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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分割読取モードが選択された際に、原稿台に載置された原稿の画像を分割して読み取る
分割読取手段を備えた画像形成装置において、
　原稿の画像を読み取る前に、原稿サイズをユーザから受け付ける原稿サイズ受付手段と
、
　上記受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きいか否かの判別を行い、当
該原稿サイズが上記画像読み取りサイズよりも大きい場合にのみ、当該原稿サイズに対応
する分割読取モードを自動的に選択して、当該選択した分割読取モードの確定をユーザか
ら受け付ける分割読取モード選択手段と、
　上記分割読取モードが確定されると、上記原稿の画像が読み取られる順番に対応して、
分割された原稿の画像を読み取らせる順番を示す順番情報が示された、原稿の分割状態を
示す原稿イメージ画像と、当該原稿イメージ画像の順番情報を鏡像反転させた順番情報が
示された、原稿を原稿台に適切な配置で載置させた状態を示す配置イメージ画像と表示す
る分割読取表示手段と
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　さらに、上記画像読取サイズと同等の原稿サイズに、通常の画像読取モードを、上記画
像読取サイズよりも大きい原稿サイズに、当該原稿サイズに対応した分割読取モードを関
連付けた分割読取テーブルを備え、
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　上記分割読取モード選択手段は、上記受け付けた原稿サイズと、上記分割読取テーブル
とに基づいて、上記受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きいか否かの判
別を行う
　請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　さらに、原稿の画像データを分割して読み取る際に、原稿台上に載置された原稿と画像
読み取りサイズとの間に生じる位置ズレを検知するズレ検知手段と、
　位置ズレが検知された場合に、その位置ズレをユーザに知らせるズレ報知手段とを備え
る
　請求項１又は２に記載の画像形成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関し、詳しくは、受け付けた原稿のサイズに応じて、分割読
取モードを自動的に選択することが可能な画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像形成装置は、提供可能な機能を複数備えるようになっており、多機能化を迎
えている。その機能は、コピー機能に加えて、ファクシミリ送受信機能、スキャン機能、
プリント機能、ステープル機能やパンチ機能に代表される後処理機能、省電力機能等であ
り、種類も様々である。さらに、上記機能の多様化とともに、機能提供に供される原稿を
自動的に順次給送可能な自動原稿給送装置（ＡＤＦ）も搭載されるようになってきている
。
【０００３】
　上記機能のうち、分割して読み取った画像データを一つの画像データに編集する分割読
取機能（編集機能ともいう）が登場してきている。上記分割読取機能を用いると、複数枚
読み取らせた画像データを、一つの画像データにまとめ（結合・合成し）、一枚のシート
として出力することが可能となり、複数の原稿の画像を分割して出力させたり、原稿を出
力させるシートの縮小率を計算して縮小して出力させたりする等の余分な手間が不要にな
り、作業性の向上を図ることが可能となる。上記分割読取機能を備える画像処理装置や画
像形成装置は種々知られている。
【０００４】
　しかしながら、通常、画像処理装置や画像形成装置が原稿の画像データを読み取る場合
、読み取った画像データの周囲に余白部分に相当する画像データが併せて記憶される。そ
のため、上記編集機能を備えた画像処理装置や画像形成装置において、原稿台よりも大き
い原稿の画像を分割して読み取らせ、その画像データを結合（編集）する場合（例えば、
Ａ１原稿を４等分してスキャンし、４つの分割された画像データを１画像データに結合す
る場合）、分割された各画像データに余白部分が含まれることになり、ユーザの意図に合
わない画像が印刷物として出力されるという問題があった。例えば、４つに分割して読み
取った画像データを１つの画像データとして出力した場合、分割された画像データ相互間
に余白部分が発生し、分断された画像データ（画像の中央に白十字が描かれた画像データ
）が出力される。
【０００５】
　上記問題を解決するために、特開２００６－３３３１１２号公報（特許文献１）には、
分割された原稿画像データが入力される入力手段を有し、上記入力された分割原稿画像デ
ータを編集して出力する用紙処理装置において、上記入力された分割原稿画像データを編
集する際、出力形態に応じて取り扱う上記分割原稿画像データの範囲を切り替える処理手
段を備えていることを特徴とする画像処理装置が開示されている。
【０００６】
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　上記構成により、読み取ったデータの出力要求に応じて画像データの範囲を切り替え、
結合時に不要な部分があればその不要な部分を削除して出力することができるとしている
。
【特許文献１】特開２００６－３３３１１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、ユーザにより予め分割結合モードが選択
されていなければ、上述した分割読取機能が発揮されない。そのため、上記分割結合モー
ドを知らないユーザにとっては、分割読取機能が画像形成装置に備わっているにも関わら
ず当該分割読取機能を利用する機会がないという問題がある。
【０００８】
　また、分割読取機能では、原稿を分割して読み取る場合、原稿の読み取る順番毎に、原
稿を適切な配置（方向）にて読み取らせなければ、一つの画像データとして適切に結合す
ることが出来ないという特徴があるが、順番毎の適切な配置（方向）は、分割読取機能を
熟知していないユーザにとって分かり難いという問題がある。そのため、折角、分割読取
機能を実行しても、順番毎の原稿を読み取らせる配置（方向）が適切でないために、ユー
ザの意図した画像データを得ることが出来ない場合がある。また、その配置（方向）は、
分割して読み取らせる回数が増加するほど、複雑になる傾向があるとともに、複数回原稿
を分割して読み取らせる場合、一度でも読み取らせる配置（方向）を間違えると、読み取
らせた全ての画像データが無駄となるという特徴も有しているため、ユーザにとって分割
読取機能は扱い難いという問題もある。そのため、画像形成装置の分割読取機能（編集機
能）について見直しが図られている。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、受け付けた原稿の
サイズに応じて、分割読取モードを自動的に選択することが可能な画像形成装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る画像形成装置は、分割読
取モードが選択された際に、原稿台に載置された原稿の画像を分割して読み取る分割読取
手段を備えた画像形成装置において、原稿の画像を読み取る前に、原稿サイズをユーザか
ら受け付ける原稿サイズ受付手段と、上記受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよ
りも大きいか否かの判別を行い、当該原稿サイズが上記画像読み取りサイズよりも大きい
場合にのみ、当該原稿サイズに対応する分割読取モードを自動的に選択して、当該選択し
た分割読取モードの確定をユーザから受け付ける分割読取モード選択手段と、上記分割読
取モードが確定されると、上記原稿の画像が読み取られる順番に対応して、分割された原
稿の画像を読み取らせる順番を示す順番情報が示された、原稿の分割状態を示す原稿イメ
ージ画像と、当該原稿イメージ画像の順番情報を鏡像反転させた順番情報が示された、原
稿を原稿台に適切な配置で載置させた状態を示す配置イメージ画像と表示する分割読取表
示手段とを備える。
 
【００１１】
　分割読取モードとは、画像読み取りサイズ（読取範囲）内に収まらない原稿の画像を複
