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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の読み取り手段によって読み取った画像データを受け取り、各種の画像処理を行う
画像処理装置において、
　前記画像データを一旦記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記画像データ
を読み出し、読み出された当該画像データを同一の画像処理パスを通して画像処理する画
像処理手段と、を備え、
　前記画像処理手段は、読み取った前記画像データが白紙であることを検出する白紙検知
のために前記画像処理パスの１つに設けられた白紙検知手段を含み、
　前記複数の読み取り手段の各々の読み取り特性に応じて前記白紙検知手段の白紙検知に
対する設定値のパラメータを当該白紙検知手段が白紙であることを検出しようとする前記
画像データを読み取った当該複数の読み取り手段の読み取り特性に応じた設定値となるよ
うにそれぞれ切り替えて決定し、当該白紙検知手段による当該白紙検知の結果に基づいて
読み取った当該画像データを保存するか破棄するかを設定することを特徴とする画像処理
装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像処理装置において、
　前記白紙検知手段における前記白紙検知の設定は、前記複数の読み取り手段の読み取り
特性に応じて切り替えられることを特徴とする画像処理装置。
【請求項３】
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　請求項１記載の画像処理装置において、
　前記白紙検知手段によって検知された検知内容を表示する表示手段を備えたことを特徴
とする画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１記載の画像処理装置において、
　前記白紙検知手段による前記白紙検知の結果に基づいて、前記画像データを保存するか
破棄するかを選択する選択手段を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　請求項３記載の画像処理装置において、
　前記白紙検知手段による前記白紙検知の結果に基づいて、前記画像データが白紙である
か白紙でないかを前記表示手段に表示することを特徴とする画像処理装置。
【請求項６】
　請求項５記載の画像処理装置において、
　前記表示手段の表示を参照し、前記画像データを保存するか破棄するかを選択する選択
手段を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１記載の画像処理装置において、
　前記白紙検知手段による前記白紙検知の結果として、前記画像データが白紙であるか白
紙でないかに基づいて前記画像データを保存するか破棄するかを設定することを特徴とす
る画像処理装置。
【請求項８】
　請求項７記載の画像処理装置において、
　前記画像データを保存するか破棄するかの状態を、白紙であるかないかと関連付けて表
示する表示手段を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか１項記載の画像処理装置を備えたことを特徴とする画像形成装置
。
【請求項１０】
　複数の読み取り手段によって読み取った画像データを受け取り、各種の画像処理を行う
画像処理方法において、
　前記複数の読み取り手段から読み取った前記画像データを記憶手段に一旦記憶する第１
の工程と、
　前記第１の工程で前記記憶手段に記憶された前記画像データを読み出し、読み出された
当該画像データを同一の画像処理パスを通して画像処理を行う第２の工程と、
　前記画像処理パスの１つに設けられた白紙検知手段により、読み取った前記画像データ
が白紙であることを検出する白紙検知を行う第３の工程と、
　前記複数の読み取り手段の各々の読み取り特性に応じて前記白紙検知手段の白紙検知に
対する設定値のパラメータを当該白紙検知手段が白紙であることを検出しようとする前記
画像データを読み取った当該複数の読み取り手段の読み取り特性に応じた設定値となるよ
うにそれぞれ切り替えて決定しておき、当該白紙検知手段による当該白紙検知の結果に基
