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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送される原稿の一方の面に光を照射する第１光源と、
　搬送される原稿の他方の面に光を照射する第２光源と、
　前記第１光源から照射され原稿の一方の面で反射された光を受光して当該原稿の画像を
読み取ると共に、前記第２光源から照射された光を受光して当該原稿の透過画像を読み取
る第１読取手段と前記第１光源とを有する第１読取ユニットと、
　前記第２光源から照射され原稿の他方の面で反射された光を受光して当該画像の画像を
読み取る第２読取手段と前記第２光源とを有する第２読取ユニットと、
　前記透過画像に基づいて原稿が存在する領域に対応する原稿画像部分とそれ以外の背景
部分とを検出する画像処理手段と、を備え、
　前記第１読取手段による原稿の読取位置と前記第２読取手段による原稿の読取位置とが
原稿の搬送方向に所定の距離だけ離れており、
　前記第２読取ユニットが有する前記第２光源は、原稿の搬送方向において前記第１読取
手段と前記第２読取手段との間に対応して配置されると共に、光照射した際に原稿の他方
の面からの反射光が前記第２読取手段に入射し且つ原稿から透過した透過光が前記第１読
取ユニットが有する前記第１読取手段に入射する位置に配置されていることを特徴とする
画像読取装置。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記透過画像に基づいて、前記原稿画像部分の輪郭となる原稿画
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像枠を検出する、ことを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記画像処理手段は、前記読取画像の前記原稿画像枠よりも内側の部分と外側の部分に
対して独立した画像処理を行なう、ことを特徴とする請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記画像処理手段は、前記原稿画像枠よりも外側の前記読取画像の画素の色を、予め設
定された色又はユーザが指定した色に変更する、ことを特徴とする請求項２又は３に記載
の画像読取装置。
【請求項５】
　前記画像処理手段は、前記原稿画像枠よりも外側の前記読取画像の画素を削除する、こ
とを特徴とする請求項２又は３に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記画像処理手段は、前記原稿画像枠及び前記原稿画像部分内にある前記背景部分の少
なくとも一部となる画像欠損部を検出する、ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一
項に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記画像処理手段は、前記画像欠損部の周辺の少なくとも１つの画素情報を用いて、当
該画像欠損部を補正する、ことを特徴とする請求項６に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記画像処理手段は、前記画像欠損部の画素の色を、予め設定された色又はユーザが指
定した色に変更する、ことを特徴とする請求項６又は７に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　前記原稿画像枠よりも内側の前記読取画像の画素に対する画像処理の内容と、前記原稿
画像枠よりも外側の前記読取画像の画素に対する画像処理の内容との少なくとも一方をユ
ーザに選択操作させる操作手段を有する、ことを特徴とする請求項２～５のいずれか一項
に記載の画像読取装置。
【請求項１０】
　前記画像処理手段は、前記原稿画像枠よりも内側の前記読取画像の画素に対する画像処
理の内容と、前記原稿画像枠よりも外側の前記読取画像の画素に対する画像処理の内容と
の少なくとも一方を、画像読取条件に応じて自動的に選択する、ことを特徴とする請求項
２～５のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１１】