数回に分けて読み取らせるためのモード、言い換えると、原稿の画像を複数回に分割して
画像読み取り、分割された画像データを一の画像データに結合してシートに出力するモー
ドのことを言う。通常、原稿の画像を一回読み取り、その画像データをシートとして出力
するモードである画像読取モードとは区別される。
【００１２】
　画像読み取りサイズとは、画像形成装置に係る読取部が一回の作動（副走査方向への移
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動）にて原稿の画像を読み取ることが可能な領域（範囲、寸法）に相当する。通常、画像
読み取りサイズは、読取部の副走査方向への移動範囲と、読取部の走査方向の幅とで決定
されるため、その画像読み取りサイズは、原稿台のサイズよりも小さなサイズとなるが、
画像形成装置の機種等に応じて、原稿台のサイズと同等となる場合もある。その場合は、
画像読み取りサイズは、原稿台のサイズに相当する。
【００１３】
　分割読取モードは、二回の分割読取によって一枚のシートを出力する分割読取モードを
示す「２ｉｎ１」、四回の分割読取によって一枚のシートを出力する分割読取モードを示
す「４ｉｎ１」等が該当する。
【００１４】
　分割読取手段は、分割読取モードを適切に実行する手段のことであり、具体的には、分
割読取モードが選択されると、読み取る順番に対応して画像データを一時記憶し、分割さ
れた画像データを所定の組み合わせ、配置、方向に基づいて、一つの画像データに結合し
、結合された画像データを出力する手段が該当する。画像形成装置の読取部と記憶部とが
協働的に作動して実現する。通常、画像読取モードを適切に実行する手段である読取手段
とは区別される。
【００１５】
　原稿サイズ受付手段が原稿サイズをユーザから受け付ける方法は、どのような方法でも
構わないが、例えば、タッチパネル上に原稿サイズに対応する項目を複数表示して受け付
ける方法、画像形成装置に備えられた操作部に原稿サイズに対応するハードキー等を設け
て受け付ける方法等が該当する。画像形成装置に接続されたパーソナルコンピュータ等の
インターフェースから受け付けても構わない。
【００１６】
　分割読取モード選択手段が、受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きい
と判別する方法は、どのような方法でも構わないが、例えば、予め画像読み取りサイズよ
りも小さい原稿サイズと、画像読み取りサイズよりも大きい原稿サイズとを区分けしたテ
ーブルを用意し、ユーザが選択した原稿サイズとそのテーブルとに基づいて原稿サイズが
画像読み取りサイズよりも大きいか否かを判別する方法、予め原稿サイズの数値と画像読
み取りサイズの数値とを記憶しておき、ユーザが選択した原稿サイズの数値と画像読み取
りサイズの数値とを比較して原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きいか否かを判別
する方法等が該当する。
【００１７】
　分割読取モード選択手段が自動的に選択する分割読取モードは、どのような分割読取モ
ードでも構わないが、例えば、選択された原稿サイズを分割して読み取った際に、偶数回
の分割読み取りによって、一の画像データを結合可能となる分割読取モード等が該当する
。例えば、画像読み取りサイズ「Ａ４」（２１０ｍｍ×２９７ｍｍ）である場合、原稿サ
イズが「Ａ３」（２９７ｍｍ×４２０ｍｍ）と選択されると、分割読取モードは「２ｉｎ
１」が自動的に選択され、原稿サイズが「Ａ２」（４２０ｍｍ×５９４ｍｍ）と選択され
ると、分割読取モードは「４ｉｎ１」と自動的に選択されるよう構成することができる。
分割読取モードは、原稿読み取りサイズと、画像形成装置に収納された用紙サイズとに応
じて、適宜設計変更される。
【００１８】
　分割読取モード選択手段がユーザから受け付ける新たな分割読取モードは、ユーザの分
割読取モードの確認に相当するように、分割読取モード選択手段が自動的に選択した分割
読取モードと同一であっても、当該選択した分割読取モードと異なる分割読取モードであ
っても構わない。分割読取モード選択手段がユーザから新たに分割読取モードを受け付け
る方法は、例えば、タッチパネル上に分割読取モードに対応する項目を複数表示して受け
付ける方法等が挙げられる。なお、ユーザの操作に応じて、新たに分割読取モードを受け
付ける手順を省略可能としても構わない。
【００２０】
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　分割して読み取る順番の数は、分割読取モードの種類等に応じて決定され、例えば、分
割読取モード「２ｉｎ１」であれば二回、「４ｉｎ１」であれば四回等となる。
【００２１】
　原稿の配置は、原稿台上に載置させる原稿の状態に相当し、例えば、分割読取モード「
２ｉｎ１」で原稿の上半分を分割して読み取る場合、その配置は、原稿の上半分が原稿台
に係る画像読み取りサイズと重なり、原稿の上半分の画像データが適切に読み取られる配
置となる。配置には、画像として読み取られる原稿の部分と方向とが示される。なお、原
稿の配置における方向は、原稿台における基準（例えば、左上基準（左奥基準）、右上基
準（右奥基準）等）に応じて、適宜変更される。
【００２２】
　分割読取の順番と、原稿の配置とは、分割読取モードの種類等に応じて異なる場合があ
る。例えば、分割読取モード「２ｉｎ１」であれば、原稿を上下半分に読み取らせるため
の配置や、原稿を左右半分に読み取らせるための配置、その他の配置等が挙げられる。原
稿を上下半分に読み取る場合、その順番は、例えば、上半分の原稿の読み取りを一番目と
し、下半分の原稿の読み取りを二番目とすることもできるし、その逆の順番とすることも
できる。原稿を左右半分に読み取る場合、その順番は、例えば、右半分の原稿の読み取り
を一番目とし、左半分の原稿の読み取りを二番目とすることもできるし、その逆の順番と
することもできる。このように、分割読取モードに応じて、分割読取の順番と原稿の配置
とは変動しうる。そのため、分割読取の順番と原稿の配置との関係は、適用する画像形成
装置の機種、スペック等と適用する分割読取モードの種類に応じて、適宜設計変更される
。
【００２３】
　分割読取の順番に対応して、原稿の配置を表示する方法は、どのような方法でも構わな
いが、例えば、分割読取モードと、その分割読取モードにおいて画像を読み取る順番と、
その順番においてユーザが原稿台上に載置させる原稿の配置を表示する画面である分割読
取手順画面とを関連つけて記憶する記憶手段を予め用意して、その記憶手段に基づいて表
示する方法等が挙げられる。
【００２４】
　原稿の配置を表示する方法は、例えば、画像形成装置に備えられたタッチパネル等に画
面として表示する方法が挙げられる。原稿の配置を表示する際に、原稿の配置を模したイ
メージ画像を表示しても、文書等を表示しても構わない。又、本発明は、さらに、上記画
像読取サイズと同等の原稿サイズに、通常の画像読取モードを、上記画像読取サイズより
も大きい原稿サイズに、当該原稿サイズに対応した分割読取モードを関連付けた分割読取
テーブルを備え、上記分割読取モード選択手段は、上記受け付けた原稿サイズと、上記分
割読取テーブルとに基づいて、上記受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大
きいか否かの判別を行う。又、本発明は、さらに、原稿の画像データを分割して読み取る
際に、原稿台上に載置された原稿と画像読み取りサイズとの間に生じる位置ズレを検知す
るズレ検知手段と、位置ズレが検知された場合に、その位置ズレをユーザに知らせるズレ
報知手段とを備える。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の画像形成装置によれば、原稿の画像を読み取る前に、原稿サイズをユーザから
受け付ける原稿サイズ受付手段と、受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大
きい場合に、自動的に分割読取モードを選択するとともに、新たに分割読取モードをユー
ザから受け付ける分割読取モード選択手段とを備えるよう構成している。
【００２６】
　これにより、ユーザに入力された原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きい条件で
は、自動的に分割読取モードが選択されることとなる。そのため、分割読取モードを知ら
