閉じたときは、上記受光素子が上記発光素子から受ける光の強度が上記所定強
度よりも弱くなり（例えばゼロになり）、それに応じて上記検出信号の値が変化するので
、制御部４５が、原稿台カバー３が閉じたことを検出することができる。
【０１１９】
このようにして、制御部４５は、カバー開閉センサの検出信号に基づいて、原稿台カバー
３が閉じたか否か及び開いたか否かの両方を判断し、原稿台カバー３が閉じたこと及び開
いたことのいずれか一方でも検出されたときは、省電力モードの状態になっていれば、そ
れを解除する。また、制御部４５は、例えば、原稿台カバー３が開いたことが検知されて
省電力モードを解除した後、原稿台カバー３が閉じた等の所定イベント（例えば読取動作
の終了）が検知されることなく一定時間が経過したら、省電力モードに移行し、その省電
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力モードのときに、原稿台カバー３が閉じたことが検知されたら、再び省電力モードを解
除する。具体的には、例えば、制御部４５は、以下の（１）～（３）のとき、
（１）省電力モードを解除したとき、
（２）省電力モード以外の状態のときに、読取動作が終了したとき、
（３）省電力モード以外の状態のときに、原稿台カバー３が閉じたこと及び開いたことが
検出されたとき、
の少なくとも１つときに、タイマ動作を開始し、読取動作が行なわれず且つ原稿台カバー
３の開閉が検出されずに一定時間が経過したときは（それらのうちいずれか１つでも検出
されたときにはタイマをリセットして再スタートし）、省電力モードに移行する。
【０１２０】
以上が、第４の実施例についての説明である。この実施例によれば、原稿台カバー３が開
いた状態で省電力モードになっている場合に、原稿台カバー３が閉じたことが検出された
ならば、省電力モードが解除される。すなわち、ユーザがイメージ読取動作を開始しよう
とする予兆がいち早く検出されて読み取りのための準備が開始されるので、イメージの読
取にかかる時間を全体として短くすることができる。
【０１２１】
なお、上記第４の実施例において、カバー開閉センサ２００は、フォトカプラに限らず他
の装置、例えば、以下の（１）又は（２）の装置、
（１）前記原稿台カバーが閉じたときに押下され、前記原稿台カバーが開いたときに元に
戻るボタン、
（２）前記本体の外から前記原稿台表面又は前記本体内に入射する外部光を検出して検出
信号を出力する外部光センサ、
であっても良い。
【０１２２】
カバー開閉センサ２００が、（１）のボタンの場合、そのボタンは、例えば、載置面９の
領域外であって原稿台カバー３によって覆われる原稿台表面上の所定箇所に搭載されてい
ても良い（又は、原稿台上ではなく、該所定箇所に重なる原稿台カバー３上の場所に設け
られていても良い）。その所定箇所としては、例えば、原稿台と原稿台カバー３との装着
部分からの距離において、載置面９の中央より遠い場所であっても良いし、図１５に示し
たように、原稿台と原稿台カバー３との装着部分又はその近傍であっても良い。
【０１２３】
カバー開閉センサ２００が、（２）の外部光センサの場合、そのセンサ２００は、スキャ
ナ本体１０内に搭載されていても良いし、スキャナ本体１０の外表面に搭載されていても
良い。すなわち、外部光センサの搭載場所は、原稿台カバー３が開いた状態から閉じた状
態になったときに、受ける外部光の強度が減少し、原稿台カバー３が閉じた状態から開い
た状態になったときに、受ける外部光の強度が増加する場所であればどこでも良い。例え
ば、外部光センサは、原稿台と原稿台カバー３との装着部分又はその近傍に搭載されてい
ても良いし、原稿台と原稿台カバー３との装着部分からの距離において、載置面の中央よ
り遠い場所に搭載されていても良い。
【０１２４】
以上、本発明の好適な実施形態及び変形例を説明したが、これらは本発明の説明のための
例示であって、本発明の範囲をこの実施形態及び変形例にのみ限定する趣旨ではない。本
発明は、他の種々の形態でも実施することが可能である。例えば、制御部４３は、外部光
センサ１００からの出力信号値（つまり外部光センサ１００によって検出された外部光の
強度）が所定の閾値より下がったか又は超えたかに基づいて省電力モードを解除するか否
かを行なうことに代えて又は加えて、その出力信号値の増加量又は減少量が所定の変化量
を超えているか否かに基づいて、省電力モードを解除するか否かを判断（換言すれば、原
稿台カバー３が開いたか閉じたか、若しくは、載置面９に所定サイズの原稿が載置された
か或いは除去されたかを判断）しても良い。また、原稿台カバー３を原稿台に対し開閉可
能に装着する方法は、回転軸１３を使用する方法に限らず、例えば、蝶番等の種々の方法
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るイメージスキャナの斜視図。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図。
【図３】本実施形態に係るイメージスキャナの上面図。
【図４】図３のＢ－Ｂ断面図であり、イメージスキャナ内の読取ヘッドの内部構造を示す
。
【図５】イメージスキャナ１の構成を示すブロック図。
【図６】外部光センサ１００の第１の配置態様を説明するための図。
【図７】外部光センサ１００の第１の配置態様を説明するための図。
【図８】外部光センサ１００の第２の配置態様を説明するための図。
【図９】外部光センサ１００の第３の配置態様を説明するための図。
【図１０】外部光センサ１００の第４の配置態様を説明するための図。
【図１１】外部光センサ１００から出力される信号値及びそれの変化と、スキャナ１内の
電力モードとの関係の一例を示す図。
【図１２】省電力モードに移行する場合の制御部４５の動作フローを表す図。
【図１３】省電力モードを解除する場合の制御部４５の動作フローを示す図。
【図１４】所定サイズの原稿によって外部光の大部分の入射経路が遮られる場所を説明す
るための図。
【図１５】第４の変形例を説明するための図。
【符号の説明】
１　イメージスキャナ
３　原稿台カバー
５　読取ヘッド
９　載置面
１０　スキャナ本体
１５　ＣＣＤ基板
１００　外部光センサ
２３　光源
２７　リニアＣＣＤ
４５　制御部



(20) JP 4039314 B2 2008.1.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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