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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の第一面を読み取る第１の原稿読み取り手段と、
　前記原稿の第二面を読み取る第２の原稿読み取り手段と、
　前記第１及び第２の原稿読み取り手段が配置された搬送経路と、
　前記搬送経路を通過した原稿を反転し原稿の表裏を反転させた状態で前記搬送経路に再
度導く原稿反転手段と、
　前記第１及び第２いずれか一方の原稿読み取り手段の画像データを保持する記憶手段と
、
　前記第１及び第２の原稿読み取り手段の読み取り画像データをデータ転送ラインに転送
する転送手段と、
　原稿のサイズを検出するサイズ検出手段と、
　カラー読み取りモードまたはモノクロ読み取りモードを指定するモード指定手段と、
　前記サイズ検出手段及びモード指定手段からの情報に基づいて、原稿のサイズが前記記
憶手段に記憶可能なサイズか否かを判断するサイズ判断手段と、
　前記サイズ判断手段により前記記憶手段に記憶可能であると判断された場合、前記第１
及び第２の原稿読み取り手段により前記搬送経路を通過する原稿の第一面及び第二面を読
み取らせ、前記第１の原稿読み取り手段の画像データを前記転送手段により転送させると
ともに前記第２の原稿読み取り手段の画像データを前記記憶手段に保持させ、前記第１の
原稿読み取り手段の画像データの転送後に前記記憶手段に保持された画像データを前記転
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送手段により転送させる両面原稿同時読み取りモードを実行し、前記サイズ判断手段によ
り前記記憶手段に記憶不可であると判断された場合、前記第１の原稿読み取り手段により
原稿の第一面を読み取らせ、前記第１の原稿読み取り手段の画像データを前記転送手段に
より転送させ、前記原稿反転手段により表裏を反転された原稿の第二面を前記第１の原稿
読み取り手段により読み取らせ、前記第１の原稿読み取り手段の画像データを前記転送手
段により転送させる両面原稿反転読み取りモードを実行する制御手段と、
を備えることを特徴とする画像読み取り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル複写機、ファクシミリ等、スキャナ等の画像読み取り装置に関し、
特に、原稿の両面を同時に一度の搬送で読み取る両面同時読み取り構成を持った画像読み
取り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機等に使用される画像読み取り装置には、自動原稿給送装置により原稿を１
ページずつ原稿台ガラス上に搬送し、その搬送路に固定された露光装置により露光されて
原稿の画像が読み取られる、いわゆる「流し読み」を行うものが知られている。この技術
に関しては、例えば、特許文献１がある。
【０００３】
　さらには、生産性向上のために画像読み取り手段を２つ設けて、原稿の表裏を一度の搬
送で読み取るものが知られている（例えば、特許文献２参照）。また、画像読み取り手段
を２つ設けた構成において、画像データ出力ラインが一つしかない場合のデータ転送技術
に関しては、例えば特許文献３がある。
【０００４】
　特許文献３では、画像データ出力ラインが一つしかない構成で原稿の両面同時読み取り
を行う際には、原稿の表面読み取り中に裏面の読み取り画像データを一時記憶メモリに記
憶しておく。　
【０００５】
　この一時記憶メモリはＤＲＡＭ等を使用するのが一般的であるが、例えば、６００ｄｐ
ｉのラインセンサで画像データを読み取り、Ａ／Ｄ変換回路にて画像データをＲＧＢそれ
ぞれ８ビットとしてデジタルに変換した場合を考える。この場合、例えば、Ａ３原稿の画
像データ容量は約２１０Ｍバイト程度となり大容量の一時記憶メモリが必要となり、装置
がコストアップしてしまう問題がある。
【０００６】
　この問題に対して、一時記憶メモリ容量が不足した場合には読み取り動作速度を落とし
、一時記憶メモリから画像データを外部装置に出力し、一時記憶メモリ容量不足が解消さ
れた際に、読み取り速度を戻す制御技術が提案されている（特許文献４参照）。
【特許文献１】特開２００１－２８５５９５号公報
【特許文献２】特開２００４－１８７１４４号公報
【特許文献３】特開平７－２８３９０６号公報
