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(57)【要約】
【課題】自動原稿送り装置で原稿を搬送しているときに
自動原稿送り装置の開状態を検知することで、ジョブの
実行中に自動原稿送り装置が開状態となっても適切に対
処できるようにする。
【解決手段】画像処理装置（１００）は、原稿を搬送し
て画像読取位置（Ａ）を通過させ排出させる自動原稿送
り装置（１１０）と、画像読取位置（Ａ）で原稿に光を
照射し、照射した光の反射光を受光して原稿の画像を読
み取る本体部（１０１）とを備え、自動原稿送り装置（
１１０）が、本体部（１０１）に対して開閉可能に設け
られている。画像処理装置（１００）は、自動原稿送り
装置（１１０）が原稿を搬送中に、画像読取位置（Ａ）
に原稿がない状態で白板（１０７）に光を照射してその
画像を読み取り、読み取った白板（１０７）の画像を解
析することにより、自動原稿送り装置（１１０）の開閉
を検出する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を搬送して所定の画像読取位置を通過させ所定の排出部に排出させる自動原稿送り
装置と、前記画像読取位置で原稿に光を照射し、該照射した光の反射光を受光して該原稿
の画像を読み取る本体部と、前記原稿の搬送及び前記画像を読み取る処理を制御する制御
部とを備え、前記自動原稿送り装置が、前記本体部に対して開閉可能に設けられ、該自動
原稿送り装置が閉じられた状態で、前記画像読取位置を通過する原稿が前記本体部に密着
する画像処理装置であって、
　前記自動原稿送り装置は、前記閉じられた状態で前記本体部により光が照射される位置
に白板を有し、
　前記制御部は、前記自動原稿送り装置が原稿を搬送中に、前記画像読取位置に原稿がな
い状態で前記白板に光を照射して該白板の画像を読み取り、読み取った前記白板の画像を
解析することにより、前記自動原稿送り装置の開閉を検出することを特徴とする画像処理
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像処理装置において、
　前記制御部は、前記自動原稿送り装置の開閉を検出する際、前記読み取った白板の画像
の濃度を解析し、該濃度が所定レベル以上の濃度であれば、前記自動原稿送り装置が開状
態であることを検出することを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像処理装置において、
　前記制御部は、所定の画像処理を指示するジョブが実行され、該ジョブの実行により前
記自動原稿送り装置が原稿の搬送を開始したとき、搬送された前記原稿が前記画像読取位
置を通過する前に、前記白板の画像を読み取って前記自動原稿送り装置の開閉を検出し、
前記自動原稿送り装置が開状態であることを検出したときには、前記ジョブの実行を中止
することを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像処理装置において、所定の画像処理を指示するジョブが実行され
た際に、自動原稿送り装置が複数枚の処理対象の原稿を連続して搬送する場合、前記制御
部は、搬送する原稿のそれぞれについて、該原稿が前記画像読取位置を通過する前に、前
記自動原稿送り装置の開閉を検出することを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１に記載の画像処理装置と、該画像処理装置で読み取られた原
稿の画像を記録媒体に画像形成する画像形成部と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、画像処理装置及び画像形成装置に関し、より詳細には、本体部に対して開閉
可能な自動原稿送り装置により原稿を搬送して、原稿画像を読み取る処理を行う画像処理
装置と、該画像処理装置により読み取った原稿画像を画像形成する画像形成装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　原稿画像を読み取るスキャナ機能を備えた画像処理装置として、原稿を自動搬送してそ
の画像を読み取る自動原稿送り装置を備えたものが一般的となっている。この画像処理装
置は、露光用ランプや光学系からなるスキャナ部、及び原稿を載置する原稿台を備えた本
体部と、本体部に対して開閉自在に設けられた自動原稿送り装置とを備えている。画像処