　前記画像処理手段は、前記画像欠損部の数、若しくは画素数、又は該画像欠損部の割合
が閾値を超えたかを判断し、該閾値を超えた場合に、処理の内容を変更する、ことを特徴
とする請求項６～８のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１２】
　前記第１光源が光を照射していない期間のうち少なくとも一部の期間だけ、前記第２光
源からの光が前記第１読取手段に受光されることを特徴とする請求項１～１１のいずれか
一項に記載の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、スキャナ又は複写機等に用いられる画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スキャナ等の画像読取装置では、原稿の画像を読取る場合、読取りサイズとして原稿と
同一の定型サイズ等を指定する。一方で、異種サイズの原稿が混載した状態での画像読取
りの要求が高まり、読取られる原稿のサイズを自動的に判別する機能を持つ画像読取装置
が提案されている。
【０００３】
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　この判別機能は、異種サイズの原稿の混載に限らず、画像読取りを行う場合にサイズ指
定などの手間を必要としないことから、定型サイズの原稿の読取りを行う場合でも用いら
れる。通常、原稿は地色が白色もしくは略白色であることから、読取りセンサに対向配置
された背景部材を黒色にして、読取った画像データの周辺部に含まれる黒色部を検出する
ことによって画像サイズを検知する方式が知られている。
【０００４】
　背景部材を白色もしくは略白色とした場合の画像サイズ検知方式として、照明によって
発生する影によって原稿サイズを判別する方式が提案されている（特許文献１）。また、
原稿の傾きを検出するために照明光源と読取センサとを原稿の搬送路を挟んで互いに反対
側に配置する構成が開示されている（特許文献２）。さらには、ひとつの照明光源と、原
稿の搬送路を挟んで両側に配置した読取センサを用いて、反射光による読取画像と透過光
による透過画像とを取得し、透過画像のデータを用いて読取画像に現れる裏写りを除去す
る方法が開示されている（特許文献３）。
【０００５】
　また、原稿の画像を読取る画像読取装置において、原稿画像枠を検知し、画像サイズを
自動判定する機能を有するものがある。また、原稿画像枠より内側に存在するパンチ穴等
が読取られてできた穴画像等を消す事で、文字認識の誤動作等を防ぎ、画像入力作業の効
率化と高品位化を図っている。
【特許文献１】特開２００１－２８５５８５号公報
【特許文献２】特開平６－３３９００７号公報
【特許文献３】特開２００２－２８１２５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１では、照明によって発生する原稿の影情報を用いて原稿画像
枠等の検出も可能であるが、原稿そのものの画像情報を用いる場合に比べて、検出精度が
低下するという問題がある。
【０００７】
　また、上記特許文献２及び３では、原稿の傾きの検出や裏写りを除去することができる
が、原稿の画像を読み取る読取センサとは別に専用の読取センサを必要とするため、コス
ト高になるという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、原稿の状態の検出精度を高めて後の画像処理工程で有用な情報を取
得することができるとともに、原稿検出専用の読取センサを不要にして低コスト化を図る
ことができる画像読取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】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の画像読取装置は、搬送される原稿の一方の面に光
を照射する第１光源と、搬送される原稿の他方の面に光を照射する第２光源と、前記第１
光源から照射され原稿の一方の面で反射された光を受光して当該原稿の画像を読み取ると
共に、前記第２光源から照射された光を受光して当該原稿の透過画像を読み取る第１読取
手段と前記第１光源とを有する第１読取ユニットと、前記第２光源から照射され原稿の他
方の面で反射された光を受光して当該画像の画像を読み取る第２読取手段と前記第２光源