【特許文献４】特開平１１－２８９４２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献４のように、一時記憶メモリ容量が不足した場合に読み取り動作を一時停止し
、一時記憶メモリから画像データを外部装置に出力し、一時記憶メモリ容量不足が解消さ
れた際に読み取りを再開する制御では、メモリ容量の削減及びコストダウンは可能である
。
【０００８】
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　しかし、原稿読み取り動作の一時停止、再開等の制御を行う必要があるため、原稿を搬
送する駆動源の停止、起動を行わなければならず、画像歪等が発生しやすくなる問題点が
ある。
【００１０】
　本発明の目的は、原稿の表裏を２つの読み取り手段により読み取る画像読み取り装置に
おいて、画像歪等を発生させることなく、メモリ容量の削減及びコストダウンが可能な画
像読み取り装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の画像読み取り装置は、原稿の第一面を読み取る第
１の原稿読み取り手段と、前記原稿の第二面を読み取る第２の原稿読み取り手段と、前記
第１及び第２の原稿読み取り手段が配置された搬送経路と、前記搬送経路を通過した原稿
を反転し原稿の表裏を反転させた状態で前記搬送経路に再度導く原稿反転手段と、前記第
１及び第２いずれか一方の原稿読み取り手段の画像データを保持する記憶手段と、前記第
１及び第２の原稿読み取り手段の読み取り画像データをデータ転送ラインに転送する転送
手段と、原稿のサイズを検出するサイズ検出手段と、カラー読み取りモードまたはモノク
ロ読み取りモードを指定するモード指定手段と、前記サイズ検出手段及びモード指定手段
からの情報に基づいて、原稿のサイズが前記記憶手段に記憶可能なサイズか否かを判断す
るサイズ判断手段と、前記サイズ判断手段により前記記憶手段に記憶可能であると判断さ
れた場合、前記第１及び第２の原稿読み取り手段により前記搬送経路を通過する原稿の第
一面及び第二面を読み取らせ、前記第１の原稿読み取り手段の画像データを前記転送手段
により転送させるとともに前記第２の原稿読み取り手段の画像データを前記記憶手段に保
持させ、前記第１の原稿読み取り手段の画像データの転送後に前記記憶手段に保持された
画像データを前記転送手段により転送させる両面原稿同時読み取りモードを実行し、前記
サイズ判断手段により前記記憶手段に記憶不可であると判断された場合、前記第１の原稿
読み取り手段により原稿の第一面を読み取らせ、前記第１の原稿読み取り手段の画像デー
タを前記転送手段により転送させ、前記原稿反転手段により表裏を反転された原稿の第二
面を前記第１の原稿読み取り手段により読み取らせ、前記第１の原稿読み取り手段の画像
データを前記転送手段により転送させる両面原稿反転読み取りモードを実行する制御手段
と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、第２の原稿読み取り手段の画像データを保持する記憶手段の容量を削
減してコストダウンを図ることが可能になるとともに、原稿の第二面の画像データを記憶
手段に記憶できないと判断した場合には、原稿反転手段を用いて原稿の第一面及び第二面
の両方を第１の原稿読み取り手段により読み取らせるので、原稿面の読み取り途中で原稿
搬送を停止させることがなく、画像歪等を発生させることがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像読み取り装置の構成を概略的に示す図である。
【００２０】
　図１において、画像読み取り装置は、自動原稿給送装置１００と、画像読み取り装置本
体１１５とから構成されている。
【００２１】
　図２は、図１の画像読み取り装置によって実行される両面原稿読み取り処理の手順を示
すフローチャートである。
【００２２】
　図１の画像読み取り装置の構成を図２のフローチャートの動作と併せて説明する。
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【００２３】
　自動原稿給送装置１００において、原稿トレイ１０１は原稿１０２を積載する。原稿ト
レイ１０１の上方には、給紙ローラ１０３が設けられている。給紙ローラ１０３は、分離
搬送ローラ１０４と同一駆動源に接続され、その回転に連れて回転し、原稿を給紙する（
