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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主走査方向に複数並設された一方の発光素子群と前記主走査方向に複数並設された他方
の発光素子群とが、副走査方向に並べて設けられた原稿照射用の照射機構と、当該照射機
構を含む読取機構を副走査方向に移動させる移動機構と、プラテンガラス上に載置された
原稿について、当該移動機構による読取機構の移動中に、副走査方向において前記一方の
発光素子群と前記他方の発光素子群との間の位置となる前記プラテンガラスに向けた前記
一方の発光素子群及び前記他方の発光素子群の照射による前記原稿の画像の反射光を光学
的に逐次読み取る撮像素子とを有する原稿読取部と、
　前記一方の発光素子群及び前記他方の発光素子群による点灯を制御する点灯制御部と、
　前記読取機構の移動中に各副走査方向位置で前記プラテンガラス上の前記原稿に対する
前記一方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取られた原稿後端位置検出用の画
像データと、前記他方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取られた原稿後端位
置検出用の画像データとの差分値を予め定められた閾値と比較し、当該差分値が前記閾値
以上の値を示す副走査方向における分布幅を計測し、当該分布幅が予め定められた値に達
している場合に、当該分布幅が示す画像を原稿影の画像と判定し、当該原稿影の画像が副
走査方向において分布する始点位置に基づいて、前記プラテンガラス上の前記原稿の副走
査方向における原稿後端位置を検出する原稿後端位置検出部と
を備える画像読取装置。
【請求項２】
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　前記各副走査方向位置での前記プラテンガラス上の前記原稿の読取時に、前記原稿読取
部は、予め定められた読取開始位置から予め定められた読取終了位置まで前記原稿の画像
データ取得用の読取動作を行い、当該原稿画像データ取得用の読取動作後に、前記読取終
了位置から前記読取開始位置に向かう前記読取機構の移動時に前記各副走査方向位置にお
いて、前記一方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取られた前記原稿後端位置
検出用の画像データ、及び、前記他方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取ら
れた前記原稿後端位置検出用の画像データを取得するための読取動作を行う請求項１に記
載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記各副走査方向位置での前記プラテンガラス上の前記原稿の読取時に、前記原稿読取
部は、予め定められた読取開始位置から予め定められた読取終了位置までの前記各副走査
方向位置で、当該読取開始位置から前記読取終了位置への移動方向の上流側に配置されて
いる前記一方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記撮像素子の値を前記原稿後端位
置検出用の画像データとして取得し、前記移動方向の下流側に配置されている前記他方の
発光素子群のみの点灯で読み取られた前記撮像素子の値を前記原稿後端位置検出用の画像
データとして取得し、さらに、当該両方の発光素子群の点灯で読み取られた前記撮像素子
の値を前記原稿の画像データとして取得し、
　前記差分値は、前記一方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記原稿後端位置検出
用の画像データと、前記他方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記原稿後端位置検
出用の画像データとを差分した値である請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記各副走査方向位置での前記プラテンガラス上の前記原稿の読取時に、前記原稿読取
部は、予め定められた読取開始位置から予め定められた読取終了位置までの前記各副走査
方向位置で、前記移動方向の上流側に配置されている前記一方の発光素子群のみの点灯で
読み取られた前記撮像素子の値を前記原稿後端位置検出用の画像データとして取得し、前
記移動方向の下流側に配置されている前記他方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前
記撮像素子の値を前記原稿後端位置検出用の画像データとして取得する換わりに、前記両
方の発光素子群の点灯で読み取られた前記撮像素子の値を前記原稿の画像データとして取
得し、
　前記差分値は、前記一方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記原稿後端位置検出
用の画像データと、前記両方の発光素子群の点灯で読み取られた前記原稿の画像データと
を差分した値である請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記原稿の画像データが格納される格納部と、
　前記格納部に格納されている原稿画像データに対して、前記原稿後端位置検出部によっ
て検出された原稿後端位置を始点として画像処理を行う画像処理部と
を更に備える請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記原稿読取部は、前記発光素子として白色LEDを備える請求項１乃至請求項５のいず
れかに記載の画像読取装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の画像読取装置と、
　前記原稿読取部によって読み取られた原稿画像に基づいて記録媒体に画像形成を行う画
像形成部と
を備える画像形成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラテンガラス上に載置された原稿の画像を読み取るいわゆるフラットベッ
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ド型の画像読取装置及び該画像読取装置を備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、プラテンガラス上に載置された原稿の画像を読み取るいわゆるフラットベッ
ド型の画像読取装置及びこれを備えた画像形成装置が知られている（下記特許文献１参照
）。そして、このような画像形成装置では、プラテンガラス上に載置された原稿のサイズ
を検出するために、反射型のＬＥＤ（Light Emitting Diode）センサを、プラテンガラス
