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(57)【要約】
【課題】原稿読取開始指示から、原稿読取開始までの時
間を短縮することである。
【解決手段】画像形成装置１は、原稿の画像を読み取る
画像読取部１０６と、原稿読取開始示唆動作を検出し、
検出された場合に、全ての読取条件の補正パラメーター
調整処理を実行開始する制御部１００と、を備える。制
御部１００は、確定した読取条件を含む原稿読取開始指
示の入力を検出し、検出されて読取条件が確定した場合
に、確定した読取条件の補正パラメーター調整処理が完
了しているか否かを判別し、完了している場合に、確定
した読取条件の補正パラメーターを用いて画像読取部１
０６による原稿の画像読取を実行する。制御部１００は
、完了していない場合に、確定した読取条件の未完了の
補正パラメーター調整処理を実行し完了して、確定した
読取条件の補正パラメーターを用いて原稿の画像読取を
実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿の画像を読み取る画像読取手段と、
原稿の画像読取の開始を示唆する原稿読取開始示唆動作を検出する原稿読取開始示唆動
作検出手段と、
前記原稿読取開始示唆動作が検出された場合に、前記画像読取手段の全ての読取条件に
おける、光量データの取得と当該取得された光量データに基づく補正パラメーターの算出
とを含む補正パラメーター調整処理を実行開始する補正パラメーター調整手段と、
前記画像読取手段の確定した読取条件を含む原稿読取開始指示の入力を検出する原稿読
取開始指示検出手段と、
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前記原稿読取開始指示の入力が検出されて読取条件が確定した場合に、当該確定した読
取条件の補正パラメーター調整処理が完了しているか否かを判別し、完了している場合に
、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像読取手段による前記原稿の
画像読取を実行し、完了していない場合に、当該確定した読取条件の未完了の補正パラメ
ーター調整処理を実行し完了して、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前
記画像読取手段による前記原稿の画像読取を実行する画像読取制御手段と、を備える画像
読取装置。
【請求項２】
前記原稿読取開始示唆動作は、前記画像読取手段への原稿の設置動作、前記画像読取手
段に設置される原稿の原稿カバー部の開閉動作、又は操作手段への入力動作である請求項
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１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
前記読取条件は、前記原稿の画像読取におけるカラー又はモノクロのモードと、読み取
る画像の解像度と、当該原稿の読取面の片面又は両面設定と、の少なくとも１つである請
求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
前記補正パラメーターは、読み取った画像信号のオフセット調整値、ゲイン調整値、光
源の発光強度、白基準データ、黒基準データの少なくとも１つである請求項１から３のい
ずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
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前記補正パラメーター調整手段は、前記全ての読取条件の補正パラメーター調整処理の
うち、使用頻度の高い読取条件の補正パラメーター調整処理と、予め設定されたデフォル
トの読取条件の補正パラメーター調整処理と、変更入力された最新の読取条件の補正パラ
メーター調整処理との少なくとも１つを優先して実行する請求項１から４のいずれか一項
に記載の画像読取装置。
【請求項６】
前記補正パラメーター調整手段は、前記変更入力された最新の読取条件の補正パラメー
ター調整処理を優先して実行するように、前記全ての読取条件の補正パラメーター調整処
理の実行の順番を動的に最新のものに変更し、変更後の順番に応じて、読取条件の補正パ
ラメーター調整処理を実行する請求項５に記載の画像読取装置。
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【請求項７】
前記補正パラメーター調整手段は、前記原稿読取開始示唆動作を検出せずに、前記原稿
読取開始指示の入力が検出された場合に、前記確定した読取条件の補正パラメーター調整
処理を実行して完了し、
前記画像読取制御手段は、前記確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像
読取手段による前記原稿の画像読取を実行する請求項１から６のいずれか一項に記載の画
像読取装置。
【請求項８】
前記原稿読取開始指示の入力は、操作手段への原稿読取開始指示の入力、又は通信部を
介して外部機器からの原稿読取開始要求の受信である請求項１から７のいずれか一項に記
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載の画像読取装置。
【請求項９】
前記全ての読取条件の補正パラメーター調整処理の完了後に、前記原稿読取開始指示の
入力がなく所定時間経過したか否かを判別する所定時間判別手段を備え、
前記補正パラメーター調整手段は、前記所定時間が経過した場合に、再度、前記全ての
読取条件の補正パラメーター調整処理を実行開始する請求項１から８のいずれか一項に記
載の画像読取装置。
【請求項１０】
前記補正パラメーター調整手段は、前記所定時間が経過し、新たな原稿読取開始指示の
入力が検出された場合に、当該新たな原稿読取開始指示に対応する確定した読取条件の補
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正パラメーター調整処理を実行して完了し、
前記画像読取制御手段は、前記確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像
読取手段による前記原稿の画像読取を実行する請求項９に記載の画像読取装置。
【請求項１１】
請求項１から１０のいずれか一項に記載の画像読取装置と、
前記画像読取装置により読み取られた前記原稿の画像データを用紙に画像形成する画像
形成手段と、を備える画像形成装置。
【請求項１２】
コンピューターを、
原稿の画像を読み取る画像読取手段、
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原稿の画像読取の開始を示唆する原稿読取開始示唆動作を検出する原稿読取開始示唆動
作検出手段、
前記原稿読取開始示唆動作が検出された場合に、前記画像読取手段の全ての読取条件に
おける、光量データの取得と当該取得された光量データに基づく補正パラメーターの算出
とを含む補正パラメーター調整処理を実行開始する補正パラメーター調整手段、
前記画像読取手段の確定した読取条件を含む原稿読取開始指示の入力を検出する原稿読
取開始指示検出手段、
前記原稿読取開始指示の入力が検出されて読取条件が確定した場合に、当該確定した読
取条件の補正パラメーター調整処理が完了しているか否かを判別し、完了している場合に
、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像読取手段による前記原稿の
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画像読取を実行し、完了していない場合に、当該確定した読取条件の未完了の補正パラメ
ーター調整処理を実行し完了して、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前
記画像読取手段による前記原稿の画像読取を実行する画像読取制御手段、として機能させ
るためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、画像読取装置、画像形成装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＩＳ（Contact Image Sensor）などの撮
像素子のアナログ信号をＡＦＥ（Analog Front End）によりデジタル信号に変換し、デジ
タルのデータとして画像を読み込む画像読取装置が知られている。画像読取装置としては
、独立した装置や、ＭＦＰ（Multifunction Peripheral：複合機）などの画像形成装置に
設けられるものがある。
【０００３】
画像読取装置は、一般的に、原稿の画像読取実行前に、読取条件毎に、画像の階調レベ
ル補正のため、ＡＦＥのオフセット調整、ゲイン調整及び白基準データ取得などの調整処
理を実行する必要がある。この調整処理は、装置の構成次第で、数秒程度の時間を要する
処理であり、ユーザーの操作による原稿読取開始指示を受信してから、調整処理を実行す
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ると、原稿読取開始指示から、実際の原稿読取開始までに時間が掛かる、という課題があ
る。
【０００４】
このため、原稿読取開始時、読取条件を外部装置から受信する前に、読取条件によらず
制御が共通である、ＡＦＥのオフセット調整のみを、読取条件確定前に実行し、それ以外
の読取条件ごとに異なる制御が必要となる処理については、読取条件確定後に実行する画
像読取装置が知られている（特許文献１参照）。
【０００５】
また、原稿読取開始指示を受信後、カラーモード及びモノクロモードの光量データを取