ステップＳ２０１）。
【００２４】
　給紙ローラ１０３は、通常、ホームポジションである上方の位置に退避しており、原稿
のセット作業を阻害しないようになっている。給紙動作が開始されると、給紙ローラ１０
３は下降して原稿１０２の上面に当接する。給紙ローラ１０３は、図示しないアームに軸
支されているので、アームが揺動することにより上下に移動する。
【００２５】
　分離搬送従動ローラ１０５は、分離搬送ローラ１０４の対向側に配置されており、分離
搬送ローラ１０４側に押圧されている。分離搬送従動ローラ１０５は、分離搬送ローラ１
０４より僅かに摩擦が少ないゴム材等から形成されており、分離搬送ローラ１０４と協働
して、給紙ローラ１０３によって給紙される原稿１０２を１枚ずつ捌いて給紙する。
【００２６】
　レジストローラ１０６及びレジスト従動ローラ１０７は、分離部で給紙された原稿１０
２の先端を揃えるものであり、静止したレジストローラ対のニップ部に向けて分離した原
稿１０２の先端を突き当て、原稿に１０２ループを生じさせてその先端を揃える。そして
、リードローラ１０８及びリード従動ローラ１０９は、原稿１０２を流し読みガラス１１
６に向けて搬送する。流し読みガラス１１６の対向側には、プラテンローラ１１０が配置
されている。
【００２７】
　流し読みガラス１１６上（第１の読み取り部）を通過する原稿１０２の表面の画像情報
をＣＣＤラインセンサ１２６にて読み取る（ステップＳ２０２）。ＣＣＤラインセンサ１
２６での原稿１０２の表面画像読み取りが終了すると、リード排出ローラ１１１及びリー
ド排出従動ローラ１１２は、原稿をＣＩＳラインセンサ１２８側に搬送する。
【００２８】
　ジャンプ台１１７は、流し読みガラス１１６から原稿１０２をすくい上げる。ＣＩＳラ
インセンサ１２８の対向側には、プラテンローラ１２７が配置されている。流し読みガラ
ス１３０上（第２の読み取り部）を通過する原稿１０２の裏面の画像情報をＣＩＳライン
センサ１２８にて読み取る（ステップＳ２０３）。ＣＩＳラインセンサ１２８での原稿１
０２の裏面画像読み取りが終了すると、排紙ローラ１１３は原稿１０２を排紙トレイ１１
４に排出する（ステップＳ２０４）。
【００２９】
　画像読み取り装置本体１１５は、読み取り原稿面に対して光を照射するランプ１１９、
及び原稿１０２からの反射光をレンズ１２５及びＣＣＤラインセンサ１２６に導くミラー
１２０、１２１、１２２を有する。ランプ１１９及びミラー１２０は、第１ミラー台１２
３に取り付けられている。また、ミラー１２１、１２２は、第２ミラー台１２４に取り付
けられている。
【００３０】
　ミラー台１２３、１２４は、ワイヤ（図示せず）によって駆動モータ（図示せず）と結
合され、駆動モータの回転駆動により原稿台ガラス１１８と平行に移動する。原稿１０２
からの反射光は、ミラー１２０、１２１、１２２を介してレンズ１２５に導かれ、レンズ
１２５によってＣＣＤラインセンサ１２６の受光部に結像される。
【００３１】
　ＣＣＤラインセンサ１２６は、結像した反射光を受光素子で光電変換し、入射光量に応
じた電気信号を出力する。ＣＩＳラインセンサ１２８も同様に、原稿１０２からの反射光
を受光素子で光電変換し、入射光量に応じた電気信号を出力する。
【００３２】
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　上記構成を有する画像読み取り装置では、原稿１０２を原稿台ガラス１１８上に載置し
、第１ミラー台１２３及び第２ミラー台１２４を副走査方向（図中矢印方向）に移動させ
ながら原稿を読み取る原稿固定読み取りモードを有する。
【００３３】
　また、第１ミラー台１２３及び第２ミラー台１２４を停止させた状態で、自動原稿給送
装置１００によって原稿１０２を搬送させながら、流し読みガラス１１６、１３０位置で
原稿を読み取る流し読みモードを有する。この２つのモードで原稿１０２を読み取ること
ができる。
【００３４】
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係る画像読み取り装置のブロック構成を示す図で
ある。
【００３５】
　図３において、画像読み取り装置は、ＣＣＤラインセンサ１２６からのアナログ信号を
デジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換回路３０１を備える。
【００３６】