理装置のスキャナ機能によって原稿画像を読み取る場合、ユーザは、自動原稿送り装置を
開けて本体部の原稿載置台を露出させ、そのプラテンガラス上に原稿を載置して原稿画像
の読み取りを行うか、もしくは、自動原稿送り装置を閉状態としたまま原稿を自動搬送さ
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せて原稿画像の読み取りを行うことができる。
【０００３】
　自動原稿送り装置の開閉は、自動原稿送り装置内に設けられた反射型もしくは透過型の
センサによって検知される。例えば自動原稿送り装置に原稿がセットされているときに、
自動原稿送り装置が開状態になっていることがセンサによって検知されると、印刷ジョブ
を開始させる操作が行われたとしても原稿画像の搬送を行わないように制御される。
【０００４】
　このような自動原稿送り装置の開閉を検知する技術として、例えば特許文献１には、自
動原稿送り部の開閉動作に伴って、開口部から入射する外光の光量分布を変化させ、光量
分布の変化の検知結果に基づいて自動原稿送り部の開閉動作を検知するものが記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２９１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　画像処理装置の自動原稿送り装置に原稿をセットして、原稿画像の読みとり動作を含む
ジョブを開始させた場合、ジョブの実行中に自動原稿送り装置が開けられたときに、その
まま用紙の搬送を実行してしまうと、ジョブを適切に実行することができない。例えばそ
のジョブが用紙に画像形成を行う画像形成ジョブであれば、自動原稿送り装置が開状態の
まま画像形成装置による画像形成動作が実行されると、トナーや用紙が無駄になってしま
うという問題が生じる。
【０００７】
　上記のような本体部に対して開閉可能に設けられた自動原稿送り装置を備える画像処理
装置は、自動原稿送り装置の開閉状態を検知して、原稿画像の読み取り動作の制御等を行
うようにしている。従って自動原稿送り装置が原稿を搬送中にセンサによって開状態とな
ったことを検知したときに、ジョブを停止させるようにすることも考えられる。しかしな
がら、自動原稿送り装置の開閉を検知するセンサが備えられてなく、自動原稿送り装置の
開閉を検知することができない画像処理装置も存在する。この場合には、自動原稿送り装
置の制御を適切に行うことができない。
【０００８】
　引用文献１の原稿読取装置は、自動原稿送り装置の開閉と連動して動く遮蔽部材を設け
、その遮蔽部材の位置に応じて変化する光量分布を検知することにより、自動原稿送り装
置の開閉状態を検知し、閉状態となっていることが検知されると印刷準備動作を開始する
。従って引用文献１の原稿読取装置は、印刷ジョブ等が実行され記録用紙の搬送が開始さ
れてから自動原稿送り装置の開閉を検出するものではなく、記録紙の搬送中に自動原稿送
り装置が開けられても対処することができない。また、このときにジョブを中止するなど
の処理を行うことができない。
【０００９】
　本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、自動原稿送り装置で原稿を搬送
しているときに自動原稿送り装置の開状態を検知することで、ジョブの実行中に自動原稿
送り装置が開状態となっても適切に対処することができるようにした画像処理装置と、該
画像処理装置を備えた画像形成装置とを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の技術手段は、原稿を搬送して所定の画像読
取位置を通過させて所定の排出部に排出させる自動原稿送り装置と、前記画像読取位置で
原稿に光を照射し、該照射した光の反射光を受光して該原稿の画像を読み取る本体部と、
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前記原稿の搬送及び前記画像を読み取る処理を制御する制御部とを備え、前記自動原稿送
り装置が、前記本体部に対して開閉可能に設けられ、該自動原稿送り装置が閉じられた状
態で、前記画像読取位置を通過する原稿が前記本体部に密着する画像処理装置であって、
前記自動原稿送り装置は、前記閉じられた状態で前記本体部により光が照射される位置に
白板を有し、前記制御部は、前記自動原稿送り装置が原稿を搬送中に、前記画像読取位置
に原稿がない状態で前記白板に光を照射して該白板の画像を読み取り、読み取った前記白