づいて読み取った当該画像データを保存するか破棄するかを設定する第４の工程と、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の画像処理方法において、
　前記白紙検知手段による前記白紙検知の結果に応じて前記画像データが白紙であるか白
紙でないかを表示手段に表示する第５の工程を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の画像処理方法において、
　前記第５の工程での前記表示手段の表示を参照し、前記画像データを保存するか破棄す
るかを選択する第６の工程を有することを特徴とする画像処理方法。
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【請求項１３】
　請求項１０記載の画像処理方法において、
　前記第４の工程では、前記白紙検知手段による前記白紙検知の結果として、前記画像デ
ータが白紙であるか白紙でないかに基づいて前記画像データを保存するか破棄するかを設
定することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１４】
　複数の読み取り手段によって読み取った画像データを受け取り、各種の画像処理を行う
ためのコンピュータにより実行される画像処理プログラムにおいて、
　前記複数の読み取り手段から読み取った前記画像データを記憶手段に一旦記憶する第１
の工程の手順情報と、
　前記第１の工程で前記記憶手段に記憶された前記画像データを読み出し、読み出された
当該画像データを同一の画像処理パスを通して画像処理を行う第２の工程の手順情報と、
　前記画像処理パスの１つに設けられた白紙検知手段により、読み取った前記画像データ
が白紙であることを検出する白紙検知を行う第３の工程の手順情報と、
　前記複数の読み取り手段の各々の読み取り特性に応じて前記白紙検知手段の白紙検知に
対する設定値のパラメータを当該白紙検知手段が白紙であることを検出しようとする前記
画像データを読み取った当該複数の読み取り手段の読み取り特性に応じた設定値となるよ
うにそれぞれ切り替えて決定しておき、当該白紙検知手段による当該白紙検知の結果に基
づいて読み取った当該画像データを保存するか破棄するかを設定する第４の工程の手順情
報と、
　を保有することを特徴とする画像処理プログラム。
【請求項１５】
　請求項１４記載の画像処理プログラムがコンピュータによって読み取られ、実行可能に
記録されたことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿面の表面と裏面の双方を読み取り、読み取った原稿が白紙であるかない
かを検出する画像処理装置、この画像処理装置を備えた画像形成装置、前記画像処理装置
で実行される画像処理方法、この画像処理方法をコンピュータプログラムが実行するため
の画像処理プログラム、及びこの画像処理プログラムを記録した記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から原稿画像を読み取りその画像データの特性に基づいて白紙検知処理を行う画像
処理装置は公知である。この種の公知例として例えば特許文献１ないし３に記載された発
明が知られている。
【０００３】
　このうち特許文献１には、複数の画像条件（解像度など）にて画像データを取得可能、
低解像度にて白紙検知を行い、白紙でない原稿に対して高解像度にて原稿読み取りを行い
、画像データを蓄積する技術が記載されている。具体的には、スキャナは、原稿から該当
イメージセンサで読み取った画像データを格納するイメージメモリ、画像データに画像処
理を施す画像処理部、画像データを外部機器へ送出する送出部を備え、画像処理部をイメ
ージメモリから送出部へ画像データが転送される経路に配置し、画像処理部の画像処理内
容を切り替え可能とする。外部機器は、スキャナから第１の画像モードで画像処理された
第１の画像データを取得して解析し、第１の画像データが読み取られた原稿の状態（白紙
か否か等）を検知する画像解析部を備え、画像解析部の検知結果に基づき、スキャナから
第２の画像モードで画像処理された第２の画像データを取得するようになっている。
【０００４】
　また、特許文献２には、両面／片面原稿混在の場合、紙出力に対しては原稿忠実に出力
し、電子ファイルに落とす場合には白紙を読み飛ばし、これを各原稿１スキャンにて実現