得し、その後、読取条件指示信号を操作指示受付部から受信後、読取条件に従うモードの
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光量データに基づいて、補正パラメーターの算出及び設定を実行し、原稿読取を開始する
画像読取装置が知られている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４−１９７７７８号公報
【特許文献２】特開２０１０−２３２８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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しかし、特許文献１に記載の画像読取装置では、短縮可能な時間は、読取条件によらず
制御が共通である調整処理の処理時間分のみである。また、特許文献２に記載の画像読取
装置では、複数の読取条件毎の光量データ取得中に、読取条件指示信号を入力した際の動
作について考慮されておらず、また、ユーザーの操作による原稿読取開始指示信号を入力
後に、読取条件毎の光量データ取得を実行しているため、必ず、原稿読取開始指示から原
稿読取開始までに所定以上の時間が掛かる。
【０００８】
また、原稿読取開始指示を入力するよりも前に、予め、全読取条件における調整処理を
実行完了しておき、その後、原稿読取開始指示を入力し、読取条件が確定したタイミング
で、確定した読取条件に対応する調整処理結果を使用して、原稿の読取を実行する制御も
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考えられる。しかし、読取条件の条件数が多い場合、予め実行する全読取条件の調整処理
自体に時間が掛かり、調整処理完了前に、原稿読取開始指示を入力した場合、調整処理完
了を待つため、時間の短縮ができないケースが発生する。このため、原稿読取開始指示か
ら、原稿読取開始までの時間をさらに短縮する要請がある。
【０００９】
本発明の課題は、原稿読取開始指示から、原稿読取開始までの時間を短縮することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の画像読取装置は、
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原稿の画像を読み取る画像読取手段と、
原稿の画像読取の開始を示唆する原稿読取開始示唆動作を検出する原稿読取開始示唆動
作検出手段と、
前記原稿読取開始示唆動作が検出された場合に、前記画像読取手段の全ての読取条件に
おける、光量データの取得と当該取得された光量データに基づく補正パラメーターの算出
とを含む補正パラメーター調整処理を実行開始する補正パラメーター調整手段と、
前記画像読取手段の確定した読取条件を含む原稿読取開始指示の入力を検出する原稿読
取開始指示検出手段と、
前記原稿読取開始指示の入力が検出されて読取条件が確定した場合に、当該確定した読
取条件の補正パラメーター調整処理が完了しているか否かを判別し、完了している場合に
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、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像読取手段による前記原稿の
画像読取を実行し、完了していない場合に、当該確定した読取条件の未完了の補正パラメ
ーター調整処理を実行し完了して、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前
記画像読取手段による前記原稿の画像読取を実行する画像読取制御手段と、を備える。
【００１１】
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において、
前記原稿読取開始示唆動作は、前記画像読取手段への原稿の設置動作、前記画像読取手
段に設置される原稿の原稿カバー部の開閉動作、又は操作手段への入力動作である。
【００１２】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の画像読取装置において、
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前記読取条件は、前記原稿の画像読取におけるカラー又はモノクロのモードと、読み取
る画像の解像度と、当該原稿の読取面の片面又は両面設定と、の少なくとも１つである。
【００１３】
請求項４に記載の発明は、請求項１から３のいずれか一項に記載の画像読取装置におい
て、
前記補正パラメーターは、読み取った画像信号のオフセット調整値、ゲイン調整値、光
源の発光強度、白基準データ、黒基準データの少なくとも１つである。
【００１４】
請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一項に記載の画像読取装置におい
て、
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前記補正パラメーター調整手段は、前記全ての読取条件の補正パラメーター調整処理の
うち、使用頻度の高い読取条件の補正パラメーター調整処理と、予め設定されたデフォル
トの読取条件の補正パラメーター調整処理と、変更入力された最新の読取条件の補正パラ
メーター調整処理との少なくとも１つを優先して実行する。
【００１５】
請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の画像読取装置において、
前記補正パラメーター調整手段は、前記変更入力された最新の読取条件の補正パラメー
ター調整処理を優先して実行するように、前記全ての読取条件の補正パラメーター調整処
理の実行の順番を動的に最新のものに変更し、変更後の順番に応じて、読取条件の補正パ
ラメーター調整処理を実行する。
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【００１６】
請求項７に記載の発明は、請求項１から６のいずれか一項に記載の画像読取装置におい
て、
前記補正パラメーター調整手段は、前記原稿読取開始示唆動作を検出せずに、前記原稿
読取開始指示の入力が検出された場合に、前記確定した読取条件の補正パラメーター調整
処理を実行して完了し、
前記画像読取制御手段は、前記確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像
読取手段による前記原稿の画像読取を実行する。
【００１７】
請求項８に記載の発明は、請求項１から７のいずれか一項に記載の画像読取装置におい
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て、
前記原稿読取開始指示の入力は、操作手段への原稿読取開始指示の入力、又は通信部を
介して外部機器からの原稿読取開始要求の受信である。
【００１８】
請求項９に記載の発明は、請求項１から８のいずれか一項に記載の画像読取装置におい
て、
前記全ての読取条件の補正パラメーター調整処理の完了後に、前記原稿読取開始指示の
入力がなく所定時間経過したか否かを判別する所定時間判別手段を備え、
前記補正パラメーター調整手段は、前記所定時間が経過した場合に、再度、前記全ての
読取条件の補正パラメーター調整処理を実行開始する。
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【００１９】
請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の画像読取装置において、
前記補正パラメーター調整手段は、前記所定時間が経過し、新たな原稿読取開始指示の
入力が検出された場合に、当該新たな原稿読取開始指示に対応する確定した読取条件の補
正パラメーター調整処理を実行して完了し、
前記画像読取制御手段は、前記確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像
読取手段による前記原稿の画像読取を実行する。
【００２０】
請求項１１に記載の発明の画像形成装置は、
請求項１から１０のいずれか一項に記載の画像読取装置と、
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前記画像読取装置により読み取られた前記原稿の画像データを用紙に画像形成する画像
形成手段と、を備える。
【００２１】
請求項１２に記載の発明のプログラムは、
コンピューターを、
原稿の画像を読み取る画像読取手段、
原稿の画像読取の開始を示唆する原稿読取開始示唆動作を検出する原稿読取開始示唆動
作検出手段、
前記原稿読取開始示唆動作が検出された場合に、前記画像読取手段の全ての読取条件に
おける、光量データの取得と当該取得された光量データに基づく補正パラメーターの算出
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とを含む補正パラメーター調整処理を実行開始する補正パラメーター調整手段、
前記画像読取手段の確定した読取条件を含む原稿読取開始指示の入力を検出する原稿読
取開始指示検出手段、
前記原稿読取開始指示の入力が検出されて読取条件が確定した場合に、当該確定した読
取条件の補正パラメーター調整処理が完了しているか否かを判別し、完了している場合に
、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前記画像読取手段による前記原稿の
画像読取を実行し、完了していない場合に、当該確定した読取条件の未完了の補正パラメ
ーター調整処理を実行し完了して、当該確定した読取条件の補正パラメーターを用いて前
記画像読取手段による前記原稿の画像読取を実行する画像読取制御手段、として機能させ
る。