とを有する第２読取ユニットと、前記透過画像に基づいて原稿が存在する領域に対応する
原稿画像部分とそれ以外の背景部分とを検出する画像処理手段と、を備え、前記第１読取
手段による原稿の読取位置と前記第２読取手段による原稿の読取位置とが原稿の搬送方向
に所定の距離だけ離れており、前記第２読取ユニットが有する前記第２光源は、原稿の搬
送方向において前記第１読取手段と前記第２読取手段との間に対応して配置されると共に
、光照射した際に原稿の他方の面からの反射光が前記第２読取手段に入射し且つ原稿から
透過した透過光が前記第１読取ユニットが有する前記第１読取手段に入射する位置に配置
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されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、原稿の状態の検出精度を高めて後の画像処理工程で有用な情報を取得
することができるとともに、原稿検出専用の読取センサを不要にして低コスト化を図るこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００２３】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態である画像読取装置を説明するための概略断面図であ
る。
【００２４】
　本実施形態の画像読取装置は、図１に示すように、原稿台７に積載された原稿８が、ピ
ックアップローラ６に当接するまで原稿台７が上昇すると、ピックアップローラ６によっ
てピックアップされ、給送ローラ４によって給送される。
【００２５】
　ピックアップローラ６にて１度に２枚以上の原稿８をピックアップした場合、分離ロー
ラ１１により原稿を分離し、１枚ずつ給送する。そして、原稿８は、表面（一方の面）の
画像が読取ユニット（読取手段）１ａによって読み取られ、裏面（他方の面）の画像が読
取ユニット（他の読取手段）１ｂによって読み取られる。読取ユニット１ａおよび読取ユ
ニット１ｂは原稿８の搬送路１０を挟んで略対向する位置に設けられているが、原稿８の
表裏を読み取る読取位置は原稿８の搬送方向に所定の距離だけ離れている。
【００２６】
　読取ユニット１ａでは、光源（第１光源）１１０（図２参照）によって照明された原稿
８からの散乱反射光が結像光学系にて撮像手段１３０（図２参照）に結像される。そして
、撮像手段１３０で光電変換して出力された電気信号を基に制御部（制御手段）１４の画
像処理部でデジタルデータが生成されるとともに、画像処理が施されて画像データが取得
される。
【００２７】
　このとき、撮像手段１３０は、ＲＧＢの信号を順次出力するが、１ライン分（ＲＧＢ）
のデータを読み込み、出力する時間ｔは原稿８を１ライン分搬送する時間Ｔより短く設定
されている。以上の手順にて反射光による通常の読取画像の情報を取得する。
【００２８】
　次に、撮像手段１３０により１ライン分（ＲＧＢ）の出力信号を生成・出力した後に次
のラインを読み始めるまでの待ち時間ｔｗの間に、搬送路１０の反対側からもう一方の読
取ユニット１ｂの光源（第２光源）２１０（図２参照）によって光を照射する。そして、
搬送路１０を通過する光束を結像光学系および撮像手段１３０にて読み込むことによって
、原稿８で遮られている部分の光の減衰状態から原稿８の端部の位置等を制御部１４で検
出する。以上の手順にて透過画像の情報を取得する。この画像読取動作を原稿８を搬送路
１０上で搬送しながら、継続して行なう。
【００２９】
　このように、原稿画像および透過画像を読取られた原稿８は、搬送ローラ対３によって
搬送路１０を搬送され、排紙ローラ５により排紙トレイ９に排紙される。また、原稿台７
に積載された原稿８がすべて給送されると、原稿台７は下降してホームポジションに戻る
。なお、下部ユニット１２に対して、搬送ローラ３や給送ローラ４、読取ユニット１ａ等
が取り付けられた上部ユニット２はヒンジ１３を中心に開閉可能である。
【００３０】
　上部ユニット２を開いた場合には、搬送ローラ３、読取ユニット１ａ、読取ユニット１
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ｂ、搬送路１０の清掃が可能である。また、原稿８が搬送路１０で紙詰まりを起こした場