に対して所定原稿サイズの外形位置の近傍に設けておき、当該反射型ＬＥＤセンサから出
力される原稿検出信号に基づいて原稿後端位置及び原稿のサイズを検出する構成が多く採
用されている。
【特許文献１】特開平８－３１７０９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の画像読取装置は、原稿サイズ検出のために反射型ＬＥＤセン
サという特別な機構を必要としており、また、当該反射型ＬＥＤセンサは高価である。さ
らに、反射型ＬＥＤセンサは所定原稿サイズの外形位置の近傍において定型の原稿サイズ
及び当該サイズの原稿後端位置しか検出できず、不定形の原稿サイズを検出できないとい
う問題もある。
【０００４】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、高価な反射型ＬＥＤや特別な
機構の付加を要することなく、不定形サイズの原稿後端位置（副走査方向における原稿サ
イズ）も検出可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の請求項１に記載の発明は、主走査方向に複数並設された一方の発光素子群と前
記主走査方向に複数並設された他方の発光素子群とが、副走査方向に並べて設けられた原
稿照射用の照射機構と、当該照射機構を含む読取機構を副走査方向に移動させる移動機構
と、プラテンガラス上に載置された原稿について、当該移動機構による読取機構の移動中
に、副走査方向において前記一方の発光素子群と前記他方の発光素子群との間の位置とな
る前記プラテンガラスに向けた前記一方の発光素子群及び前記他方の発光素子群の照射に
よる前記原稿の画像の反射光を光学的に逐次読み取る撮像素子とを有する原稿読取部と、
　前記一方の発光素子群及び前記他方の発光素子群による点灯を制御する点灯制御部と、
　前記読取機構の移動中に各副走査方向位置で前記プラテンガラス上の前記原稿に対する
前記一方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取られた原稿後端位置検出用の画
像データと、前記他方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取られた原稿後端位
置検出用の画像データとの差分値を予め定められた閾値と比較し、当該差分値が前記閾値
以上の値を示す副走査方向における分布幅を計測し、当該分布幅が予め定められた値に達
している場合に、当該分布幅が示す画像を原稿影の画像と判定し、当該原稿影の画像が副
走査方向において分布する始点位置に基づいて、前記プラテンガラス上の前記原稿の副走
査方向における原稿後端位置を検出する原稿後端位置検出部と
を備える画像読取装置である。
 
【０００６】
　この発明によれば、原稿後端位置検出部が、移動機構による読取機構の移動中に、各副
走査方向位置において、プラテンガラス上の原稿に対する一方の発光素子群の点灯で読み
取られた撮像素子の値が予め定められた検出用画像を示し、他方の発光素子群の点灯で読
み取られた撮像素子の値が当該検出用画像を示さない場合に、当該検出用画像を原稿影の
画像と判定するため、原稿端部に対して照射される光の角度に応じた当該原稿端部の影の
発生有無に基づいて、原稿影及び原稿影の位置を正確に検出することができる。さらに、
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原稿後端位置検出部が、当該原稿影の副走査方向における分布の始点位置を、プラテンガ
ラス上の原稿の副走査方向における原稿後端位置として検出することで、当該原稿の後端
位置を正確に検出できる。
【０００７】
　これにより、本発明は、原稿読取部によって取得された原稿後端位置検出用の画像デー
タ及びこれに基づいて検出された原稿後端位置に基づいて原稿サイズを検出できるので、
高価な反射型ＬＥＤや特別な機構の付加を要することなく、原稿読取用の原稿読取部で原
稿後端位置検出が可能である。また、本発明は、移動機構によって読取機構が副走査方向
の各位置に移動して取得する原稿後端位置検出用画像データに基づいて原稿後端位置を検
出するため、不定形サイズの原稿後端位置（副走査方向における原稿サイズ）を検出する
ことができる。
【０００８】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像読取装置であって、前記各副走
査方向位置での前記プラテンガラス上の前記原稿の読取時に、前記原稿読取部は、予め定
められた読取開始位置から予め定められた読取終了位置まで前記原稿の画像データ取得用
の読取動作を行い、当該原稿画像データ取得用の読取動作後に、前記読取終了位置から前
記読取開始位置に向かう前記読取機構の移動時に前記各副走査方向位置において、前記一
方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取られた前記原稿後端位置検出用の画像
データ、及び、前記他方の発光素子群の点灯で前記撮像素子により読み取られた前記原稿
後端位置検出用の画像データを取得するための読取動作を行うものである。
 
【０００９】
　この発明では、原稿読取部は、原稿画像データ取得用の読取動作後、移動機構により読
取機構が読取開始位置に戻る動作を利用して、原稿後端位置検出用の画像データ取得用の
読取動作を行うことになるので、一般的に原稿読取部が読取動作時に行う副走査方向にお
ける移動に新たな移動動作を追加することなく、原稿後端位置検出用の画像データを取得
できる。
【００１０】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の画像読取装置であって、前記各副走
査方向位置での前記プラテンガラス上の前記原稿の読取時に、前記原稿読取部は、予め定
められた読取開始位置から予め定められた読取終了位置までの前記各副走査方向位置で、
当該読取開始位置から前記読取終了位置への移動方向の上流側に配置されている前記一方
の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記撮像素子の値を前記原稿後端位置検出用の画
像データとして取得し、前記移動方向の下流側に配置されている前記他方の発光素子群の
みの点灯で読み取られた前記撮像素子の値を前記原稿後端位置検出用の画像データとして
取得し、さらに、当該両方の発光素子群の点灯で読み取られた前記撮像素子の値を前記原
稿の画像データとして取得し、
　前記差分値は、前記一方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記原稿後端位置検出
用の画像データと、前記他方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記原稿後端位置検
出用の画像データとを差分した値である。
 
【００１１】
　この発明によれば、原稿読取部は、読取機構が読取開始位置から読取終了位置に到る間