　また、Ａ／Ｄ変換回路３０１によってデジタルに変換された画像データにシェーディン
グ補正を行うシェーディング補正回路３０２、ＣＩＳラインセンサ１２８からのアナログ
信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換回路３０３を備える。
【００３７】
　また、Ａ／Ｄ変換回路３０３によってデジタル値に変換された画像データにシェーディ
ング補正を行うシェーディング補正回路３０４、シェーディング補正が行われたＣＩＳラ
インセンサ１２８からの画像データを一時記憶する一時記憶メモリ３０５を備える。
【００３８】
　また、ＣＣＤラインセンサ１２６からの画像データを画像データ出力ライン３０８に転
送するか、一時記憶メモリ３０５に記憶されたＣＩＳラインセンサ１２８からの画像デー
タを画像データ出力ライン３０８に転送するかを選択する出力選択回路３０６を有する。
【００３９】
　図４は、図３の画像読み取り装置によって実行される一般的な両面原稿読み取り処理の
手順を示すフローチャートである。
【００４０】
　図４において、原稿給紙を開始し、まず、出力選択回路３０６からＣＣＤラインセンサ
１２６の画像データを画像データ出力ライン３０８に転送開始する。ＣＩＳラインセンサ
１２８からの画像データについては一時記憶メモリ３０５に記憶しておく（ステップＳ４
０１）。
【００４１】
　ＣＣＤラインセンサ１２６からの画像データを画像データ出力ライン３０８に転送終了
したことを検出すると（ステップＳ４０２でＹＥＳ）、出力選択回路３０６を切り換える
。そして、一時記憶メモリ３０５に記憶されたＣＩＳラインセンサ１２８からの画像デー
タを画像データ出力ライン３０８に転送開始する（ステップＳ４０３）。一時記憶メモリ
３０５からＣＩＳラインセンサ１２８からの画像データを画像データ出力ライン３０８に
転送終了したことを検出し（ステップＳ４０４でＹＥＳ）本処理を終了する。
【００４２】
　図５は、図１における原稿トレイの上面図である。
【００４３】
　図５において、原稿トレイ１０１には原稿サイズセンサ５０１、５０２が取り付けられ
ており、原稿１０２がユーザーにより積載された際に、原稿の副走査長さの概略がわかる
ようになっている。
【００４４】
　原稿サイズセンサ５０１は、原稿先端突き当て位置から２００ｍｍの位置に配置され、
原稿サイズセンサ５０２は、原稿先端突き当て位置から２２０ｍｍの位置に配置されてい
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る。原稿サイズセンサ５０１のみ原稿有りと判断した場合は、原稿の副走査長さは２００
ｍｍ以上２２０ｍｍ以下であることを検出できる、原稿サイズセンサ５０１、５０２共に
原稿有りと判断した場合は、原稿の副走査長さは２２０ｍｍ以上であることを検出できる
。
【００４５】
　ここで、図３のＣＩＳラインセンサ１２８が６００ｄｐｉのＲＧＢ３色で原稿を読み取
る場合について述べる。
【００４６】
　この場合、Ａ／Ｄ変換回路３０３によってＣＩＳラインセンサ１２８からの画像データ
がＲ，Ｇ，Ｂそれぞれ８ビットのデジタルに変換され（合計２４ビット）、一時記憶メモ
リ３０５の記憶容量が１２８Ｍバイトであった場合を想定する。一時記憶メモリ３０５の
最大許容副走査原稿長さは、主走査の原稿サイズが２９７ｍｍの場合（本実施の形態では
説明の簡略化のため主走査原稿サイズは２９７ｍｍ固定としたが、主走査原稿サイズは２
９７ｍｍ固定に限られるものではない）約２５７ｍｍとなる。以下に計算式を示す。
【００４７】
　最大許容副走査長さ＝１２８Ｍバイト／（２９７ｍｍ／（２５．４ｍｍ／６００ｄｐｉ
）×３色×８ビット）×（２５．４ｍｍ／６００ｄｐｉ）
　よって、Ａ４サイズ（副走査長さ２１０ｍｍ）は一時記憶メモリ３０５に全て記憶可能
であるが、Ａ３サイズ（副走査長さ４２０ｍｍ）は一時記憶メモリ３０５に記憶できない
ことになる。
【００４８】
　図６は、図５の原稿トレイ備え、図３の画像読み取り装置によって実行される両面原稿
読み取り処理の手順を示すフローチャートである。
【００４９】
　図６において、原稿の両面読み取りを指定された際、まず、原稿サイズセンサ５０１、
５０２の状態を検出して原稿の副走査長さを検出する（ステップＳ６０１）（サイズ検出
手段）。そして、一時記憶メモリ３０５にＣＩＳラインセンサ１２８からの画像データを
全て記憶可能であるか否かを判断する（ステップＳ６０２）（サイズ判断手段）。