30

【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、原稿読取開始指示から、原稿読取開始までの時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態の画像形成装置の概略構成を示す図である。
【図２】画像形成装置の機能構成を示すブロック図である。
【図３】第１の画像読取処理を示すフローチャートである。
【図４】第１の全読取条件の補正パラメーター調整処理を示すフローチャートである。
【図５】確定読取条件の未完了の補正パラメーター調整処理の一例を示すフローチャート

40

である。
【図６】第２の画像読取処理を示すフローチャートである。
【図７】第２の全読取条件の補正パラメーター調整処理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】
【００２４】
添付図面を参照して、本発明に係る実施の形態及び第１、第２の変形例を順に詳細に説
明する。なお、本発明は、図示例に限定されるものではない。
【００２５】
（実施の形態）
図１〜図５を参照して、本発明に係る実施の形態を説明する。まず、図１、図２を参照
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して、本実施の形態の装置構成を説明する。図１は、本実施の形態の画像形成装置１の概
略構成を示す図である。図２は、画像形成装置１の機能構成を示すブロック図である。
【００２６】
本実施の形態の画像形成装置１は、原稿の画像読取と、用紙への電子写真方式の画像形
成とを行うＭＦＰである。図１に示すように、画像形成装置１は、画像読取装置２と、画
像形成部４と、給紙部５と、を備える。
【００２７】
図１に示すように、画像読取装置２は、ＦＢ（Flat Bed）１０と、ＡＤＦ（Auto Docum
ent Feeder）２０と、制御部１００と、を備える。ＦＢ１０は、画像読取装置２上に設置
された原稿又はＡＤＦ２０から搬送された原稿Ｄの画像を読み取る。ＡＤＦ２０は、ＦＢ

10

１０に開閉可能に取り付けられ、セットされた原稿Ｄを自動でＦＢ１０に搬送する。制御
部１００は、画像形成部４などを有する画像形成装置１の本体部が有する構成としてもよ
い。
【００２８】
ＦＢ１０は、イメージセンサーモジュール１１と、白基準板１２と、ＡＤＦ窓１３と、
スライダー１４と、ＦＢガラス１５と、開閉動作検知センサー１６と、を有する。イメー
ジセンサーモジュール１１は、画像読取装置２上に設置された原稿又はＡＤＦ２０から搬
送された原稿Ｄの表面の画像を読み取るイメージセンサーであり、読み取った原稿の画像
データを制御部１００に出力する。白基準板１２は、イメージセンサーモジュール１１の
対向側に固定的に配置され、イメージセンサーモジュール１１が取得する白データ又は黒

20

データの較正の基準となる白色の基準板である。ＡＤＦ窓１３は、ＡＤＦ２０が搬送した
原稿Ｄをイメージセンサーモジュール１１で読み取るためのコンタクトガラスなどの窓部
である。ＦＢガラス１５は、原稿が設置されるプラテンガラスである。スライダー１４は
、イメージセンサーモジュール１１が取り付けられ、水平方向へ移動可能な駆動部である
。イメージセンサーモジュール１１は、スライダー１４の移動により、ＦＢガラス１５に
設置された原稿の画像を読み取りできる。
【００２９】
画像形成装置１のユーザーは、ＦＢ１０による原稿読取実行時に、ＡＤＦ２０を開き、
ＦＢガラス１５の上に原稿を設置し、原稿設置後に、ＡＤＦ２０を閉じ、原稿読取を実施
する。開閉動作検知センサー１６は、ＡＤＦ２０の開閉動作を検知するセンサーである。
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【００３０】
ＡＤＦ２０は、イメージセンサーモジュール２１と、白基準板２２と、原稿検知センサ
ー２３と、搬送部２４と、原稿台２５と、原稿排出部２６と、を有する。イメージセンサ
ーモジュール２１は、原稿台２５から搬送された原稿Ｄの裏面の画像を読み取るイメージ
センサーであり、読み取った原稿の画像データを制御部１００に出力する。
【００３１】
白基準板２２は、イメージセンサーモジュール２１の対向側に固定的に配置された白色
の基準板である。原稿検知センサー２３は、原稿台２５への原稿Ｄの設置を検知するセン
サーである。搬送部２４は、原稿Ｄを原稿台２５から原稿排出部２６へ搬送する搬送ロー
ラーなどの駆動部である。原稿台２５は、画像読取前の原稿Ｄが設置される台である。原
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稿排出部２６は、画像読取後の原稿Ｄの排出部である。制御部１００は、画像形成装置１
の各部を制御する制御部である。
【００３２】
画像形成部４は、イエロー作像部Ｙと、マゼンタ作像部Ｍと、シアン作像部Ｃと、ブラ
ック作像部Ｋと、中間転写ベルト４８と、クリーニング部４８１と、二次転写ローラー４
６と、二次転写対向ローラー４６１と、定着部４９と、を備える。各作像部ＹＭＣＫは、
それぞれイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナー像を形成し、形成されたＹＭＣ
Ｋ各色のトナー像を中間転写ベルト４８に一次転写する。
【００３３】
各作像部ＹＭＣＫは、それぞれ、感光体４１と、帯電部４２と、露光部４３と、現像部
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４４と、一次転写ローラー４５と、クリーニング部４７と、を有する。なお、各作像部Ｙ
ＭＣＫの構成及び動作は何れも同様であるため、以下、イエロー作像部Ｙを例に挙げて、
画像形成部４の各部の構成について説明する。
【００３４】
感光体４１は、ドラム状の金属基体の外周面に有機光導電体を含有させた樹脂からなる
感光層が形成された有機感光体により構成され、図中矢印の方向に回転駆動される。感光
体４１は、アルミニウム管などの導電性の素管の上に、下引き層（ＵＣＬ：Under Coat L
ayer）、電荷発生層（ＣＧＬ：Charge Generation Layer）、電荷輸送層（ＣＴＬ：Charg
e Transport Layer）の順に配置された層構造を有する。
【００３５】

10

帯電部４２は、帯電チャージャーを用いて感光体４１の表面をマイナス極性で一定の電
位に帯電させる。露光部４３は、制御部１００からの画像データＤｙに基づいて、感光体
４１の非画像領域を露光して露光した部分の電荷を除去し、感光体４１の画像領域に静電
潜像を形成する。具体的には、帯電部４２によってマイナス極性に帯電された感光体４１
表面に対して、露光部４３の露光により電荷が除去され、ＣＧＬの中の電荷発生材料（Ｃ
ＧＭ：Charge Generation Material）で正負両電荷が発生すると、正電荷（ホール）はＣ
ＴＬを通過して感光体４１の表面に、負電荷はＵＣＬを通過して素管に達することにより
、感光体４１の表面上に静電潜像が形成される。
【００３６】
現像部４４は、感光体４１と現像領域を介して対向するように配置された現像スリーブ

