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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿に光を照射する照射手段と、
　前記照射手段により照射される原稿の画像を読み取る読み取り手段と、
　原稿の画像を白黒画像として読み取る白黒モードおよびカラー画像として読み取るカラ
ーモードにおいて、当該白黒モードよりも当該カラーモードでの光量が多くなるように、
前記照射手段により照射される光量を切り換える光量切換手段と、
　前記読み取り手段にて原稿の画像を読み取る前に、前記光量切換手段により切り換えら
れる前記カラーモードでの光量において第１の回数で測定を行った結果に基づいてカラー
モード用のシェーディング補正データを取得し、且つ、当該光量切換手段により切り換え
られる前記白黒モードでの光量において当該第２の回数よりも多い第２の回数で測定を行
った結果に基ついて白黒モード用のシェーディング補正データを取得する補正データ取得
手段と、
　前記補正データ取得手段によって取得された前記カラーモード用のシェーディング補正
データおよび前記白黒モード用のシェーディング補正データを記憶する記憶手段と、
　前記光量切換手段による光量の切り換えに応じて、前記記憶手段に記憶される前記カラ
ーモード用のシェーディング補正データおよび前記白黒モード用のシェーディング補正デ
ータのいずれか一方を選択し、前記読み取り手段により原稿を読み取って得られた画像デ
ータにシェーディング補正を施す補正手段と
を含む画像読み取り装置。
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【請求項２】
　前記補正データ取得手段は、前記第１の回数で測定を行った結果の平均値に基づいて前
記カラーモード用のシェーディング補正データを取得し、前記第２の回数で測定を行った
結果の平均値に基づいて前記白黒モード用のシェーディング補正データを取得することを
特徴とする請求項１記載の画像読み取り装置。
【請求項３】
　原稿に光を照射する照射手段と、
　前記照射手段により照射される原稿の画像を読み取る読み取り手段と、
　原稿の画像を白黒画像として読み取る白黒モードおよびカラー画像として読み取るカラ
ーモードにおいて、当該白黒モードよりも当該カラーモードでの光量が多くなるように、
前記照射手段により照射される光量を切り換える光量切換手段と、
　前記読み取り手段にて原稿の画像を読み取る前に、前記カラーモードにて画像を読み取
る場合には前記光量切換手段により切り換えられる当該カラーモードでの光量において第
１の回数で測定を行った結果に基づいてカラーモード用のシェーディング補正データを取
得し、前記白黒モードにて画像を読み取る場合には当該光量切換手段により切り換えられ
る当該白黒モードでの光量において当該第１の回数よりも多い第２の回数で測定を行った
結果に基づいて白黒モード用のシェーディング補正データを取得する補正データ取得手段
と、
　前記読み取り手段により原稿を読み取って得られた画像データに対し、前記補正データ
取得手段により取得された前記カラーモード用のシェーディング補正データまたは前記白
黒モード用のシェーディング補正データを用いてシェーディング補正を施す補正手段と
を含む画像読み取り装置。
【請求項４】
　前記補正データ取得手段は、前記第１の回数で測定を行った結果の平均値に基づいて前
記カラーモード用のシェーディング補正データを取得し、前記第２の回数で測定を行った
結果の平均値に基づいて前記白黒モード用のシェーディング補正データを取得することを
特徴とする請求項１記載の画像読み取り装置。
【請求項５】
　原稿に第１の光量または当該第１の光量よりも少ない第２の光量で光を照射する光源と
、
　原稿から反射する反射光を受光するセンサと、
　前記センサにて読み取られる基準部材と、
　前記第１の光量にて前記センサにより前記基準部材を第１の回数読み取った結果に基づ
いて第１の補正データを取得し、前記第２の光量にて当該基準部材を当該第１の回数より
も多い第２の回数読み取った結果に基づいて第２の補正データを取得する補正データ取得
部と、
　前記補正データ取得部によって取得された前記第１の補正データおよび前記第２の補正
データを記憶するメモリと、
　前記第１の光量にて前記センサにより読み取られた原稿の画像データに対して前記メモ
リから読み出された前記第１の補正データを用いて補正を施し、前記第２の光量にて前記
センサにより読み取られた原稿の画像データに対して当該メモリから読み出された前記第
２の補正データを用いて補正を施す補正部と
を含む画像読み取り装置。
【請求項６】
　前記補正データ取得部は、前記第１の回数読み取った結果の平均値に基づいて前記第１
の補正データを取得し、前記第２の回数読み取った結果の平均値に基づいて前記第２の補
正データを取得することを特徴とする請求項５記載の画像読み取り装置。
【請求項７】