【００５０】
　ここで、一時記憶メモリ３０５に記憶可能と判断した場合には、両面原稿同時読み取り
処理モードに移行する（ステップＳ６０３）（第１の移行手段）。記憶不可と判断した場
合には、両面原稿反転読み取り処理モードに移行し（ステップＳ６０４）（第２の移行手
段）。処理を終了する。
【００５１】
　両面同時読み取りモードの動作について説明する。
【００５２】
　まず、両面同時読み取りモード時の原稿の動きについて説明すると、原稿トレイ１０１
上に積載された原稿１０２は給紙ローラ１０３により最上位の原稿から分離搬送ローラ対
の間に搬送される。原稿が複数枚重なって搬送された場合、分離搬送ローラ１０４と分離
搬送従動ローラ１０５は、原稿を１枚に分離して搬送する。
【００５３】
　１枚に分離された原稿は、下流側にあるレジストローラ対によって原稿の先端を揃えら
れて、リードローラ対を通過して第１の読み取り部（表面読み取り部）に搬送される。続
いて、原稿１０２は、リード排出ローラ対を通過して第２の読み取り部（裏面読み取り部
）に案内され、排紙ローラ１１３に搬送され、排紙トレイ１１４に排出される。
【００５４】
　図７は、図３の画像読み取り装置によって実行される両面原稿同時読み取り処理（図６
のステップＳ６０３）の手順を示すフローチャートである。
【００５５】
　図７において、原稿給紙を開始し（ステップＳ７０１）、まず出力選択回路３０６から
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ＣＣＤラインセンサ１２６の画像データを画像データ出力ライン３０８に転送開始する。
ＣＩＳラインセンサ１２８からの画像データは一時記憶メモリ３０５に記憶しておく（ス
テップＳ７０２）。
【００５６】
　ＣＣＤラインセンサ１２６からの画像データを画像データ出力ライン３０８に転送終了
したことを検出すると（ステップＳ７０３でＹＥＳ）、出力選択回路３０６を切り換える
。そして、一時記憶メモリ３０５に記憶されたＣＩＳラインセンサ１２８からの画像デー
タを画像データ出力ライン３０８に転送開始する（ステップＳ７０４）。
【００５７】
　一時記憶メモリ３０５から、ＣＩＳラインセンサ１２８からの画像データを画像データ
出力ライン３０８に転送終了したことを検出すると（ステップＳ７０５でＹＥＳ）、次原
稿がある場合は（ステップＳ７０６でＹＥＳ）、次原稿の読み取り動作に移行する。次原
稿が無い場合は（ステップＳ７０６でＮＯ）、原稿の両面同時読み取り動作を終了する。
【００５８】
　次に、反転両面読み取りモードの動作について説明する。
反転両面読み取りモード時の原稿の動きについて説明すると、原稿トレイ１０１上に積載
された原稿１０２は、給紙ローラ１０３により最上位の原稿から分離搬送ローラ対の間に
搬送される。原稿が複数枚重なって搬送された場合、分離搬送ローラ１０４と分離搬送従
動ローラ１０５は、原稿を１枚に分離して搬送する。
【００５９】
　１枚に分離された原稿は、下流側にあるレジストローラ対によって原稿の先端を揃えら
れて、リードローラ対を通過して第１の読み取り部（表面読み取り部）に搬送される。続
いて、原稿１０２は、リード排出ローラ対を通過して第２の読み取り部（裏面読み取り部
）に案内され（反転両面読み取りモード時は第２の読み取り部では原稿の読み取りを行わ
ない）、排紙ローラ１１３に搬送される。
【００６０】
　その後、原稿１０２は、原稿反転パス１２９に送り込まれて分離搬送ローラ対へ向けて
スイッチバック搬送される、原稿１０２は、レジストローラ対によって先端を揃えられて
第１の読み取り部へと搬送される。
【００６１】
　このとき、原稿１０２は原稿反転パス１２９により表裏が反転している。続いて、原稿
１０２は、リード排出ローラ対を通過して第２の読み取り部（裏面読み取り部）に案内さ
れ、続いて排紙ローラ１１３に搬送され、排紙トレイ１１４に排出される。
【００６２】
　図８は、図３の画像読み取り装置によって実行される両面原稿反転読み取り処理（図６
のステップＳ６０４）の手順を示すフローチャートである。
【００６３】
　図８において、原稿給紙を開始し（ステップＳ８０１）、まず出力選択回路３０６から
ＣＣＤラインセンサ１２６の画像データを画像データ出力ライン３０８に転送開始する（
ステップＳ８０２）。このときＣＩＳラインセンサ１２８の読み取りは行わない。
【００６４】
