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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を原稿台の表面に向けて押さえる原稿押さえ手段と、前記原稿押さえ手段の開閉動
作を検知する開閉検知手段と、前記原稿台に向けて光を照射しながら、前記原稿台の表面
に沿った副走査方向に移動する移動照射手段と、前記移動照射手段の駆動力を発揮する駆
動源と、原稿面での反射光を受光して原稿の画像を読み取る画像センサーと、前記移動照
射手段の移動を制御する制御手段とを備え、前記制御手段が、所定の休止条件の成立に基
づいて、前記移動照射手段を副走査方向における待機位置から原稿サイズ検知位置まで移
動させてから、前記駆動源に対する電源供給を休止した状態でユーザーからの命令を待つ
休止待機処理と、前記休止待機処理の実施中における前記開閉検知手段による開動作の検
知に基づいて前記駆動源への電源供給を再開する処理と、前記処理の実施後における前記
開閉検知手段による閉動作の検知に基づいて、前記原稿台に向けて光を照射しながら前記
画像センサーによる読取結果に基づいて原稿の主走査方向における長さを特定する休止後
原稿長さ特定処理とを実施するものである画像読取装置において、
副走査方向における前記待機位置と前記原稿サイズ検知位置との間に存在する基準位置に
移動した前記移動照射手段を検知する基準位置センサーと、副走査方向における前記基準
位置と前記原稿サイズ検知位置との間に配設された白色部材とを設け、
前記休止後原稿長さ特定処理にて、移動開始から前記基準位置センサーによって検知され
るまでの前記移動照射手段の移動量が、前記基準位置から前記白色部材における前記原稿
サイズ検知位置の側の端までの距離と、前記休止後原稿長さ特定処理の実施中における前
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記移動照射手段の移動範囲との合計と同等以上の最小値を含む所定範囲内にない場合には
、前記休止後原稿長さ特定処理における長さの特定を中止するか、あるいは、前記休止後
原稿長さ特定処理における長さの特定結果を取り消すかする処理を実施するように、前記
制御手段を構成したことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像読取装置において、
前記開閉検知手段による開動作の検知に基づいて、前記待機位置にある前記移動照射手段
を前記原稿サイズ検知位置まで移動させる開時移動処理と、
前記開時移動処理の後、前記休止待機処理を実施することなく前記開閉検知手段によって
閉動作が検知されたことに基づいて、前記移動照射手段を前記原稿サイズ検知位置から前
記待機位置に向けて移動させながら、原稿の主走査方向における長さを前記画像センサー
による読取結果に基づいて特定する非休止時原稿長さ特定処理とを実施し、
且つ、前記休止後原稿長さ特定処理で原稿の長さの特定を中止するか、あるいは前記休止
後原稿長さ特定処理における長さの特定結果を取り消すかした場合に、前記基準位置セン
サーによる前記移動照射手段の検知タイミングを参考にして前記移動照射手段を前記待機
位置まで移動させる処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画
像読取装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像読取装置において、
前記休止後原稿長さ特定処理で原稿の長さの特定を中止するか、あるいは前記休止後原稿
長さ特定処理における長さの特定結果を取り消すかした場合に、前記移動照射手段を前記
待機位置まで移動させた後に、前記原稿押さえ手段の開閉の実施をユーザーに促すメッセ
ージを報知する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像読
取装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の画像読取装置において、
前記休止後原稿長さ特定処理には、前記非休止時原稿長さ特定処理の場合よりも遅い速度
で、前記移動照射手段を前記待機位置に向けて移動させる処理を実施するように、前記制
御手段を構成したことを特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　原稿の画像を読み取る画像読取手段と、前記画像読取手段による画像の読取結果に基づ
いて記録部材に画像を形成する画像形成手段とを備える画像形成装置において、
前記画像読取手段として、請求項１乃至４の何れか一項に記載の画像読取装置を用いたこ
とを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の休止条件の成立に基づいて、移動照射手段を原稿サイズ検知位置に移
動させ、且つ移動照射手段の駆動源に対する電源供給を休止した状態でユーザーからの命
令を待機する休止待機処理を実施する画像読取装置に関するものである。また、かかる画
像読取装置を用いる画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の画像形成装置として、特許文献１に記載のものが知られている。この画
像形成装置は、コンタクトガラスの上に配設されたＡＤＦ（自動原稿搬送装置）が原稿載
置のために開かれると、スキャナーがホームポジションにあるキャリッジを副走査方向に
沿って原稿サイズ検知位置まで移動させる。その後、ＡＤＦが閉じられ始めると、原稿の
主走査方向の長さを特定するための長さ特定処理を実施する。この長さ特定処理では、キ
ャリッジに搭載された光源によって原稿面を光照射しながら、原稿面での反射光をＣＣＤ
に受光させて原稿の画像を読み取る。
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【０００３】
　また、この画像形成装置は、ユーザーによる操作が所定時間以上継続して行われないと
いう休止条件が成立すると、スキャナーに対する電源供給を休止した状態でユーザーから
の命令を待つ休止待機モードを実施して、省電力を図るようになっている。この休止待機
モードでは、ＡＤＦが素速く開閉されたことに起因してキャリッジの原稿サイズ検知位置
への移動が間に合わずにサイズ検知不能エラーとなってしまうことを抑えるために、キャ
リッジを原稿サイズ検知位置に移動させてから電源供給を休止している。そして、ＡＤＦ
が開かれたことに基づいて休止待機モードから通常モードに復帰した後、ＡＤＦが閉じら
れ始めると、原稿サイズ検知位置にあるキャリッジを用いて直ちに長さ特定処理を実施す
る。また、この長さ特定処理の後に、ホーミングを実施する。このホーミングは、キャリ
ッジの位置管理のために、キャリッジをホームポジションと原稿サイズ検知位置との間の
基準位置に向けて移動させながら、基準位置に進入したキャリッジをセンサーによって検
知するタイミング（基準タイミング）を取得する処理である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１には、休止待機モードから通常モードに復帰した後にホーミングを実施して
いる理由について具体的な記載はないが、その理由は、次のようなものであると考えられ
る。即ち、スキャナーに対する電源供給を休止する休止待機モードでは、キャリッジの駆
動源であるモーターに対する電源供給も休止していることになる。このような休止待機モ
ードでは、電源供給を受けていないモーターが衝撃等による外力の付与によって容易に空
回りしてしまう。このため、画像形成装置に何らかの衝撃が加えられた場合に、キャリッ
ジが原稿サイズ検知位置から他の位置に容易に移動してしまうことから、キャリッジの副
走査方向の位置を把握することができなくなる。すると、画像の読み取りの際に画像の副
走査方向の位置を把握できないことから、画像を正常に読み取ることができなくなる。そ
こで、休止待機モードから通常モードに移行した場合には、ホーミングを実施して画像の
読み取りを正常に行えるようにしなければならないのである。
【０００５】
　特許文献１に記載の画像形成装置では、上述したように、通常モードに復帰してＡＤＦ
が閉じられ始めると、長さ特定処理を実施した後にからホーミングを実施する。かかる構
成において、ホーミングよりも先に実施する長さ特定処理のときには、キャリッジの副走
査方向の位置を把握することができていない。このため、休止待機モードのときにキャリ
ッジが衝撃等によって原稿の存在しない領域まで移動していたとしても、キャリッジを原
稿サイズ検知位置に存在させているものとみなして長さ特定処理を実施する。すると、原