板の画像を解析することにより、前記自動原稿送り装置の開閉を検出することを特徴とし
たものである。
【００１１】
　第２の技術手段は、第１の技術手段において、前記制御部が、前記自動原稿送り装置の
開閉を検出する際、前記読み取った白板の画像の濃度を解析し、該濃度が所定レベル以上
の濃度であれば、前記自動原稿送り装置が開状態であることを検出することを特徴とした
ものである。
【００１２】
　第３の技術手段は、第１または第２の技術手段において、前記制御部が、所定の画像処
理を指示するジョブが実行され、該ジョブの実行により前記自動原稿送り装置が原稿の搬
送を開始したとき、搬送された前記原稿が前記画像読取位置を通過する前に、前記白板の
画像を読み取って前記自動原稿送り装置の開閉を検出し、前記自動原稿送り装置が開状態
であることを検出したときには、前記ジョブの実行を中止することを特徴としたものであ
る。
【００１３】
　第４の技術手段は、第３の技術手段において、所定の画像処理を指示するジョブが実行
された際に、自動原稿送り装置が複数枚の処理対象の原稿を連続して搬送する場合、前記
制御部は、搬送する原稿のそれぞれについて、該原稿が前記画像読取位置を通過する前に
、前記自動原稿送り装置の開閉を検出することを特徴としたものである。
【００１４】
　第５の技術手段は、第１～４のいずれか１の技術手段の画像処理装置と、該画像処理装
置で読み取られた原稿の画像を記録媒体に画像形成する画像形成部とを備えた画像形成装
置である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、自動原稿送り装置で原稿を搬送しているときに自動原稿送り装置の開
状態を検知することで、ジョブの実行中に自動原稿送り装置が開状態となっても適切に対
処することができるようにした画像処理装置と、該画像処理装置を備えた画像形成装置と
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る画像処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明に係る画像処理装置の自動原稿送り装置について説明する図である。
【図３】本発明に係る画像読取装置の一構成例を示す概略断面図である。
【図４】本発明による画像処理装置における自動原稿送り装置の開閉検知処理の一例を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、本発明に係る画像処理装置の構成例を示すブロック図である。画像処理装置１
００は、メニューや設定画面等を表示する表示部１ａ、及びユーザによる操作入力を受け
付ける操作部１ｂからなる操作パネル部１を有している。操作パネル部１は、タッチパネ
ルとして構成することができる。また、操作部１ｂは、タッチパネルとは別にキー操作部
を備えることができる。
【００１８】
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　さらに画像処理装置１００は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）２ａにより原稿画像
を読み取るスキャナ部２と、スキャナ部２で読み取った原稿の画像データに画像処理を施
す画像処理部３と、画像処理された画像データを記憶する記憶部４と、スキャナ部２の原
稿載置台に載置された原稿もしくは自動原稿送り装置の原稿載置トレイに置かれた原稿の
サイズを判定するための光学センサ部５とを備えている。
【００１９】
　さらに画像処理装置１００は、原稿載置台に載置された原稿に対してレーザを走査しな
がら副走査方向に移動するプラテン原稿走査部を駆動する駆動モータ７と、その駆動モー
タ７を制御するドライバ６、及び自動原稿送り装置の搬送ローラを駆動する駆動モータ９
と、その駆動モータ９を制御するドライバ８、及び装置全体を制御する制御部１０を備え
ている。制御部１０は、ＣＰＵ１０ａ、ＲＯＭ１０ｂ、ＲＡＭ１０ｃ、Ｉ／Ｏ（入出力部
）１０ｄを有する。制御部１０により、原稿の搬送及び原稿画像の読み取り処理が制御さ
れる。
【００２０】
　画像処理装置１００は、コンピュータやプリンタなどの外部機器２００と接続可能であ
る。例えば、スキャナ部２で読み取った原稿の画像データを外部機器２００の一つである
プリンタに送信しプリントを行わせたり、コンピュータに送信して画像処理等を実行する