合なども、上部ユニット２を開いて搬送路１０に詰まった原稿を取り出すことが出来る。
上部ユニット２の開閉は不図示の開閉検知センサによって検知され、上部ユニット２が閉
められたことを確認して待機モードに入る。
【００３１】
　次に、図２を参照して、読取ユニット１ａ，１ｂについて詳述する。
【００３２】
　読取ユニット１ａは、枠体１００の搬送路１０を向く側に、透明なガラスや樹脂等で形
成されたカバー部材１０１が取り付けられている。枠体１００内には、光源１１０、結像
手段１２０及び撮像手段１３０が配置されている。撮像手段１３０は、受光素子１３２と
、それを実装したＰＣＢ１３１からなり、原稿からの反射光を出力信号に変換し出力する
。
【００３３】
　読取ユニット１ｂは、枠体２００の搬送路１０を向く側に、透明なガラスや樹脂等で形
成されたカバー部材２０１が取り付けられている。枠体２００内には、光源２１０、結像
手段２２０及び撮像手段２３０が配置されている。撮像手段２３０は、受光素子２３２と
、それを実装したＰＣＢ２３１からなり、原稿からの反射光を出力信号に変換し出力する
。
【００３４】
　また、枠体２００の搬送路１０側を向く部位には、光学的開口部２０２が読取ユニット
１ａの結像手段１２０の光軸１２１上に位置して設けられている。光源２１０の光の一部
が光学的開口部２０２を通過して読取ユニット１ａの結像手段１２０に向けて入射する。
【００３５】
　なお、本実施形態では、読取ユニット１ａの受光素子１３２に略対向する位置に読取ユ
ニット１ｂの光源２１０を設けているが、これに限定されない。例えば、受光素子１３２
に略対向しない位置に発光素子を配置して、該発光素子の光を不図示の導光体を介して受
光素子１３２に導くこともできる。このような導光体と発光素子とにより本発明の第２光
源を構成することもできる。
【００３６】
　図３は、出力信号生成のタイミングチャートであり、読取ユニット１ａを例にとって説
明すると、まず、ＬＥＤ等の光源１１０を１色ずつＲ、Ｇ、Ｂの順番で点灯させる。これ
により、それぞれ赤、緑、青の読取情報に対応する出力信号が時間ｔの間に順次撮像手段
１３０から出力され、該出力信号を基に制御部１４の画像処理手段により読取画像のデー
タが取得される。
【００３７】
　一方、原稿８を１ライン分搬送するのに要する時間Ｔに対して時間ｔを短くして、次の
ラインの読込み開始までにｔｗの待ち時間を設けており、この時間ｔｗ内に対向する読取
ユニット１ｂの光源２１０をＯＸのタイミングで点灯させる。このとき、原稿８が光を遮
っていない部分では、光源２１０からの光は結像手段１２０に到達し、原稿８に光が遮ら
れている部分では、光が大幅に減衰して、結像手段１２０に到達する透過光は僅かになる
。
【００３８】
　つまり、原稿８の外形形状が影絵のように結像手段１２０を介して撮像手段１３０に投
影される。撮像手段１３０は、この到達光を読み取って出力信号を出力し、該出力信号を
基に制御部１４の画像処理手段により透過画像のデータが取得される。その後、読取ユニ
ット１ａは、次のラインの読み取りを開始する。この処理を繰り返すことで、原稿８の全
域において、透過画像の情報と反射光による読取画像の情報とを得ることができる。
【００３９】
　図４は、透過画像の一例を示す図である。説明の便宜上、片面読取りの場合について説
明する。
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【００４０】
　撮像手段１３０は、原稿幅より広い読取範囲を有している。図４に示す透過画像３０１
は、撮像手段１３０の受光素子１３２が搬送路１０を挟んで対向した光源２１０からの直
接光を受光した部分を白色、原稿により遮られて、大幅に減衰した透過光しか受光できな
かった部分を灰色として表している。透過画像３０１は、搬送路を通過してきた光から読
取られた情報の全領域を含んでいる。
【００４１】
　透過画像３０１を基に、原稿画像枠を決定（検出）する手法、及びパンチ穴等の画像欠
損部の輪郭情報を抽出（検出）する手法は、公知の手法を用いる。なお、以下の処理は一
例として制御部１４の画像処理手段によって行なわれるものとして説明する。
【００４２】
　まず、制御部１４の画像処理手段は、公知の原稿画像枠の決定手法により、例えば方形
の原稿画像枠３０２を取得する。原稿画像枠３０２の頂点３０３は、上述したように原稿