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する技術が記載されている。具体的には、白紙検知手段によりスキャンデータに対して白
紙検知を実施し、白紙ページ処理手段により白紙検知されたページのスキャンデータを削
除し、電子ファイル変換手段により白紙検知されなかったページのスキャンデータを電子
ファイルに変換し、電子ファイルに変換したページを束ね、ファイル管理モジュールは電
子ファイルをファイル保存モジュールに保存する。印刷イメージ変換手段によりスキャン
データを印刷イメージに変換し、印刷イメージアカウント手段により印刷イメージのアカ
ウントを計算し、印刷イメージをプリンタに送信するようになっている。
【０００５】
　さらに、特許文献３には、解像度により白紙検知パラメータを切り替える技術が記載さ
れている。具体的には、予め線密度毎に対応付けられた閾値をＲＡＭに記憶しておき、原
稿を読み取る際に設定された線密度を線密度判別部で判別し、この線密度に対応した閾値
に、敷地選択部及び設定部により、切り替えて白紙原稿の検出を行い、ＲＡＭに記憶した
線密度毎に対応付けられた閾値を、ユーザからの変更指示に基づき、もしくは、通常の原
稿としたい白部分の多い原稿から読み取った黒画素数に基づき自動的に変更するようにな
っている。
【特許文献１】特開２００５－１０９７５４号公報
【特許文献２】特開２００５－３５４５９１号公報
【特許文献３】特開２００１－１４３０５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述のように原稿画像を読み取りその画像データの特性に基づいて白紙検知処理を行う
画像処理装置は公知であるが、例えば、その種の画像処理装置では、白紙か白紙でないか
を判断するために、ある閾値により２値化処理を行い、原稿内に何画素以上の黒画素が存
在するかをカウントして、そのカウント値がある値より上か下かで白紙か白紙でないかを
判断している。しかし、読み取り原稿が表面、裏面ともに情報が描かれた両面原稿である
場合、片方の面の黒画素カウントを行う際に、他方の面からの裏映りの影響を受けて本来
の黒画素カウントを検出できないことがある。また、読み取り特性の異なる読み取り装置
からの画像データを同時に受け取る場合には、２値化閾値、黒画素カウント値などの白紙
検知用のパラメータを切り替える必要がある。
【０００７】
　このような従来技術の実情に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、読み取り特性の
異なる読み取り装置からの画像データを同時に受け取った場合でも、各々の原稿が白紙で
あるかないかを判断し、その判断結果に応じて原稿情報の扱いの明確化を図ることにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するため、本発明の第１の手段は、複数の読み取り手段によって読み取
った画像データを受け取り、各種の画像処理を行う画像処理装置において、前記画像デー
タを一旦記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記画像データを読み出し、読
み出された当該画像データを同一の画像処理パスを通して画像処理する画像処理手段と、
を備え、前記画像処理手段は、読み取った前記画像データが白紙であることを検出する白
紙検知のために前記画像処理パスの１つに設けられた白紙検知手段を含み、前記複数の読
み取り手段の各々の読み取り特性に応じて前記白紙検知手段の白紙検知に対する設定値の
パラメータを当該白紙検知手段が白紙であることを検出しようとする前記画像データを読
み取った当該複数の読み取り手段の読み取り特性に応じた設定値となるようにそれぞれ切
り替えて決定し、当該白紙検知手段による当該白紙検知の結果に基づいて読み取った当該
画像データを保存するか破棄するかを設定することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第２の手段は、複数の読み取り手段によって読み取った画像データを受け取り
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、各種の画像処理を行う画像処理方法において、前記複数の読み取り手段から読み取った