稿がコンタクトガラス上に置かれているにもかかわらず、原稿面での反射光が全く得られ
ないことから、原稿なしを誤検知してしまう。
【０００６】
　本発明は、以上の背景に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、次のよ
うな画像読取装置や画像形成装置を提供することである。即ち、休止待機モードから通常
モードに復帰した直後に実施する原稿長さ特定処理において、サイズ検知不能エラーの発
生を抑えつつ、原稿なしの誤検知の発生を抑えることができる画像読取装置等である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、原稿を原稿台の表面に向けて押さえる原稿押さ
え手段と、前記原稿押さえ手段の開閉動作を検知する開閉検知手段と、前記原稿台に向け
て光を照射しながら、前記原稿台の表面に沿った副走査方向に移動する移動照射手段と、
前記移動照射手段の駆動力を発揮する駆動源と、原稿面での反射光を受光して原稿の画像
を読み取る画像センサーと、前記移動照射手段の移動を制御する制御手段とを備え、前記
制御手段が、所定の休止条件の成立に基づいて、前記移動照射手段を副走査方向における
待機位置から原稿サイズ検知位置まで移動させてから、前記駆動源に対する電源供給を休
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止した状態でユーザーからの命令を待つ休止待機処理と、前記休止待機処理の実施中にお
ける前記開閉検知手段による開動作の検知に基づいて前記駆動源への電源供給を再開する
処理と、前記処理の実施後における前記開閉検知手段による閉動作の検知に基づいて、前
記原稿台に向けて光を照射しながら前記画像センサーによる読取結果に基づいて原稿の主
走査方向における長さを特定する休止後原稿長さ特定処理とを実施するものである画像読
取装置において、副走査方向における前記待機位置と前記原稿サイズ検知位置との間に存
在する基準位置に移動した前記移動照射手段を検知する基準位置センサーと、副走査方向
における前記基準位置と前記原稿サイズ検知位置との間に配設された白色部材とを設け、
前記休止後原稿長さ特定処理にて、移動開始から前記基準位置センサーによって検知され
るまでの前記移動照射手段の移動量が、前記基準位置から前記白色部材における前記原稿
サイズ検知位置の側の端までの距離と、前記休止後原稿長さ特定処理の実施中における前
記移動照射手段の移動範囲との合計と同等以上の最小値を含む所定範囲内にない場合には
、前記休止後原稿長さ特定処理における長さの特定を中止するか、あるいは、前記休止後
原稿長さ特定処理における長さの特定結果を取り消すかする処理を実施するように、前記
制御手段を構成したことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、休止待機モードから通常モードに復帰した直後に実施する休止後原稿
長さ特定処理において、サイズ検知不能エラーの発生を抑えつつ、原稿なしの誤検知の発
生を抑えることができるという優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る複写機を示す斜視図。
【図２】同複写機のスキャナーの第１コンタクトガラス上に載置される原稿の位置と、原
稿のサイズとを説明するための平面模式図。
【図３】同スキャナーの構成を説明するための概略構成図。
【図４】同スキャナーにおける電気回路の一部を示すブロック図。
【図５】同スキャナーの移動照射部の移動態様を説明するための説明図。
【図６】原稿サイズ検知位置よりも復動下流側に移動してしまった移動照射部による不具
合を説明するための説明図。
【図７】原稿サイズ検知位置よりも往動下流側に移動してしまった移動照射部による不具
合を説明するための説明図。
【図８】余裕距離を説明するための説明図。
【図９】復動時移動範囲が許容範囲を下回った場合における休止後原稿長さ特定処理の実
施直後の移動照射部位置を説明するための説明図。
【図１０】同スキャナーの読取制御部によって実施される２種類目の載置態様特定処理の
処理フローを示すフローチャート。
【図１１】第１変形例に係る複写機のスキャナーを示す概略構成図。
【図１２】第２変形例に係る複写機のスキャナーを示す概略構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を、電子写真方式の複写機（以下、単に複写機という）に適用した実施形
態について説明する。
　まず、実施形態に係る複写機の基本的な構成について説明する。図１は、実施形態に係
る複写機を示す斜視図である。この複写機は、画像形成手段としての画像形成部１と、画
像読取ユニット５０とを備えている。画像読取ユニット５０は、画像形成部１の上に固定
された画像読取装置としてのスキャナー１５０と、これに支持される原稿自動搬送装置（
以下、ＡＤＦという）５１とを有している。
【００１１】
　画像形成手段としての画像形成部１は、周知の電子写真プロセスによって記録シートに
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画像を形成するものである。具体的には、次のようにして画像を形成する。即ち、図示し
ない給紙カセットから送り出した記録シートを給紙路に進入させる。給送路に進入した記
録シートは、レジストローラ対のニップに突き当たって搬送が一時中断される。画像形成
部１は、図示しない光書込装置、黒，イエロー，マゼンタ，シアン（Ｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃ）の
トナー像をそれぞれ個別に形成する４つの作像ユニット、転写ユニット、シート搬送ユニ
ット、定着装置などを備えている。そして、光書込装置内に配設された図示しないレーザ
ーダイオードやＬＥＤ等の光源を駆動して、４つの作像ユニットにそれぞれ具備されるド
ラム状の感光体に向けてレーザー光を照射する。この照射により、Ｋ，Ｙ，Ｃ，Ｍ用の感
光体の表面には静電潜像が形成され、これらの潜像は周知の現像プロセスによってＫ，Ｙ
，Ｃ，Ｍトナー像に現像される。
【００１２】
　転写ユニットは、複数のローラによって張架した中間転写ベルトを、Ｋ，Ｙ，Ｃ，Ｍ用
の感光体に当接させながら無端移動させる。これにより、Ｋ，Ｙ，Ｃ，Ｍ用の感光体と、
無端状の中間転写ベルトとが当接するＫ，Ｙ，Ｍ，Ｃ用の１次転写ニップが形成されてい
る。Ｋ，Ｙ，Ｃ，Ｍ用の感光体に形成されたＫ，Ｙ，Ｃ，Ｍトナー像は、中間転写ベルト
に重ね合わせて一次転写された後、記録シートに一括二次転写されてフルカラートナー像
になる。その後、記録シートは定着装置を経由して、フルカラートナー像が定着される。
【００１３】
　画像形成部１の上に固定されたスキャナー１５０は、後述する移動照射部を有している
。図示の第２コンタクトガラス１５４の直下が、移動照射部のホームポジションになって
いる。光源や、反射ミラーなどからなる光学系を具備する移動照射部は、図中左右方向で
ある副走査方向に移動することができる。そして、光源から発した光を、ＡＤＦ５１によ
って第２コンタクトガラス上に搬送されてくる図示しない原稿の原稿面で反射させた後、
反射ミラーを経由させて、スキャナー本体に固定された画像読取センサーに受光させる。
なお、移動照射部は、ホームポジションから移動して、スキャナー１５０のケーシング上
壁に固定された第１コンタクトガラス１５５の直下に位置することも可能である。
【００１４】
　スキャナー１５０の上に配設されたＡＤＦ５１は、本体カバー５２に、読取前の原稿を
載置するための原稿載置台５３を保持している。加えて、シート状の原稿を搬送するため
の搬送ユニット５４、読取後の原稿ＭＳをスタックするための原稿スタック台５５なども
保持しており、スキャナー１５０に固定された蝶番１５９によって上下方向に揺動可能に
支持されている。そして、その揺動によって開閉扉のような動きをとり、開かれた状態で
スキャナー１５０の上面の第２コンタクトガラス１５４や第１コンタクトガラス１５５を
露出させる。原稿束の片隅を綴じた本などの片綴じ原稿の場合には、原稿を１枚ずつ分離
することができないため、ＡＤＦ５１による搬送を行うことができない。そこで、片綴じ
原稿の場合には、ＡＤＦ５１を図示のように開いた後、読み取らせたいページが見開かれ
た片綴じ原稿を下向きにして第１コンタクトガラス１５５上に載せた後、ＡＤＦ５１を閉
じる。そして、図示しないコピースタートボタンを押す。すると、スキャナー１５０の移
動照射部（１５２）は、移動照射部（１５２）が第２コンタクトガラス１５４の直下のホ