ことができる。ここでは画像データバス１２は、画像処理部３と外部機器２００とを接続
し、通信ライン（制御信号等の通信）１１は、制御部１０と外部機器２００とを接続して
いる。
【００２１】
　本発明に係る画像形成装置は、上記画像処理装置を備えるもので、画像処理装置の出力
部から出力された画像データを記録紙等の媒体に画像形成する機能を有するものである。
画像形成装置としては、コピー、プリンタ、ｆａｘ等の複数の機能を備えた複合機（ＭＦ
Ｐ（Multifunction Peripheral））として構成することができる。もしくはコピー機能を
有する単体のデジタル複写機や、ファクシミリデータの送受信が可能なファクシミリ装置
として構成することもできる。これらの画像形成機能については、公知の技術を適宜適用
したものとすることができる。
【００２２】
　図２は、本発明に係る画像処理装置の自動原稿送り装置について説明する図で、画像処
理装置を備えた複合機を例にしてその構成を示すものである。図２（Ａ）は、画像処理装
置を備えた複合機の上部外観図、図２（Ｂ）は自動原稿送り装置の内部構成を示す図、図
２（Ｃ）は、画像処理装置の自動原稿送り装置を開けた状態を示す図である。複合機は、
本発明に係る画像処理装置を備えた画像形成装置の一例である。
【００２３】
　複合機３００は、その上部に本発明に係る実施形態の画像処理装置１００を備えている
。図２（Ａ）に示すように、画像処理装置１００には、本体部１０１に対して開閉自在に
取り付けられた自動原稿送り装置（ＳＰＦ（ Single Pass Feeder））１１０が備えられ
る。自動原稿送り装置１１０は、その原稿載置トレイ１０９にセットされた原稿を自動的
に原稿載置台１０８に搬送し、本体部１０１が備えるスキャナ部によって原稿画像を読み
取らせる。
【００２４】
　原稿載置トレイ１０９には、原稿のサイズを正しく読み取るための原稿ガイド１０２が
設けられる。ユーザは、原稿ガイド１０２を原稿のサイズに合わせてセットすることで、
画処理装置では、原稿ガイド１０２のセット位置に応じて主走査方向（幅方向）の原稿サ
イズを判定することができる。また、原稿載置トレイ１０９には、副走査方向（原稿の送
り方向）の原稿サイズを判定するための複数のセンサ１０３が設けられる。
【００２５】
　原稿載置トレイ１０９にセットされた原稿は、原稿給紙ローラ１０５（図２（Ｂ）によ
り順に搬送され、原稿載置台（プラテンガラス）１０８（図２（Ｃ））上の所定位置に載
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せられる。原稿載置台１０８の原稿は、原稿走査部１０６からレーザ光が走査され、ＣＣ
Ｄまで導かれて画像データが読み取られる。画像データが読み取られた原稿は、原稿排出
トレイ１１７に排出される。
【００２６】
　また、厚手の原稿や、ブック形状のブック原稿など、自動原稿送り装置１１０を使用で
きない原稿を読み取る場合には、ユーザは、自動原稿送り装置１１０を使用することなく
自動原稿送り装置１１０を開けて原稿載置台１０８の上に直接に原稿を載置する。
　図２（Ｃ）に示すように、自動原稿送り装置１１０には、原稿走査部１０６に相当する
位置に白板１０７が備えられている。白板１０７は、画像読取時の各画素の感度ばらつき
や原稿照明の照度むらを補正するために設けられ、この白板１０７をスキャナ部のレーザ
光により照明して読み取って補正を行うものが一般的とされる。本発明に係る実施形態で
は、この白板１０７を利用して、自動原稿送り装置１１０による原稿の搬送中に、原稿が
ない状態で白板１０７の画像を読み取って、その画像を解析することにより、ジョブの実
行中における自動原稿送り装置１１０の開閉を検出する。
【００２７】
　図３は、本発明に係る画像読取装置の一構成例を示す概略断面図である。画像処理装置
１００は、本体部１０１と、本体部１０１に対して開閉自在に設けられた自動原稿送り装
置１１０とを備えている。自動原稿送り装置１１０は、ヒンジ機構により、本体部１０１
に対して回動することで本体部１０１に対して開閉される。
　自動原稿送り装置１１０には、原稿載置トレイ１０９から原稿排出トレイ１１７へ原稿
搬送する原稿搬送路２１を備えている。原稿は、原稿搬送路２１中を原稿載置トレイ１０
９から原稿排出トレイ１１７へ向けて搬送される。
【００２８】
　原稿の搬送方向において原稿搬送路２１の上流側端部にピックアップローラ２２及び捌