ないユーザであっても、原稿サイズに応じて適切に分割読取モードを利用することが可能
となる。その結果、分割読取モードを十分に活用するとともに、原稿サイズが画像読み取
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りサイズよりも大きい場合に生じる弊害（例えば、原稿の画像を無理して読み取らせるた
めに原稿を折り曲げたり、切り取ったりして原稿を傷めること）を防止することが可能と
なる。また、どのようなサイズの原稿であっても適切に印刷物等として出力させることが
可能となる。さらに、分割読取モードが自動的に選択されたとしても、ユーザによって、
新たに分割読取モードを受け付けることが可能であるから、ユーザの希望に応じて、分割
読取モードを適宜設定変更することが可能となる。そのため、分割読取モード選択手段が
選択した分割読取モードに制限されることなく、画像形成装置を機動的に対応させること
が可能となる。
【００２７】
　さらに、分割読取モードが選択された際に、原稿の画像を分割して読み取る順番に対応
して、ユーザが原稿台上に載置させる原稿の配置を表示する分割読取表示手段を備えるよ
う構成することができる。
【００２８】
　これにより、ユーザが分かり難い分割読取時における原稿の適切な配置を、分割読取の
順番毎に表示して、ユーザに原稿を適切に載置させ、分割読取を行わせることが可能とな
る。そのため、ユーザが分割読取時における原稿の配置を間違えることを防止するととも
に、分割した原稿の画像データを適切に読み取ることが可能となる。そのため、結合した
一つの画像データは原稿の画像に一致し、ユーザが原稿の配置を間違えることによって生
じる無駄な出力、ユーザの意図しない画像データの出力を防止することが可能となり、分
割読取モードを熟知していないユーザでも分割読取モードを十分に活用することが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下に、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。
【００３０】
　＜画像形成装置＞
　以下に、本発明の実施形態に係る画像形成装置は、プリンタ、コピー、スキャナ、ファ
ックス等を備えた複合機、デジタル複写機、プリンタ等が該当し、コピーサービス、スキ
ャナサービス、ファクシミリサービス、プリンタサービス等を備えた画像形成装置として
機能する。
【００３１】
　図１は、複合機の概略模式図である。ただし、本発明に直接には関係しない各部の詳細
は省略している。なお、一例として複合機を利用して原稿のコピーを行う際の画像形成装
置の動作を簡単に説明する。
【００３２】
　ユーザが複合機１００を利用して例えば原稿の印刷を行う場合、原稿を図１に示す原稿
台１０３、或いは載置台１０５に配置し、原稿台１０３近傍に供えられた操作部２００に
対して印刷の指示を行う。当該指示があると、以下に示す各部（駆動部）が動作すること
で、印刷が行われる。
【００３３】
　即ち、図１に示すように、本実施の形態の複合機１００は、本体１０１と、本体１０１
の上方に取り付けられたプラテンカバー１０２を備える。本体１０１の上面は原稿台１０
３が設けられており、原稿台１０３は、プラテンカバー１０２によって開閉されるように
なっている。プラテンカバー１０２は、自動原稿給紙装置１０４と載置台１０５と排紙台
１０９が設けられている。
【００３４】
　自動原稿給紙装置１０４は、プラテンカバー１０２の内部に形成された原稿搬送路１０
８と、プラテンカバー１０２の内部に備えられたピックアップローラ１０６や搬送ローラ
１０７Ａ、１０７Ｂ等で構成される。原稿搬送路１０８は、載置台１０５から、本体１０
１に設けられた読取部１１０にて読み取りが行なわれる読取位置Ｐを経由して、排紙台１
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０９に通じる原稿の搬送路である。
【００３５】
　自動原稿給紙装置１０４は、載置台１０５に載置された原稿１枚ずつをピックアップロ
ーラ１０６で原稿搬送路内１０８に引き出し、搬送ローラ１０７Ａ、１０７Ｂ等によって
引き出した原稿を、読取位置Ｐを通過させて排紙台１０９に排紙する。読取位置Ｐを通過
する時に原稿は読取部１１０にて読み取られる。
【００３６】
　上記読取部１１０は、原稿台１０３の下方に設けられており、図２にその詳細が示され
ている。読取部１１０は、原稿台１０３を照射する主走査方向に長い光源１１１と、原稿
台からの光を選択的に通過させるスリット１１６と、原稿台からの光を導くミラー１１２
とを備える第一の移動キャリッジ１１７や、第一の移動キャリッジ１１７からの反射光を
再度反射するミラー１１３Ａ、１１３Ｂを備える第二の移動キャリッジ１１８、さらにミ
ラーで導かれた光を光学的に補正するレンズ群１１９、当該レンズ群１１９より補正され
た光を受光する撮像素子１１５、撮像素子にて受光した光を電気信号に変換し、必要に応
じて補正・修正などを行う画像データ生成部１１４とで構成されている。
【００３７】
　自動原稿給紙装置１０４上の原稿を読み取る場合には、光源１１１は、読取位置Ｐを照
射できる位置に移動して発光する。光源１１１からの光は、原稿台１０３を透過して読取
位置Ｐを通過する原稿にて反射し、スリット１１６、ミラー１１２、１１３Ａ、１１３Ｂ
、レンズ群１１９によって撮像素子１１５に導かれる。撮像素子１１５は、受光した光を
電気信号に変換して画像データ生成部１１４に送信する。画像データ生成部１１４には、
上記撮像素子１１５にて受光された光がＲ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の
アナログ電気信号として入力され、ここでアナログ－デジタル変換され、即ちデジタル化
される。さらに、画像データ生成部１１４では、順次変換されたデジタル信号を単位デー
タとし、これら単位データを補正、修正等することで複数の単位データからなる画像デー
タを生成する。
【００３８】
　また、読取部１１０は、自動原稿給紙装置１０４で搬送される原稿だけでなく、原稿台
１０３に載置された原稿も読み取ることが可能となっている。原稿台１０３に載置された
原稿を読み取る場合は、第一のキャリッジ１１２は、光源１１１を発光しながら副走査方
向に移動し、光源１１１から撮像素子１１５までの光路長を一定にするために、第二の移
動キャリッジ１１８は第一の移動キャリッジ１１７の１／２の速度で撮像素子１１５方向
に移動する。
【００３９】
　撮像素子１１５は、自動原稿給紙装置１０４に搬送された原稿のときと同様に、ミラー
１１２、１１３Ａ、１１３Ｂに導かれた光に基づいて原稿台１０３に載置された原稿から
の光を電気信号に変換し、これに基づいて画像データ生成部１１４が画像データを生成す
る。
【００４０】
　本体１０１の読取部１１０の下方には、画像データを印刷する印刷部１２０を備えてい
る。印刷部１２０が印刷できる画像データは、上記のように画像データ生成部１１４にて
生成されたものや、複合機１００に接続された通信ケーブル２０１を介して、ネットワー
ク２０２から画像形成の指示とともに送信される場合もある。
【００４１】
　印刷部１２０が行う印刷方式には、電子写真方式が用いられている。即ち、感光ドラム
１２１を帯電器１２２で一様に帯電させ、その後レーザ１２３で感光ドラム１２１を照射
して感光ドラム１２１に潜像を形成し、現像器１２４で潜像にトナーを付着させて可視像
を形成し、転写ローラにて可視像を用紙に転写する方式である。
【００４２】
　なお、フルカラー画像に対応した画像形成装置では、上記現像器（ロータリー現像器）
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１２４が、図１の紙面に対して垂直方向に構成される回転軸を中心として周方向に回転さ
せられ、対応する色のトナーが格納された現像ユニットが感光ドラム１２１の対向位置に
配置される。この状態で、感光ドラム１２１上の潜像が、現像器１２４が格納するトナー
により現像され、中間転写ベルト１２５Ａに転写される。なお、現像器１２４は、イエロ
ー（Ｙ）、シアン(Ｃ)、マゼンタ(Ｍ)、ブラック(Ｋ)の各トナーをそれぞれ格納する４つ
の現像ユニット１２４（Ｙ）、(Ｃ)、(Ｍ)、(Ｋ)を有している。上記中間転写ベルト１２
５Ａへの転写を上記各色毎に繰り返すことにより、当該中間転写ベルト１２５Ａ上にフル
カラー画像が形成される。
【００４３】
　可視像が印刷される用紙は、手差しトレイ１３１、給紙カセット１３２、１３３、１３