20

を備える。現像スリーブには、例えば、帯電部４２の帯電極性と同極性、即ちマイナス極
性の直流電圧に、交流電圧が重畳された現像バイアスが印加される。これにより、現像部
４４は、感光体４１に形成された静電潜像上に現像剤を供給し、感光体４１にイエローの
トナー像を形成する。なお、現像剤は、トナーと、トナーを帯電するためのキャリアと、
を含む。
【００３７】
一次転写ローラー４５は、感光体４１に形成されたイエローのトナー像を中間転写ベル
ト４８に一次転写する。なお、他の作像部ＭＣＫも同様に、マゼンタ、シアン、ブラック
のトナー像を中間転写ベルト４８に一次転写する。これにより、中間転写ベルト４８上に
ＹＭＣＫ各色のカラーのトナー像が形成される。
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【００３８】
クリーニング部４７は、一次転写領域で中間転写ベルト４８上に転写されずに通過した
感光体４１上に残ったトナーを除去（回収）する。また、クリーニング部４７により表面
のトナーが回収された感光体４１は、再び帯電部４２により帯電され、次の静電潜像が形
成されトナー像を形成することを繰り返す。
【００３９】
中間転写ベルト４８は、複数のローラーに懸架され回転可能に支持された半導電性エン
ドレスベルトであり、ローラーの回転に伴って図中矢印の方向に回転駆動される。この中
間転写ベルト４８は、一次転写ローラー４５により、対向するそれぞれの感光体４１に圧
着される。一次転写ローラー４５のそれぞれには、印加された電圧に応じた転写電流が流
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れる。これにより、各感光体４１の表面に現像された各トナー像は、それぞれ各一次転写
ローラー４５により順次中間転写ベルト矢印に一次転写される。
【００４０】
二次転写ローラー４６は、中間転写ベルト４８に押圧されて従動回転することで、中間
転写ベルト４８に転写されて形成されたＹＭＣＫ各色のトナー像を給紙部５から搬送され
てきた用紙Ｐに二次転写する。詳細には、二次転写ローラー４６は、中間転写ベルト４８
を介して二次転写対向ローラー４６１に当接して配置され、二次転写ローラー４６と二次
転写対向ローラー４６１との間で形成される転写ニップを用紙Ｐが通過することにより、
中間転写ベルト４８上のトナー像が、用紙Ｐに二次転写される。
【００４１】
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クリーニング部４８１は、転写領域で用紙Ｐ上に転写されずに中間転写ベルト４８上に
残ったトナーを除去（回収）する。
【００４２】
定着部４９は、加熱ローラー及び加圧ローラーを有し、ＹＭＣＫ各色のトナー像が二次
転写された用紙Ｐを加熱ローラー及び加圧ローラーのニップ部に通すことにより、加熱及
び加圧してトナー像を用紙Ｐに定着する。定着後の用紙Ｐは、排紙トレイＥに搬送されて
排出される。あるいは、定着後の用紙Ｐは、反転機構により反転されて、画像形成部４の
転写ニップに搬送される。
【００４３】
給紙部５は、複数の給紙トレイ５１，５２，５３を備え、給紙トレイ５１，５２，５３

10

それぞれに種類の異なる複数の用紙Ｐを収容する。給紙部５は、所定の搬送路により収容
される用紙Ｐを画像形成部４に給紙する。
【００４４】
図２を参照して、画像形成装置１の機能構成を説明する。画像形成装置１は、画像読取
装置２と、記憶部３と、画像形成手段としての画像形成部４と、給紙部５と、通信部６と
、操作手段としての操作表示部７と、を備える。画像読取装置２は、原稿読取開始示唆動
作検出手段、補正パラメーター調整手段、原稿読取開始指示検出手段、画像読取制御手段
、所定時間判別手段としての制御部１００と、画像読取手段としての画像読取部１０６と
、検知部１２０と、駆動部１３０と、を有する。
【００４５】

20

制御部１００は、画像形成装置１の各部を制御する。制御部１００は、ＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）１０１、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０２と、を有する。Ｃ
ＰＵ１０１は、画像形成装置１の各部を制御する処理回路である。制御部１００において
、ＣＰＵ１０１は、記憶部３から各種プログラムを読み出してＲＡＭ１０２に展開し、展
開されたプログラムとの協働で各種処理を実行する。このようにして、制御部１００は、
後述する第１の画像読取処理や、画像形成処理を行う。
【００４６】
記憶部３は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、半導体メモリーなどにより構成され、各種
プログラムや各種データを読み出し及び書き込み可能に記憶する不揮発性の記憶部である
。記憶部３は、画像読取装置２で読み取られた画像データを記憶可能である。
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【００４７】
画像形成部４は、制御部１００の制御に従い、例えば、画像読取装置２で原稿から読み
取られた画像データ、通信部６を介して外部機器から受信した画像データ又は記憶部３に
記憶された画像データに基づいて、用紙にトナー像を形成及び定着して排紙トレイＥに排
出する。
【００４８】
給紙部５は、制御部１００の制御に従い、例えば、指定された用紙を給紙トレイ５１，
５２，５３から搬送して画像形成部４に給紙する。
【００４９】
通信部６は、所定の通信方式のネットワークカードなどで構成され、ＬＡＮ（Local Ar
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ea Network）などの通信ネットワークに接続され、当該通信ネットワーク上のＰＣなどの
機器と情報の送受信を行う。つまり、制御部１００は、通信部６を介して、通信ネットワ
ーク上の機器と通信が可能である。
【００５０】
操作表示部７は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＥＬ（ElectroLuminescent）デ
ィスプレイなどの表示部と、表示部の表示画面上に設けられたタッチパネルなどの操作部
と、により構成される。操作表示部７は、制御部１００から入力された各種表示情報を表
示部に表示し、操作部を介するユーザーからのタッチ入力を受け付けその操作情報を制御
部１００に出力する。
【００５１】
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画像読取装置２は、制御部１００と、画像読取部１０６と、検知部１２０と、駆動部１
３０と、を有する。画像読取部１０６は、画像読取制御部１０６ａと、イメージセンサー
モジュール１１，２１と、を有する。
【００５２】
画像読取制御部１０６ａは、画像入力部１０７と、画像処理部１０８と、を有する。画
像入力部１０７は、制御部１００の制御に従い、イメージセンサーモジュール１１が読み
取った画像データとイメージセンサーモジュール２１が読み取った画像データとの入力を
受け付ける。画像処理部１０８は、制御部１００の制御に従い、画像入力部１０７に入力
された画像データに対し各種画像処理を行う。
【００５３】