は方形であるとして補正した原稿画像枠の頂点を示す。原稿画像枠３０２が定まることで
、原稿画像枠外部分３０４、原稿画像枠内部分３０９、原稿画像枠内部分３０９の画像欠
損部３０５，３０６，３０７，３０８が定まる。画像欠損部３０５，３０６はパンチ穴、
画像欠損部３０７は疵、画像欠損部３０８は原稿の折れを示している。
【００４３】
　図５は、反射光による読取画像の一例を示す。図５に示す読取画像３１０は、透過画像
３０１と異なり、制御部１４の画像処理手段が、原稿上に記述された画像情報の濃度を反
射光の強弱で検出し、この濃度情報を基に２値化処理を行ったものである。なお、本実施
形態では、背景を黒色としている。
【００４４】
　図６は、読取画像３１０と透過画像３０１とを重ね合わせた図である。読取画像３１０
と透過画像３０１とを重ね合わせることで、透過画像３０１を用いて決定された原稿画像
枠３０２や画像欠損部３０５～３０８により、読取画像３１０における原稿画像枠外領域
４０４、画像欠損部４０５～４０８を特定することができる。
【００４５】
　図７は、図６の原稿画像枠外領域４０４、画像欠損部４０５～４０８を補正した例であ
る。
【００４６】
　図７の原稿画像枠外領域５０４は、図６の原稿画像枠外領域４０４の色を不図示の指示
手段によってユーザが指示した色またはデフォルトで設定されていた色に単純変換して生
成したものである。本実施形態では、白色にするように指示されたものとしている。背景
画像に相当する原稿画像枠外の領域の色を白色に変換することで、反射画像読取り時にゴ
ミが存在していたことにより読取画像の原稿画像枠外に発生した画像汚れやノイズによる
画像汚れを削除することができ、画像品質を向上させることができる。
【００４７】
　画像欠損部４０５，４０６，４０７，４０８については、原稿画像枠内の画像欠損部４
０５，４０６，４０７，４０８近傍の画像情報（例えば、画像欠損部４０５，４０６，４
０７，４０８に最も近い画素情報）を基に画像を補正する。この処理を行うことで、パン
チ穴４０５，４０６や、原稿の角折れ４０８、疵４０７等を補正したのが、画像補正済み
領域５０５，５０６，５０７，５０８である。これらの画像処理により読取画像の品質を
向上させることができる。
【００４８】
　以上説明したように、本実施形態では、原稿８の透過画像を基に原稿画像枠や画像欠損
部等を検出しているので、原稿８の状態の検出精度を高めて後の画像処理工程で有用な画
像情報を取得することができる。
【００４９】
　また、原稿８の裏面の画像を読み取る読取ユニット１ｂの光源２１０からの光を利用し
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て原稿８の透過画像を取得することができるので、原稿検出専用の読取センサや専用の光
源が不要となり、低コスト化を図ることができる。
【００５０】
　なお、本実施形態では、原稿８の両面を読み取るために読取ユニット１ａ，１ｂを配置
した場合を例示したが、原稿８の一方の面のみを読み取る場合は、読取ユニット１ａ，１
ｂのいずれか一方を配置するようにしてもよい。この場合、読取ユニット１ａ（又は１ｂ
）の搬送路１０を挟んで反対側の位置に原稿の透過画像を得るための専用の光源（第２光
源）を配置する。
【００５１】
　また、本実施形態における原稿画像枠の検出、画像欠損部の検出、画像補正等の画像処
理はハードウエアで行ってもよく、或いはその一部または全てをソフトウェアで行っても
よい。また、画像読取装置がＳＣＳＩ，ＵＳＢ，ネットワーク等のインターフェースで接
続されているホストコンピュータで、上記画像処理の一部または全てを行ってもよい。こ
の場合、インターフェースで接続された画像読取装置とホストコンピュータとで構成する
システムが、本発明の画像読取装置に相当する。
【００５２】
　（第２の実施形態）
　次に、図８～図１０を参照して、本発明の第２の実施形態である画像読取装置について
説明する。なお、本実施形態の画像読取装置の装置構成は、上記第１の実施形態と同様で
あるのでその説明を省略し、また、上記第１の実施形態と重複する部分については符号を
流用して説明する。また、以下の処理は一例として制御部１４の画像処理手段によって行
なわれるものとして説明するが、前述のホストコンピュータで以下の処理の一部又は全て
を行なってもよい。
【００５３】