に、原稿の画像データ及び原稿後端位置検出用の画像データの両方を取得するため、一般
的に原稿読取部が行う原稿読取動作時の移動動作を利用して、新たな移動動作を追加する
ことなく、原稿後端位置検出用の画像データを取得することができる。
【００１２】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の画像読取装置であって、前記各副走
査方向位置での前記プラテンガラス上の前記原稿の読取時に、前記原稿読取部は、予め定
められた読取開始位置から予め定められた読取終了位置までの前記各副走査方向位置で、
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前記移動方向の上流側に配置されている前記一方の発光素子群のみの点灯で読み取られた
前記撮像素子の値を前記原稿後端位置検出用の画像データとして取得し、前記移動方向の
下流側に配置されている前記他方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記撮像素子の
値を前記原稿後端位置検出用の画像データとして取得する換わりに、前記両方の発光素子
群の点灯で読み取られた前記撮像素子の値を前記原稿の画像データとして取得し、
　前記差分値は、前記一方の発光素子群のみの点灯で読み取られた前記原稿後端位置検出
用の画像データと、前記両方の発光素子群の点灯で読み取られた前記原稿の画像データと
を差分した値である。
 
【００１３】
　この発明によれば、原稿読取部は、読取開始位置から読取終了位置に読取機構が到る間
に、原稿画像データ及び原稿後端位置検出用の画像データの両方を取得するため、一般的
に原稿読取部が行う原稿読取動作時の読取機構の移動動作を利用して、当該移動動作に新
たな動作を追加することなく、原稿後端位置検出用の画像データを取得することができる
。さらに、原稿読取部は、移動方向の上流側に配置されている発光素子群のみの点灯で読
み取られた前記撮像素子の値を原稿後端位置検出用の画像データとして取得する一方、両
方の発光素子群の点灯で読み取られた撮像素子の値を原稿画像データ及び原稿後端位置検
出用の画像データの両方として用いて原稿の後端位置を検出するので、原稿後端位置検出
用の画像データ取得のために要する動作を少なくできる。
【００１４】
　また、請求項５に記載の発明は、前記原稿の画像データが格納される格納部と、
　前記格納部に格納されている原稿画像データに対して、前記原稿後端位置検出部によっ
て検出された原稿後端位置を始点として画像処理を行う画像処理部と
を更に備える請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の画像読取装置である。
【００１５】
　この発明によれば、例えばＡＤＦ（Auto Document  Feeder）機能を備えた原稿搬送機
構によって搬送される原稿を所定の原稿読取位置で原稿読取部が読み取った原稿画像デー
タａが格納部に格納される向きと、プラテンガラス上に載置された原稿を副走査方向に移
動しつつ原稿読取部が読み取った原稿画像データｂが格納部に格納される向きとが逆にな
る場合であっても、画像処理部は、原稿後端位置検出部によって検出された原稿後端位置
を始点（基準）として原稿画像データｂに対して画像処理を行うことが可能になる。これ
により、上記原稿画像データａ及び原稿画像データｂに対して拡大変倍処理等の画像処理
を行った場合に同程度の仕上がりを確保することが可能になる。
【００１６】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の画像読取装
置であって、前記原稿読取部は、前記発光素子として白色LEDを備えるものである。
【００１７】
　この発明によれば、上記発光素子を白色LEDとしたので、撮像素子による読込タイミン
グに同期した照明機構の点灯立ち上がり制御が可能になる。
【００１８】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の画像読取装
置と、
　前記原稿読取部によって読み取られた原稿画像に基づいて記録媒体に画像形成を行う画
像形成部と
を備える画像形成装置である。
【００１９】
　この発明によれば、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の発明によって得られる作
用を奏する。
【発明の効果】
【００２０】
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　本発明によれば、高価な反射型ＬＥＤや特別な機構の付加を要することなく、不定形サ
イズの原稿後端位置（副走査方向における原稿サイズ）も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】
【００２１】
　以下、本発明に係る画像読取装置及び画像形成装置の実施形態について図面を参照して
説明する。尚、以下の実施形態では、本発明の実施形態に係る画像読取装置及び画像形成
装置を、カラーコピー、スキャナ、ファクシミリ、プリンタ等の機能を備えた複合機に集
約した形態を例に説明する。図１は、本発明に係る画像読取装置及び画像形成装置の一実
施形態である複合機１の内部構成を模式的に示した縦断面図である。
【００２２】
　複合機１は、大きく分けて、原稿読取機構２００と装置本体３とからなる。原稿読取機
構２００は、原稿搬送部２１と、スキャナ部２２と、操作部５と、後述する反転機構及び
制御部６１（図２参照）を備えてなる。原稿搬送部２１は、ＡＤＦ（Automatic Document
 Feeder）を備え、原稿トレイ２１１、ピックアップローラ２１２、搬送路２１３、排紙
ローラ２１４及び排紙トレイ２１５を有する。原稿トレイ２１１には、読取対象とされる
原稿が載置される。原稿トレイ２１１に載置された原稿は、１枚ずつピックアップローラ
２１２によって取り込まれ、間隙を介して順次搬送路２１３へ搬送される。搬送路２１３
を経由した原稿は、排紙ローラ２１４によって排紙トレイ２１５へ順次排出される。
【００２３】
　スキャナ部（原稿読取部）２２は、原稿の画像を光学的に読み取って画像データを生成
するものである。スキャナ部２２は、プラテンガラス２２１、光源（照明機構）２２２、
第１ミラー２２３、第２ミラー２２４、第３ミラー２２５、第１キャリッジ２２６、第２
キャリッジ２２７、結像レンズ２２８、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）２２９を備え
る。このスキャナ部２２は、光源２２２として主走査方向に並ぶ複数のＬＥＤ（Light Em
itting Diode）が用いられ、前記第１ミラー２２３、第２ミラー２２４、第３ミラー２２
５、第１キャリッジ２２６、第２キャリッジ２２７及び結像レンズ２２８により、原稿か
らの光をＣＣＤ２２９に導く。なお、光源２２２の構成は後述する。なお、本実施形態で