　ＣＣＤラインセンサ１２６から原稿表面の画像データを画像データ出力ライン３０８に
転送終了したことを検出すると（ステップＳ８０３でＹＥＳ）、反転パス１２９を通して
原稿を表裏反転し、ＣＣＤラインセンサ１２６にて原稿裏面を読み取る。そして、画像デ
ータを画像データ出力ライン３０８に転送する（ステップＳ８０４）。
【００６５】
　ＣＣＤラインセンサ１２６からの画像データを画像データ出力ライン３０８に転送終了
したことを検出すると（ステップＳ８０５でＹＥＳ）、次原稿がある場合は（ステップＳ
８０６でＹＥＳ）、次原稿を原稿給紙して読み取り動作に移行する。次原稿が無い場合は
（ステップＳ８０６でＮＯ）、原稿の両面同時読み取り動作を終了する。
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【００６６】
　図９は、本発明の第２の実施の形態に係る画像読み取り装置のブロック構成を示す図で
ある。
【００６７】
　図９において、画像読み取り装置は、ＣＣＤラインセンサ１２６からのアナログ信号を
Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれ８ビットのデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換回路３０１を備える。
また、Ａ／Ｄ変換回路３０１によってデジタルに変換された画像データにシェーディング
補正を行うシェーディング補正回路３０２を備える。
【００６８】
　また、画像読み取り装置は、シェーディング補正されたＲ，Ｇ，Ｂの各８ビット（計２
４ビット）のカラー画像データを８ビットのモノクロ画像に変換するモノクロ変換回路３
０９を備える。
【００６９】
　モノクロ画像への変換には以下の計算式が用いられる。
モノクロ画像＝（（Ｒ×Ｘ）＋（Ｇ×Ｙ）＋（Ｂ×Ｚ））／３
Ｘ，Ｙ，Ｚ：重み付け係数
　Ｘ，Ｙ，Ｚの重み付け係数により各色の重み付けを変更することが可能となっている。
Ｒ，Ｇ，Ｂからモノクロへの変換方法は従来より各種方法が提案されているが、本発明は
、説明の簡略化のためこのような単純な計算式とした。
【００７０】
　モノクロ変換回路３０９は、ユーザーから指定された読み取りモード（カラー読み取り
モード、モノクロ読み取りモード）によって、Ｒ，Ｇ，Ｂの各８ビット（計２４ビット）
のカラー画像データをそのまま後段に出力する。または、モノクロ変換した画像データを
後段に出力する。両者を切り換えることが可能となっている。
【００７１】
　また、画像読み取り装置は、ＣＩＳラインセンサ１２８からのアナログ信号をデジタル
信号に変換するＡ／Ｄ変換回路３０３、Ａ／Ｄ変換回路３０３によってデジタルに変換さ
れた画像データにシェーディング補正を行うシェーディング補正回路３０４を備える。ま
た、モノクロ変換回路３１０を備える。モノクロ変換回路３１０は、モノクロ変換回路３
０９と同様の動作を行う。
【００７２】
　また、画像読み取り装置は、モノクロ変換回路３１０から出力された、ＣＩＳラインセ
ンサ１２８からの画像データを一時記憶する一時記憶メモリ３０５、出力選択回路３０６
を備える。出力選択回路３０６は、ＣＣＤラインセンサ１２６からの画像データを画像デ
ータ出力ライン３０８に転送するか、一時記憶メモリ３０５に記憶されたＣＩＳラインセ
ンサ１２８からの画像データを画像データ出力ライン３０８に転送するかを選択する。
【００７３】
　ここで、ＣＩＳラインセンサ１２８が６００ｄｐｉで原稿を読み取り、ユーザーからの
読み取りモード指定がモノクロ読み取りモードであった場合を想定する。この場合、モノ
クロ変換回路３１０は、ＣＩＳラインセンサ１２８からの画像データをモノクロ８ビット
に変換する動作を行う。
【００７４】
　さらに、一時記憶メモリ３０５の記憶容量が１２８Ｍバイトであった場合を想定する。
この場合、一時記憶メモリ３０５の最大許容副走査原稿長さは、主走査の原稿サイズが２
９７ｍｍであったとすると約７７１ｍｍとなる。本実施の形態では説明の簡略化のため主
走査原稿サイズは２９７ｍｍ固定としたが、主走査原稿サイズは２９７ｍｍ固定に限られ
るものではない。以下はその計算式である。
【００７５】
　最大許容副走査長さ＝１２８Ｍバイト／（２９７ｍｍ／（２５．４ｍｍ／６００ｄｐｉ
）×１色×８ビット）×（２５．４ｍｍ／６００ｄｐｉ）