10

イメージセンサーモジュール１１は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）１１０と、受光
部１１１と、ＡＦＥ１１２と、を有する。ＬＥＤ１１０は、ＡＤＦ２０から搬送された原
稿Ｄ又はＦＢガラス１５に設置された原稿の表面に光を照射する光源である。受光部１１
１は、ＬＥＤ１１０が照射した光が原稿に反射して戻る光を蓄光することにより、原稿Ｄ
の表面の画像を読み取り、読み取った画像を、アナログの電気信号に変換して出力する。
ＡＦＥ１１２は、受光部１１１が出力したアナログの電気信号をデジタルの画像信号に変
換して画像データとして出力する。画像入力部１０７は、ＡＦＥ１１２が出力するデジタ
ルの画像信号が入力されることで、ＡＤＦ２０から搬送された原稿Ｄ又はＦＢガラス１５
に設置された原稿の画像データが入力される。
【００５４】
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イメージセンサーモジュール２１は、ＬＥＤ２１０と、受光部２１１と、ＡＦＥ２１２
と、を有する。ＬＥＤ２１０、受光部２１１、ＡＦＥ２１２は、ＬＥＤ１１０、受光部１
１１、ＡＦＥ１１２と同様にして、ＡＤＦ２０で搬送された原稿Ｄの裏面の画像データを
生成する。
【００５５】
検知部１２０は、ＦＢ１０の開閉動作検知センサー１６、ＡＤＦ２０の原稿検知センサ
ー２３などのセンサーを含み、各センサーの検知情報を制御部１００に出力する。駆動部
１３０は、ＦＢ１０のスライダー１４、ＡＤＦ２０の搬送部２４などの駆動部を含み、制
御部１００の制御に従い、各駆動部を駆動する。
【００５６】
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つぎに、図３〜図５を参照して、画像形成装置１の動作を説明する。図３は、第１の画
像読取処理を示すフローチャートである。図４は、第１の全読取条件の補正パラメーター
調整処理を示すフローチャートである。図５は、確定読取条件の未完了の補正パラメータ
ー調整処理の一例を示すフローチャートである。
【００５７】
ここでは、画像形成装置１の動作として、第１の画像読取処理を説明する。第１の画像
読取処理は、画像読取装置２で原稿の画像を読み取り、その画像データを得る処理である
。画像形成装置１において、例えば、電源がオンされたことをトリガーとして、制御部１
００は、記憶部３に記憶された第１の画像読取プログラムに従い、第１の画像読取処理を
実行する。

40

【００５８】
図３に示すように、まず、制御部１００は、検知部１２０の検知情報を用いて、原稿読
取開始示唆動作を検出するか否かを判別する（ステップＳ１１）。原稿読取開始示唆動作
は、ユーザーによるＡＤＦ２０の開閉動作と、ユーザーによるＡＤＦ２０への原稿設置と
、操作表示部７へのユーザーからの原稿読み取りに関連する操作入力による原稿読取開始
を示唆する動作と、のいずれかである。ユーザーによるＡＤＦ２０の開閉動作は、開閉動
作検知センサー１６の検知情報により検出される。ユーザーによるＡＤＦ２０への原稿設
置は、原稿検知センサー２３の検知情報により検出される。ユーザーからの原稿読み取り
に関連する操作入力による原稿読取開始を示唆する動作は、操作表示部７に入力された原
稿読み取りに関連する操作情報により検出される。
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【００５９】
原稿読取開始示唆動作を検出していない場合（ステップＳ１１；ＮＯ）、ステップＳ１
１に移行される。原稿読取開始示唆動作を検出した場合（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、制
御部１００は、駆動部１３０を駆動制御し、画像読取部１０６を制御することにより、全
読取条件の補正パラメーター調整処理の実行を開始する（ステップＳ１２）。全読取条件
は、原稿の画像読取のカラーモード／モノクロモード、解像度、片面／両面設定などがあ
る。また、補正パラメーター調整処理は、光量データ取得と取得された光量データに基づ
く補正パラメーターの算出とを含む。
【００６０】
ここで、図４を参照して、ステップＳ１２で実行開始される全読取条件の補正パラメー

10

ター調整処理の一例としての第１の全読取条件の補正パラメーター調整処理を説明する。
ここでの全読取条件は、一例として、原稿の読取のカラーモード／モノクロモードとし、
解像度を６００［ｄｐｉ（dots per inch）］とし、片面設定で固定とした。
【００６１】
図４に示すように、まず、制御部１００は、スライダー１４を駆動し、白基準板１２に
対向する位置にスライダー１４及びイメージセンサーモジュール１１を移動する（ステッ
プＳ１０１）。そして、制御部１００は、ＡＦＥ１１２を６００［ｄｐｉ］のカラーモー
ドに設定し、ＬＥＤ１１０を消灯し、その消灯の状態で受光部１１１により検知された白
基準板１２の光量データをＡＦＥ１１２を介して取得し、データの階調レベルを、予め定
めた黒基準レベルに調整するための、ＡＦＥ１１２に設定するオフセット調整量を算出し

20

、算出したオフセット調整量をＲＡＭ１０２に保持する（ステップＳ１０２）。
【００６２】
そして、制御部１００は、ＬＥＤ１１０を点灯し、その点灯の状態で受光部１１１によ
り検知された白基準板１２の光量データをＡＦＥ１１２を介して取得し、取得されたデー
タの階調レベルを、予め定めた白基準レベルに調整するための、ＡＦＥ１１２に設定する
ゲイン調整量を算出し、算出したゲイン調整量をＲＡＭ１０２に保持する（ステップＳ１
０３）。そして、制御部１００は、ＡＦＥ１１２を６００［ｄｐｉ］のモノクロモードに
設定し、ステップＳ１０２と同様にして、６００［ｄｐｉ］のモノクロモードのオフセッ
ト調整量を算出してＲＡＭ１０２に保持する（ステップＳ１０４）。そして、制御部１０
０は、ステップＳ１０３と同様にして、６００［ｄｐｉ］のモノクロモードのゲイン調整
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量を算出してＲＡＭ１０２に保持する（ステップＳ１０５）。
【００６３】
そして、制御部１００は、ＡＦＥ１１２を６００［ｄｐｉ］のカラーモードに設定し、
ＬＥＤ１１０を消灯し、その消灯の状態で受光部１１１により検知された白基準板１２の
光量データをＡＦＥ１１２を介して黒基準データとして取得し、取得した黒基準データを
ＲＡＭ１０２に保持する（ステップＳ１０６）。そして、制御部１００は、ＡＦＥ１１２
を６００［ｄｐｉ］のモノクロモードに設定し、ステップＳ１０６と同様にして、６００
［ｄｐｉ］のモノクロモードの黒基準データを取得してＲＡＭ１０２に保持する（ステッ
プＳ１０７）。
【００６４】

40

そして、制御部１００は、スライダー１４を駆動し、ホーム位置にスライダー１４及び
イメージセンサーモジュール１１を移動する（ステップＳ１０８）。そして、制御部１０
０は、ＡＦＥ１１２を６００［ｄｐｉ］のカラーモードに設定し、ＬＥＤ１１０を点灯し
、スライダー１４を駆動し、スライダー１４及びイメージセンサーモジュール１１を水平
方向に移動させながら、その点灯の状態で受光部１１１により検知された白基準板１２の
複数ラインに渡る光量データの平均の光量データを白基準データとしてＡＦＥ１１２を介
して取得し、取得した白基準データをＲＡＭ１０２に保持する（ステップＳ１０９）。
【００６５】
そして、制御部１００は、スライダー１４を駆動し、ホーム位置にスライダー１４及び
イメージセンサーモジュール１１を移動する（ステップＳ１１０）。そして、制御部１０
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０は、ＡＦＥ１１２を６００［ｄｐｉ］のモノクロモードに設定し、ステップＳ１０９と
同様にして、６００［ｄｐｉ］のモノクロモードの白基準データを取得してＲＡＭ１０２
に保持する（ステップＳ１１１）。そして、制御部１００は、スライダー１４を駆動し、
ホーム位置にスライダー１４及びイメージセンサーモジュール１１を移動し（ステップＳ
１１２）、第１の全読取条件の補正パラメーター調整処理を終了する。
【００６６】
全読取条件の補正パラメーター調整処理完了により、全読取条件における、オフセット
調整量、ゲイン調整量、黒基準データ及び白基準データを補正パラメーターとして取得が
完了し、その補正パラメーターがＲＡＭ１０２に保持された状態となる。これらの補正パ
ラメーターは画像処理部１０８に設定されて画像読取が実行される。このため、ＡＦＥ１