前記画像データを記憶手段に一旦記憶する第１の工程と、前記第１の工程で前記記憶手段
に記憶された前記画像データを読み出し、読み出された当該画像データを同一の画像処理
パスを通して画像処理を行う第２の工程と、前記画像処理パスの１つに設けられた白紙検
知手段により、読み取った前記画像データが白紙であることを検出する白紙検知を行う第
３の工程と、前記複数の読み取り手段の各々の読み取り特性に応じて前記白紙検知手段の
白紙検知に対する設定値のパラメータを当該白紙検知手段が白紙であることを検出しよう
とする前記画像データを読み取った当該複数の読み取り手段の読み取り特性に応じた設定
値となるようにそれぞれ切り替えて決定しておき、当該白紙検知手段による当該白紙検知
の結果に基づいて読み取った当該画像データを保存するか破棄するかを設定する第４の工
程と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第３の手段は、複数の読み取り手段によって読み取った画像データを受け取り
、各種の画像処理を行うためのコンピュータにより実行される画像処理プログラムにおい
て、前記複数の読み取り手段から読み取った前記画像データを記憶手段に一旦記憶する第
１の工程の手順情報と、前記第１の工程で前記記憶手段に記憶された前記画像データを読
み出し、読み出された当該画像データを同一の画像処理パスを通して画像処理を行う第２
の工程の手順情報と、前記画像処理パスの１つに設けられた白紙検知手段により、読み取
った前記画像データが白紙であることを検出する白紙検知を行う第３の工程の手順情報と
、前記複数の読み取り手段の各々の読み取り特性に応じて前記白紙検知手段の白紙検知に
対する設定値のパラメータを当該白紙検知手段が白紙であることを検出しようとする前記
画像データを読み取った当該複数の読み取り手段の読み取り特性に応じた設定値となるよ
うにそれぞれ切り替えて決定しておき、当該白紙検知手段による当該白紙検知の結果に基
づいて読み取った当該画像データを保存するか破棄するかを設定する第４の工程の手順情
報と、を保有することを特徴とする。
【００２１】
　本発明によれば、複数の読み取り手段の各々の読み取り特性に応じて画像処理パスの１
つに設けられた白紙検知手段の白紙検知に対する設定値のパラメータを白紙であることを
検出しようとする画像データを読み取った各々の読み取り手段の読み取り特性に応じた設
定値となるようにそれぞれ切り替えて決定し、白紙検知手段による白紙検知の結果に基づ
いて読み取った画像データを保存するか破棄するかを設定することにより、複数の読み取
り手段（デバイス）があって、それぞれ別々のパラメータを設定する必要がある読み取り
装置に対して、白紙検知手段を１つだけにして読み取り手段の画像データに従ってパラメ
ータを切り替えることが可能になるため、読み取り特性の異なる読み取り装置からの画像
データを同時に受け取った場合でも、各々の原稿が白紙であるかないかを判断し、その判
断結果に応じて原稿情報の扱いの明確化を図ることができる他、読み取りデバイス（読み
取り手段）の追加による画像処理構成の変更を行わずに済むようになる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、白紙検知手段の検知結果に基づいて、読み取った画像データを保存す
るか破棄するかを設定するので、読み取り特性の異なる読み取り装置からの画像データを
同時に受け取った場合でも、各々の原稿が白紙であるかないかを判断し、その判断結果に
応じて原稿情報の扱いの明確化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
【００２４】
　図１は、画像読取部が単一のディジタルカラー画像形成装置の概略構成を示したブロッ
ク図である。フルカラー複写機として動作する場合、画像読取部１は原稿からＲ（レッド
）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）に色分解した画像データを読み取り、当該画像データ
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（アナログ信号）をディジタルデータに変換して出力する。ここで生成したそれぞれの画
像データはスキャナ補正部２に入力される。スキャナ補正部２では、スキャナγ補正処理