４などの給紙トレイに載置されたものである。
【００４４】
　印刷部１２０が印刷を行う際には、何れか１つの給紙トレイから用紙１枚を、ピックア
ップローラ１３５（手差しトレイの場合は、手差しトレイ近傍に備えられたピックアップ
ローラ１３６）を用いて引き出し、引き出した用紙を搬送ローラ１３７やレジストローラ
１３８で中間転写ベルト１２５Ａと転写ローラ１２５Ｂの間に送り込む。
【００４５】
　印刷部１２０は、中間転写ベルト１２５Ａと転写ローラ１２５Ｂの間に送り込んだ用紙
に、上記中間転写ベルト１２５Ａ上の可視像を転写すると、可視像を定着させるために、
搬送ベルト１２６で定着装置１２７に用紙を送る。定着装置１２７は、ヒータが内蔵され
た加熱ローラ１２８と、所定の圧力で加熱ローラ１２８に押し当てられた加圧ローラ１２
９とで構成されている。加熱ローラ１２８と加圧ローラ１２９の間を用紙が通過すると、
熱と用紙への押圧力によって可視像が用紙に定着する。印刷部１２０は、定着装置１２７
を通過した用紙を排紙トレイ１３０に排紙する。
【００４６】
　以上が、複合機１００における基本的なコピーサービスの処理である。なお、複合機１
００は、上述した各部（自動原稿給送装置１０４、読取部１１０、印刷部１２０）を適宜
協働的に動作することによって、他の機能、例えば、ファクシミリ送受信機能、プリント
機能、スキャン機能、後処理機能、メモリ機能等をユーザに提供する。
【００４７】
　ユーザが操作部２００等を介して複合機１００に入力した条件等を受け付ける手段を条
件受付手段とし、読取部１１０を駆動して原稿台１０３（載置台１０５）に載置された原
稿の画像を画像データとして読み取る手段を読取手段とし、操作部２００等の指示（命令
、要求）によって分割読取モードが選択されると、読取部１１０を駆動して原稿台１０３
に載置された原稿の画像を分割して画像データとして読み取る手段を分割読取手段とし、
印刷物１２０を駆動して、読み取った画像データを印刷物として出力する手段を出力手段
とする（後述する）。
【００４８】
　図３は、複合機１００に備えられた操作部２００の外観の一例を示す図である。ユーザ
は、上記操作部２００を用いて、上述のような機能提供についての設定条件等を入力した
り、分割読取モードを選択したり、原稿サイズを入力したり、倍率を変更したりする。設
定条件の入力、各サービスの実行開始等が行なわれる際に、上記操作部２００に備えられ
たタッチパネル３０１、タッチペン３０２、操作キー３０３が用いられる。
【００４９】
　上記タッチパネル３０１には、上述した条件を入力する機能と、入力された設定条件や
書き込み情報等を表示する機能とが兼ね備えられている。すなわち、タッチパネル３０１
上に表示された画面内の選択項目等を押下することによって、選択項目等に関連付けられ
た設定条件の入力が行われ、所定のキーボード画面のキーまたは送信先を押下することに
よって、原稿サイズ、倍率、部数、分割読取モードの入力が行なわれる。また、入力され
た項目等は、その背景色を白色からグレー色へ変更してタッチパネル３０１上に表示され
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るため、ユーザによって随時視認される。
【００５０】
　タッチパネル３０１の近傍には、タッチペン３０２が備えられており、ユーザがそのタ
ッチペン３０２の先をタッチパネル３０１に接触させると、タッチパネル３０１下方に設
けられたセンサが接触先を検知する。そのため、タッチペン３０２の接触により、キーボ
ード画面のキーの押下や所定の手書き情報の入力が可能である。
【００５１】
　さらに、タッチパネル３０１近傍には、所定数の操作キー３０３が設けられ、例えば、
テンキー３０４、スタートキー３０５、クリアキー３０６、ストップキー３０７、リセッ
トキー３０８、電源キー３０９が備えられている。なお、上記テンキー３０４は、部数や
倍率を設定する際に具体的な数字の入力に用いられる。
【００５２】
　次に、図４を用いて、複合機１００の制御系ハードウェアの構成を説明する。図４は、
複合機１００における制御系ハードウェアの概略構成図である。ただし、本発明に直接に
は関係しない各部の詳細は省略している。
【００５３】
　複合機１００の制御回路は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）４０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）４０２、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）４０３、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）
４０４、各駆動部に対応するドライバ４０５を内部バス４０６によって接続している。上
記ＣＰＵ４０１は、例えば、ＲＡＭ４０３を作業領域として利用し、上記ＲＯＭ４０２、
ＨＤＤ４０４等に記憶されているプログラムを実行し、当該実行結果に基づいて上記ドラ
イバ４０５と図示しない操作部２００からのデータ、指示を授受し、上記図１乃至図３に
示した各駆動部等の動作を制御する。また、上記駆動部以外についても、上記ＣＰＵ４０
１がプログラムを実行することで当該各手段を実現する。上記ＲＯＭ４０２、ＨＤＤ４０
４等には、以下に説明する各手段を実現するプログラムやデータが記憶されている。
【００５４】
　＜本発明の実施形態＞
　次に図５乃至図６を参照しながら、第一の実施形態の画像形成装置が、受け付けた原稿
のサイズに応じて、分割読取モードを自動的に選択する手順について説明する。なお、本
発明の第一の実施形態に直接には関係しない各部の詳細は省略している。図５は、本発明
の第一の実施形態に係る複合機の機能ブロック図である。図６は、本発明の第一の実施形
態の実行手順を示すためのフローチャートである。
【００５５】
　例えば、複合機１００が待機時での消費電力を抑えた状態であるスリープ状態である場
合に、ユーザが原稿を原稿台１０３に載置して、タッチパネル３０１を触れると、複合機
１００のスリープ状態が解除され、使用可能な状態へ移行し、条件受付手段５０１が、タ
ッチパネル３０１上に初期画面（ここでは、図７Ａに示すコピー設定画面）を表示する。
条件受付手段５０１が初期画面を表示する時点は、ユーザが複合機１００に電源を投入し
た時点であっても構わない。
【００５６】
　なお、複合機の画像読み取りサイズは、「Ａ４」とする（後述する）。
【００５７】
　初期画面には、コピーサービスの設定を行なうための通常の項目７０１（例えば、出力
するシートのサイズ、倍率等）と、条件入力が完了した際に押下するボタンである「ＯＫ
」ボタン７０２とが表示されている。そこで、ユーザは、自己の希望するコピー設定の条
件（例えば、出力するシートのサイズを「Ａ４」７０３、倍率を「１００％」７０４）を
入力すると、条件受付手段５０１がその条件を受け付ける。なお、ユーザが押下した項目
の背景色は、白色からグレー色へ変更される。
【００５８】
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　さらに、ユーザが条件の入力を終了し、初期画面に表示された「ＯＫ」ボタン７０２を
押下すると、条件受付手段５０１が条件の受付を完了した旨の信号を原稿サイズ受付手段
５０２に送信する。原稿サイズ受付手段５０２は上記信号を受信すると、画像データを読
み取らせる原稿の原稿サイズを受け付ける画面である原稿サイズ受付画面をタッチパネル
上に表示する。
【００５９】
　原稿サイズ受付画面には、図７Ｂに示すように、読み取らせる原稿サイズの入力を促す
メッセージ７０５「読み取らせる原稿のサイズを選択してください。」と、原稿のサイズ
を示す一連の選択項目７０６（例えば、「Ａ３」、「Ａ４」、「Ａ５」、表示された項目
以外の原稿サイズを表示選択可能なボタンである「その他」等）と、出力させるシートの
サイズ「Ａ４」７０７と、原稿のサイズを入力完了した際に押下するボタンである「ＯＫ
」ボタン７０８とが表示される。
【００６０】
　ユーザは、原稿サイズ受付画面を見ながら、原稿サイズＡ３に対応する選択項目「Ａ３
」７０９を押下すると、原稿サイズ受付手段５０２は、押下された選択項目「Ａ３」７０
９の背景色を白色からグレー色へ変更する。
【００６１】
　ユーザは、表示されたシートのサイズ「Ａ４」７０７と、原稿サイズ「Ａ３」７０９と
を確認しながら、原稿サイズ受付画面の「ＯＫ」ボタン７０８を押下すると、原稿サイズ