ームポジションから第１コンタクトガラス１５５の直下に向けて移動し始める。そして、
光源から発した光を第１コンタクトガラス１５５上の原稿の原稿面で反射させて、反射光
を画像センサーに向けて導く。これにより、原稿の画像が画像センサーによって読み取ら
れていく。なお、ＡＤＦ５１の下面には、原稿台たる第１コンタクトガラス１５５上に載
置された原稿を第１コンタクトガラス１５５に向けて押さえ付ける圧板５６が固定されて
いる。
【００１５】
　原稿が互いに独立した複数の原稿を単に積み重ねた原稿束である場合には、その原稿を
ＡＤＦ５１によって１枚ずつ第２コンタクトガラス１５４上に自動搬送しながら、その画
像をスキャナー１５０に順次読み取らせていくことができる。この場合、ユーザーは原稿
束を原稿載置台５３上にセットした後、図示しないコピースタートボタンを押す。すると
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、ＡＤＦ５１が、原稿載置台５３上に載置された原稿束の原稿を上から順に搬送ユニット
５４内に送り、それを反転させながら原稿スタック台５５に向けて搬送する。この搬送の
過程で、原稿を反転させながらスキャナー１５０の第２コンタクトガラス１５４の真上に
通す。これにより、原稿ＭＳの第１面の画像が上述したホームポジションで停止したまま
の状態の移動照射部（１５２）によって走査されて画像センサーに読み取られる。
【００１６】
　ＡＤＦ５１とスキャナー１５０とを具備する画像読取ユニット５０は、ＡＤＦ５１の開
閉角度を検知するロータリーエンコーダー等からなる開閉センサー１５７を有している。
以下、ＡＤＦ５１の開閉角度について、ＡＤＦ５１がスキャナー１５０の第１コンタクト
ガラス１５５に接触して第１コンタクトガラス１５５を完全に覆う状態の開閉角度を０［
°］として説明する。また、ＡＤＦ５１がほぼ鉛直方向に延在する姿勢になるまで開かれ
た状態の開閉角度を９０［°］として説明する。
【００１７】
　図２は、第１コンタクトガラス１５５上に載置される原稿の位置と、原稿のサイズとを
説明するための平面模式図である。同図は、第１コンタクトガラス１５５を鉛直方向の上
方から示しており、第１コンタクトガラス１５５の下に、移動照射部１５２、第１副走査
サイズセンサー１６１、第２副走査サイズセンサー１６２などが配設されている。
【００１８】
　同図において、実線の枠で囲まれたＡ５Ｔ、Ａ５Ｙ、Ｂ５Ｔ、Ｂ５Ｙ、Ａ４Ｔ、Ａ４Ｙ
、Ｂ４Ｔ、Ｂ４Ｙ、Ａ３Ｔという文字は、それぞれ第１コンタクトガラス１５５上におけ
る原稿の載置態様を示している。それらの文字に末尾に付されているＴという添字は、原
稿の載置姿勢について縦であることを示しており、縦は原稿の長手方向を副走査方向に沿
わせる姿勢である。また、文字の末尾に付されているＹという添字は、原稿の載置姿勢に
ついて横であることを示しており、横は原稿の長手方向を主走査方向に沿わせる姿勢であ
る。また、同図において、点線で囲まれたＳ０、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３という文字は、それぞ
れ後述する長さ特定処理の実施時における主走査方向の受光量判定領域を示している。
【００１９】
　第１コンタクトガラス１５５は、自らの平面の短手方向を原稿読取の際の原稿走査にお
ける主走査方向に沿わせつつ、長手方向を副走査方向に沿わせる姿勢で配設されている。
そして、移動照射部１５２は、その長手方向を主走査方向に沿わせた姿勢で配設されてお
り、図示しない移動機構によって副走査方向に移動することが可能になっている。つまり
、移動照射部１５２は、第１コンタクトガラス１５５の長手方向に沿って往復移動するこ
とが可能である。第１コンタクトガラス１５５上に載置された原稿の画像を読み取る際に
は、移動照射部１５２は、副走査方向において、図中の左側から右側に向けて移動する。
以下、原稿を読み取る際の副走査方向における図中の左側を読取時上流側という。また、
図中の右側を読取時下流側という。
【００２０】
　実施形態に係る複写機では、図中の太矢印の先端位置を原稿基準位置としている。この
原稿基準位置は、第１コンタクトガラス１５５の２次元平面上にある４つのコーナーのう
ち、１つのコーナーと同じところに位置している。そして、このコーナーは、第１コンタ
クトガラス１５５の副走査方向における全域のうち、読取時の副走査方向の上流端に存在
している。
【００２１】
　図３は、スキャナー１５０の構成を説明するための概略構成図である。スキャナー１５
０は、筺体の中に、移動照射部１５２、移動ミラーユニット１５８、光学レンズ１７７、
ＣＣＤ等からなる画像センサー１５３などを有している。また、第１副走査サイズセンサ
ー（図２の１６１）や、第２副走査サイズセンサー（図２の１６２）なども有している。
【００２２】
　移動照射部１５２は、第２コンタクトガラス１５４あるいは第１コンタクトガラス１５
５を介して原稿面を光照射するための光源１５２ａと、第１ミラー１５２ｂとを有してお
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り、副走査方向（図中左右方向）に移動することができる。移動照射部１５２は、図示の
ように、第２コンタクトガラス１５４の直下の位置を、副走査方向におけるホームポジシ
ョンとしており、通常モードでは図示のようにホームポジションで待機する。ＡＤＦ（５
１）は、自らのセットされた原稿を搬送しながら、第２コンタクトガラス１５４の真上に
通す。この際、ホームポジションにある移動照射部１５２が原稿面を光照射することによ
り、自動搬送される原稿の画像が読み取られる。
【００２３】
　移動照射部１５２の図中左側方に配設された移動ミラーユニット１５８は、第２ミラー
１５９及び第３ミラー１６０を具備しており、副走査方向に移動することができる。以下
、移動照射部１５２や移動ミラーユニット１５８の移動について、図中左側から右側に向
けての移動を往動、図中右側から左側に向けての移動を復動という。往動の際には、移動
ミラーユニット１５８が移動照射部１５２の半分の速度で移動することから、図中右端に
近づくにつれて、移動ミラーユニット１５８と移動照射部１５２との距離が大きくなって
いく。
【００２４】
　原稿の画像を読み取るモードとしては、載置読取モードと自動搬送読取モードとがある
。載置読取モードは、ユーザーによって第１コンタクトガラス１５５上に載置された原稿
の画像を読み取るモードである。また、自動搬送読取モードは、ＡＤＦ（５１）にセット
された原稿をＡＤＦによってスキャナー１５０のホームポジションに位置している移動照
射部１５２の真上に自動搬送しながら、その原稿の画像を読み取るモードである。載置読
取モードの場合には、スキャナー１５０が後述する長さ特定処理を実施して、原稿の主走
査方向（同図の紙面に直交する方向）における長さを特定する。また、自動搬送読取モー
ドでは、ＡＤＦが自らに設けられた複数の光学センサーによって原稿の主走査方向の長さ
を特定する。
【００２５】
　ブック原稿のように、複数枚の原稿が重ねられた状態でその面方向の片側が綴じられた
片綴じ原稿では、個々の原稿をＡＤＦで自動搬送することができないことから、自動搬送
読取モードを行うことができない。このため、載置読取モードによる読み取りとなる。載
置読取モードの際には、移動照射部１５２及び移動ミラーユニット１５８を往動させて第
１コンタクトガラス１５５上の図示しない原稿の原稿面を図中左側から右側に向けて順次
照射しながら、原稿の画像を読み取っていく。原稿面で反射した反射光は、第１ミラー１
５２ｂ、第２ミラー１５９及び第３ミラー１６０で順次反射した後、光学レンズ１７７に
よって画像センサー１５３の撮像素子表面に結像される。画像センサー１５３は、結像さ
れた反射光像を光電変換してアナログ画像信号とする。
【００２６】
　また、自動搬送読取モードの際には、移動照射部１５２が図示のようにホームポジショ
ンで停止し、且つ移動ミラーユニット１５８が移動照射部１５２の図中左側方で停止した
まま、第２コンタクトガラス１５４上を通過する原稿の画像が読み取られる。
【００２７】
　図４は、実施形態に係る複写機のスキャナー（１５０）における電気回路の一部を示す
ブロック図である。同図において、制御手段としての読取制御部１７０は、図示しないＣ
ＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read On
ly Memory）などからなる。読取制御部１７０には、開閉センサー１５７、第１副走査サ
イズセンサー１６１、第２副走査サイズセンサー１６２、ＬＥＤ駆動回路１７２、モータ
ー駆動回路１７３、基準位置センサー１７５、モーター電源１７６などが接続されている