は、光源２２２に白色ＬＥＤが用いられている。
【００２４】
　プラテンガラス２２１には、前記原稿搬送部２１によらない原稿読取時に、ユーザの手
動により原稿が載置される。光源２２２及び第１ミラー２２３は第１キャリッジ２２６に
よって支持され、第２ミラー２２４及び第３ミラー２２５は第２キャリッジ２２７によっ
て支持されている。
【００２５】
　原稿読取機構２００の原稿読取方式としては、プラテンガラス２２１上に載置された原
稿をスキャナ部２２が読み取るフラットベッド読取モードと、原稿を原稿搬送部２１（Ａ
ＤＦ）によって取り込み、その搬送途中で原稿を読み取るＡＤＦ読取モードがある。
【００２６】
　フラットベッド読取モードでは、光源２２２がプラテンガラス２２１上に載置された原
稿を照射し、主走査方向１ライン分の反射光が第１ミラー２２３、第２ミラー２２４、第
３ミラー２２５の順に反射して、結像レンズ２２８に入射する。結像レンズ２２８に入射
した光はＣＣＤ２２９の受光面で結像される。ＣＣＤ２２９は一次元のイメージセンサで
あり、主走査方向に延びる１ライン分の原稿の画像データを同時に処理する。第１キャリ
ッジ２２６及び第２キャリッジ２２７は、主走査方向と直交する方向（副走査方向、矢印
Ｙ方向）に移動機構２２０（図２）により移動可能に構成されており、１ライン分の読み
取りが終了すると、副走査方向に第１キャリッジ２２６及び第２キャリッジ２２７が移動
し、次のラインの読み取りが行われる。
【００２７】
　ＡＤＦ読取モードでは、原稿搬送部２１が原稿トレイ２１１に載置された原稿をピック
アップローラ２１２によって１枚ずつ取り込む。このとき、第１キャリッジ２２６及び第
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２キャリッジ２２７は、ガラス部材等の透明な材質でなる原稿ガラス（原稿読取窓）２３
０の下方に位置する予め定められた読取位置Ｐに配置される。原稿搬送部２１による原稿
搬送で、原稿が搬送路２１３から排紙トレイ２１５への搬送経路に設けられた原稿ガラス
（原稿読取窓）２３０上を通過するとき、光源２２２が原稿を照射し、主走査１ライン分
の反射光が第１ミラー２３３、第２ミラー２２４、第３ミラー２２５の順に反射して、結
像レンズ２２８に入射する。結像レンズ２２８に入射した光はＣＣＤ２２９の受光面で結
像される。続いて原稿は原稿搬送部２１によって搬送され、次のラインが読み取られる。
【００２８】
　更に、原稿搬送部２１は、切換ガイド２１６、反転ローラ２１７及び反転搬送路２１８
を備えた原稿反転機構（反転部）を有する。この原稿反転機構が、１回目のＡＤＦ読み取
りによって表面（原稿の一方の面）が読み取られた原稿を表裏反転させて原稿ガラス２３
０位置に再搬送することで、再度ＣＣＤ２２９によって裏面（原稿の他方の面）の読み取
りが行われる。この原稿反転機構は、両面読み取り時にのみ動作し、片面読み取り時は動
作しない。片面読み取り時及び両面読み取り時において裏面の読み取り後、切換ガイド２
１６は上側に切り替えられ、搬送路２１３を経た原稿は、排紙ローラ２１４によって排紙
トレイ２１５に排紙される。両面読み取り時における表面読み取り後、切換ガイド２１６
は下側に切り替えられ、搬送路２１３を経た原稿は反転ローラ２１７によって反転搬送路
２１８へ搬送される。その後、切換ガイド２１６は上側へ切り替わり、反転ローラ２１７
が逆回転して原稿を搬送路２１３へ再給紙する。
【００２９】
　複合機１は、装置本体３と、装置本体３の左方に配設されたスタックトレイ６とを有し
ている。装置本体３は、複数の給紙カセット４６１と、給紙カセット４６１から記録紙を
１枚ずつ繰り出して画像形成部４０へ搬送する給紙ローラ４６２と、給紙カセット４６１
から搬送されてきた記録紙に画像を形成する画像形成部４０とを備える。また、装置本体
３は、給紙トレイ４７１と該給紙トレイ４７１に載置された原稿を１枚ずつ画像形成部４
０に向けて繰り出す繰り出しローラ４７２とを備える。
【００３０】
　画像形成部４０は、感光体ドラム４３の表面から残留電荷を除電する除電装置４２１と
、除電後の感光体ドラム４３の表面を帯電させる帯電装置４２２と、スキャナ部２２で取
得された画像データに基づいてレーザ光を出力して感光体ドラム４３表面を露光し、当該
感光体ドラム４３の表面に静電潜像を形成する露光装置４２３と、前記静電潜像に基づい
て感光体ドラム４３上に、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）及びブラック
（Ｋ）の各色のトナー像を形成する現像装置４４Ｋ，４４Ｙ，４４Ｍ，４４Ｃと、感光体
ドラム４３に形成された各色のトナー画像が転写されて重ね合わせされる転写ドラム４９
と、転写ドラム４９上のトナー像を用紙に転写させる転写装置４１と、トナー像が転写さ
れた用紙を加熱してトナー像を用紙に定着させる定着装置４５とを備えている。なお、シ
アン、マゼンタ、イエロー及びブラックの各色に対するトナーの供給は、図略のトナー供
給容器（トナーカートリッジ）から行われる。また、画像形成部４０を通過した記録紙を
スタックトレイ６又は排出トレイ４８まで搬送する搬送ローラ４６３，４６４等が設けら
れている。
【００３１】
　記録紙の両面に画像を形成する場合は、画像形成部４０で記録紙の一方の面に画像を形
成した後、この記録紙を排出トレイ４８側の搬送ローラ４６３にニップされた状態とする
。この状態で搬送ローラ４６３を反転させて記録紙をスイッチバックさせ、記録紙を用紙
搬送路Ｌに送って画像形成部４０の上流域に再度搬送し、画像形成部４０により他方の面
に画像を形成した後、記録紙をスタックトレイ６又は排出トレイ４８に排出する。
【００３２】
　また、装置本体３の前方には、ユーザが操作画面や各種メッセージ等を視認することが
できる表示部５１や、種々の操作命令を入力するための操作ボタンを有する操作部５が備
えられている。表示部５１は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＥＬＤ（Electronic
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 Luminescent Display）等によって構成され、紙サイズ選択、倍率選択、濃度選択等のユ
ーザに対する操作案内画面が表示される。この表示部５１は、タッチパネル機能を有する
。タッチパネルは、ユーザによるタッチ操作がなされたときにそのタッチ位置を検出し、
該タッチ位置を示す検出信号を後述する制御部６１へ出力する。
【００３３】
　図２は、複合機１の電気的な構成を示すブロック図である。尚、図１に示した各部と同
一のものには同一の符号を付し、その説明は省略する。複合機１は、原稿搬送部２１、原
稿読取機構２００、操作部５、画像形成部４０、記憶部６７及び制御部６１を備えて構成
される。
【００３４】
　原稿搬送部２１は、前記ＡＤＦ読取モードで原稿のコピーやスキャンが行われる際に、