きローラ２３が配置され、原稿載置トレイ１０９上に積載された原稿がピックアップロー
ラ２２及び捌きローラ２３によって１枚ずつ原稿搬送路２１へ供給される。また、原稿の
搬送方向において原稿搬送路２１の下流側端部に排出ローラ２７が配置され、原稿搬送路
２１を搬送されてきた原稿は排出ローラ２７によって原稿排出トレイ１１７へ排出される
。原稿排出トレイ１１７は、本発明の排出部に相当する。また、原稿搬送路２１には、図
示しない原稿搬送センサが備えられ、給紙された原稿を検知するとともに、原稿の搬送中
に原稿の搬送方向の長さを検知する。
【００２９】
　原稿搬送路２１の中間には、スキャナ部１０１による画像読取位置Ａが設定されている
。原稿の搬送方向における画像読取位置Ａの上流側には、搬送ローラ２４、搬送ローラ２
５が原稿の搬送方向に沿って配置されている。搬送ローラ２４，２５は、それぞれ原稿搬
送ローラ駆動モータによって駆動され、原稿を画像読取位置Ａへ向けて搬送する。
　画像読取位置Ａの下流側の原稿搬送路２１には、従動ローラ２９が配置され、その下流
側の近傍には搬送ローラ２６が配置されている。搬送ローラ２６は、原稿搬送ローラ駆動
モータによって駆動され、原稿を排出ローラ２７へ向けて搬送する。
【００３０】
　本体部１０１は、原稿画像を読み取るスキャナ部２を有している。スキャナ部２は、露
光ランプ３１及び第１の反射ミラー３２を備えた第１走査ユニット３３と、第２の反射ミ
ラー３４及び第３の反射ミラー３５を備えた第２走査ユニット３６と、結像レンズ３７と
、ＣＣＤ２ａとを備えている。
　画像読取位置Ａは、原稿を走査する原稿走査部１０６に相当する位置になる。自動原稿
送り装置１１０が閉状態となっているときに、画像読取位置Ａを通過する原稿が本体部１
０１のプラテンガラス２８に密着するように構成される。画像読取位置Ａにおける原稿搬
送路２１のプラテンガラス２８に対向する壁面には、シェーディング補正に用いられる白
板（ＳＰＦ白板）２６が配置されている。
【００３１】
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　露光ランプ３１から照射された光は、原稿走査部１０６のプラテンガラス２８を透過し
て原稿に照射され、原稿面で反射して、第１の反射ミラー３２、第２の反射ミラー３４、
及び第３の反射ミラー３５で順次反射されて結像レンズ３７に入射する。結像レンズ３７
は、入射した光をＣＣＤ２ａ上に結像させる。ＣＣＤ２ａは、結像レンズ２４ｇによって
結像された光を受光し、光電変換して画像データとして読み取る。
【００３２】
　スキャナ部２はそれぞれ、原稿固定方式で原稿の画像を読み取る際に原稿が載置される
プラテンガラス２８に沿った副走査方向に変位自在に構成されている。スキャナ部２は、
第１走査ユニット３３及び第２走査ユニット３６を副走査方向に変位させることで、プラ
テンガラス２８上に載置され固定された原稿の画像を読み取り、原稿の画像の画像データ
を取得することができる。
【００３３】
　スキャナ部２は、原稿の一方の面の画像を読み取るものであるが、スキャナ部２と同様
の構成を自動原稿送り装置１１０の内部に設け、原稿のもう一方の面の画像を読み取る構
成とすることができる。
【００３４】
　上記の構成で、本発明に係る画像処理装置の実施形態は、ジョブの実行により自動原稿
送り装置１１０が原稿を搬送し、その原稿の画像を読み取るときに、本体部１０１に対す
る自動原稿送り装置１１０の開閉を検知して、その検知結果に応じてジョブの実行を停止
させる制御を行う。
　自動原稿送り装置１１０の開閉の検知は、画像処理装置の制御部１０が実行する。制御
部１０は、原稿搬送路２１を原稿が搬送されてきたときに、その原稿が画像読取位置Ａに
到達する前に、スキャナ部２によって白板１０７の画像を読み取る制御を行う。そしてこ
のときに、読み取った白板１０７の画像の濃度を検出し、その濃度のレベルに応じて自動
原稿送り装置１１０の開閉を検知する。
【００３５】
　本体部１０１に対して自動原稿送り装置１１０が少しでも回動すると、スキャナ部２に
よって白板１０７の画像を読み取ることができなくなるので、その読み取った画像は黒く
なる。これにより制御部１０は、本体部１０１に対する自動原稿送り装置１１０の開閉を
検知することができる。ここでは読み取った画像の画像濃度に所定の閾値を設け、濃度が
その閾値を超えたときに、自動原稿送り装置１１０が開状態であると判断させることがで
きる。
【００３６】