。同図に示される開閉センサー１５７、光源１５２ａ、画像センサー１５３の役割につい
ては、既に述べた通りであるので説明を省略する。
【００２８】
　基準位置センサー１７５は、反射型フォトセンサー等からなり、移動照射部（１５２）
について後述する基準位置にあるか否かを検知して、その検知結果を読取制御部１７０に
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出力するものである。また、ＬＥＤ駆動回路１７２は、読取制御部１７０からの信号に基
づいて、光源１５２ａのＬＥＤ素子における点灯の入切を制御するものである。また、駆
動源としの移動モーター１７４は、移動照射部（１５２）を副走査方向に移動させるため
のものであって、ステッピングモーターからなっている。この移動モーター１７４に対す
る励磁はモーター駆動回路１７３によって制御されるが、駆動量や駆動方向などについて
は読取制御部１７０によって制御される。モーター電源１７６は、モーター駆動回路１７
３に対して電源を供給するものであり、モーター駆動回路１７３に対する電源供給が休止
されると、移動モーター１７４に対する電源供給も休止される。
【００２９】
　通常モードでユーザーからの命令を待機している時には、移動照射部１５２は上述した
ホームポジションに位置している。図２において、このホームポジションは第１コンタク
トガラス１５５よりも図中の左側に存在するため、図示されていない。通常は、図示しな
いＡＤＦ（５１）が完全に閉じられていて第１コンタクトガラス１５５を覆っている状態
になっている。ユーザーは、第１コンタクトガラス１５５の上に原稿を載置するためには
、ＡＤＦ（５１）を開く必要がある。ユーザーによってＡＤＦ（５１）が開かれ始めて、
ＡＤＦ（５１）の開閉角度がそれまでの０［°］から上昇して３０［°］まで到達すると
、スキャナー１５０に搭載された読取制御部１７０は、ＡＤＦ（５１）の開操作がなされ
始めたことを認識する。そして、その認識に基づいて、移動照射部１５２をホームポジシ
ョンから図中の原稿サイズ検知位置ＤＰまで移動させる。なお、本明細書では、移動照射
部１５２の副走査方向における読取時上流側の端を、移動照射部１５２の副走査方向の位
置基準として説明している。このため、原稿サイズ検知位置ＤＰに移動した移動照射部１
５２は、その副走査方向における読取時上流側の端を図中の原稿サイズ検知位置ＤＰに位
置させる。
【００３０】
　第１副走査サイズセンサー１６１、第２副走査サイズセンサー１６２は、それぞれ反射
型フォトセンサーからなる。そして、第１コンタクトガラス１５５の真下に位置した状態
で、第１コンタクトガラス１５５に向けて光を照射する。ＡＤＦ（５１）が開かれた後の
状態では、第１副走査サイズセンサー１６１の発光素子から出射された光が、第１コンタ
クトガラス１５５を通じて鉛直方向の真上に向けて進んでいく。このため、第１副走査サ
イズセンサー１６１は、自らの発光素子から発した光を反射光として受光素子で検知する
ことがない。一方、第１コンタクトガラス１５５の平面上における全域のうち、第１副走
査サイズセンサー１６１の真上の領域に原稿が置かれると、第１副走査サイズセンサー１
６１の発光素子から出射された光が原稿面で反射して反射光となる。そして、この反射光
が第１副走査サイズセンサー１６１の受光素子に受光される。このように、第１副走査サ
イズセンサー１６１は、自らの真上に原稿が存在している場合には、自らの受光素子によ
って所定の閾値を超える量の光を受光する（原稿を検知する）。これに対し、自らの真上
に原稿が存在していない場合には、受光素子による受光量が閾値を下回る（原稿を検知し
ない）。第２副走査サイズセンサー１６２も同様に、その真上における原稿の存否に応じ
て原稿を検知したり、検知しなかったりする。
【００３１】
　ユーザーは、どのようなサイズの原稿であっても、図示のように、その原稿の副走査方
向における先端に存在する角を、第１コンタクトガラス１５５の原稿基準位置に位置させ
る状態で、原稿を第１コンタクトガラス１５５上に載置する。このとき、原稿のサイズと
姿勢との組み合わせに応じて、原稿が、次に説明する３つの状態の何れかの状態になる。
即ち、第１の状態は、原稿の副走査方向における読取時下流側の端部を、第１副走査サイ
ズセンサー１６１、及び第２副走査サイズセンサー１６２の両方の真上にそれぞれ位置さ
せる状態である。この状態では、第１副走査サイズセンサー１６１及び第２副走査サイズ
センサー１６２の両方がそれぞれ原稿を検知する。第２の状態は、原稿が副走査方向にお
ける読取時下流側の端部を、２つのセンサーのうち、第１副走査サイズセンサー１６１の
真上だけに位置させる状態である。この状態では、２つのセンサーのうち、第１副走査サ
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イズセンサー１６１だけが原稿を検知する。第３の状態は、原稿が副走査方向における読
取時下流側の端部を、２つのセンサーにおける何れの真上にも位置させない状態である。
この状態では、２つのセンサーがそれぞれ原稿を検知しない。
【００３２】
　原稿サイズ検知位置ＤＰに位置している移動照射部１５２は、原稿が第１コンタクトガ
ラス１５５上に載置されると、その原稿の副走査方向における読取時上流側の端部に対向
する。つまり、原稿サイズ検知位置ＤＰは、移動照射部１５２に対し、第１コンタクトガ
ラス１５５上に載置された原稿の読取時上流側の端部を対向させる位置になっている。
【００３３】
　ユーザーが第１コンタクトガラス１５５の上に原稿を載置した後、図示しないＡＤＦ（
５１）を閉じ始めると、ＡＤＦ（５１）の開閉角度が９０［°］から低下し始める。そし
て、やがて開閉センサー（１５７）による開閉角度の検知結果が７０［°］まで低下する
。読取制御部（１７０）は、開閉角度が７０［°］まで低下すると、ＡＤＦ（５１）の閉
操作がなされ始めたと判断する。そして、その判断に基づいて、原稿の載置態様を特定す
るための載置態様特定処理を開始する。
【００３４】
　載置態様特定処理を開始した読取制御部（１７０）は、まず、移動照射部１５２や移動
ミラーユニット１５８の復動を開始する。そして、第１副走査サイズセンサー１６１及び
第２副走査サイズセンサー１６２について、上述した３つの状態のうち、何れの状態であ
るのかを判定する（以下、この判定結果を「状態判定結果」という）。また、光源１５２
ａの点灯による原稿の主走査方向の長さを特定するための長さ特定処理を開始する。この
長さ特定処理では、まず、光源１５２ａに具備されるＬＥＤ素子を点灯させる。そして、
画像センサー（１５３）に具備される複数の撮像素子のうち、基準判定領域Ｓ０に対応す
る撮像素子からの出力（受光量）を取得し、その結果に基づいて主走査方向の基準判定領
域Ｓ０における原稿の存否を判定する。
【００３５】
　主走査方向において、基準判定領域Ｓ０は原稿基準位置の近傍に位置している。このた
め、ユーザーが原稿を原稿基準位置に合わせて第１コンタクトガラス１５５上に載置した
場合には、その原稿は主走査方向において必ず基準判定領域Ｓ０の上に存在することにな
る。長さ特定処理において、読取制御部（１７０）がまず始めに基準判定領域Ｓ０におけ
る原稿の存否を判定するのは、第１コンタクトガラス１５５上に原稿が置かれているか否
かを判定することを目的にしている。画像センサー（１５３）による基準判定領域Ｓ０に
おける受光量が所定の閾値以上でない場合には、原稿について、第１コンタクトガラス１
５５上に載置されていないと判断する。そして、「原稿がコンタクトガラス上に載置され
ていません。もしくは原稿の載置位置が不適切です。」というエラーメッセージを画像形
成部（１）の操作表示部（１０）に表示させる。これに対し、画像センサー（１５３）に
よる基準判定領域Ｓ０における受光量が所定の閾値以上である場合には、原稿について、
第１コンタクトガラス１５５上に載置されていると判断して、長さ特定処理を続行する。
【００３６】
　長さ特定処理を続行した読取制御部（１７０）は、次に、画像センサー１５３に具備さ
れる複数の撮像素子のうち、第１判定領域Ｓ１に対応する撮像素子からの出力をそれぞれ
取得し、その結果に基づいて主走査方向の第１判定領域Ｓ１における原稿の存否を判定す
る。前述の結果が所定の閾値以上である場合には、主走査方向における第１判定領域Ｓ１
の真上に原稿が存在していることになる。このため、読取制御部は原稿の主走査方向の寸
法について、Ｂ５短手方向寸法に相当する１８２ｍｍ以下でないと判定して、長さ特定処
理を続行する。一方、前述の結果が所定の閾値以上でない場合には、原稿の主走査方向の