原稿トレイ２１１に載置された原稿を自動的に取り込んで、ＣＣＤ２２９による原稿の読
み取りが可能なように搬送する。
【００３５】
　操作部５は、使用者がコピー機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能及びスキャナ機能
等に関する操作を行うために使用され、使用者による操作命令（コマンド）等を制御部６
１に与える。操作部５は、タッチパネル等を有する表示部５１と、使用者によるコピー実
行開始指令、あるいはファクシミリ送信開始指令といった種々の指示入力を行うための前
記スタートボタン５５や数字キー群５３等とを含む。
【００３６】
　画像形成部４０は、ＣＣＤ２２９によって得られた画像データや、前記パーソナルコン
ピュータやファクシミリ装置等から転送された画像データに基づいた画像を記録紙に形成
する。
【００３７】
　記憶部６７は、原稿読取機構２００の読取動作により得られた画像データや、後述する
制御部６１により処理された画像データ等を記憶し、ファクシミリ通信を行う時の短縮釦
登録の相手先名称やファクシミリ番号、或いは、ネットワークスキャナとして使用される
際の送信相手先のＩＰアドレス等を予め記憶する。
 
【００３８】
　制御部６１は、複合機１全体の動作制御を司るものであり、ＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭ
等によって構成される。原稿搬送部２１、原稿読取機構２２０、操作部５、画像処理部６
１５、画像形成部４０は、制御部６１による制御の下で動作する。制御部６１は、ユーザ
から操作部５に入力された各種の指示信号等に応じて、図略のＲＯＭ又は前記記憶部６７
に記憶されている動作制御プログラムに基づいた処理を実行し、各機能部への指示信号の
出力、データ転送等を行って複合機１を統括的に制御する。
【００３９】
　また、制御部６１は、原稿後端位置検出部６１１と、原稿サイズ検出部６１２と、読取
制御部６１４と、画像処理部６１５と、表示制御部６１７としての機能を有している。
【００４０】
　原稿後端位置検出部６１１は、移動機構２２０による読取機構の移動中に各副走査方向
位置でプラテンガラス２２１上の原稿に対する一方の発光素子群の点灯で読み取られたＣ
ＣＤ２２９の値と、他方の発光素子群の点灯で読み取られたＣＣＤ２２９の値とからなる
原稿後端位置検出用データに基づいて原稿影の画像を判定し、当該原稿影の画像が副走査
方向において分布する始点位置に基づいて、プラテンガラス２２１上の原稿の副走査方向
における原稿後端位置を検出する。
【００４１】
　原稿サイズ検出部６１２は、定型の原稿サイズを検出する処理を行う。原稿サイズ検出
部６１２は、定型サイズ（例えば、A4サイズ，A3サイズ，B4サイズ，B5サイズ等）の用紙
の縦横寸法の情報が記憶されたテーブルを有しており、原稿後端位置検出部６１１によっ
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て検出された副走査方向における原稿後端位置までの距離を縦又は横の寸法として有する
定型サイズを当該テーブルから読み出すことで原稿サイズを検出する。
【００４２】
　読取制御部（点灯制御部としても機能）６１４は、原稿読取機構２００の原稿読取動作
を制御する。読取制御部６１４は、原稿搬送部２１及びスキャナ部２２をはじめとする原
稿読取機構２００の各部の読取動作を制御する。読取制御部６１４は、上記第１キャリッ
ジ２２６及び第２キャリッジ２２７を読取機構として、スキャナ部２２の副走査方向に移
動させる例えばモータ等からなる移動機構２２０を駆動制御する。移動機構２２０は、原
稿読取機構２００に備えられている。特に本実施形態では、読取制御部６１４は、通常の
画像読取動作（画像形成又はデータ保存等のための原稿画像データ取得用の動作）を移動
機構２２０及びスキャナ部２２に実施させる他、原稿後端位置検出用データを取得するた
めの画像読取動作も移動機構２２０及びスキャナ部２２に実施させる。更に、読取制御部
６１４は、スキャナ部２２の光源２２２の点灯を制御する。
【００４３】
　画像処理部６１５は、画像データに関する各種画像処理を行う。例えば、画像処理部６
１５は、ＣＣＤ２２９によって取得された画像データや、ネットワーク接続されたパーソ
ナルコンピュータ、公衆回線で接続されたファクシミリ装置等から転送されてくる画像デ
ータに対して、シェーディング補正、レベル補正、ガンマ補正、色収差補正、ＭＴＦ（Mo
dulation Transfer Function）補正及びスキャナ色補正等の補正処理、画像データの圧縮
又は伸長処理、拡大又は縮小処理などの画像加工処理を行う。
【００４４】
　表示制御部６１７は、表示部５１を駆動制御するものであり、例えば、表示部５１に、
ユーザに対する警告メッセージ等を表示させる。
【００４５】
　次に、スキャナ部２２の光源２２２の構成を説明する。図３は光源２２２の上面図、図
４（ａ）～（ｃ）は光源２２２が原稿を照射する様子を示す側断面図である。
【００４６】
　光源２２２は、図３に示すように、複数の発光素子（本実施形態では、白色ＬＥＤ）が
主走査方向に並設されてなる発光素子群を、原稿搬送部２１による原稿搬送方向（移動機
構２２０による読取機構の移動方向）である副走査方向に２列並べて備えている。各発光
素子群を、それぞれ発光素子群２００Ａ，２００Ｂとする。光源２２２は、読取制御部６
１４による制御の下、プラテンガラス２２１上の原稿を照射するものであり、原稿読取時
には、２列の発光素子群２００Ａ，２００Ｂの両方により当該プラテンガラス２２１上の
原稿を照射する（図４（ｃ）参照）。スキャナ部２２は、移動機構２２０による読取機構
の副走査方向への移動中に、当該副走査方向において読取開始位置から読取終了位置に到
るまで、予め定められた量（スキャナ部２２のＣＣＤ２２９のセンサ１ライン分の副走査
方向幅）だけ移動する毎に、当該移動後の位置において、上記発光素子群２００Ａ及び発
光素子群２００Ｂの両方で照射を行い、ＣＣＤ２２９には、当該発光素子群２００Ａ及び
発光素子群２００による照射時の反射光が入力される。
【００４７】
　なお、読取開始位置とは、例えば、画像読取のためにプラテンガラス２２１上の原稿載
置指定位置に載置される原稿の副走査方向における端部（図１でいえば左端部）の位置で
ある。読取終了位置とは、例えば、プラテンガラス２２１に載置可能とされている最も大
きな原稿の副走査方向における端部（図１でいえば右端部）の位置よりも一定距離だけ上
記読取開始位置から原稿外側へ離れた位置である。
【００４８】
　上記原稿搬送方向における上流側（フォアード側）の発光素子群２００Ａは、図４（ａ
）に示すように、当該原稿搬送方向の下流側に向けて発光するように各発光素子LA1…LAn
の向きが設定されている。また、当該原稿搬送方向における下流側（リターン側）の発光
素子群２００Ｂは、図４（ｂ）に示すように、当該原稿搬送方向の上流側に向けて発光す