、あるいは、画像領域の文字・線画や絵柄などに分類（像域分離）し、像域分離の判定結
果に応じて画像の文字部は強調して絵柄部は平滑化するフィルタ処理などの画像処理を施
してスキャナの特性を補正する。本発明の特徴である白紙検知部２０はこのスキャナ補正
部２内に存在する。
【００２５】
　圧縮処理部３は、スキャナ補正後の多値画像データを圧縮処理して汎用バス４に送出す
る。圧縮後の画像データは汎用バス４を通してコントローラ５に転送される。コントロー
ラ５は図示されていないが半導体メモリを持ち、転送された画像データを蓄積するように
なっている。蓄積された画像データは随時、大容量の記憶装置であるハードディスクドラ
イブ（ＨＤＤ）６に書き込まれる。これはプリントアウト時に用紙がつまり、出力が正常
に終了しなかった場合でも再び原稿を読み直すのを避けるため、複数の原稿画像データを
並べ替える電子ソートを行うため、あるいは、読み取った原稿を蓄積しておき、必要なと
きに再出力するためである。なお、ここでは画像データに対して圧縮を施すとしたが、汎
用バスの帯域が十分に広く、蓄積するＨＤＤの容量が大きければ、非圧縮の状態でデータ
を扱っても良いことは言うまでもない。
【００２６】
　コピー動作の場合、続けてコントローラ５からＨＤＤ６の画像データを、汎用バス４を
介して伸張処理部７に送出する。伸張処理部７は圧縮処理されていた画像データを元の多
値データに伸張し、プリンタ補正部８送出する。プリンタ補正部８は、プリンタγ補正処
理、階調処理などが行われ、プロッタの明暗特性の補正処理やプロッタの階調特性、及び
エッジ／非エッジ判定結果に応じた誤差拡散処理やディザ処理等により画像データの量子
化が行われる。プロッタ９はレーザービーム書き込みプロセスを用いた転写紙印字ユニッ
トで、画像データを感光体上に潜像として描画し、トナーによる作像／転写処理後、転写
紙にコピー画像を形成する。
【００２７】
　なお、本実施形態においては、プロッタ９を除く画像読み取りから画像出力までの信号
処理を行う部分が画像処理部として機能する。
【００２８】
　ネットワークを介してＰＣに画像データを配信する配信スキャナとして動作する場合に
は、圧縮処理されるまでは複写機として動作する場合と同様の処理手順で動作する。その
後、コントローラ５に画像が送られ、コントローラ５ではフォーマット変換処理が行われ
る。フォーマット変換処理としては、ＪＰＥＧやＴＩＦＦ、ＢＭＰ形式への汎用画像フォ
ーマット変換を行う。その後、画像データはＮＩＣ（ネットワーク・インターフェース・
コントローラ）１０を介して外部ＰＣ端末１１に配信される。
【００２９】
　図２は図１における白紙検知部２０の構成を示すブロック図である。白紙検知部２０は
、最大値選択部２１、二値化部２２、黒画素カウント部２３、総合判定部２４を備え、入
力されるＲＧＢ多値画像データから最大値選択部２１で最大値を選択（一番濃度の高い色
）して、ある閾値に従って二値化部２２において二値化処理を行う。ある閾値は、ＣＰバ
ス１２で接続されたＣＰＵ１３から設定可能であり、画像読取部の読み取り特性に従って
書き換えが可能となっている。二値化処理後、黒画素カウント部２３で黒画素カウントを
行う。総合判定部２４では、原稿面に黒画素が何画素以上／以下かで非白紙／白紙の判定
切り替えを行う。非白紙／白紙判定スレッシュは、二値化処理閾値と同様、ＣＰＵ１３か
ら設定される。黒画素カウントを行う前に、原稿の地汚れなど原稿情報でない黒画素を無
視するために、黒画素の縦／横の連続性を見て、条件に当てはまるもののみ黒画素カウン
ト候補とする場合もある。
【００３０】
　ＣＰＵ１３は図示しないＲＯＭに格納されたプログラムコードを図示しないＲＡＭに展
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開し、ＲＡＭをワークエリアとして使用しながら前記プログラムコードで定義された制御
を実行する。
【００３１】
　図３は、画像読取部を表面と裏面に対応して２つ備えた第１の実施例に係る画像処理装
置の概略構成を示すブロック図である。同図において、画像処理装置は図１に示した単一
の画像読取部１を備えたものに対して第一画像読取部１ａと第二画像読取部１ｂの２つの
画像読取部が接続され、これに対応して、第一画像読取部１ａには第一白紙検知部２０ａ