長さについて、Ａ５短手方向寸法に相当する１４８ｍｍ、又はＢ５短手方向に相当する１
８２ｍｍであると特定する。それらのうち、何れの長さであるのかについては、第１副走
査サイズセンサー１６１による原稿の検知結果に基づいて判断する。より詳しくは、前述
の検知結果が原稿有りである場合には１８２ｍｍであると判断するのに対し、原稿無しで
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ある場合には１４８ｍｍであると判断する。そして、光源１５２ａを消灯させて長さ特定
処理を終了する。その後、原稿の主走査方向における長さの特定結果と、先に得ておいた
「状態判定結果」との組み合わせに基づいて、原稿の載置態様を特定した後に、載置態様
特定処理を終了する。
【００３７】
　原稿の主走査方向の長さが１８２ｍｍ以下でなかった場合、読取制御部（１７０）は、
画像センサー（１５３）に具備される複数の撮像素子のうち、第２判定領域Ｓ２に対応す
る撮像素子からの出力をそれぞれ取得する。更に、その結果に基づいて主走査方向の第２
判定領域Ｓ２における原稿の存否を判定し、その結果に基づいて原稿の主走査方向の長さ
についてＡ５長手方向やＡ４短手方向に相当する２１０ｍｍであるか否かを判定する。よ
り詳しくは、第２判定領域Ｓ２における原稿の存否を原稿無しであると判定した場合には
、原稿の主走査方向の長さを２１０ｍｍであると特定するのに対し、原稿有りであると判
定した場合には、原稿の主走査方向の長さを２１０ｍｍでないと判定する。そして、２１
０ｍｍであった場合には、光源１５２ａを消灯させた後に、長さ特定処理を終了する。そ
の後、長さの特定結果と、先に得ておいた「状態判定結果」との組み合わせに基づいて、
原稿の載置態様を特定した後、載置態様特定処理を終了する。
【００３８】
　原稿の主走査方向の長さが２１０ｍｍでなかった場合には、読取制御部（１７０）は、
画像センサー（１５３）に具備される複数の撮像素子のうち、第３判定領域Ｓ３に対応す
る撮像素子からの出力を取得する。更に、その結果に基づいて主走査方向の第３判定領域
Ｓ３における原稿の存否を判定し、その結果に基づいて原稿の主走査方向の長さについて
Ｂ５長手方向やＢ４短手方向に相当する２５７ｍｍであるか否かを判定する。より詳しく
は、第３判定領域Ｓ３における原稿の存否を原稿無しであると判定した場合には、原稿の
主走査方向の長さを２５７ｍｍであると特定する。これに対し、原稿の存否を原稿有りで
あると判定した場合には、原稿の主走査方向の長さを、Ａ４長手方向寸法やＡ３短手方向
寸法に相当する２９７ｍｍであると特定する。その後、光源１５２ａを消灯させて長さ特
定処理を終了した後、長さの特定結果と、先に得ておいた「状態判定結果」との組み合わ
せに基づいて、原稿の載置態様を特定してから載置態様特定処理を終了する。
【００３９】
　図５は、移動照射部１５２の移動態様を説明するための説明図である。なお、同図にお
いては、便宜上、移動ミラーユニット（１５８）の図示を省略している。読取制御部（１
７０）は、図中矢印で示されるように、移動照射部１５２を復動させながら載置態様特定
処理（長さ特定処理を含む）を実施する。載置態様特定処理の開始時には、原則として、
移動照射部１５２を図中実線で示されるように、移動照射部１５２を原稿サイズ検知位置
ＤＰに位置させている。この状態で移動照射部１５２の復動や載置態様特定処理を開始し
た読取制御部は、画像センサー（１５３）の各撮像素子からの出力値を、所定の時間間隔
で取得及び記憶していく。この取得及び記憶は、移動照射部１５２の検知時移動範囲の一
端から他端までの移動に要する期間だけ行われる。そして、各撮像素子からの出力値につ
いて、その期間に記憶した出力値の平均値を求め、その結果に基づいて原稿面での反射光
の有無を判定し、その結果に基づいて原稿ＭＳの主走査方向の長さを特定する。
【００４０】
　このように、移動照射部１５２を検知時移動範囲の一端から他端まで移動させるまでに
取得した複数の出力値の平均値に基づいて原稿ＭＳの主走査方向の長さを特定することで
、長さの特定精度を向上させることができる。具体的には、移動照射部１５２を移動させ
ずに各撮像素子に対応する領域での原稿面反射光の有無を判定する場合、原稿面における
原稿サイズ検知位置ＤＰが偶然に汚れていると、その汚れによって原稿面での反射光量が
低下する。これにより、原稿なしが誤検知されてしまうおそれがある。これに対し、移動
照射部１５２を移動させながら、原稿面における検知時移動範囲での反射光の平均値をと
ることで、原稿ＭＳの汚れに起因する原稿なしの誤検知の発生を抑えることが可能になる
。これにより、原稿ＭＳの長さの特定精度を向上させることができる。
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【００４１】
　第１コンタクトガラス１５５と第２コンタクトガラス１５４との間には、原稿分離板１
５６が設けられている。自動搬送読取モードの際には、この原稿分離板１５６により、第
２コンタクトガラス１５４上に自動搬送されてきた原稿の第２コンタクトガラス１５４か
らの分離が促される。
【００４２】
　載置読取モードにおいて、ＡＤＦが閉じられ始めたことに基づいて載置態様特定処理を
開始した時に、移動照射部１５２が図示のように原稿サイズ検知位置ＤＰに正しく位置し
ているとする。この場合、各撮像素子からの出力値の取得及び記憶を完了した時点で、移
動照射部１５２を、まだ、原稿分離板１５６よりも手前側に位置させている。そして、こ
のように移動照射部１５２を原稿分離板１５６よりも手前側に位置させている段階で、載
置態様特定処理を完了することができる。その後、移動照射部１５２は、原稿分離板１５
６の下に進入して、基準位置ＳＰに至る。この基準位置ＳＰは、ホームポジションＨＰと
原稿サイズ検知位置ＤＰとの間に存在しており、移動照射部１５２が基準位置ＳＰに位置
した瞬間に、移動照射部１５２が基準位置センサー（図４の１７５）に検知される。その
後、復動を継続する移動照射部１５２は、ホームポジションＨＰに至って停止する。
【００４３】
　図４に示される読取制御部１７０は、ユーザーからの命令を所定時間以上継続して受信
しないという休止条件が成立すると、モーター駆動回路１７３に対する電源供給を休止し
た状態でユーザーからの命令を待機する休止待機処理（休止待機モード）を実施する。移
動モーター１７４に対する電源供給を行わずにその分だけ電力消費を低減することから、
省電力を図ることができる。但し、休止待機モードから通常モードに復帰した直後には、
ホーミングが必要になる都合上、原稿サイズ検知エラーを引き起こし易くなる。このため
、休止待機モードにおいて、モーター駆動回路１７３に対する電源供給を休止するのに先
立って、移動照射部１５２を原稿サイズ検知位置ＤＰまで移動させておく。そして、休止
待機処理の実施中に、開閉センサー１５７によってＡＤＦ（５１）の開動作が検知された
場合には、直ちに通常モードに復帰してモーター駆動回路１７３に対する電源供給を再開
する。その後、開閉センサー１５７によってＡＤＦの閉動作開始が検知されると、直ちに
移動照射部１５２の復動を開始するとともに、載置態様特定処理を開始する。これにより
、原稿サイズ検知エラーの発生を抑えることができる。
【００４４】
　しかしながら、休止待機モードにおいては、移動照射部１５２ａを衝撃等によって原稿
サイズ検知位置ＤＰから大きく移動させてしまっている可能性がある。このため、休止待
機モードから通常モードに復帰した時点で、移動照射部１５２ａが原稿サイズ検知位置Ｄ
Ｐに正しく位置しているとは限らない。例えば、図６に示されるように、原稿サイズ検知
位置ＤＰよりも基準位置ＳＰ側に大きく移動している可能性もある。この状態で載置態様
特定処理を開始すると、移動照射部１５２ａを原稿分離板１５６の真下に移動させても、
各撮像素子からの出力値の取得を継続することになる。原稿分離板１５６の下面には、シ
ェーディング補正用の白色板１７８が固定されていることから、白色板１７８により、主
走査方向の全域において反射光が得られてしまう。これにより、原稿ＭＳの主走査方向の
長さについて、最大の２９７ｍｍであると誤検知されてしまうおそれがある。誤検知した
ままでコピーを実施すると、本来であれば画像形成部（１）がＡ４サイズ紙に画像を形成
すべきところ、Ａ３サイズ紙に画像を形成してしまう。
【００４５】
　また、休止待機モードから通常モードに復帰した時点で、図７に示されるように、移動
照射部１５２が副走査方向における原稿ＭＳの存在しない領域まで大きく移動している可
能性もある。この状態で載置態様特定処理を実施すると、第１コンタクトガラス１５５条