　図８において、読取画像６０１は、カラーの地色を持つ原稿、ハーフトーンの地色を持
つ原稿、または網点を地色に持つ原稿を読取った画像である。この読取画像６０１におい
ても、画像欠損部６０５，６０６，６０７，６０８が存在している。
【００５４】
　制御部１４の画像処理手段は、上記第１の実施形態と同様に、不図示の透過画像を取得
して、原稿画像枠決定やパンチ穴等の画像欠損部の輪郭情報を抽出し、読取画像６０１を
補正する。
【００５５】
　図９に、補正した読取画像を示す。図９の例では、制御部１４の画像処理手段は、画像
欠損部６０５，６０６，６０７，６０８に対して、最も近い隣接部の画素情報を用いて画
像を補正し、画像補正済み領域７０５，７０６，７０７，７０８を作成している。
【００５６】
　これに対して、図１０に示す補正例は、画像欠損部６０５，６０６，６０７，６０８の
隣接部の画像パターン等を考慮している。制御部１４の画像処理手段は、画像欠損部周辺
のパターンを解析し、取得したパターンを用いて、画像補完済み領域８０５，８０６，８
０７，８０８を作成している。これにより、文字情報などの再現は不可能であるものの、
オリジナル画像に近似した読取画像を取得することができる。その他の構成及び作用効果
は、上記第１の実施形態と同様である。
【００５７】
　（第３の実施形態）
　次に、図１１を参照して、本発明の第３の実施形態である画像読取装置について説明す
る。なお、本実施形態の画像読取装置の装置構成は、上記第１の実施形態と同様であるの
でその説明を省略し、また、上記第１の実施形態と重複する部分については符号を流用し
て説明する。また、以下の処理は一例として制御部１４の画像処理手段によって行なわれ
るものとして説明するが、前述のホストコンピュータで以下の処理の一部又は全てを行な
ってもよい。
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【００５８】
　図１１は、制御部１４の画像処理手段が、図８における読取画像６０１の原稿画像枠外
領域６０４を完全に削除した例である。この例では、制御部１４の画像処理手段は、原稿
画像枠内の画像欠損部６０５，６０６，６０７，６０８を、その隣接部のパターンを解析
して作成した画像補正済み領域８０５，８０６，８０７，８０８に補正する。
【００５９】
　このように、原稿画像枠外の画像情報を削除し、読取画像のサイズを原稿画像枠と同等
に変更することで、読取画像情報のサイズ統一が出来なくなるものの、情報量を削減する
ことができる。また、原稿画像枠内部の画像欠損部については、上記補正を行っているた
め、これらの画像処理により、情報量を削減すると共に、画像品質を向上させることがで
きる。その他の構成及び作用効果は、上記第１の実施形態と同様である。
【００６０】
　（第４の実施形態）
　次に、図１２及び図１３を参照して、本発明の第４の実施形態である画像読取装置につ
いて説明する。なお、本実施形態の画像読取装置の装置構成は、上記第１の実施形態と同
様であるのでその説明を省略し、また、上記第１の実施形態と重複する部分については符
号を流用して説明する。
【００６１】
　図１３は、制御部１４の画像処理手段が、図１２の読取画像９０１の原稿画像枠外部分
９０４を完全に削除した例である。この例では、制御部１４の画像処理手段は、原稿画像
枠内部分の画像欠損部９０５，９０６，９０７，９０８を所定の色またはユーザが指示し
た色に単純置換することで画像を補正する。
【００６２】
　このように、原稿画像枠外部分の画像を削除し、読取画像のサイズを原稿画像枠と同等
に変更することで、画像情報のサイズ統一が出来なくなるものの、情報量を削減すること
ができる。
【００６３】
　なお、本実施形態では、原稿画像枠内部分の画像欠損部をひとつの色に単純置換するだ
けであるため画像品質は若干低下する。しかし、２値化処理された画像情報や白黒ハーフ
トーンに変換された画像情報では、原稿の地色が白色である事が多く、このような場合、
画像欠損部を特定の色に置換しても画像劣化は少ない。
【００６４】
　また、画像欠損部の周辺画像を解析して補正する場合に比べて高速、かつ簡易に画像を
補正することができる。従って、簡易な置換手段を用いることで、画像処理手段をハード
ウエアで構成することや、ソフトウェアで行う処理の高速化が可能となり、単位時間当た
りの処理枚数を増やすことができる。その他の構成及び作用効果は、上記第１の実施形態