受付手段５０２は、原稿サイズ「Ａ３」を受け付け、その原稿サイズ「Ａ３」を分割読取
モード選択手段５０３に送信する（図６：Ｓ１０１）。
【００６２】
　分割読取モード選択手段５０３は、分割読取モード記憶手段５０４に記憶された分割読
取テーブルを参照し、受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きいか否かの
判別を行う（図６：Ｓ１０２）。
【００６３】
　画像読み取りサイズとは、複合機の読取部１１０が副走査可能な領域、言い換えると、
原稿台１０３に原稿を載置させた際に、読取部１１０がその原稿の画像を一回の読取動作
にて読取可能な領域（読取領域、読取範囲、読取位置ともいう）に相当する。
【００６４】
　分割読取テーブル８００には、図８Ｃに示すように、一連の原稿サイズ８０１と、その
原稿サイズを原稿台１０３にて読み取った際に必要となる分割読取モード８０２とが関連
付けて記憶されている。
【００６５】
　例えば、複合機１００の原稿台１０３における画像読み取りサイズを「Ａ４」と同等の
サイズとする場合、分割読取テーブルに係る原稿サイズ「Ａ３」や「Ａ２」は画像読み取
りサイズよりも大きいため、その原稿サイズ（「Ａ３」、「Ａ２」）には、選択すべき分
割読取モード（例えば、二回の分割読取によって一枚のシートを出力する分割読取モード
を示す「２ｉｎ１」、四回の分割読取によって一枚のシートを出力する分割読取モードを
示す「４ｉｎ１」等）が関連付けて記憶されている。一方、分割読取テーブルに係る原稿
サイズ「Ａ４」や「Ａ５」は画像読み取りサイズと同等、あるいは画像読み取りサイズよ
りも小さいため、その原稿サイズ（「Ａ４」、「Ａ５」）には、通常の画像読取モード（
例えば、一回の画像読取によって一枚のシートを出力する通常の画像読取モードを示す「
－」等）が関連付けて記憶されている。
【００６６】
　上記分割読取テーブル８００により、分割読取モード選択手段５０３が、受信した原稿
サイズが画像読み取りサイズよりも大きいか否かの判別を行うことが可能となり、受け付
けた原稿サイズに適合した分割読取モードを自動的に選択することが可能となる。
【００６７】
　分割読取モード選択手段５０３が原稿サイズ「Ａ３」７０９を受け付けると、分割読取



(11) JP 5085453 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

テーブル８００を参照し、その「Ａ３」は画像読み取りサイズ「Ａ４」よりも大きいと判
別して、分割読取テーブル８００の「Ａ３」８０３に対応する分割読取モード「２ｉｎ１
」８０４を取得する（図６：Ｓ１０２ＹＥＳ→Ｓ１０３）。
【００６８】
　さらに、分割読取モード選択手段５０３は、取得した分割読取モード「２ｉｎ１」８０
４の他に、他の分割読取モードをユーザから受け付ける画面である分割読取モード受付画
面をタッチパネル上に表示する。
【００６９】
　分割読取モード受付画面には、図８Ｅに示すように、分割読取モードが自動的に選択さ
れたことを示すメッセージ８１１「分割読取モードが選択されました。」と、選択（取得
）された分割読取モードである「２ｉｎ１」８１２（８０４）と、原稿サイズ「Ａ３」８
１３と、シートサイズ「Ａ４」８１４と、新たに分割読取モードの選択（入力）をユーザ
から受け付けるメッセージ８１５「他の分割読取モードに変更可能です。」と、選択され
た分割読取モード「２ｉｎ１」と異なる分割読取モードに対応する項目８１６（例えば、
「４ｉｎ１」、ユーザにより予め記憶されたプログラム等を起動させるボタンに対応する
「応用」等）と、原稿サイズ受付画面に画面を切り換えるボタンである「戻る」ボタン８
１７と、分割読取モードを確定させるボタンである「ＯＫ」ボタン８１８とが表示される
。なお、「２ｉｎ１」８１２（８０４）は、選択されていることを示すために、その背景
色が白色からグレー色へ変更されて表示される。
【００７０】
　ユーザは、分割読取モード受付画面を見ながら、選択された分割読取モード「２ｉｎ１
」８１２（８０４）を確認し、分割読取モード受付画面の「ＯＫ」ボタン８１８を押下す
ると、分割読取モード選択手段５０３は「２ｉｎ１」８１２（８０４）の選択を確定し、
該「２ｉｎ１」に基づいて分割読取を開始する旨の信号を分割読取手段５０５に送信する
（図６：Ｓ１０４）。
【００７１】
　なお、例えば、ユーザが分割読取モード受付画面を見ながら、選択された分割読取モー
ド「２ｉｎ１」８１２（８０４）とは異なる分割読取モード「４ｉｎ１」を選択すると、
「２ｉｎ１」８１２（８０４）の選択は解除され、新たに分割読取モード「４ｉｎ１」が
選択されることとなる。例えば、「２ｉｎ１」の背景色が白色へ変更されるとともに、「
４ｉｎ１」の背景色が白色からグレー色へ変更される。続いて、ユーザが分割読取モード
受付画面の「ＯＫ」ボタン８１８を押下すると、分割読取モード選択手段５０３は「４ｉ
ｎ１」の選択を確定し、該「４ｉｎ１」に基づいて分割読取を開始する旨の信号を分割読
取手段５０５に送信することになる。
【００７２】
　分割読取手段５０５は分割読取モード「２ｉｎ１」を受信すると、「２ｉｎ１」に対応
する分割読取の準備を行い、分割読取表示手段５０６に「２ｉｎ１」が選択された旨の信
号を送信する。
【００７３】
　分割読取表示手段５０６は、分割読取モードと、その分割読取モードにおいて画像を読
み取る順番と、その順番においてユーザが原稿台上に載置させる原稿の配置を表示する画
面である分割読取手順画面とを関連つけて記憶する画面記憶手段５０７を参照して、分割
読取手順画面のうち、分割読取モード「２ｉｎ１」と読取一回目の順番とに対応する読取
一回目の分割読取手順画面を取得して、タッチパネル３０１上に表示する（図６：Ｓ１０
５）。
【００７４】
　読取一回目の分割読取手順画面には、図９Ｆに示すように、ユーザが画像を読み取らせ
る原稿を適切な配置（位置）で載置するよう促すメッセージ９０１「１回目の読取では、
下記の配置で原稿を載置してください。」と、現時点で選択された分割読取モードである
「２ｉｎ１」９０２と、原稿サイズ「Ａ３」９０３と、原稿を分割して読み取らせる場合
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の原稿の分割状態を示す原稿イメージ画像９０４（例えば、「２ｉｎ１」で分割して読み
取らせる場合であれば、原稿が上下半分に分割された原稿の分割状態を示す原稿イメージ
画像）と、原稿イメージ画像に表示される情報であり、分割された原稿の画像を読み取ら
せる順番を示す順番情報９０５（例えば、「２ｉｎ１」であれば、原稿画像の上半分に「
あ１」、下半分に「あ２」等）と、画像読み取りサイズ「Ａ４」９０６と、原稿を原稿台
に適切な配置で載置させた状態を示す配置イメージ画像９０７（例えば、「２ｉｎ１」で
あれば、原稿イメージ画像の上半分「あ１」が原稿台に適切な配置で載置された状態を示
す配置イメージ画像、あるいは、原稿台において平面視で左上基準（左奥基準ともいう）
とすると、原稿台の左側端部と上側端部とに原稿イメージ画像の上半分「あ１」の左側端
部と上側端部とを揃えた配置で原稿イメージ画像が載置された状態を示す配置イメージ画
像）と、分割読取を開始させるためのボタンである「ＯＫ」ボタン９０８とが表示される
。
【００７５】
　なお、配置イメージ画像に示された原稿イメージ画像には、原稿イメージ画像が裏面で
あることを示すために鏡像反転させた順番情報９０９が表示される。また、原稿台の基準
については、画像形成装置の品種等に応じて適宜変更される。
【００７６】
　上記読取一回目の分割読取手順画面により、ユーザは原稿を適切な配置で原稿台上に載
置させ、一回目の分割読取を適切に開始することが可能となる。なお、分割読取手順画面
は、分割読取モードのガイダンスとして機能することになる。
【００７７】
　ユーザは、読取一回目の分割読取手順画面を見ながら、原稿の上半分を適切な配置で原
稿台に載置させる。さらに、ユーザは、原稿が適切な配置で載置したことを確認して、分
割読取手順画面に表示された「ＯＫ」ボタン９０８を押下すると、分割読取表示手段５０
６は、分割読取手段５０５に一回目の画像読取を開始させる。分割読取手段５０５は、画
像データを読み取り、その画像データを、分割読取モード「２ｉｎ１」で一回目に読み取
った画像データとして分割読取手段５０５に備えられた所定のメモリに正順で一時記憶す
る（図６：Ｓ１０６）。
【００７８】