10

１２から出力されるデジタル画像信号の光量レベルが適正なレベルに調整され、また、画
像処理部１０８において、ＬＥＤ１１０の光量ムラ、受光部１１１の各画素の光電変換特
性のばらつきなどに起因する各画素間の光量レベルの不一致が補正される。
【００６７】
なお、ＡＦＥ１１２から出力されるデジタル画像信号の光量レベルの調整に関して、補
正パラメーターとして、オフセット調整、ゲイン調整の他に、光源であるＬＥＤ１１０が
照射する光量（発光強度）の調整により、光量レベルの調整を行う構成としてもよい。
【００６８】
図３に戻り、ステップＳ１２の実行後、制御部１００は、ステップＳ１２で開始された
全読取条件の補正パラメーター調整処理が完了したか否かを判別する（ステップＳ１３）
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。全読取条件の補正パラメーター調整処理が完了した場合（ステップＳ１３；ＹＥＳ）、
制御部１００は、操作表示部７を介してユーザーから原稿読取開始指示が入力されたか否
か、又は通信部６を介してＰＣなどの外部機器から原稿読取開始要求を受信したか否かに
より、原稿読取開始指示が入力されたか否かを判別する（ステップＳ１４）。原稿読取開
始指示は、実際に原稿を読み取る読取条件の情報が確定読取条件として含まれる。
【００６９】
原稿読取開始指示が入力されていない（ステップＳ１４；ＮＯ）、ステップＳ１４に移
行される。原稿読取開始指示が入力された場合（ステップＳ１４；ＹＥＳ）、制御部１０
０は、確定読取条件の補正パラメーターをＲＡＭ１０２から読み出して画像処理部１０８
に設定する（ステップＳ１５）。そして、制御部１００は、確定読取条件に応じて、駆動
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部１３０の駆動制御と、画像読取部１０６の制御とを行い、原稿台２５又はＦＢガラス１
５に載置された原稿の画像読取を開始する（ステップＳ１６）。ステップＳ１６において
、原稿台２５に載置された原稿Ｄについては、制御部１００は、スライダー１４を駆動し
てスライダー１４及びイメージセンサーモジュール１１をＡＤＦ窓１３に対向する位置に
移動し、搬送部２４を制御して原稿Ｄを原稿排出部２６へ搬送し、画像読取部１０６によ
り原稿Ｄの表面の画像を読み取り、得られた画像データを、記憶部３に記憶し又は通信部
６を介して通信ネットワーク上の外部機器に送信する。また、確定読取条件が、両面設定
である場合には、イメージセンサーモジュール１１，２１に関する補正パラメーター調整
処理も実行され、その補正パラメーターが画像処理部１０８に設定され、画像読取部１０
６により原稿Ｄの表面及び裏面の画像が読み取られる。
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【００７０】
ステップＳ１６において、ＦＢガラス１５に載置された原稿Ｄについては、制御部１０
０は、スライダー１４を駆動してＦＢガラス１５に沿って水平方向に移動し、画像読取部
１０６により原稿の表面の画像を読み取り、得られた画像データを、記憶部３に記憶し又
は通信部６を介して通信ネットワーク上の外部機器に送信する。また、操作表示部７への
ユーザーから入力されるコピー指示に応じて、制御部１００は、ステップＳ１６の後、給
紙部５、画像形成部４などを制御して、読み取られた原稿の画像データを用紙に画像形成
させることとしてもよい。
【００７１】
そして、制御部１００は、ステップＳ１６の原稿読取が完了したか否かを判別する（ス
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テップＳ１７）。ステップＳ１６の原稿読取が完了していない場合（ステップＳ１７；Ｎ
Ｏ）、ステップＳ１７に移行される。ステップＳ１７の原稿読取が完了した場合（ステッ
プＳ１７；ＹＥＳ）、第１の画像読取処理が終了する。
【００７２】
全読取条件の補正パラメーター調整処理が完了していない場合（ステップＳ１３；ＮＯ
）、制御部１００は、ステップＳ１４と同様に、原稿読取開始指示が入力されたか否かを
判別する（ステップＳ１８）。原稿読取開始指示が入力されていない場合（ステップＳ１
８；ＮＯ）、ステップＳ１３に移行される。原稿読取開始指示が入力された場合（ステッ
プＳ１８；ＹＥＳ）、制御部１００は、ステップＳ１２で開始された確定読取条件の補正
パラメーター調整処理のうち、ステップＳ１８で入力された確定読取条件の補正パラメー

10

ター調整処理が完了しているか否かを判別する（ステップＳ１９）。
【００７３】
確定読取条件の補正パラメーターの調整処理が完了している場合（ステップＳ１９；Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ１５に移行される。確定読取条件の補正パラメーターの調整処理が完
了していない場合（ステップＳ１９；ＮＯ）、制御部１００は、ステップＳ１２で開始さ
れた全読取条件の補正パラメーター調整処理のうち、ステップＳ１８で入力された未完了
の確定読取条件の補正パラメーター調整処理を完了するまで実行し（ステップＳ２０）、
ステップＳ１５に移行される。
【００７４】
ここで、図５を参照して、ステップＳ１２，Ｓ１８〜Ｓ１９の確定読取条件の未完了の
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補正パラメーター調整処理の一例を説明する。図５に示すように、ステップＳ１２の全読
取条件の補正パラメーター調整処理の開始後、ステップＳ１８で原稿読取開始指示が入力
されるまでに、ステップＳ１０１〜Ｓ１０５が実行完了されており、ステップＳ１０６〜
Ｓ１１２が未完了であるものとする。ここでは、原稿読取開始指示には、６００［ｄｐｉ
］のカラーモード、片面設定の確定読取条件が含まれているものとする。
【００７５】
確定読取条件に対応するステップＳ１０１〜Ｓ１０３は完了しており、ステップＳ２０
において、制御部１００は、確定読取条件に対応しないステップＳ１０７，Ｓ１１１及び
これに付随するステップＳ１１０をスキップし、ステップＳ１０６，Ｓ１０８，Ｓ１０９
，Ｓ１１２のみを実行完了すればよい。これにより、原稿読取開始指示が入力され、読取
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条件が確定して以降、実際に原稿の画像読取を開始するまでの処理の一部が省かれること
により、原稿読取開始指示の入力から、原稿の画像読取の開始までの時間の短縮の確率を
高めることができる。
【００７６】
以上、本実施の形態によれば、画像形成装置１の画像読取装置２は、原稿の画像を読み
取る画像読取部１０６と、原稿読取開始示唆動作を検出し、原稿読取開始示唆動作が検出
された場合に、全読取条件の補正パラメーター調整処理を実行開始する制御部１００を備
える。制御部１００は、確定読取条件を含む原稿読取開始指示の入力を検出し、原稿読取
開始指示の入力が検出されて読取条件が確定した場合に、確定読取条件の補正パラメータ
ー調整処理が完了しているか否かを判別し、完了している場合に、確定読取条件の補正パ
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ラメーターを用いて画像読取部１０６による原稿の画像読取を実行する。制御部１００は
、完了していない場合に、確定読取条件の未完了の補正パラメーター調整処理を実行し完
了して、確定読取条件の補正パラメーターを用いて画像読取部１０６による原稿の画像読
取を実行する。
【００７７】
このため、原稿読取開始指示までに、確定読取条件に対応する補正パラメーター調整処
理を予め実行できるので、原稿読取開始指示から、原稿読取開始までの時間を短縮できる
。
【００７８】
また、原稿読取開始示唆動作は、画像読取部１０６への原稿の設置動作、ＡＤＦ２０の
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開閉動作、又は操作表示部７への入力動作である。このため、原稿読取開始示唆を確実に
検出できる。
【００７９】
また、読取条件は、原稿の画像読取におけるカラーモード／モノクロモードと、解像度
と、片面／両面設定と、の少なくとも１つである。このため、適切な読取条件の補正パラ
メーター調整処理を実行できる。
【００８０】
また、補正パラメーターは、ＡＦＥ１１２，２１２の読み取った画像信号のオフセット
調整値、ゲイン調整値、白基準データ、黒基準データ、光源の発光強度の少なくとも１つ
である。このため、適切な補正パラメーターの補正パラメーター調整処理を実行できる。