　第１の光量にて照射された基準部材を第１の回数読み取った結果に基づいて第１のシェ
ーディング補正データを取得し、



(3) JP 4412070 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

　前記第１の光量よりも少ない第２の光量にて照射された前記基準部材を前記第１の回数
よりも多い第２の回数読み取った結果に基づいて第２のシェーディング補正データを取得
し、
　前記第１の光量にて照射された原稿を読み取る際には前記第１のシェーディング補正デ
ータを用いてシェーディング補正を施し、前記第２の光量にて照射された原稿を読み取る
際には前記第２のシェーディング補正データを用いてシェーディング補正を施すこと
を特徴とする画像データの補正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿に形成された画像を読み取る画像読み取り装置等に係り、より詳しくは
、モードによって原稿に照射する光の光量を切り換えて画像を読み取る画像読み取り装置
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機やファクシミリ等の読み取り装置、コンピュータ入力用のスキャナ等とし
て、原稿の画像情報を自動的に読み取る画像読み取り装置が用いられている。この種の画
像読み取り装置では、原稿の主走査方向に沿って延設される光源を用いて原稿に光を照射
し、照射された原稿から反射した反射光をイメージセンサにて受光することで、原稿上の
画像を読み取っている。
【０００３】
　近年、読み取り時間の高速化(短時間化)に伴って、読み取りに際してイメージセンサが
電荷を蓄積することのできる蓄積時間は短縮化されてきている。その結果、イメージセン
サからの出力値は一般的に小さくなり、相対的にノイズの影響が大きくなってしまうとい
う問題が発生している。そこで、このような問題を解決する目的で、光源の光量を多くな
るように設定を行うことで、イメージセンサからの出力を大きくする手法が考えられる。
ただし、光源の光量を多くした場合、光源による消費電力量も多くなってしまうという問
題がある。そこで、画像を読み取る読み取りモードに応じて光源の光量を切り換えること
で、所望とする画質を確保しつつ消費電力を抑える技術が提案されている(特許文献１参
照。)。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１６２０１４号公報(第３－４頁、図２)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述したような画像読み取り装置では、原稿の主走査方向位置によって光源
から照射される光量にばらつきがあったり、また、経時的に光源の光量が変動したりする
といった事態が生じ得る。このような光量の変動が生じると、例えばハーフトーンの画像
が一様に形成された原稿を読み取った場合に、出力値(出力される画像信号)が光源の光量
に応じたばらつきを有する不均一なものとなってしまう。
　そこで、光源に対向して原稿の主走査方向に延びる白色の部材(白基準部材)を配置する
と共に、この白基準部材に対して光源から光を照射し、白基準部材から反射した反射光を
イメージセンサにて受光し、原稿の主走査方向の照度分布に対応する補正用データ(シェ
ーディング補正データ)を予め取得しておく手法が広く用いられている。そして、実際の
原稿読み取りを行う際には、原稿を読み取って得られた画像信号を、シェーディング補正
データを用いて補正(シェーディング補正)することで、光源の光量分布に起因するむらを
除去している。
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１のように読み取りモードに応じて光源の光量を変えるよ
うな場合には、光源の光量を変更することに伴って、その光量分布のプロファイルが変化
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してしまうことがあった。このように光量分布のプロファイルが変化してしまうと、ある
読み取り条件(光量)下で取得したシェーディング補正データを用いて他の読み取り条件(
光量)で得られた画像信号をシェーディング補正することになるため、的確なシェーディ
ング補正を施すことができなくなり、光源の光量分布に起因するばらつきを除去しきれな
いことがあった。
【０００７】
　本発明は、かかる技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的とする
ところは、例えばモード等によって原稿に照射する光の光量を切り換えて画像の読み取り
を行う場合に、それぞれの光量において光源の光量分布に起因するばらつきを抑制するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的のもと、本発明が適用される画像読み取り装置は、原稿に光を照射手段で照