に原稿ＭＳが存在しているにもかかわらず、原稿面での反射光が全く得られないことから
、原稿なしを誤検知してしまう。すると、原稿ＭＳを正しくセットしているにもかかわら
ず、ユーザーに対して原稿なしのエラーメッセージを報知して、ユーザーに不信感を抱か
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れてしまう。
【００４６】
　次に、実施形態に係る複写機の特徴的な構成について説明する。
　載置読取モードを実施させるためには、ユーザーは、ＡＤＦ５１を開き、原稿ＭＳを第
１コンタクトガラス１５５上にセットし、ＡＤＦ５１を閉じてから操作表示部１０のコピ
ースタートキーを押すという一連の動作を行う必要がある。スキャナー１５０が通常モー
ドで待機している場合であっても、休止待機モードで待機している場合であっても、その
一連の動作が必要になってくる。そして、その一連の動作は、一般にはある程度の秒数で
行われるが、ユーザーが意識的に素速い動作をした場合には、ごく短時間で行われること
も希にある。この場合、通常モードであっても、ホームポジションＨＰから原稿サイズ検
知位置ＤＰへの移動照射部１５２の移動が間に合わず、原稿サイズ検知エラーを引き起こ
してしまう。
【００４７】
　そこで、通常モードにおいても、休止待機モードと同様に、移動照射部１５２を原稿サ
イズ検知位置ＤＰまで移動させた状態でユーザーからの命令を待機すれば、原稿サイズ検
知エラーの発生をより抑えることができるようになる。しかし、本複写機は、そのように
なっておらず、通常モードでは移動照射部１５２をホームポジションＨＰに位置させた状
態でユーザーからの命令を待機している。これは次に説明する理由による。即ち、自動搬
送読取モードにおいて、ＡＤＦ５１に対する原稿ＭＳのセットは、原稿載置台５３の上に
原稿ＭＳを載せるだけという単純な作業で済む。このため、ユーザーが原稿をＡＤＦ５１
にセットしてからコピースタートキーを押すまでの時間は非常に短時間になる。そして、
ＡＤＦ５１による原稿ＭＳの搬送は非常に高速になされるので、コピースタートキーが押
された時点で移動照射部１５２が原稿サイズ検知位置ＤＰにあると、移動照射部１５２よ
りも原稿ＭＳの方が早くホームポジションＨＰ上に到達してしまう。これにより、原稿Ｍ
Ｓの搬送を一時中断する必要が生じて、読取時間を長期化させてしまう。一方、載置読取
モードでは、多くの場合、上述の一連の動作にある程度の時間がかかるので、ユーザーが
素速く動作しない限り、その時間内で、移動照射部１５２をホームポジションＨＰから原
稿サイズ検知位置ＤＰまで移動させることが可能である。このため、通常モードでは、自
動搬送読取モードで原稿ＭＳの読み取りを迅速に開始できるように、移動照射部１５２を
ホームポジションＨＰに位置させて待機させている。
【００４８】
　かかる構成においては、載置態様特定処理が２種類存在する。１種類目は、通常モード
での待機中に、ＡＤＦ５１の閉動作を検知したことに基づいて開始されるものであり、開
始時には移動照射部１５２が正しく原稿サイズ検知位置ＤＰに位置している。以下、この
載置態様特定処理において実施される長さ特定処理を、特に「非休止時原稿長さ特定処理
」という。
【００４９】
　２種類目は、休止待機モードから通常モードに復帰した直後に、ＡＤＦ５１の閉動作を
検知したことに基づいて開始されるものであり、開始時には移動照射部１５２が正しく原
稿サイズ検知位置ＤＰに位置していない可能性がある。以下、この載置態様特定処理にお
いて実施される長さ特定処理を、特に「休止後原稿長さ特定処理」という。
【００５０】
　図６を用いて説明した原稿長さの誤検知は、図７を用いて説明した原稿なしの誤検知は
、何れも「休止後原稿長さ特定処理」にて生ずるものであり、「非休止時原稿長さ特定処
理」では生じない。「休止後原稿長さ特定処理」にて、移動照射部１５２の復動開始から
、基準位置センサー１７５による移動照射部１５２の検知までに要した移動照射部１５２
の移動量（以下、「復動時基準到達移動量」という）が所定の「許容範囲」になかったと
する。この場合、移動照射部１５２が原稿サイズ検知位置ＤＰを含む所定の検知可能領域
に位置していないことを意味する。よって、読取制御部１７０は、原稿ＭＳの長さの特定
を中止する処理を実施する。「復動時基準到達移動量」については、移動に要した時間又
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は駆動量（ステッピングモーターからなる移動モーター１７４に対するステップ数）に基
づいて把握する。
【００５１】
　図８は、余裕距離Ｌ３を説明するための説明図である。同図において、距離Ｌ１は、基
準位置ＳＰから白色板１７８における原稿サイズ検知位置ＤＰの側の端位置ＣＰまでの距
離である。同図に示されるように、休止待機モードから通常モードに復帰した時点で、移
動照射部１５２が原稿サイズ検知位置ＤＰに正しく位置していたとする。この場合、「休
止後長さ特定処理」が完了した時点で、移動照射部１５２は原稿サイズ検知位置ＤＰより
も検知時移動範囲Ｌ２の分だけ基準位置ＳＰに近づいているが、白色板１７８の下にはま
だ到達していない。その時点における白色板１７８の端位置ＣＰと、移動照射部１５２の
先端との距離が余裕距離Ｌ３である。
【００５２】
　同図に示される状態とは異なり、休止待機モードから通常モードに復帰した時点で、移
動照射部１５２が原稿サイズ検知位置ＤＰよりも基準位置ＳＰの側に移動していたとする
。その移動量が、余裕距離Ｌ３を超えていると、「休止後長さ特定処理」が完了した時点
で移動照射部１５２が白色板１７８の下に進入していて、長さを最大サイズの２９７ｍｍ
として誤検知してしまうおそれがでてくる。
【００５３】
　そこで、本複写機においては、上述した「許容範囲」における最小値として、基準位置
ＳＰから白色板１７８の端位置ＣＰまでの距離Ｌ１と、検知時移動範囲Ｌ２との合計と同
等以上の値を採用している。かかる構成では、「復動時基準到達移動量」が、距離Ｌ１と
検知時移動範囲Ｌ２との合計よりも小さくなった場合には、「休止後原稿長さ特定処理」
における原稿ＭＳの長さの特定が中止される。「復動時基準到達移動量」が、距離Ｌ１と
検知時移動範囲Ｌ２との合計よりも小さくなることは、図９に示されるように、「休止後
原稿長さ特定処理」が完了した時点で移動照射部１５２が白色板１７８の下に到達してい
ることを意味する。本複写機では、このような場合に、長さ特定処理を中止することで、
白色板１７８の下に移動照射部１５２を進入させた状態で各撮像素子の出力値を取得する
ことによる原稿長さの誤検知の発生を回避することができる。
【００５４】
　また、上述した「許容範囲」における最大値としては、基準位置ＳＰから原稿サイズ検
知位置ＤＰまでの距離に対し、数ｍｍ程度の定数を加算した値を採用している。かかる構
成において、休止待機モードから通常モードに復帰した時点で、移動照射部１５２が原稿
サイズ検知位置ＤＰから往動下流側に向けて定数を超えて移動している場合には、「休止
後原稿長さ特定処理」において、原稿ＭＳの長さの特定が中止される。前述した定数を数
ｍｍ程度の小さな値にしたのは、次に説明する理由による。即ち、移動照射部１５２が原
稿サイズ検知位置ＤＰよりも往動下流側に移動して原稿面のベタ画像形成領域に対向して
いると、ベタ画像によって原稿面での反射光量が本来よりも低下することから、原稿ＭＳ
の長さが正しく特定されなくなるおそれがある。つまり、移動照射部１５２が原稿サイズ
検知位置ＤＰよりも往動下流側に移動した場合には、たとえ原稿ＭＳに対向していたとし
ても、原稿の長さの誤検知を引き起こすおそれがある。検知時移動範囲Ｌ２は、一般的な
原稿前端マージンよりも少し小さな値に設定されている。移動照射部１５２が原稿サイズ
検知位置ＤＰよりも往動下流側にずれた場合には、そのずれが僅かであっても、移動照射
部１５２を原稿面のベタ画像形成領域に対向させる可能性がある。このため、上述した定
数を数ｍｍ程度という比較的小さな値にしているのである。このような設定により、原稿
なしの誤検知を回避するとともに、ベタ画像による原稿長さの誤検知の発生を抑えること
ができる。
【００５５】
　図１０は、読取制御部１７０によって実施される、上述した２種類目の載置態様特定処
理の処理フローを示すフローチャートである。この２種類目の載置態様特定処理には「休
止後原稿長さ特定処理が含まれている。一方、上述した１種類目の載置態様特定処理には
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「非休止時原稿長さ特定処理」が含まれている。
【００５６】