が、第二画像読取部１ｂには第二白紙検知部２０ｂが接続され、両者はさらに画像受け取
り部１４でバッファされ、スキャナ補正部２に入力される。第一及び第二白紙検知部２０
ａ，２０ｂはそれぞれＣＰＵバス１２に接続され、ＣＰＵ１３によって所定の制御が実行
される。第一及び第二白紙検知部２０ａ，２０ｂは、第一及び第二画像読取部１ａ，１ｂ
がそれぞれ読み取り特性が異なるので、白紙検知に対するパラメータ（二値化閾値、黒画
素カウントスレッシュ、など）を読み取り特性に合わせた値を予め設定しておく。これに
より複数の読取部からの画像データを同時に受け取ることが可能となる。なお、第一及び
第二白紙検知部２０ａ，２０ｂの構成は図２に示したものであり、前述のように白紙検知
に対するパラメータが異なるだけである。
【００３２】
　このように構成することにより、２つの画像読取部１ａ，１ｂで読み取った画像データ
が白紙であることを検出し、それぞれの読取部に対応する白紙検知部２０ａ，２０ｂの検
出結果に基づいて、読み取った画像データを無効にするかしないかを決めることができる
。その際、第一及び第二白紙検知部２０ａ，２０ｂはそれぞれ独立しているので、接続さ
れた第一及び第二の画像読取部１ａ，１ｂの読み取り特性に応じて、白紙検知部の白紙検
知に対するパラメータ（設定値）を決定することができる。
【００３３】
　このように第１の実施例では、画像読取部の数だけ白紙検知部が用意され、各々の読取
特性に合わせたパラメータが設定されているため、従前からの単一読取と同じ速度で原稿
読み取りを行うことができる。
【００３４】
　図４は本実施形態における第２の実施例に係る画像処理装置の概略構成を示すブロック
図である。この第２実施例は、第一及び第二の画像読取部１ａ，１ｂで読み取った画像デ
ータをメモリに一旦蓄積し、読み取り画像データをそれぞれメモリから取り出して、メモ
リ読み出し以降、図１に示す同一の画像処理パスを通って白紙検知を行うものである。
【００３５】
　すなわち、第１及び第二画像読取部１ａ，１ｂの後段に画像受け取り部１４を配置し、
画像受け取り部１４の後段にメモリ制御部１５とフレームメモリ１６からなる記憶手段を
配置する。そして、フレームメモリ１６から読み取った画像データをスキャナ補正部２に
入力するというものである。その他の構成は図１に示した構成を同一であり、白紙検知部
２０はスキャナ補正部２内に存在する。
【００３６】
　このように構成すると、第一及び第二の画像読取部１ａ，１ｂから転送される画像デー
タをスキャナ補正部２の前段にあるメモリ１６に一旦蓄積する。その後、面順次で画像デ
ータを読み出すが、白紙検知に対するパラメータ（二値化閾値、黒画素カウントスレッシ
ュ、など）を各々読み取り特性に合わせて値を準備し、メモリ１６からの画像データ読み
出しタイミングに合わせて、白紙検知パラメータを切り替える。
【００３７】
　図５は白紙検知した結果を表示する表示システムを示す図である。同図において、図５
に示した表示システムでは、操作部３０に対して操作部ＣＰＵ３１が接続され、操作部３
０の表示及び操作入力を制御する。この操作部ＣＰＵ３１にはエンジンＣＰＵ３２が接続
され、スキャナ補正部２にある白紙検知部２０からの白紙検知結果を、エンジンＣＰＵ３
２経由で操作部ＣＰＵ３１に伝え、その結果を操作部３０の操作パネル３０ａ上に表示す
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る。なお、エンジンＣＰＵ３２は図３及び図４に示したＣＰＵ１３に対応する。
【００３８】
　このように第２の実施例では、スキャナ補正部２の前段に複数ページ分のフレームメモ
リ１６を持ち、面順次で画像データを読み出すことにより、スキャナ補正部２以降の処理
、特に白紙検知部２０を従来の単一読取と同じ構成で実現することができる。
【００３９】
　図６は白紙検知部の検知結果に基づいて、画像データを無効にする／無効にしない（破
棄するか保存するか）を選択する場合の操作パネルの表示内容を示す図、図７はそのとき
の処理手順を示すフローチャートである。
【００４０】
　図７において、ドキュメントフィーダを使って複数枚の原稿の連続読み取りを行ってい
き（ステップＳ１０１）、読み取った原稿が白紙であると判断された場合（ステップＳ１
０２－Ｙｅｓ）、一旦読み取りが中断され、図６のように操作パネル３０ａ上に「読み取