と同様である。
【００６５】
　（第５の実施形態）
　次に、図１４～図１６を参照して、本発明の第５の実施形態である画像読取装置につい
て説明する。なお、本実施形態の画像読取装置の装置構成は、上記第１の実施形態と同様
であるのでその説明を省略し、また、上記第１の実施形態と重複する部分については符号
を流用して説明する。
【００６６】
　図１４は、制御部１４の画像処理手段が、図６における原稿画像枠外部分４０４の読取
画像を指定した背景色又はデフォルトの背景色に置換する例である。この例では、制御部
１４の画像処理手段は、原稿画像枠内部の画像欠損部４０５，４０６，４０７，４０８も
ユーザが指定した色又はデフォルトの色に置換する。
【００６７】
　この場合、２値化処理された画像情報や白黒ハーフトーンに変換された画像情報では、
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原稿の地色が白色であることが多く、画像欠損部４０５，４０６，４０７，４０８を特定
の色に置換しても画像劣化は少なく目立たない。また、原稿画像枠外部分４０４までも特
定の色に単純置換する処理は、より簡易で高速に補正を行なうことができる。
【００６８】
　しかし、図８の読取画像６０１において原稿画像枠外部分６０４と原稿画像枠内の画像
欠損部６０５，６０６，６０７，６０８を共に指定した色に単純置換した場合は、図１５
に示すように、原稿地色と指定した色との差が発生する場合がある。この場合、パンチ穴
や疵や折れなどを目立たないように補正することができない。この様に特定の原稿では、
単純置換により十分な補正結果を得る事が出来ない。
【００６９】
　そこで、上述した各実施形態の原稿画像枠の内外に対する画像処理手法、例えば、画像
欠損部の近傍の画像情報を基に画像を補正する処理等を、不図示の操作手段により適宜組
合せて選択できるようにする。これにより、原稿の種類や画像の処理内容等の画像読取条
件に応じて、画質優先か速度優先かをユーザが選択することで、的確な画像処理が可能に
なり、利便性が向上する。
【００７０】
　また、不図示の操作手段を用いて、読取時の解像度の選択や２値読取モード、白黒ハー
フトーン読取モード、又はカラー読取モードの選択を行うことで、自動的に読取画像の原
稿画像枠よりも内側の部分及び外側の部分に行う画像処理の組合わせを変更してもよい。
【００７１】
　例えば、図１６は、ユーザが不図示の操作手段によって解像度と読取りモードとを選択
するよう操作した結果に応じて、読取画像の原稿画像枠よりも内側の部分と外側の部分に
対して行う画像処理の組合せを変更する場合のテーブルを示す図である。このテーブル情
報は、不図示の記憶手段に格納されており、ユーザが不図示の操作手段によって解像度と
読取りモードとを選択操作した結果に応じて、制御部１４の画像処理手段が、テーブルを
参照して所定の画像枠外処理及び画像枠内処理を独立して実行する。
【００７２】
　この例では、解像度が高解像度で、読取モードが白黒ハーフトーン読取モードの場合に
は、ユーザは高品質な画像情報を求めていると判断でき、原稿画像枠内部分の画像欠損部
にも高品位な補正を優先する。また、原稿画像枠外部分については、白黒ハーフトーン読
取モードは画像情報量が多くなるので、原稿画像枠外情報は削除する。
【００７３】
　逆に、解像度が低解像度、読取モードが２値読取モードの場合には、ユーザは高速処理
を求めており、原稿画像枠内部分の画像欠損部に対して所定の色又は指示された色に単純
置換するだけにする。原稿画像枠外部分についても、画像情報の削除を行うよりも、所定
の色又は指示された色に単純置換することで、より高速に処理することができる。
【００７４】
　このように、ユーザの操作により読取時の解像度や読取りモードを変更した際に、検出
した原稿画像枠の内外で行う処理を自動的に変更することで、ユーザの操作を簡略化して
手間を減らし、利便性を向上させることができる。
【００７５】
　また、原稿画像枠内の画像欠損部が一定以上存在する場合、なんらかの異常状態である
と判断できる。この場合の判断基準（閾値）としては、画像欠損部の個数の上限値、全画
像欠損部の画素数が原稿画像枠の内部の全画素数に占める割合の上限値、単一の画像欠損
部のサイズや画素数の上限値等を例示することができる。
【００７６】