　スキャナ部２による白板１０７の画像の読み取りは、原稿搬送路２１を原稿が搬送され
るときに、その原稿ごとに行うことができる。ここでは自動原稿送り装置１１０の原稿載
置トレイ１０９に複数枚の原稿がセットされ、ジョブの開始を指示する操作入力（例えば
スタートキーの押圧）が行われると、自動原稿送り装置１１０は、原稿を一枚ずつ原稿搬
送路２１に送り出して画像読取位置Ａに向けて搬送する。ジョブは、例えば、画像処理装
置１００で読み取った画像を画像形成させるジョブである
【００３７】
　このときに、画像読取位置Ａでは、原稿搬送路２１を原稿が搬送されてくるときに、そ
の原稿が画像読取位置Ａに到達する前に、画像読取位置Ａに原稿がない状態でスキャナ部
２により白板１０７の画像を読み取って、自動原稿送り装置１１０の開閉を検知する。白
板１０７の画像を読み取るタイミングとしては、例えば、搬送されてくる原稿の先端が、
画像読取位置Ａまで数ｍｍとなったタイミングとすることができる。
　そして、制御部１０は、白板１０７の読み取り画像の濃度を解析し、自動原稿送り装置
１１０が本体部１０１に対して開となっていると判断した場合、そのジョブを即座に停止
する制御を行う。また、自動原稿送り装置１１０が開になっていなければ、その原稿の画
像を読み取ってジョブを実行する。
【００３８】
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　そして、次の原稿が原稿搬送路２１を搬送されてきた場合、その原稿が画像読取位置Ａ
に到達する前にスキャナ部２による白板１０７の画像の読み取りを行う。つまり２枚目以
降の原稿では、搬送されてくる原稿と原稿の間で、白板１０７の画像を読み取って、自動
原稿送り装置１１０の開閉を検知することができる。
　このような動作を行うことにより、自動原稿送り装置１１０にセットされた原稿の搬送
が開始しても、自動原稿送り装置１１０が開けられたときには、即座にジョブを停止させ
ることができる。そして、画像形成ジョブの場合には、画像処理装置から出力された画像
データを画像形成する画像形成装置では、無駄な用紙やトナーの消費を防止することがで
きる。また、スキャナ部２と白板１０７によって自動原稿送り装置１１０の開閉を検知す
るため、専用のセンサを設けることなく自動原稿送り装置の開閉を適切に検知することが
できる。
【００３９】
　図４は、本発明による画像処理装置における自動原稿送り装置の開閉検知処理の一例を
示すフローチャートである。まず画像処理装置１００の制御部１０は、ジョブが開示され
ると（ステップＳ１）、画像処理装置１００の初期設定を行う（ステップＳ２）。このジ
ョブは、画像処理装置で原稿画像を読み取って出力し、画像形成装置で画像形成させるジ
ョブであるものとする。ここでの初期設定は、ジョブを実行するために画像処理装置１０
０を動作させるための各種設定値を設定する処理である。
【００４０】
　そして制御部１０は、自動原稿送り装置１１０による原稿の搬送を開始させる（ステッ
プＳ３）。そして搬送された原稿が画像読取位置Ａに到達する前に、スキャナ部２が白板
１０７の画像を読み取り、制御部１０によって読み取った画像の濃度を解析する（ステッ
プＳ４）。制御部１０は、白板１０７の読み取り画像の濃度に従って、自動原稿送り装置
１１０が本体部１０１に対して開状態となっているか否かを判断する（ステップＳ５）。
自動原稿送り装置１１０が開であると判断した場合、制御部１０は、開始したジョブを即
座に停止させる（ステップＳ６）。
【００４１】
　一方、自動原稿送り装置１１０が閉であると判断した場合、制御部１０は、ジョブを続
行してスキャナ部２による原稿の読み取り処理を実行させる（ステップＳ７）。そして制
御部１０は、自動原稿送り装置１１０にセットされた次の処理対象の原稿があるか否かを
判断する（ステップＳ８）。ここで次の原稿がなければ、ジョブを終了する（ステップＳ
９）。また、次の原稿があれば、ステップＳ３に戻ってその原稿の搬送を開始する（ステ
ップ３）。
　この処理により、複数枚の処理対象の原稿がある場合には、ジョブが開始された後、そ
れぞれの原稿が搬送されるときに自動原稿送り装置の開閉を検知することができる。
【００４２】
　上記の処理により、自動原稿送り装置１１０で原稿を搬送しているときに自動原稿送り
装置１１０の開状態を検知することで、ジョブの実行中に自動原稿送り装置１１０が開状
態となってもジョブを停止することで適切に対処することができるようになる。ここでジ