り原稿が白紙です！」と表示され、この原稿を保存するか破棄するかが選択できるように
なっている。保存が選択された場合（ステップＳ１０３－保存）には画像保存（ステップ
Ｓ１０４）、破棄が選択された場合（ステップＳ１０３－破棄）には画像破棄を行い（ス
テップＳ１０５）、原稿セットセンサをチェックし（ステップＳ１０６）次の原稿読み取
りに移行する。白紙でないと判断された場合（ステップＳ１０２）には無条件に画像保存
が行われる（ステップＳ１０４）。
【００４１】
　このように処理すると、原稿読み取り毎に白紙か白紙でないかの情報が操作部３０の操
作パネル３０ａ上から確認することができ、原稿読み取り毎に画像を削除するか保存する
かの選択が可能であるため、ユーザフレンドリな装置となる。
【００４２】
　図８は白紙検知部の検知結果に基づいて、画像データが白紙である／白紙でないことを
表示した操作パネルを示す図、図９はそのときの処理手順を示すフローチャートである。
【００４３】
　図９において、ドキュメントフィーダを使って複数枚の原稿の連続読み取りを行ってい
き（ステップＳ２０１）、読み取った原稿が白紙であるか白紙でないかという情報を、ペ
ージ数と関連付けて保存する（ステップＳ２０２）。セットされた原稿の読み取りをすべ
て終了した後（ステップＳ２０３、Ｓ２０４－Ｙｅｓ）、操作部３０の操作パネル３０ａ
上にどのページが白紙であったかどうかを表示する（ステップＳ２０５）。このときの表
示内容が図８に示す通りであり、この例では、ページ毎に白紙か非白紙から表示されてい
る。なお、読み取った画像データはすべて保存されている（ステップＳ２０３）。
【００４４】
　このように処理すると、原稿読み取り時に白紙か白紙でないかの情報を蓄積し、原稿読
み取り終了時、白紙原稿読み取りがあったかどうか確認することができ、その際、画像情
報としてはすべて保存しているため、画像情報が欠落してしまうリスクの低減が可能とな
る。
【００４５】
　図１０は白紙検知部の検知結果に基づいて、画像データが白紙である／白紙でないこと
を表示すると共に、画像データを無効にする／無効にしないを選択する場合の操作パネル
の表示内容を示す図、図１１はそのときの処理手順を示すフローチャートである。
【００４６】
　図１１において、ドキュメントフィーダを使って複数枚の原稿の連続読み取りを行って
いき（ステップＳ３０１）、読み取った原稿が白紙であるか白紙でないかという情報をペ
ージ数と関連付けて保存する（ステップＳ３０２）。セットされた原稿の読み取りをすべ
て終了した後（ステップＳ３０３、Ｓ３０４－Ｙｅｓ）、操作部３０の操作パネル３０ａ
上にどのページが白紙であったかどうかを表示する（ステップＳ３０５）。この時点では
読み取った画像データはすべて保存されている。その後、白紙であったページに対して、
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この原稿を保存するか破棄するかを選択する（ステップＳ３０６－Ｙｅｓ、Ｓ３０７）。
保存が選択された場合（ステップＳ３０７－保存）には画像を保存し（ステップＳ３０８
）、破棄が選択された場合（ステップＳ３０７－破棄）には画像破棄が実行される（ステ
ップＳ３０９）。
【００４７】
　このときの表示内容は、図１０に示すようにページ毎に白紙か非白紙から表示され、そ
のページをカーソルで選択すると、さらに、保存か破棄かの選択画面がポップアップ画面
として表示され、そこで、何れかを選択することになる。
【００４８】
　このように処理すると、原稿読み取り時に白紙か白紙でないかの情報を蓄積し、原稿読
み取り終了時、白紙原稿読み取りがあったかどうか確認することが可能となる。さらに画
像を削除するか保存するが選択可能であるため、画像情報が欠落してしまうというリスク
の低減を図ることができる。また、無駄な白紙原稿をユーザが確認しつつ削除できるので
、メモリ容量の節約も可能となる。
【００４９】
　図１２は白紙検知部の検知結果に基づいて、画像データが白紙である／白紙でないこと
を表示すると共に、画像データを無効にする／無効にしないを自動的に設定する場合の操
作パネルの表示内容を示す図、図１３はそのときの処理手順を示すフローチャートである
。
【００５０】
　図１３において、ドキュメントフィーダを使って複数枚の原稿の連続読み取りを行って