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るように各発光素子LB1…LBnの向きが設定されている。これら各発光素子LA1…LAn，発光
素子 LB1…LBnの各照射光は、プラテンガラス２２１に載置された原稿上で一致するよう
に、各発光素子LA1…LAn，発光素子 LB1…LBnの向き及び光源２２２の高さ位置が設定さ
れている。
【００４９】
　また、原稿後端位置検出用データを取得するためのスキャナ部２２による画像読取動作
時には、図４（ａ）（ｂ）にそれぞれ示すように、例えば、上記原稿搬送方向における上
流側の発光素子群２００Ａと、当該原稿搬送方向における下流側の発光素子群２００Ｂと
が片方ずつ交互に照射され、スキャナ部２２は、移動機構２２０による副走査方向への移
動中に、当該副走査方向に移動しての読取動作の読取開始位置から上記予め定められた量
だけ移動する毎に、当該位置において、上記発光素子群２００Ａ及び発光素子群２００Ｂ
が片方ずつ交互に照射を行い、ＣＣＤ２２９には、当該発光素子群２００Ａのみによる照
射時及び発光素子群２００Ｂのみによる照射時のそれぞれの反射光が入力される。なお、
原稿後端位置検出用データ取得時における発光素子群２００Ａ及び発光素子群２００Ｂに
よる照射と画像読み取りは、当該方式に限定されず、後述するように他の方式も採用可能
である。
【００５０】
　また、図３及び図４に示すように、副走査方向において発光素子群２００Ａ及び２００
Ｂの間となる第１キャリッジ２２６上の位置には、スリット２２６１が設けられている。
このスリット２２６１の下方には第１ミラー２２３が配置されており、当該スリット２２
６１を通して、発光素子群２００Ａ及び２００Ｂによって照射された画像が、第１ミラー
２２３、第２ミラー２２４、第３ミラー２２５、及び結像レンズ２２８を介してＣＣＤ２
２９に読み取られるようになっている。
【００５１】
　次に、複合機１による原稿ガラスの原稿サイズ検出処理を説明する。図５は複合機１に
よる原稿サイズ検出処理を示すフローチャートである。図６は原稿後端位置検出用データ
の読み取り動作時の処理を示すフローチャートである。図７（ａ）は発光素子群２００Ａ
及び２００Ｂのそれぞれによる照射時に得られたＣＣＤ２２９の出力値をグラフで示す図
、（ｂ）は発光素子群２００Ａ及び２００Ｂのそれぞれによる照射時に得られたＣＣＤ２
２９の出力値の差分をグラフで示す図、（ｃ）は（ｂ）に示す値を微分したものをグラフ
で示す図である。
【００５２】
　まず図５を参照して説明する。スタートボタン５５の押下により例えばコピー動作開始
指示がユーザから入力されると（Ｓ１でＹＥＳ）、読取制御部６１４は、移動機構２２０
に、スキャナ部２２の読み取り機構を、副走査方向における上記所定の読取開始位置に移
動させる（Ｓ２）。
【００５３】
　続いて、読取制御部６１４は、スキャナ部２２に原稿画像データ取得用の原稿読取動作
を行わせる（Ｓ３）。すなわち、読取制御部６１４は、移動機構２２０に、スキャナ部２
２の読取機構を、上記読取開始位置を読取開始点として、副走査方向に予め定められた量
（スキャナ部２２のＣＣＤ２２９のセンサ１ライン分の副走査方向幅）だけ移動させる毎
に、当該移動後の位置において、上記発光素子群２００Ａ及び発光素子群２００Ｂの両方
で照射を行わせての原稿画像をＣＣＤ２２９に取得させる。これにより、ＣＣＤ２２９に
は、当該発光素子群２００Ａ及び発光素子群２００による照射時の反射光が入力されて上
記プラテンガラス２２１上に載置された原稿の画像が読み取られる。
【００５４】
　読取制御部６１４は、上記原稿画像データ取得用の原稿読取動作を、スキャナ部２２の
読取機構が副走査方向における読取終了位置までは行わせる（Ｓ４）。スキャナ部２２の
読取機構が読取終了位置を過ぎて、当該原稿画像データ取得用の原稿読取動作が終了する
と（Ｓ４でＹＥＳ）、読取制御部６１４は、スキャナ部２２に、原稿後端位置検出用画像
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データ取得のための原稿読取動作を行わせる（Ｓ５）。
【００５５】
　図６に示すように、当該原稿後端位置検出用の画像データ取得のための画像読取動作時
には、読取制御部６１４は、既に読取終了位置に到達しているスキャナ部２２の読取機構
に、当該読取終了位置において、フォアード側の発光素子群２００Ａに照射を行わせ（図
４（ａ））、ＣＣＤ２２９に、当該発光素子群２００Ａのみの照射時の反射光が入力され
るようにして、当該照射状態での画像をスキャナ部２２に読み取らせる（Ｓ５０１）。さ
らに、同一位置において、読取制御部６１４は、スキャナ部２２の読取機構に、リターン
側の発光素子群２００Ｂに照射を行わせ（図４（ｂ））、ＣＣＤ２２９に、当該発光素子
群２００Ｂのみの照射時の反射光が入力されるようにして、当該照射状態での画像をスキ
ャナ部２２に読み取らせる（Ｓ５０２）。読取制御部６１４は、当該Ｓ５０１及びＳ５０
２の画像読取動作が終了すると、移動機構２２０に、スキャナ部２２の読取機構を、読取
開始位置に向けて上記予め定められた量だけ移動させる（Ｓ５０３）。当該原稿後端位置
検出用画像データ取得のための原稿読取動作は、スキャナ部２２の読取機構が読取開始位
置までは繰り返し行われる（Ｓ６）。
【００５６】
　スキャナ部２２の読取機構が読取開始位置を過ぎ（Ｓ６でＹＥＳ）、上記原稿後端位置
検出用画像データ取得のための原稿読取動作が終了すると、原稿後端位置検出部６１１は
、上記のようにして取得された原稿後端位置検出用画像データに基づいて、原稿後端位置
を検出する（Ｓ７）。
【００５７】
　原稿後端位置検出部６１１による原稿後端位置の検出処理を説明する。まず、原稿後端
位置検出部６１１は、図７（ａ）に示すフォアード側の発光素子群２００Ａのみの照射時
の画像データａと、リターン側の発光素子群２００Ｂのみの照射時の画像データｂとから
なる原稿後端位置検出用画像データに基づいて、これら両画像データの差分（ＣＣＤ２２
９の出力値の差分）を算出する。図４（ａ）に示すように、フォアード側の発光素子群２
００Ａのみの照射時には、原稿端の影Ｄが原稿押さえ部材２１９の裏面等からなる白色板
に投影されてＣＣＤ２２９に読み取られるが、図４（ｂ）に示すように、リターン側の発
光素子群２００Ｂのみの照射時には、原稿端の影は白色板に投影されずＣＣＤ２２９に読
み取られない。このため、図７（ｂ）に示す当該両画像データの差分は、原稿後端部によ
る影の画像のデータを示すものとなる。
【００５８】
　さらに、原稿後端位置検出部６１１は、当該差分値を予め定められた閾値（黒色の画像
を示すＣＣＤ２２９の出力値に相当する値）と比較し、当該差分値が上記閾値以上の値を
示す副走査方向における分布幅を計測し、当該分布幅が予め定められた値（原稿影に相当
すると想定される幅の値）に達している場合に、当該分布幅が示す画像を原稿影と判定す