　一回目の画像データが分割読取手段５０５に備えられた所定のメモリに正順で一時記憶
される場合、後述する結合縮小手段５０８が、分割された画像データを適切に結合可能と
なるよう、分割読取手段５０５が一回目の画像データに結合前処理を施す。
【００７９】
　結合前処理とは、分割読取モードと画像を読み取る順番とに応じて、分割された画像デ
ータに付与される不適切なデータ（例えば、原稿の画像を読み取ると必然的に付与する画
像データの周辺端部に係る余白データ等）を予め付与しない処理のことである。付与しな
い処理の方法は、例えば、付与しない余白データに該当するデータを０（付与するデータ
がないことを示す）とし、付与しない余白データには実質的に何のデータも付与されるこ
となく、画像データがそのまま残存し、他の余白データには白データ（例えば、２５６階
調であれば０）として、読み取った画像データの周辺端部に付与する方法が採用される。
【００８０】
　例えば、分割読取モード「２ｉｎ１」での一回目の画像データは、原稿の上半分に対応
するため、図９Ｇ１に示すように、一回目の画像データの下側の余白データ９１０は付与
しない結合前処理が施されて一時記憶される。この場合は、下側の余白データ９１０に該
当する部分に、原稿の画像に対応する画像データがそのまま一時記憶される。もちろん、
下側の余白データ９１０以外の画像データの周辺端部には、余白データが付与されること
となる。
【００８１】
　なお、分割読取モードではない場合（通常読取モードの場合）、載置させた原稿の周辺
端部の浮き上がりにより生じる影に応じた影画像データが、原稿の画像データとともに読
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み取られるため、その影画像データの一時記憶を防止するために、読み取った画像データ
の周辺端部に上記余白データを常に付与するよう構成されている。なお、影画像データに
相当する部分（予め、規定された周辺端部の部分）のデータを余白データに変換するとも
いう。
【００８２】
　そのため、分割読取モードの場合、その余白データを付与しない処理を施すと、上記影
画像データが原稿の画像データに含まれるとも考えられるが、分割読取モードで読み取る
原稿のサイズは、付与しない余白データに対応する部分において原稿が浮き上がる可能性
がほとんどないサイズ、つまり、原稿の画像を読み取る領域と読み取らない領域との間を
原稿が覆い被さるサイズであるため、上記結合前処理を施しても影画像データが含まれる
ことなく、問題はない。
【００８３】
　また、分割読取モードにおいて、付与しない余白データの位置（方向）は、分割読取モ
ードと画像を読み取る順番とによって異なるため、例えば、選択された分割読取モードと
、その分割読取モードで読み取られた画像データの順番と、その順番で付与しない余白デ
ータの位置（方向）とを関連付けて記憶する結合前処理記憶手段を予め用意しておき、そ
の結合前処理記憶手段に基づいて結合前処理が施されるよう構成すればよい。
【００８４】
　結合前処理が施された一回目の画像データが一時記憶されると、分割読取手段５０５は
、全ての画像データの読み取りが完了していないことを確認して、「２ｉｎ１」において
二回目の分割読取の準備を行い、分割読取表示手段５０６に二回目の分割読取を開始する
旨の信号を送信する（図６：Ｓ１０７ＮＯ）。上記確認は、どのような確認方法でも構わ
ないが、例えば、読み取る順番に対応する画像データが順番通りに一時記憶されているか
否かを検知して確認する方法が挙げられる。
【００８５】
　分割読取表示手段５０６は、画面記憶手段５０７を参照して、分割読取手順画面のうち
、分割読取モード「２ｉｎ１」と読取二回目の順番とに対応する読取二回目の分割読取手
順画面を、タッチパネル３０１上に表示する（図６：Ｓ１０７ＮＯ→Ｓ１０５）。
【００８６】
　読取二回目の分割読取手順画面には、図１０Ｈに示すように、メッセージ１００１「２
回目の読取では、下記の配置で原稿を載置してください。」と、「２ｉｎ１」１００２と
、原稿サイズ「Ａ３」１００３と、原稿イメージ画像１００４と、順番情報１００５と、
画像読み取りサイズ「Ａ４」１００６と、二回目の分割読取に対応する配置イメージ画像
１００７と、「ＯＫ」ボタン１００８とが表示される。
【００８７】
　二回目の分割読取に対応する配置イメージ画像１００７は、一回目の配置イメージ画像
に表示された原稿イメージ画像を、一回目の配置から平面視で１８０度時計回りに（逆時
計回りでも構わない）回転させて、原稿イメージ画像の下半分「あ２」が原稿台に適切な
配置で載置された状態を示す配置イメージ画像、あるいは、原稿台において平面視で左上
基準とすると、原稿台の左側端部と上側端部とに原稿イメージ画像の下半分「あ２」の右
側端部と下側端部とを揃えた配置で原稿イメージ画像が載置された状態を示す配置イメー
ジ画像である。
【００８８】
　上記配置イメージ画像により、ユーザは、二回目の分割読取でも、原稿の配置に迷うこ
となく、適切に原稿台上に載置させて、その画像データを読み取らせることが可能となる
。
【００８９】
　ユーザは、読取二回目の分割読取手順画面を見ながら、先ほど載置させた原稿を平面視
で１８０度時計回りに回転させて、原稿の下半分が画像読取可能となるよう適切な配置で
載置し、読取二回目の分割読取手順画面に表示された「ＯＫ」ボタンを押下すると、分割
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読取表示手段５０６は、分割読取手段５０５に二回目の画像読取を開始させる（図６：Ｓ
１０６）。
【００９０】
　分割読取手段５０５が読み取った画像データは、分割読取モード「２ｉｎ１」で二回目
に読み取った画像データとして分割読取手段５０５に備えられた所定のメモリに逆順で一
時記憶される。
【００９１】
　一時記憶される際に、分割読取モード「２ｉｎ１」での二回目の画像データは、原稿画
像の下半分に対応するため、図９Ｇ２に示すように、二回目の画像データの上側の余白デ
ータ９１１を付与しない結合前処理が施される。
【００９２】
　分割読取手段５０５が、分割読取モード「２ｉｎ１」において全ての画像データが読み
取られたことを確認すると、分割読取が完了した旨の信号を結合縮小手段５０８に送信す
る（図６：Ｓ１０７ＹＥＳ）。結合縮小手段５０８は、先ほど一時記憶された一回目の画
像データと二回目の画像データとを分割読取手段５０５に備えられた所定のメモリから読
み取り、それらの画像データを一つの画像データに結合する（図６：Ｓ１０８）。この結
合縮小手段５０８は、分割された画像データを集約する手段であっても構わない。
【００９３】
　具体的には、結合縮小手段５０８が、一回目の画像データの下側に二回目の画像データ
の上側を結合し、一つの画像データとする。画像データ相互を結合する方法は、どのよう
な方法でも構わないが、例えば、図１０Ｉ１に示すように、メモリアドレスに基づいて、
正順展開された一回目の画像データの最終ビット１００９（一回目の画像データの最下方
の最前列に相当する）に、正順展開された二回目の画像データの先頭ビット１０１０を正
順で順次再記憶する方法が挙げられる。
【００９４】
　上記方法にすると、一回目の画像データのうち、下方左側に相当するデータに、二回目
の画像データのうち、上方右側に相当するデータが順次記憶され、二回目の画像データの
最終ビットが、結合された一つの画像データの最終ビットとなり、結果として、一回目の
画像データの下側に二回目の画像データの上側が結合された一つの画像データが作成され
る。なお、上記方法に限定されることはなく、画像データを記憶する際に、一回目の画像
データを正順で一時記憶し、二回目の画像データを正順で一時記憶し、一方を正順で展開
し、他方を逆順で展開して、再度他方を正順で再記憶して一の画像データとして結合する
よう構成しても構わない。
【００９５】
　なお、一回目の画像データの読み取り方と二回目の画像データの読み取り方との些細な
違い（原稿配置の多少のズレ等）によって、図１０Ｉ２に示すように、画像データ相互を
結合している結合部１０１１が適切に結合されない場合（一回目の画像データと二回目の
画像データとが聊かズレている場合）があるため、結合部１０１１に所定の画像処理（ぼ
かし処理、マッチングパターン処理、画像加工処理等）を随時施すよう構成しても構わな
い。
【００９６】
　結合縮小手段５０８は、結合した一つの画像データを、シート（記録媒体）に画像形成
可能な倍率に縮小する（図６：Ｓ１０９）。上記倍率は、入力されたシートのサイズと原