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　よってモノクロ読み取りモードの場合、Ａ４サイズ（副走査長さ２１０ｍｍ）でもＡ３
サイズ（副走査長さ４２０ｍｍ）でも一時記憶メモリ３０５に全て記憶可能となる。
【００７６】
　ＣＩＳラインセンサ１２８が６００ｄｐｉで原稿を読み取り、ユーザーからの読み取り
モード指定がカラー読み取りモードであった場合で上記と同じ条件を想定すると、一時記
憶メモリ３０５の最大許容副走査原稿長さは約２５７ｍｍとなる。カラー読み取りモード
の場合、画像データがＲ，Ｇ，Ｂそれぞれ８ビットの計２４ビットとなり画像データ容量
がモノクロ読み取りモード時の３倍となる。以下はその計算式である。
【００７７】
　最大許容副走査長さ＝１２８Ｍバイト／（２９７ｍｍ／（２５．４ｍｍ／６００ｄｐｉ
）×３色×8ビット）×（２５．４ｍｍ／６００ｄｐｉ）
　よって、Ａ４サイズ（副走査長さ２１０ｍｍ）は一時記憶メモリ３０５に全て記憶可能
であるが、Ａ３サイズ（副走査長さ４２０ｍｍ）は一時記憶メモリ３０５に記憶できない
ことになる。その結果、ユーザーからの読み取りモード指定によって一時記憶メモリ３０
５に記憶できる原稿サイズが変化することになる。
【００７８】
　図１０は、図５の原稿トレイ備え、図９の画像読み取り装置によって実行される両面原
稿読み取り処理の手順を示すフローチャートである。
【００７９】
　図１０において、原稿の両面読み取りを指定された際、原稿サイズセンサ５０１、５０
２によって原稿の副走査長さを検出する（ステップＳ１００１）（サイズ検出手段）。そ
して、ユーザーからの読み取りモード指定が、カラー読み取りモードであるかモノクロ読
み取りモードであるかを判断する（ステップＳ１００２）（モード指定手段）。
【００８０】
　これらの情報から、一時記憶メモリ３０５にＣＩＳラインセンサ１２８からの画像デー
タを全て記憶可能であるか否かを判断する（ステップＳ１００３）（サイズ判断手段）。
【００８１】
　ここで一時記憶メモリ３０５に記憶可能と判断した場合には、両面原稿同時読み取り処
理モードに移行する（ステップＳ１００４）（第１の移行手段）。記憶不可と判断した場
合には反転両面読み取りモードに移行し（ステップＳ１００５）（第２の移行手段）、処
理を終了する。以降の原稿読み取り動作については第１の実施の形態と同様であるため説
明を省略する。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像読み取り装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】図１の画像読み取り装置によって実行される両面原稿読み取り処理の手順を示す
フローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る画像読み取り装置のブロック構成を示す図であ
る。
【図４】図３の画像読み取り装置によって実行される一般的な両面原稿読み取り処理の手
順を示すフローチャートである。
【図５】図１における原稿トレイの上面図である。
【図６】図５の原稿トレイ備え、図３の画像読み取り装置によって実行される両面原稿読
み取り処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】図３の画像読み取り装置によって実行される両面原稿同時読み取り処理の手順を
示すフローチャートである。
【図８】図３の画像読み取り装置によって実行される両面原稿反転読み取り処理の手順を
示すフローチャートである。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る画像読み取り装置のブロック構成を示す図であ
る。
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【図１０】図５の原稿トレイ備え、図９の画像読み取り装置によって実行される両面原稿
読み取り処理の手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８３】
１２６　ＣＣＤラインセンサ（第１の原稿読み取り手段）
１２８　ＣＩＳラインセンサ（第２の原稿読み取り手段）
１２９　原稿反転パス（原稿反転手段）
３０５　一時記憶メモリ（記憶手段）

【図１】

【図２】

【図３】
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