10

【００８１】
また、原稿読取開始指示の入力は、操作表示部７への原稿読取開始指示の入力、又は通
信部６を介して外部機器からの原稿読取開始要求の受信である。このため、原稿読取開始
指示の入力を適切に検出できる。
【００８２】
また、画像形成装置１は、画像読取装置２と、画像読取装置２により読み取られた原稿
の画像データを用紙に画像形成する給紙部５、画像形成部４と、を備える。このため、原
稿読取開始指示から、原稿読取開始までの時間を短縮できるので、原稿のコピーの時間を
短縮できる。
【００８３】

20

（第１の変形例）
図６を参照して、上記実施の形態の第１の変形例を説明する。図６は、第２の画像読取
処理を示すフローチャートである。
【００８４】
本変形例の装置構成としては、上記実施の形態の画像形成装置１を用いるものとする。
ただし、記憶部３には、第１の画像読取プログラムに代えて、後述する第２の画像読取処
理を実行するための第２の画像読取プログラムが記憶されているものとする。
【００８５】
つぎに、図６を参照して、画像形成装置１の動作を説明する。ここでは、画像形成装置
１の動作として、第２の画像読取処理を説明する。第２の画像読取処理は、原稿読取開始
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示唆動作を検出することなく、原稿読取開始指示を受信する可能性がある場合に、画像読
取装置２で原稿の画像を読み取り、その画像データを得る処理である。画像形成装置１に
おいて、例えば、電源がオンされたことをトリガーとして、制御部１００は、記憶部３に
記憶された第２の画像読取プログラムに従い、第２の画像読取処理を実行する。
【００８６】
図６に示すように、まず、制御部１００は、図３のステップＳ１４と同様のステップＳ
３１を実行する。原稿読取開始指示が入力された場合（ステップＳ３１；ＹＥＳ）、制御
部１００は、全読取条件の補正パラメーター調整処理のうち、ステップＳ３１で入力され
た確定読取条件の補正パラメーター調整処理を完了するまで実行する（ステップＳ３２）
。そして、制御部１００は、図３のステップＳ１５〜Ｓ１７と同様のステップＳ３３〜Ｓ
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３５を実行する。
【００８７】
原稿読取開始指示が入力されていない場合（ステップＳ３１；ＹＥＳ）、制御部１００
は、図３のステップＳ１１と同様のステップＳ３６を実行する。原稿読取開始示唆動作を
検出していない場合（ステップＳ３６；ＮＯ）、ステップＳ３１に移行される。原稿読取
開始示唆動作を検出した場合（ステップＳ３６；ＹＥＳ）、制御部１００は、図３のステ
ップＳ１２〜Ｓ１４と同様のステップＳ３７〜Ｓ３９を実行する。
【００８８】
原稿読取開始指示が入力された場合（ステップＳ３９；ＹＥＳ）、ステップＳ３３に移
行される。原稿読取開始指示が入力されていない場合（ステップＳ３９；ＮＯ）、制御部
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１００は、ステップＳ３９の開始時から予め設定された所定時間が経過したか否かを判別
する（ステップＳ４０）。所定時間が経過していない場合（ステップＳ４０；ＮＯ）、ス
テップＳ３９に移行される。所定時間が経過した場合（ステップＳ４０；ＹＥＳ）、ステ
ップＳ３１に移行される。
【００８９】
原稿読取に使用する補正パラメーターとしては、可能な限り、原稿の画像読取の直前に
、算出したものを使用すべきである。なぜなら、イメージセンサーモジュール１１，２１
に搭載されるＬＥＤ１１０，２１０の光量、受光部１１１，２１１のアナログ信号出力レ
ベル、及びＡＦＥ１１２，２１２のＡＤ変換特性は、熱などの影響により経時変化するた
め、画像を最適な光量レベルで取得するための補正パラメーターも経時変化するからであ

10

る。したがって、ステップＳ４０のように、原稿読取開始示唆動作を検出し、全読取条件
の補正パラメーター調整処理を完了後、所定時間以上経過しても、原稿読取開始指示を受
信しなかった場合は、再度、ステップＳ３２又はＳ３７で確定読取条件又は全読取条件の
補正パラメーター調整処理を実行している。
【００９０】
全読取条件の補正パラメーター調整処理が完了した場合（ステップＳ１３；ＹＥＳ）、
制御部１００は、図３のステップＳ１２〜Ｓ１４と同様のステップＳ４１〜Ｓ４３を実行
する。
【００９１】
以上、本変形例によれば、制御部１００は、原稿読取開始示唆動作を検出せずに、原稿
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読取開始指示の入力が検出された場合に、確定読取条件の補正パラメーター調整処理を実
行して完了し、確定読取条件の補正パラメーターを用いて画像読取部１０６による原稿の
画像読取を実行する。このため、原稿読取開始示唆動作がなく、原稿読取開始指示の入力
がある場合にも、全読取条件の補正パラメーター調整処理を実行することなく、確定読取
条件の補正パラメーター調整処理を実行するので、原稿読取開始指示から、原稿読取開始
までの時間を短縮できる。
【００９２】
また、制御部１００は、全読取条件の補正パラメーター調整処理の完了後に、原稿読取
開始指示の入力がなく所定時間経過したか否かを判別し、所定時間が経過した場合に、再
度、全読取条件の補正パラメーター調整処理を実行開始する。このため、ＬＥＤ１１０，
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２１０の光量、受光部１１１，２１１のアナログ信号出力レベル、及びＡＦＥ１１２，２
１２のＡＤ変換特性が熱などにより経時変化しても、画像を最適な光量レベルで取得する
ための適切な補正パラメーターを取得できる。
【００９３】
また、制御部１００は、前記所定時間が経過し、新たな原稿読取開始指示の入力が検出
された場合に、当該新たな原稿読取開始指示に対応する確定読取条件の補正パラメーター
調整処理を実行して完了し、確定読取条件の補正パラメーターを用いて画像読取部１０６
による原稿の画像読取を実行する。このため、ＬＥＤ１１０，２１０の光量、受光部１１
１，２１１のアナログ信号出力レベル、及びＡＦＥ１１２，２１２のＡＤ変換特性が熱な
どにより経時変化しても、画像を最適な光量レベルで取得するための適切な補正パラメー