稿サイズに基づいて算出される。例えば、先ほどユーザによって、シートのサイズ「Ａ４
」と、原稿サイズ「Ａ３」とが入力されているため、結合縮小手段５０８が、結合した画
像データのサイズ「Ａ３」をシートのサイズ「Ａ４」に縮小する倍率（「７１％」）を算
出し、その倍率に基づいて結合した画像データを縮小する。
【００９７】
　結合縮小手段５０８は、縮小した画像データを出力手段５０９に送信する。出力手段５
０９は、受信した画像データをシートに画像形成し、印刷物として出力する（図６：Ｓ１
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１０）。
【００９８】
　上記手順により、画像読み取りサイズよりも大きい原稿のサイズを適切に分割読取して
一枚のシートに出力することが可能となる。なお、上記手順では、分割読取モード「２ｉ
ｎ１」における手順であったが、他の分割読取モード、例えば「４ｉｎ１」であっても同
様である。
【００９９】
　一方、原稿サイズ受付手段５０２が、画像読み取りサイズと同等、あるいは画像読み取
りサイズよりも小さい原稿サイズを受け付けた場合は、以下の手順にて、画像データの出
力が行われる。
【０１００】
　原稿サイズ受付手段５０２が、例えば、ユーザから原稿サイズ「Ａ５」を受け付けると
、分割読取モード選択手段５０３に、その原稿サイズ「Ａ５」を送信する（図６：Ｓ１０
１→Ｓ１０２）。
【０１０１】
　分割読取モード選択手段５０３が原稿サイズ「Ａ５」を受信すると、分割読取記憶手段
５０４に記憶された分割読取テーブルを参照する。原稿サイズ「Ａ５」は画像読み取りサ
イズよりも小さいサイズであるため、図８Ｃに示すように、分割読取テーブル８００には
、原稿サイズ「Ａ５」８０５に画像読取モードを示す「－」８０６が関連付けて記憶され
ている。
【０１０２】
　分割読取モード選択手段５０３は、原稿サイズ「Ａ５」８０５が画像読み取りサイズ「
Ａ４」よりも小さいと判別し、画像読取モード「－」８０６を取得し、通常通り、一回の
画像データの読み取りによってシートを出力する旨の信号を読取手段５１０に送信する（
図６：Ｓ１０２ＮＯ）。
【０１０３】
　既に、ユーザによって操作部２００のスタートキーが押下されているので、読取手段５
１０は、載置された原稿の画像データを読み取って出力手段５０９に送信する（図６：Ｓ
１０２ＮＯ→Ｓ１１１）。出力手段５０９は、受信した画像データをシートに画像形成し
、印刷物として出力する（図６：Ｓ１１０）。
【０１０４】
　上記手順により、画像読み取りサイズよりも小さい原稿サイズを適切に読み取ってシー
トに出力する。なお、画像読み取りサイズと原稿サイズとが同等である場合も同様である
。
【０１０５】
　このように、原稿の画像を読み取る前に、原稿サイズをユーザから受け付ける原稿サイ
ズ受付手段と、受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きい場合に、自動的
に分割読取モードを選択する分割読取モード選択手段とを備えるよう構成している。
【０１０６】
　これにより、ユーザに入力された原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きい条件で
は、自動的に分割読取モードが選択されることとなる。そのため、分割読取モードを知ら
ないユーザであっても、原稿サイズに応じて適切に分割読取モードを利用することが可能
となる。その結果、分割読取モードを十分に活用するとともに、原稿サイズが画像読み取
りサイズよりも大きい場合に生じる弊害（例えば、原稿の画像を無理して読み取らせるた
めに原稿を折り曲げたり、切り取ったりして原稿を傷めること）を防止することが可能と
なる。また、どのようなサイズの原稿であっても適切に印刷物等として出力させることが
可能となる。
【０１０７】
　さらに、分割読取モードが選択された際に、原稿の画像を分割して読み取る順番に対応
して、ユーザが原稿台上に載置させる原稿の配置を表示する分割読取表示手段を備えるよ
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う構成することができる。
【０１０８】
　これにより、ユーザが分かり難い分割読取時における原稿の適切な配置を、分割読取の
順番毎に表示して、ユーザに原稿を適切に載置させ、分割読取を行わせることが可能とな
る。そのため、ユーザが分割読取時における原稿の配置を間違えることを防止するととも
に、分割した原稿の画像データを適切に読み取ることが可能となる。そのため、結合した
一つの画像データは常に原稿の画像に一致し、ユーザが原稿の配置を間違えることによっ
て生じる無駄な出力（結合部が不一致である誤った出力）、ユーザの意図しない画像デー
タの出力を防止することが可能となり、分割読取モードを熟知していないユーザでも分割
読取モードを十分に活用することが可能となる。
【０１０９】
　なお、本発明の実施形態では、分割読取表示手段が分割読取手順画面を表示するよう構
成したが、本発明の実施形態に加えて、さらに、原稿の画像データを分割して読み取る際
に、原稿台上に載置された原稿と画像読み取りサイズとの間に生じる位置ズレを検知する
ズレ検知手段と、位置ズレが検知された場合に、その位置ズレをユーザに知らせるズレ報
知手段とを備えるよう構成しても構わない。
【０１１０】
　例えば、原稿台には、図１１Ｊ１に示すように、画像読み取りサイズ１１０１よりも大
きなプラテンガラス１１０２が設けられているが、その画像読み取りサイズ１１０１の四
隅（図１１Ｊでは、原稿台において平面視で左上基準とし、画像読み取りサイズの左側上
端１１０１ａ、左側下端１１０１ｂ、右側上端１１０１ｃ、左側下端１１０１ｄ）に原稿
を検知可能な光学センサ（接触センサ）をそれぞれ設けるよう構成する。光学センサは、
原稿台に載置された原稿の接触（脱離）によりＯＮ（ＯＦＦ）信号を発信する。また、光
学センサは、原稿マットからの反射光の強度に基づいて原稿の存在（不存在）によりＯＮ
（ＯＦＦ）信号を発信しても構わない。
【０１１１】
　載置された原稿の端部が画像読み取りサイズの端部からはみ出る場合、言い換えると、
原稿の端部と画像読み取りサイズの端部が揃っていない場合、載置させた原稿と画像読み
取りサイズ（読取領域、読取範囲、読取位置）との間に位置ズレが生じ、光学センサが原
稿のはみ出た部分を検知することになる。
【０１１２】
　例えば、分割読取表示手段が分割読取手順画面を表示させている間は、ズレ検知手段が
上記光学センサを監視し、その光学センサから発信される信号を検知する。
【０１１３】
　位置ズレが発生した場合、ズレ検知手段は、原稿の配置に位置ズレが生じている旨の信
号をズレ報知手段に送信する。ズレ報知手段は、原稿が位置ズレを起こしていることを示
す画面であるズレ発生画面を、タッチパネル上に表示して、ユーザに知らせる。
【０１１４】
　ズレ発生画面には、例えば、図１１Ｋに示すように、ズレが発生している旨をユーザに
知らせるメッセージ１１０３「原稿が読取位置からズレています。正しい位置に直してく
ださい。」と、確認を示すためのボタンである「ＯＫ」ボタン１１０４と、ズレ発生画面
の表示を消去させるためのボタンである「ＣＡＮＣＥＬ」ボタン１１０５と、原稿イメー
ジ画像と原稿台との間にズレが発生している状態を示すズレイメージ画像１１０６とが、
読取一回目の分割読取手順画面（図９Ｆ）上にポップアップ表示される。
【０１１５】
　ズレイメージ画像は、例えば、選択された分割読取モードと、画像を読み取る順番と、
ＯＮ信号を発信する光学センサの位置関係とに基づいて表示される。例えば、分割読取モ
ード「２ｉｎ１」で一回目の画像読取において、図１１Ｊ２の左側下端の光学センサ１１
０１ｄがＯＮ信号を発信する場合、平面視で原稿が逆時計回りに３０度（位置ズレに対応
する角度）回転した状態に対応するズレイメージ画像が表示される。
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【０１１６】
　他のズレイメージ画像も、画像を読み取る順番とＯＮ信号を発信する光学センサの位置
関係とに基づいて予測されるズレイメージ画像が関連付けられて記憶される。また、ズレ
イメージ画像に代えて、またはズレイメージ画像とともに、メッセージ、文書等を表示す
るよう構成しても構わない。
【０１１７】
　ユーザがズレ発生画面を見ながら、原稿の位置ズレを直すと、光学センサはＯＦＦ信号