る。そして、原稿後端位置検出部６１１は、当該差分値を微分して得た値が（図７（ｃ）
参照）、例えば、予め定めた閾値を横切った（予め定めた閾値に達した）地点（図７（ｃ
）に一転鎖線で示すポイント）を原稿後端と判断することで、当該読取対象とされている
原稿の副走査方向における後端位置を特定する。なお、原稿後端位置検出部６１１は、原
稿後端位置に幅を持たせて、副走査方向において当該閾値を超えている幅分を原稿後端と
判断してもよい。
【００５９】
　このように原稿後端位置検出部６１１によって、読取対象とされている原稿の副走査方
向における後端位置が検出されると、次に、原稿サイズ検出部６１２が、当該検出された
原稿後端位置を示す値に基づいてプラテンガラス２２１上に載置されている当該原稿のサ
イズを検出する（Ｓ８）。
【００６０】
　制御部６１は、上記のようにした検出された原稿サイズと同一サイズの記録紙を、給紙
カセット４６１のいずれかから給紙ローラ４６２及び用紙搬送ローラに、画像形成部４０
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まで搬送させ（Ｓ９）、画像形成部４０に、当該搬送されてきた用紙に対して、上記原稿
画像データに基づく画像形成を行わせる（Ｓ１０）。
【００６１】
　このような原稿サイズ検出処理によれば、原稿読取機構２００によって取得された原稿
後端位置検出用の画像データ及びこれに基づいて検出された原稿後端位置に基づいて原稿
サイズを検出できるので、高価な反射型ＬＥＤや特別な機構の付加を要することなく、原
稿読取用の原稿読取機構２００を備えていれば原稿後端位置検出が可能であり、また、不
定形サイズの原稿後端位置（副走査方向における原稿サイズ）を検出することもできる。
【００６２】
　次に、複合機１による原稿ガラスの原稿サイズ検出処理の第２実施形態を説明する。図
８は複合機１による原稿サイズ検出処理の第２実施形態を示すフローチャートである。な
お、第１実施形態と同様の処理は説明を省略する。
【００６３】
　上記第１実施形態では、スキャナ部２２の読取機構が読取開始位置から読取終了位置に
移動するまでの移動動作時には、原稿画像データ取得用の原稿読取動作を行い、スキャナ
部２２の読取機構が読取終了位置から読取開始位置に戻るときの移動動作を利用して、原
稿後端位置検出用の画像読取動作を行っていたが、本第２実施形態では、スキャナ部２２
の読取機構が読取開始位置から読取終了位置まで移動する移動動作時に、原稿画像データ
取得用の原稿読取動作と、原稿後端位置検出用の画像読取動作の両方が行われる。
【００６４】
　すなわち、例えばコピー動作開始指示がユーザから入力されると（Ｓ２１でＹＥＳ）、
読取制御部６１４は、移動機構２２０に、スキャナ部２２の読取機構を上記読取開始位置
に移動させた後（Ｓ２２）、読取制御部６１４は、読取開始位置を読取開始点として、移
動機構２２０に、スキャナ部２２の読取機構を、上記読取開始位置から副走査方向に予め
定められた量だけ移動させる毎に、当該移動後の位置において、フォアード側の発光素子
群２００Ａのみの照射及び画像読取と、リターン側の発光素子群２００Ｂのみの照射及び
画像読取とを行わせ（Ｓ２３）、さらに、上記発光素子群２００Ａ及び発光素子群２００
Ｂの両方で照射及び画像読取とを行わせる（Ｓ２４）。
【００６５】
　そして、読取制御部６１４は、移動機構２２０による上記予め定められた量の移動後の
位置が上記読取終了位置を超えるまで（Ｓ２５でＮＯ）、Ｓ２３及びＳ２４の画像読取動
作を繰り返させ、当該移動後の位置が上記読取終了位置を超えた場合には（Ｓ２５でＹＥ
Ｓ）、当該Ｓ２３及びＳ２４の画像読取動作を終了させて、処理は、原稿後端位置検出部
６１１による原稿後端位置検出処理（Ｓ２６）以降の処理に移る。
【００６６】
　これによれば、原稿読取機構２００は、移動機構２２０により読取機構が読取開始位置
から読取終了位置に到る間に、原稿画像データ及び原稿後端位置検出用の画像データの両
方を取得し、一般的に原稿読取機構２００が行う原稿読取動作時の移動動作を利用して、
新たな移動動作を追加することなく、原稿後端位置検出用の画像データを取得することが
できる。
【００６７】
　次に、複合機１による原稿ガラスの原稿サイズ検出処理の第３実施形態を説明する。図
９は複合機１による原稿サイズ検出処理の第３実施形態を示すフローチャートである。な
お、第１及び第２実施形態と同様の処理は説明を省略する。
【００６８】
　上記第２実施形態では、スキャナ部２２の読取機構が読取開始位置から読取終了位置に
移動するまでの移動動作時に、原稿画像データ取得用の原稿読取動作と、原稿後端位置検
出用の画像読取動作の両方が行われたが、本第３実施形態では、更に、原稿後端位置検出
用の画像データ取得のための動作を少なくするものである。
【００６９】
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　すなわち、第３実施形態では、例えばコピー動作開始指示がユーザから入力されると（
Ｓ３１でＹＥＳ）、読取制御部６１４は、上記読取開始位置を画像読取開始地点として（
Ｓ３２）、移動機構２２０に、スキャナ部２２の読取機構を、上記読取開始位置から副走
査方向に予め定められた量だけ移動させる毎に、当該移動後の位置において、まず、フォ
アード側の発光素子群２００Ａのみの照射及び画像読取を行わせる（Ｓ３３）。これによ
り、スキャナ部２２には、原稿後端位置検出用の画像データが取得される。続いて、読取
制御部６１４は、フォアード側及びリターン側の発光素子群２００Ａ及び発光素子群２０
０Ｂの両方で照射及び画像読取とを行わせる（Ｓ３４）。Ｓ３４でスキャナ部２２により
取得されたデータは、原稿後端位置検出用の画像データ及び原稿画像データの両方として
用いられる。
【００７０】
　そして、読取制御部６１４は、移動機構２２０による上記予め定められた量の移動後の
位置が上記読取終了位置を超えるまで、Ｓ３３乃至Ｓ３５の画像読取動作を繰り返させ（
Ｓ３６）、当該移動後の位置が上記読取終了位置を超えた場合には（Ｓ３６でＹＥＳ）、
当該Ｓ３３乃至Ｓ３５の画像読取動作を終了させて、処理は、原稿後端位置検出部６１１
による原稿後端位置検出処理（Ｓ３７）以降の処理に移る。
【００７１】
　当該原稿後端位置検出部６１１は、Ｓ３７の原稿後端位置検出処理において、Ｓ３４で
取得した画像データを、図７（ａ）に示したリターン側の発光素子群２００Ｂの照射時の
画像データの代わりに用いる。フォアード側の発光素子群２００Ａのみの照射時で得た画
像データと、Ｓ３４で取得した画像データとの差分算出処理、当該差分値の微分処理、さ
らに、原稿後端位置特定処理は、第１実施形態と同様である。
【００７２】
　この原稿サイズ検出処理では、移動方向上流側の発光素子群２００Ａのみの点灯で読み
取られたＣＣＤ２２９の値を原稿後端位置検出用の画像データとして取得する一方、両方
の発光素子群２００Ａ，２００Ｂの点灯で読み取られたＣＣＤ２２９の値を原稿画像デー