40

ターを取得できる。
【００９４】
（第２の変形例）
図７を参照して、上記実施の形態の第２の変形例を説明する。図７は、第２の全読取条
件の補正パラメーター調整処理を示すフローチャートである。
【００９５】
本変形例の装置構成は、上記実施の形態と同様に、画像形成装置１を用いるものとする
。画像形成装置１の動作として、図３の第１の画像読取処理が実行されるものとするが、
ステップＳ１２で開始される全読取条件の補正パラメーター調整処理は、図４の第１の全
読取条件の補正パラメーター調整処理に代えて、図７の第２の全読取条件の補正パラメー
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ター調整処理が実行される。
【００９６】
第１の画像読取処理において、全読取条件の補正パラメーター調整処理は、処理開始時
点では、読取条件が確定していない。しかしながら、より使用頻度の高い読取条件での補
正パラメーター調整処理を優先的に実行することで、全読取条件の補正パラメーター調整
処理完了前に、ステップＳ１８で原稿読取開始指示が入力された際に、確定読取条件での
全読取条件の補正パラメーター調整処理が完了しており、即座に原稿読取を開始可能とな
る確率を高めることができる。
【００９７】
図７に示すように、第２の全読取条件の補正パラメーター調整処理では、予め各読取条

10

件の使用頻度を計測しておき、その計測結果に基づき、各読取条件の補正パラメーター調
整処理の実行順序を、使用頻度の高い順に設定する。
【００９８】
具体的には、まず、制御部１００は、第１の読取条件の補正パラメーター調整処理を実
行する（ステップＳ２０１）。そして、制御部１００は、第２の読取条件の補正パラメー
ター調整処理を実行する（ステップＳ２０２）。そして、制御部１００は、第３の読取条
件の補正パラメーター調整処理を実行する（ステップＳ２０３）。このように、制御部１
００は、第Ｎ（Ｎ：正の整数）の読取条件の補正パラメーター調整処理を実行し（ステッ
プＳ２０Ｎ）、第２の全読取条件の補正パラメーター調整処理を終了する。
【００９９】
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各読取条件の補正パラメーター調整処理の使用頻度は、高いものから低いものへ、ステ
ップＳ２０１，Ｓ２０２，Ｓ２０３，…，Ｓ２０Ｎが順に並んで設定されている。第２の
全読取条件の補正パラメーター調整処理を実行することで、より高い時間短縮効果を得る
。なお、第２の全読取条件の補正パラメーター調整処理の各ステップは、ＬＥＤを用いた
光量データ取得と取得された光量データに基づく補正パラメーターの算出とを含む。
【０１００】
以上、本変形例によれば、制御部１００は、全読取条件の補正パラメーター調整処理の
うち、使用頻度の高い読取条件の補正パラメーター調整処理を優先して実行する。このた
め、使用頻度の高い読取条件の補正パラメーター調整処理を予め実行しておく確率を高め
ることができるので、原稿読取開始指示から、原稿読取開始までのより高い時間短縮効果

30

を得られる。
【０１０１】
なお、予めデフォルトの読取条件を設定しておき、制御部１００は、全読取条件の補正
パラメーター調整処理のうち、当該デフォルトの読取条件の調整処理を優先して実行する
構成としてもよい。または、制御部１００は、原稿読取開始示唆動作としての操作表示部
７へのユーザーの入力により変更された最新の読取条件の補正パラメーター調整処理を優
先して実行する構成としてもよい。この構成によれば、原稿読取開始指示から、原稿読取
開始までの時間のより高い時間短縮効果を得られる。さらに、制御部１００は、全読取条
件の補正パラメーター調整処理の実行中に、操作表示部７で読取条件が変更された場合に
、当該変更後の最新の読取条件の補正パラメーター調整処理が優先して実行されるよう、
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各読取条件の優先度を動的に切り替える構成としてもよい。この構成によれば、原稿読取
開始指示から、原稿読取開始までの時間のさらに高い時間短縮効果を得られる。
【０１０２】
以上の説明では、本発明に係るプログラムのコンピューター読み取り可能な媒体として
ＨＤＤ、半導体メモリーなどを使用した例を開示したが、この例に限定されない。その他
のコンピューター読み取り可能な媒体として、ＣＤ−ＲＯＭなどの可搬型記録媒体を適用
することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータを通信回線を介して提供
する媒体として、キャリアウエーブ（搬送波）も本発明に適用される。
【０１０３】
なお、上記実施の形態及び変形例における記述は、本発明に係る好適な画像読取装置、
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画像形成装置及びプログラムの一例であり、これに限定されるものではない。
【０１０４】
例えば、上記実施の形態及び変形例では、画像読取装置２が画像形成装置１の一部であ
る構成としたが、これに限定されるものではない。画像読取装置２が、記憶部３、通信部
６、操作表示部７などを備えた独立した装置である構成としてもよい。
【０１０５】
また、以上の実施の形態における画像形成装置１を構成する各部の細部構成及び細部動
作に関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
10

【０１０６】
１

画像形成装置

２

画像読取装置

１０

ＦＢ

１２

白基準板

１３

ＡＤＦ窓

１５

ＦＢガラス

２０

ＡＤＦ

２２

白基準板

２５

原稿台

２６

原稿排出部

20

１００

制御部

１０１

ＣＰＵ

１０２

ＲＡＭ

１０６

画像読取部

１０６ａ

画像読取制御部

１１，２１

イメージセンサーモジュール

１１０，２１０

ＬＥＤ

１１１，２１１

受光部

１１２，２１２

ＡＦＥ

１２０

検知部

２３

原稿検知センサー

１６

開閉動作検知センサー

１３０

30

駆動部

１４

スライダー

２４

搬送部

３

記憶部

４

画像形成部

Ｙ

イエロー作像部

Ｍ

マゼンタ作像部

Ｃ

シアン作像部

Ｋ

ブラック作像部

４１

感光体

４２

帯電部

４３

露光部

４４

現像部

４５

一次転写ローラー

４６

二次転写ローラー

４６１
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二次転写対向ローラー

４７

クリーニング部

４８

中間転写ベルト
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４８１
４９
５

クリーニング部
定着部

給紙部

５１，５２，５３
６

通信部

７

操作表示部

【図１】

給紙トレイ

【図２】
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