ョブが画像形成ジョブであれば、自動原稿送り装置１１０が開状態となったときにジョブ
を停止すれば、用紙やトナーの無駄を防ぐことができる。また、原稿を搬送するごとに自
動原稿送り装置１１０の開閉を検知するので、複数の原稿を処理する場合でも自動原稿送
り装置１１０が開けられたことを迅速に検知することができるようになる。
【００４３】
　以上説明したように、本発明に係る画像処理装置は、原稿を搬送して所定の画像読取位
置を通過させ所定の排出部に排出させる自動原稿送り装置と、画像読取位置で原稿に光を
照射し、照射した光の反射光を受光して原稿の画像を読み取る本体部と、原稿の搬送及び
画像を読み取る処理を制御する制御部とを備え、自動原稿送り装置が、本体部に対して開
閉可能に設けられ、自動原稿送り装置が閉じられた状態で、画像読取位置を通過する原稿
が本体部に密着する画像処理装置であって、自動原稿送り装置は、閉じられた状態で本体
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に、画像読取位置に原稿がない状態で前記白板に光を照射して白板の画像を読み取り、読
み取った前記白板の画像を解析することにより、自動原稿送り装置の開閉を検出するもの
である。これにより、自動原稿送り装置で原稿を搬送しているときに自動原稿送り装置の
開状態を検知することで、ジョブの実行中に自動原稿送り装置が開状態となっても適切に
対処することができるようなる。
【００４４】
　さらに本発明の画像処理装置は、制御部が、自動原稿送り装置の開閉を検出する際、読
み取った白板の画像の濃度を解析し、濃度が所定レベル以上の濃度であれば、自動原稿送
り装置が開状態であることを検出するようにすることができる。これにより、白板の濃度
を解析することで適切に自動原稿送り装置の開閉を検知することができるようになる。
【００４５】
　さらに本発明の画像処理装置は、制御部が、所定の画像処理を指示するジョブが実行さ
れ、そのジョブの実行により自動原稿送り装置が原稿の搬送を開始したとき、搬送された
原稿が画像読取位置を通過する前に、白板の画像を読み取って自動原稿送り装置の開閉を
検出し、自動原稿送り装置が開状態であることを検出したときには、ジョブの実行を中止
するようにすることができる。これにより、ジョブが開始されて原稿が搬送中に自動原稿
送り装置が開状態となってもジョブを停止させる制御を行うことができるようになる。
【００４６】
　さらに本発明の画像処理装置は、所定の画像処理を指示するジョブが実行された際に、
自動原稿送り装置が複数枚の処理対象の原稿を連続して搬送する場合、制御部は、搬送す
る原稿のそれぞれについて、原稿が画像読取位置を通過する前に、自動原稿送り装置の開
閉を検出するようにすることができる。これにより、複数の原稿を処理する場合でも自動
原稿送り装置１１０が開けられたことを迅速に検知することができるようになる。
【００４７】
　さらに本発明に画像形成装置は、上記の画像処理装置と、画像処理装置で読み取られた
原稿の画像を記録媒体に画像形成する画像形成部とを備えたものである。これにより、ジ
ョブの開始後に画像処理装置の自動原稿送り装置が開状態となったときに、そのジョブを
停止させることで、用紙やトナーの無駄を防ぐことができるようになる。
【符号の説明】
【００４８】
１…操作パネル部、１ａ…表示部、１ｂ…操作部、２…スキャナ部、２ａ…ＣＣＤ、３…
画像処理部、４…記憶部、５…光学センサ部、６…ドライバ、７…駆動モータ、８…ドラ
イバ、９…駆動モータ、１０…制御部、１１…通信ライン、１２…画像データバス、２１
…原稿搬送路、２２…ピックアップローラ、２３…捌きローラ、２４…搬送ローラ、２４
ｇ…結像レンズ、２５…従動ローラ、２５…搬送ローラ、２６…搬送ローラ、２７…排出
ローラ、２８…プラテンガラス、２９…従動ローラ、３１…露光ランプ、３２…反射ミラ
ー、３３…走査ユニット、３４…反射ミラー、３５…反射ミラー、３６…走査ユニット、
３７…結像レンズ、１００…画像処理装置、１０１…本体部、１０２…原稿ガイド、１０
３…センサ、１０５…原稿給紙ローラ、１０６…原稿走査部、１０７…白板、１０８…原
稿載置台、１０９…原稿載置トレイ、１０ａ…ＣＰＵ、１０ｂ…ＲＯＭ、１０ｃ…ＲＡＭ
、１１０…自動原稿送り装置、１１７…原稿排出トレイ、２００…外部機器、３００…複
合機。
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