いき（ステップＳ４０１）、読み取った原稿の白紙検知を実行する（ステップＳ４０２）
。この白紙検知処理で、白紙の有無を判断し、読み取った原稿が白紙であるか白紙でない
かという情報をページ数と関連付けて保存する（ステップＳ４０３，Ｓ４０５，Ｓ４０６
）。セットされた原稿すべて読み取り終了した後（ステップＳ４０７－Ｙｅｓ）、操作部
３０の操作パネル３０ａ上にどのページが白紙であったかどうかを表示する（ステップＳ
４０８）。但し、白紙と判断された画像データに対しては、その時点で画像破棄が行われ
る（ステップＳ４０４）ため、白紙原稿の蓄積は行われない。
【００５１】
　このときの表示内容は、図１２に示すように図８に示した白紙のページ数と白紙である
ことを示す表示を削除して、白紙として表示した欄に「破棄済み」という表示を行う。
【００５２】
　このように処理すると、原稿読み取り時に白紙か白紙でないかの情報を蓄積し、原稿読
み取り終了時、白紙原稿読み取りがあったかどうか確認することが可能となる。また、白
紙原稿は自動的で削除されるため、メモリ編集での時間節約に加えてメモリ容量の節約も
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】画像読取部が単一のディジタルカラー画像処理装置の概略構成を示したブロック
図である。
【図２】図１における白紙検知部の構成を示すブロック図である。
【図３】画像読取部を表面と裏面に対応して２つ備えた本実施形態の第１の実施例に係る
画像処理装置の概略構成を示すブロック図である。
【図４】本実施形態における第２の実施例に係る画像処理装置の概略構成を示すブロック
図である。
【図５】白紙検知した結果を表示する表示システムを示す図である。
【図６】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データを無効にする／無効にしないを選択
する場合の操作パネルの表示内容を示す図である。
【図７】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データを無効にする／無効にしないを選択
する場合の処理手順を示すフローチャートである。
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【図８】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データが白紙である／白紙でないことを表
示した操作パネルを示す図である。
【図９】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データが白紙である／白紙でないことを表
示するときの処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データが白紙である／白紙でないことを
表示すると共に、画像データを無効にする／無効にしないを選択する場合の操作パネルの
表示内容を示す図である。
【図１１】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データが白紙である／白紙でないことを
表示すると共に、画像データを無効にする／無効にしないを選択する場合の処理手順を示
すフローチャートである。
【図１２】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データが白紙である／白紙でないことを
表示すると共に、画像データを無効にする／無効にしないを自動的に設定する場合の操作
パネルの表示内容を示す図である。
【図１３】白紙検知部の検知結果に基づいて画像データが白紙である／白紙でないことを
表示すると共に、画像データを無効にする／無効にしないを自動的に設定する場合の処理
手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
　１　画像読取部
　１ａ　第一画像読取部
　１ｂ　第二画像読取部
　２　スキャナ補正部
　８　プリンタ補正部
　９　プロッタ
　１３　ＣＰＵ
　１６　メモリ
　２０　白紙検知部
　２０ａ　第一白紙検知部
　２０ｂ　第二白紙検知部
　３０　操作部
　３０ａ　操作パネル
　３１　操作部ＣＰＵ
　３２　エンジンＣＰＵ
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