タ及び原稿後端位置検出用の画像データの両方として用いて原稿の後端位置を検出するの
で、原稿後端位置検出用の画像データ取得のための動作が少なくなる。
【００７３】
　次に、上記のようにした検出された原稿後端位置情報を利用した画像処理について説明
する。図１０は当該画像処理の実行に必要な複合機１の要部構成を示すブロック図である
。
【００７４】
　原稿後端位置情報を利用した画像処理の実行に必要な構成を説明する。図２に示した画
像処理部６１５は、当該原稿後端位置情報を利用した画像処理を実行するために、以下の
構成を有している。すなわち、画像処理部６１５は、参照画像生成部６１５１と、第１画
像処理部６１５２と、第２画像処理部６１５３と、画像出力部６１５４と、ファイル化部
６１５５として機能する。
【００７５】
　原稿読取機構２００によってプラテンガラス２２１上に載置された原稿の画像が上記フ
ラットベッド方式の読取動作で読み取られると、当該読み取られた原稿画像の原画像ｉａ
は、第１画像処理部６１５２によりカラー画像かモノクロ画像化の判別がされ、カラー又
はモノクロに応じた必要な画像処理が施されて中間画像ｉｂが生成され、当該中間画像ｉ
ｂが記憶部６７に記憶される。なお、参照画像生成部６１５１は、当該原画像ｉａから表
示部５１でのプレビュー画像に使用するプレビュー画像（参照画像）用データを生成して
、記憶部６７に保存する。当該生成されたプレビュー画像用データは、表示制御部６１７
（図２）により表示部５１に表示される。
【００７６】
　操作部５において、ユーザからの所望の画像処理の実行指示（例えば、拡大変倍処理等
）が入力される入力部５２に、例えば、拡大変倍処理の実行指示が入力されると、第２画
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像処理部６１５３が記憶部６７から中間画像ｉｂを読み出し、入力部５２に入力された拡
大処理の数値に従って、画像形成用又はデータ保存用に用いられる出力画像ｉｃを生成す
る。
【００７７】
　このとき、第２画像処理部６１５３は、記憶部６７から読み出した中間画像ｉｂに対し
て、上記原稿後端位置検出部６１１によって検出された原稿後端位置を始点（基準）とし
て順次例えば拡大変倍処理を行う。すなわち、記憶部６７には、原稿読取機構２００によ
って、副走査方向において上記読取開始位置の相当する原稿の画像部分から読み取られた
順番に、画像データは記憶領域の若いアドレス番号が示す領域から順番に格納されていく
が、第２画像処理部６１５３は、上記拡大変倍処理等の画像処理時には、中間画像ｉｂの
アドレス番号の最も若い先端側を画像処理の始点（基準）とはせずに、上記原稿後端位置
検出部６１１によって検出された原稿後端位置に対応する画像データが格納されるアドレ
ス番号を始点として拡大変倍処理等の画像処理を開始する。
【００７８】
　この発明によれば、例えば、ＡＤＦ（Auto Document  Feeder）機能を備えた原稿搬送
部２１によって搬送される原稿を所定の原稿読取位置で原稿読取機構２００が読み取った
原稿画像データａ１が格納部に格納される向きと、プラテンガラス上に載置された原稿を
副走査方向に移動しつつ原稿読取部が読み取った原稿画像データｂ１が格納部に格納され
る向きとが逆になる場合で、原稿のサイズが定型サイズと異なっていても、原稿後端位置
が特定されるため、画像処理部６１５は、原稿読取部が読み取った原稿画像データａ１を
、原稿読取部が読み取った原稿画像データｂ１とについて同じ画像データ位置を拡大変倍
処理の基準位置として画像処理を行うことができるため、原稿画像データａ１及び原稿画
像データｂ１の両方について同等の仕上がりで画像処理後の画像データを生成することが
可能になる。
【００７９】
　なお、画像出力部６１５４は、出力画像ｉｃを画像形成部４０に出力する。画像形成部
４０は出力画像ｉｃを用いて画像形成を行う。ファイル化部６１５５は、出力画像ｉｃを
、記憶部６７のデータ記憶領域に保存したり、ネットワークＩ／Ｆを介して複合機１にネ
ットワーク接続されるパーソナルコンピュータに保存する。
【００８０】
　なお、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。上記実施形
態において図１乃至図１０に示した構成及び処理は単なる一例に過ぎず、本発明を当該実
施形態に限定する趣旨ではない。例えば、上記実施形態では、スキャナ部２２の撮像素子
をＣＣＤ２２９として説明したが、ＣＩＳ等の他の撮像素子であっても構わない。また、
上記第１乃至第３実施形態では。コピー動作時を例にして原稿サイズ検出処理を説明した
が、スキャン動作時やファクシミリ動作時等、原稿読取が行われる他の原稿読取動作にお
いても原稿サイズ検出処理を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明に係る画像読取装置及び画像形成装置の一実施形態である複合機１の内部
構成を模式的に示した縦断面図である。
【図２】複合機の電気的な構成を示すブロック図である。
【図３】光源の上面図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は光源が原稿を照射する様子を示す側断面図である。
【図５】複合機による原稿サイズ検出処理を示すフローチャートである。
【図６】原稿後端位置検出用データの読み取り動作時の処理を示すフローチャートである
。
【図７】（ａ）はフォアード側及びリターン側のそれぞれの発光素子群による照射時に得
られたＣＣＤの出力値をグラフで示す図、（ｂ）は当該両発光素子群のそれぞれによる照
射時に得られたＣＣＤの出力値の差分をグラフで示す図、（ｃ）は（ｂ）に示す値を微分
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【図８】複合機による原稿サイズ検出処理の第２実施形態を示すフローチャートである。
【図９】複合機による原稿サイズ検出処理の第３実施形態を示すフローチャートである。
【図１０】画像処理の実行に必要な複合機の要部構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８２】
１　　　　　複合機
５　　　　　操作部
２２　　　　スキャナ部
４０　　　　画像形成部
６１　　　　制御部
６１１　　　原稿後端位置検出部
６１２　　　原稿サイズ検出部
６１４　　　読取制御部
６１５　　　画像処理部
６１５１　　参照画像生成部
６１５２　　画像処理部
６１５３　　画像処理部
６１５４　　画像出力部
６１５５　　ファイル化部
６７　　　　記憶部
２００　　　原稿読取機構
２００Ａ，２００Ｂ　発光素子群
２２０　　　移動機構
２２１　　　プラテンガラス
２２２　　　光源
２２９　　　ＣＣＤ
２３０　　　原稿ガラス
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