　この判断基準を越える画像欠損部を検出した場合には、制御部１４は、エラー状態と判
断して後続の原稿搬送を停止するか、または、読取画像の情報に異常状態であることを示
すステイタスを付加する。これらの両者を行うことが更に有効である。これにより、検出
された原稿画像枠の内部で画像欠損部の量が閾値を超えたか否かを判断する事で、原稿先
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端等の折れや、原稿の疵による読取画像に対するダメージを正確に評価することができ、
読取画像の品質レベルが向上する。
【００７７】
　なお、本発明は、上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。上述したように、各実施形態はホス
トコンピュータにおいて、その一部又は全ての画像処理を行なうように変更してもよい。
【００７８】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによって達成することも可能である
即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記
憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（また
はＣＰＵやＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【００７９】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【００８０】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【００８１】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【００８２】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１の実施形態である画像読取装置を説明するための概略断面図である
。
【図２】読取ユニットの詳細を説明するための断面図である。
【図３】読取ユニットの出力信号生成のタイミングチャート図である。
【図４】透過画像の一例を示す図である。
【図５】反射光による読取画像の一例を示す図である。
【図６】反射光による読取画像と透過画像とを重ね合わせた図である。
【図７】図６の原稿画像枠外領域、画像欠損部を補正した例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態である画像読取装置を説明するための図である。
【図９】画像欠損部の補正例を示す図である。
【図１０】画像欠損部の他の補正例を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態である画像読取装置について説明するための図である
。
【図１２】本発明の第４の実施形態である画像読取装置について説明するための図である
。
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【図１３】図１２の読取画像の原稿画像枠外部分を完全に削除した図である。
【図１４】本発明の第５の実施形態である画像読取装置について説明するための図である
。
【図１５】単純置換による画像処理例を示す図である。
【図１６】テーブル情報の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
１ａ，１ｂ　読取ユニット
２　上部ユニット
３　搬送ローラ
４　給送ローラ
５　排紙ローラ
６　ピックアップローラ
７　原稿台
８　原稿
９　排紙トレイ
１１　分離ローラ
１２　下部ユニット
１３　ヒンジ
１４　制御部
１００，２００　枠体
１０１，２０１　カバー部材
２０２　光学的開口部
１１０，２１０　光源
１２０，２２０　結像手段
１２１，２２１　光軸
１３０，２３０　撮像手段
３０１　透過画像
３０２　原稿画像枠
３０３　原稿画像枠頂点
３０４　原稿画像枠外部分
３０５，３０６，３０７，３０８　画像欠損部
３０９　原稿画像枠内部分
３１０　読取画像
４０５，４０６，４０７，４０８　画像欠損部、
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