を発信するため、ズレ検知手段は、原稿に位置ズレが発生していない旨の信号をズレ報知
手段に送信し、ズレ報知手段は、原稿の位置ズレが解消したと判別して、先ほど表示して
いたズレ発生画面を分割読取手順画面から消去する。
【０１１８】
　上記構成により、分割読取を行う前の段階で、ユーザに原稿の位置ズレを知らせること
が可能となる。そのため、分割読取モードにおける画像データを、位置ズレが生じていな
い適切な画像データとして読み取ることが可能となる。その結果、分割して読み取った画
像データを結合した際に、その結合部に不整合が生じる可能性を出来るだけ防止するとと
もに、分割読取モードを十分に活用して、ユーザの意図した画像データを出力させること
が可能となる。
【０１１９】
　なお、ズレ報知手段は、画面表示以外の方法、例えば、音声メッセージや警告音等で位
置ズレをユーザに知らせるよう構成しても構わない。
【０１２０】
　また、本発明の実施形態では、原稿サイズ受付手段が、原稿サイズ受付画面をタッチパ
ネル上に表示してユーザから原稿サイズを受け付けるよう構成したが、さらに、ユーザが
原稿サイズを入力した際に（原稿サイズに対応する項目を選択した際に）、分割読取モー
ド記憶手段を参照し、ユーザが入力した原稿サイズに対応する分割読取モードを原稿サイ
ズ受付画面に表示するよう構成しても構わない。上記構成により、ユーザに分割読取モー
ドが自動的に選択された旨を知らせることが可能となる。
【０１２１】
　さらに、ユーザが原稿サイズを入力した際に、出力させるシートのサイズとの関係から
、出力後の原稿の倍率（結合縮小手段が画像データを縮小する際の倍率）を表示するよう
構成しても構わない。上記構成により、ユーザに、出力後のシートに印刷される原稿の倍
率を前もって知らせることが可能となる。
【０１２２】
　ユーザに分割読取モードや出力後の原稿の倍率を前もって知らせる場合、例えば、図８
Ｄに示すように、一連の原稿サイズ８０７と、その原稿サイズ８０７を原稿台にて読み取
った際に必要となる分割読取モード８０８と、その分割読取モード８０８における出力後
の原稿の倍率８０９とを関連付けて記憶する倍率付き分割読取テーブル８１０を予め用意
すればよい。上記倍率は、原稿サイズを受け付けた際に、随時算出するよう構成しても構
わない。
【０１２３】
　また、本発明の実施形態では、条件受付手段が初期画面によってシートのサイズを受け
付け、原稿サイズ受付手段が原稿サイズ受付画面によって原稿サイズを受け付けるよう構
成したが、例えば、条件受付手段が原稿サイズ受付手段を兼ねて初期画面によってシート
のサイズとともに原稿サイズを受け付けるよう構成しても構わない。
【０１２４】
　また、本発明の実施形態では、分割読取モード選択手段が、自動的に分割読取モードを
選択するとともに、新たに分割読取モードをユーザから受け付け可能とするよう構成した
が、例えば、ユーザの操作や管理者等の設定変更に基づいて、自動的に分割読取モードを
選択するのみで、新たに分割読取モードを受け付けずに、続けて、分割読取表示手段が分
割読取手順画面を表示するよう構成しても構わない。上記構成とすると、新たに分割読取
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モードをユーザから受け付ける手順を省略することが可能となるため、ユーザが迅速に分
割読取を実行することが可能となる。
【０１２５】
　また、本発明の実施形態では、結合縮小手段が、画像データ相互を結合する際に所定の
画像処理を施すよう構成したが、さらに、結合前の画像データと結合後の画像データを選
択表示する画面を表示して、ユーザにより画像データの結合部を調整可能となるよう構成
しても構わない。上記構成により、ユーザの意図に反する画像データの出力を防止するこ
とが可能となる。
【０１２６】
　また、本発明の実施形態では、分割読取モード選択手段が、分割読取テーブルに基づい
て、受け付けた原稿サイズが画像読み取りサイズよりも大きいか否かの判別を行ったが、
他の方法によって判別しても構わない。例えば、予め画像読み取りサイズに対応する数値
と、原稿のサイズに対応する数値とを記憶しておき、選択された原稿のサイズの数値と、
画像読み取りサイズの数値とを比較して、判別するように構成しても構わない。
【０１２７】
　また、本発明の実施形態では、分割読取手段が画像データをそのまま一時記憶し、結合
縮小手段が、画像データを結合する際に、その画像データに結合前処理を施すよう構成し
たが、分割読取手段が画像データを一時記憶する際に、その画像データに結合前処理を施
すよう構成しても構わない。
【０１２８】
　また、本発明の実施形態では、原稿台に載置された原稿の画像を読み取る手段として、
分割読取モードが選択された際には、分割読取手段を、画像読取モードが選択された際に
は、読取手段を採用したが、画像形成装置の機種等によっては、同一の読取手段によって
上記二種のモードを達成する場合もあるため、画像形成装置の機種等に応じて、適宜設計
変更される。
【０１２９】
　また、本発明の実施形態は、例えば、通常市販されている画像形成装置の画像読み取り
サイズ（例えば、「Ａ３」）よりも小さい画像読み取りサイズ（例えば、「Ａ４」）を有
する画像形成装置に採用することが好ましい。例えば、家庭用の画像形成装置や省スペー
ス化を図るために製造された画像形成装置がそれに該当する。小さい画像読み取りサイズ
を有する画像形成装置では、分割読取モードを利用する頻度が通常の画像形成装置よりも
高いため、本発明の実施形態を採用すると、その作用効果を十分に発揮させることが可能
となる。
【０１３０】
　また、本発明の実施形態では、複合機が各手段を備えるよう構成したが、当該各手段を
実現するプログラムを記憶媒体に記憶させ、当該記憶媒体を提供するよう構成しても構わ
ない。上記構成では、上記プログラムを複合機に読み出させ、その複合機が上記各手段を
実現する。その場合、上記記録媒体から読み出されたプログラム自体が本発明の作用効果
を奏する。さらに、各手段が実行するステップをハードディスクに記憶させる記憶方法と
して提供することも可能である。
【０１３１】
　また、本発明の実施形態では、コピー機能との処理に関して採用したが、例えば、スキ
ャン機能、ファクシミリ送受信機能、プリント機能、ネットワークスキャン機能、後処理
機能、メモリ機能等の処理にでも採用できる。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　以上のように、本発明にかかる画像形成装置は、複写機、プリンタ、複合機等に有用で
あり、受け付けた原稿のサイズに応じて、分割読取モードを自動的に選択することが可能
な画像形成装置として有効である。
【図面の簡単な説明】
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【０１３３】
【図１】本発明の実施形態に係る複合機内部の全体構成を示す概念図である。
【図２】本発明の実施形態に係る自動原稿給送装置を示す概念図である。
【図３】本発明の実施形態に係るタッチパネル上に表示された画面の一例を示す図である
。
【図４】本発明の実施形態に係る発明の制御系ハードウェアの構成を示す図である。
【図５】本発明の実施形態における複合機の機能ブロック図である。
【図６】本発明の実施形態の実行手順を示すためのフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態のタッチパネル上に表示された画面の一例を示す第一の図であ
る。
【図８】本発明の実施形態に係る分割読取テーブルの一例とタッチパネル上に表示された
画面の一例とを示す図である。
【図９】本発明の実施形態のタッチパネル上に表示された画面の一例を示す第二の図であ
る。
【図１０】本発明の実施形態においてメモリ上に記憶された画像データ等の一例を示す図
である。
【図１１】他の実施形態のタッチパネル上に表示された画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１３４】
　　１００　複合機
　　５０１　条件受付手段
　　５０２　原稿サイズ受付手段
　　５０３　分割読取モード選択手段
　　５０４　分割読取モード記憶手段
　　５０５　分割読取手段
　　５０６　分割読取表示手段
　　５０７　画面記憶手段
　　５０８　結合縮小手段
　　５０９　出力手段
　　５１０　読取手段
　　８００　分割読取テーブル
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