　読取制御部１７０は、休止待機モードから通常モードに復帰した直後に、開閉センサー
１５７によってＡＤＦ５１の閉動作開始が検知されたことに基づいて、２種類目の載置態
様特定処理を開始する。そして、まず、移動照射部１５２の復動を開始する（ステップ１
：以下、ステップをＳと記す）。このとき、１種類目の載置態様特定処理に比べて遅い速
度で、移動照射部１５２を復動させる。これは、１種類目の載置態様特定処理ではホーミ
ングが不要であるのに対し、２種類目の載置態様特定処理ではホーミングが必要だからで
ある。
【００５７】
　移動照射部１５２の復動を開始した読取制御部１７０は、次に、移動照射部１５２の移
動量Ｌａの計測を開始する（Ｓ２）。移動量Ｌａの計測は、移動時間又は移動モーター１
７４の駆動量に基づいて行われる。その後、読取制御部１７０は、各撮像素子の出力値の
サンプリング（取得及び記憶）を開始した後（Ｓ３）、移動量Ｌａについて、検知時移動
範囲Ｌ２以上になったか否かを判定する（Ｓ４）。そして、移動量Ｌａが検知時移動範囲
Ｌ２以上でない場合（Ｓ４でＮ）には、移動照射部１５２について基準位置センサー１７
５によって検知されたか否かを判定する（Ｓ６）。一方、移動量Ｌａが検知時移動範囲Ｌ
２以上である場合（Ｓ４でＹ）には、サンプリングを終了した後に（Ｓ５）、前述したＳ
６の工程に進む。
【００５８】
　Ｓ６の工程において、移動照射部１５２が基準位置センサー１７５によって検知されて
いない場合（Ｓ６でＮ）、読取制御部１７０は、処理フローをＳ４にループさせて、移動
量Ｌａの判定を再び実施する。これに対し、移動照射部１５２が基準位置センサー１７５
によって検知されている場合（Ｓ６でＹ）には、そのときの移動量Ｌａを「復動時基準到
達移動量Ｌｂ」として記憶すると同時に、移動量Ｌａをゼロにリセットする（Ｓ７）。こ
のリセットにより、ホーミングが行われ、移動照射部１５２が基準位置センサー１７５に
検知された基準タイミングを基準にして、それ以降の移動量Ｌａに基づいて、移動照射部
１５２の副走査方向の位置が把握される。
【００５９】
　読取制御部１７０は、ホーミングの後に、サンプリングについて終了済みであるか否か
を判定する（Ｓ８）。そして、終了済みでない場合（Ｓ８でＮ）には、処理フローをＳ４
の工程にループさせるのに対し、終了済みである場合（Ｓ８でＹ）には、処理フローを後
述するＳ９の工程以降に進める。
【００６０】
　Ｓ９の工程において、読取制御部１７０は、先に記憶した「復動時基準到達移動量Ｌｂ
」について、許容範囲内であるか否かを判定する。そして、許容範囲内である場合（Ｓ９
でＹ）には、サンプリングデータに基づいて原稿ＭＳの長さを特定した後（Ｓ１１）、原
稿ＭＳの載置態様を特定する（Ｓ１２）。その後、処理フローを後述するＳ１３以降の工
程に進める。これに対し、「復動時基準到達移動量Ｌｂ」が許容範囲内でない場合（Ｓ９
でＮ）には、エラーフラグをセットした後（Ｓ１０）、原稿ＭＳの長さや載置態様を特定
することなく、処理フローをＳ１３以降の工程に進める。即ち、原稿ＭＳの長さの特定を
中止するのである。
【００６１】
　Ｓ１３の工程において、読取制御部１７０は、移動量Ｌａが所定の値に達した時点で移
動照射部１５２の復動を停止させる。かかる時点で復動を停止させることで、移動照射部
１５２を正しくホームポジションＨＰに位置させることができる。なお、上記Ｓ７の工程
でホーミングを行った後、移動照射部１５２をホームポジションＨＰに停止させるまでの
期間においては、移動照射部１５２の復動の速度を１種類目の載置態様特定処理と同等の
値まで速めてもよい。
【００６２】
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　読取制御部１７０は、その後、移動量Ｌａの計測を終了してから（Ｓ１４）、エラーフ
ラグについてセット中であるか否か、即ち、「復動時基準到達移動量Ｌｂ」について、許
容範囲であったか否かを判定する（Ｓ１５）。そして、エラーフラグがセット中である場
合（Ｓ１５でＹ）には、エラーメッセージを操作表示部１０に表示させ（Ｓ１６）、更に
エラーフラグを解除してから（Ｓ１７）、一連の処理フローを終了する。これに対し、エ
ラーフラグがセット中でない場合（Ｓ１５でＮ）には、直ちに一連の処理フローを終了す
る。
【００６３】
　エラーメッセージとしては、「原稿の長さが正しく検知できなかったので、ＡＤＦをも
う一度開いた後、数秒経過してからＡＤＦを閉じて下さい。」というように、ユーザーに
対してＡＤＦ５１の開閉の実施を促すものを表示させる。このため、エラーが発生した場
合には、その後、ＡＤＦ５１がユーザーによって開閉されることで、コピーに先立って、
１種類目の載置態様特定処理を実施して、原稿ＭＳの載置態様を正しく特定することがで
きる。
【００６４】
　なお、休止後原稿長さ特定処理の開始時に移動照射部１５２が所定の検知可能領域にな
かったと推定される場合に、休止後原稿長さ特定処理における長さの特定を中止する構成
について説明したが、次のようにしてもよい。即ち、移動照射部１５２を基準位置ＳＰに
到達させるのに先立って原稿の長さを特定しておく。そして、移動照射部１５２を基準位
置ＳＰに到達させて復動時基準到達移動量Ｌｂを求め、その結果に基づいて休止後原稿長
さ特定処理の開始時における移動照射部１５２の位置を推定する。この推定結果が所定の
検知可能領域になかったと推定される場合に、原稿の長さについての先の特定結果を取り
消して、移動照射部１５２をホームポジションＨＰに到達させた時点で、ＡＤＦ５１の開
閉操作を促すメッセージを表示するのである。
【００６５】
　次に、各変形例に係る複写機について説明する。なお、以下に特筆しない限り、各変形
例に係る複写機の構成は実施形態と同様である。
　図１１は、第１変形例に係る複写機のスキャナー１５０を示す概略構成図である。この
スキャナー１５０は、移動ミラーユニットを有しておらず、移動照射部１５２に、光源１
５２ａ、複数の反射ミラー、光学レンズ１５２ｃ、及び画像センサー１５２ｄを有してい
る。このように、光学レンズ１５２ｃや画像センサー１５２ｄを移動照射部１５２に搭載
した一体型Ｍｄ方式を採用してもよい。
【００６６】
　図１２は、第２変形例に係る複写機のスキャナー１５０を示す概略構成図である。この
スキャナー１５０も移動ミラーユニットを有していない。また、第１変形例に係る複写機
とは異なり、複数の反射ミラーや光学レンズを移動照射部１５２に搭載していない。その
代わりに、移動照射部１５２に搭載した画像センサー１５３として、等倍撮影可能なＣＩ
Ｓ方式のものを用いている。
【００６７】
　以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
［態様Ａ］
　態様Ａは、原稿（例えば原稿ＭＳ）を載置する原稿台（例えば第１コンタクトガラス１
５５）と、原稿を前記原稿台の表面に向けて押さえる原稿押さえ手段（例えばＡＤＦ５１
）と、前記原稿押さえ手段の前記原稿台に対する開閉動作を検知する開閉検知手段（例え
ば開閉センサー１５７）と、光源から発した光を前記原稿台上の原稿に向けて照射しなが
ら、前記原稿台の表面に沿った副走査方向に移動する移動照射手段（例えば移動照射部１
５２）と、前記移動照射手段を移動させる駆動力を発揮する駆動源（例えば移動モーター
１７４）と、原稿面での反射光を受光して原稿の画像を読み取る画像センサー（例えば画
像センサー１５３）と、前記移動照射手段の移動を制御する制御手段（例えば読取制御部
１７０）とを備え、前記制御手段が、所定の休止条件の成立に基づいて、前記移動照射手
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段を副走査方向における待機位置から前記原稿サイズ検知位置まで移動させてから、前記
駆動源に対する電源供給を休止した状態でユーザーからの命令を待つ休止待機処理と、前
記休止待機処理の実施中における前記開閉検知手段による開動作の検知に基づいて、前記
駆動源への電源供給を再開して前記光源を点灯させながら前記画像センサーによる読取結
果に基づいて原稿の主走査方向における長さを特定する休止後原稿長さ特定処理とを実施
するものである画像読取装置（例えばスキャナー１５０）において、前記休止後原稿長さ
特定処理を開始した時点における前記移動照射手段の副走査方向の位置を推定する位置推
定手段を設け、前記位置推定手段による推定結果が副走査方向における前記原稿サイズ検
知位置を含む検知可能領域内にない場合には、前記休止後原稿長さ特定処理における長さ
の特定を中止するか、あるいは、前記休止後原稿長さ特定処理における長さの特定結果を
取り消すかする処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするもので
ある。
【００６８】
　かかる構成では、休止後原稿長さ特定処理を開始すると、既に原稿サイズ検知位置まで
移動している移動照射部の光源を点灯させて直ちに原稿の長さを特定することが可能なの
で、サイズ検知不能エラーの発生を抑えることができる。
　また、態様Ａにおいては、休止後原稿長さ特定処理を開始した時点における移動照射手
段の副走査方向の位置が検知可能領域内にない場合に、休止後原稿長さ特定処理における
長さの特定を中止するか、あるいは長さの特定結果を取り消すかする。これにより、原稿
なしの誤検知の発生を抑えることができる。
【００６９】
［態様Ｂ］
　態様Ｂは、態様Ａにおいて、副走査方向における前記待機位置と前記原稿サイズ検知位
置との間に存在する基準位置に移動した前記移動照射手段を検知する基準位置センサー（
例えば基準位置センサー１７５）と、前記画像センサーに対してシェーディング補正用の
白色ベタ像を読み取らせるために、副走査方向における前記基準位置と前記原稿サイズ読
取位置との間に配設された白色部材（例えば白色板１７８）とを設け、且つ、前記休止後
長さ特定処理にて、前記移動照射手段を前記原稿サイズ検知位置から前記待機位置に向け
て移動させながら前記画像センサーによる読取結果を取得する処理を実施するように、前
記制御手段を構成したことを特徴とするものである。かかる構成では、移動照射手段を待
機位置と原稿サイズ検知位置との間で移動させている過程で白色部材との対向位置に通す
際に、シェーディング補正を実施することができる。また、休止後原稿長さ特定処理で移
動照射手段を移動させながら画像センサーによる読取結果を取得することで、実施形態で
説明したように、原稿面にベタ画像などが存在することによる原稿長さの誤検知の発生を
抑えることができる。加えて、原稿長さの誤検知の発生を抑えることもできる。具体的に
は、休止後原稿長さ特定処理の開始時に、移動照射部が白色部材との対向位置まで移動し
ていると、白色部材が主走査方向の全域で光源からの光を良好に反射させる。これにより
、原稿の主走査方向の長さについて、使用可能な最大サイズの主走査方向の長さと同じで
あると誤検知されてしまう。態様Ｂについては、移動照射部が白色部材の対向位置まで移
動していると、位置推定手段によって移動照射部の位置について検知可能領域内にないと
推定されて、長さの特定が中止されるか、あるいは長さの特定結果が取り消される。これ
により、原稿長さの誤検知の発生を抑えることができるのである。
【００７０】
［態様Ｃ］
　態様Ｃは、態様Ｂにおいて、前記休止後原稿長さ特定処理にて前記移動照射手段の前記
待機位置に向けての移動が開始されてから、前記基準位置センサーによって前記移動照射
手段が検知されるまでに要した前記移動照射手段の移動量に基づいて、前記休止後原稿長
さ特定処理を開始した時点における前記移動照射手段の副走査方向の位置を推定する処理
を実施するように、前記位置推定手段を構成したことを特徴とするものである。かかる構
成では、副走査方向における検知可能領域の全域で移動照射手段を検知することが可能な



(17) JP 6365929 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

長尺の検知センサーを設けることなく、休止後原稿長さ処理の開始時における移動照射手
段の位置について検知可能領域内であるか否かを推定することができる。
【００７１】
［態様Ｄ］
　態様Ｄは、態様Ｃにおいて、前記移動量が所定範囲内にない場合に、前記休止後原稿長
さ特定処理を開始した時点における前記移動照射手段の副走査方向の位置について、前記
検知可能領域内にないと推定する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを
特徴とするものである。かかる構成では、移動量について所定範囲内にあるか否かを判定
するという簡単な処理により、休止後原稿長さ処理の開始時における移動照射手段の位置
について検知可能領域内であるか否かを推定することができる。
【００７２】
［態様Ｅ］
　態様Ｅは、態様Ｄにおいて、前記所定範囲内における最小値として、前記基準位置から
前記白色部材における前記原稿サイズ検知位置の側の端までの距離と、前記休止後原稿長
さ特定処理の実施中における前記移動照射手段の移動範囲との合計と同等以上の値を採用
したことを特徴とするものである。かかる構成では、実施形態で説明したように、休止後
原稿長さ特定処理を終える直前で移動照射部が白色部材との対向領域まで移動している場
合には、確実に原稿の長さの特定を中止して、長さの誤検知の発生を抑えることができる
。
【００７３】
［態様Ｆ］
　態様Ｆは、態様Ｄ又はＥにおいて、前記開閉検知手段による開動作の検知に基づいて、
前記待機位置にある前記移動照射手段を前記原稿サイズ検知位置まで移動させる開時移動
処理と、前記休止待機処理を実施していないときの前記開閉検知手段による開動作の検知
に基づいて、前記移動照射手段を前記原稿検知位置から前記待機位置に向けて移動させな
がら、原稿の主走査方向における長さを前記画像センサーによる読取結果に基づいて特定
する非休止時原稿長さ特定処理とを実施し、且つ、前記休止後原稿長さ特定処理で原稿の
長さの特定を中止するか、あるいは前記休止後原稿長さ特定処理における長さの特定結果
を取り消すかした場合に、前記基準位置センサーによる前記移動照射手段の検知タイミン
グ（例えば基準タイミング）を参考にして前記移動照射手段を前記待機位置まで移動させ
る処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。かかる
構成では、基準タイミングからの移動照射手段の移動量に基づいて、移動照射手段を精度
良く待機位置に停止させることができる。
【００７４】
［態様Ｇ］
　態様Ｇは、態様Ｆにおいて、前記休止後原稿長さ特定処理で原稿の長さの特定を中止す
るか、あるいは前記休止後原稿長さ特定処理における長さの特定結果を取り消すかした場
合に、前記移動照射手段を前記待機位置まで移動させた後に、前記原稿押さえ手段の開閉
の実施をユーザーに促すメッセージ（例えばエラーメッセージ）を報知する処理を実施す
るように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。かかる構成では、原稿
サイズ検知エラーが発生した場合に、ユーザーに原稿押さえ手段を開閉してもらうことで
、非休止時原稿長さ特定処理の実施を可能にして、原稿の長さの特定を再実行することが
できる。
【００７５】
［態様Ｈ］
　態様Ｈは、態様Ｄにおいて、前記休止後原稿長さ特定処理には、前記非休止時原稿長さ
特定処理の場合よりも遅い速度で、前記移動照射手段を前記待機位置に向けて移動させる
処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。かかる構
成では、休止後原稿長さ特定処理において、移動照射手段を低速で移動させることで、原
稿の長さを特定した後、移動照射手段を基準位置に進入させるのに伴ってホーミングを行
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【００７６】
［態様Ｉ］
　態様Ｉは、原稿の画像を読み取る画像読取手段（例えばスキャナー１５０）と、前記画
像読取手段による画像の読取結果に基づいて記録部材に画像を形成する画像形成手段（例
えば画像形成部１）とを備える画像形成装置（例えば複写機）において、前記画像読取手
段として、態様Ａ～Ｈの何れかのものを用いたことを特徴とするものである。
【符号の説明】
【００７７】
　　ＭＳ：原稿
　　ＨＰ：ホームポジション（待機位置）
　　ＤＰ：原稿サイズ検知位置
　　ＳＰ：基準位置
　　ＣＰ：端位置（原稿サイズ検知位置の側の端）
　　Ｌ２：検知時移動範囲（休止後原稿長さ特定処理の実施中における移動照射手段の移
動範囲）
　　１：画像形成部（画像形成手段）
　　５１：ＡＤＦ（原稿押さえ手段）
　　１５０：スキャナー（画像読取装置）
　　１５２：移動照射部（移動照射手段）
　　１５３：画像センサー
　　１５５：第１コンタクトガラス１５５（原稿台）
　　１５７：開閉センサー（開閉検知手段）
　　１７０：読取制御部（制御手段）
　　１７４：移動モーター（駆動源）
　　１７５：基準位置センサー
　　１７８：白色板（白色部材）
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７８】
【特許文献１】特許第４５４４４６２号
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