射し、照射手段により照射される原稿の画像を読み取り手段で読み取り、原稿の画像を読
み取るモードに応じて照射手段により照射される光量を光量切換手段で切り換え、光量切
換手段により切り換えられる複数の光量に対応する複数のシェーディング補正データを記
憶手段で記憶し、光量切換手段による光量の切り替えに応じて記憶手段に記憶される複数
のシェーディング補正データにおける一のシェーディング補正データを選択し、読み取り
手段により原稿を読み取って得られた画像データに補正手段でシェーディング補正を施す
。
　ここで、モードは、原稿の画像を白黒画像として読み取る白黒モードとカラー画像とし
て読み取るカラーモードとを含み、光量切換手段は、白黒モードよりもカラーモードにお
ける光量が多くなるように、照射手段により照射される光の光量を切り換えることを特徴
とすることができる。
【０００９】
　また、他の観点から捉えると、本発明が適用される画像読み取り装置は、原稿に光を照
射手段で照射し、照射手段により照射される原稿の画像を読み取り手段で読み取り、原稿
の画像を読み取るモードに応じて照射手段により照射される光量を光量切換手段で切り換
え、読み取り手段にて原稿の画像を読み取る前に、光量切換手段により切り換えられる光
量におけるシェーディング補正データを補正データ取得手段で取得し、読み取り手段によ
り原稿を読み取って得られた画像データに対し補正データ取得手段により取得されたシェ
ーディング補正データを用いて補正手段でシェーディング補正を施す。
　ここで、補正データ取得手段は、光量切換手段にて切り換えられる光量に応じて、サン
プリング回数を異ならせてシェーディング補正データを取得することを特徴とすることが
できる。
【００１０】
　さらに、他の観点から捉えると、本発明が適用される画像読み取り装置は、原稿に第１
の光量または第１の光量とは異なる第２の光量で光を照射する光源と、原稿から反射する
反射光を受光するセンサと、センサにて読み取られる基準部材と、第１の光量にてセンサ
により基準部材を読み取って得られた第１の補正データおよび第２の光量にてセンサによ
り基準部材を読み取って得られた第２の補正データを記憶するメモリと、第１の光量にて
センサにより読み取られた原稿の画像データに対してメモリから読み出された第１の補正
データを用いて補正を施し、第２の光量にてセンサにより読み取られた原稿の画像データ
に対してメモリから読み出された第２の補正データを用いて補正を施す補正部とを含んで
いる。
　ここで、光源は、第１の光量に設定された場合と第２の光量に設定された場合とでその
光量分布の形状が異なることを特徴とすることができる。
【００１１】
　また、方法のカテゴリから捉えると、本発明は、第１の光量にて照射された基準部材を
読み取って第１のシェーディング補正データを取得し、第１の光量とは異なる第２の光量
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にて照射された基準部材を読み取って第２のシェーディング補正データを取得し、第１の
光量にて照射された原稿を読み取る際には第１のシェーディング補正データを用いてシェ
ーディング補正を施し、第２の光量にて照射された原稿を読み取る際には第２のシェーデ
ィング補正データを用いてシェーディング補正を施すことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、原稿に照射する光の光量を切り換えて画像の読み取りを行う場合に、
それぞれの光量において光源の光量分布に起因するばらつきを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態(以下、実施の形態と
いう)について詳細に説明する。
―実施の形態１―
　図１は本実施の形態が適用される画像読み取り装置を示した図である。この画像読み取
り装置は、大きく、積載された原稿束から原稿を順次、搬送する原稿送り装置１０、スキ
ャンによって画像を読み込むスキャナ装置７０、および、読み込まれた画像信号を処理す
る処理装置８０に大別される。
【００１４】
　原稿送り装置１０は、複数枚の原稿からなる原稿束を積載する原稿トレイ１１、原稿ト
レイ１１を上昇および下降させるトレイリフタ１２を備えている。また、トレイリフタ１
２により上昇された原稿トレイ１１の原稿を搬送するナジャーロール１３、ナジャーロー
ル１３により搬送された原稿を更に下流側まで搬送するフィードロール１４、ナジャーロ
ール１３により供給される原稿を１枚ずつ捌くリタードロール１５を備えている。最初に
原稿が搬送される第１搬送路３１には、一枚ずつに捌かれた原稿を下流側のロールまで搬
送するテイクアウェイロール１６、原稿を更に下流側のロールまで搬送すると共にループ
作成を行うプレレジロール１７、一旦、停止した後にタイミングを合わせて回転を再開し
、原稿読み取り部に対してレジストレーション調整を施しながら原稿を供給するレジロー
ル１８、読み込み中の原稿搬送をアシストするプラテンロール１９、読み込まれた原稿を
更に下流に搬送するアウトロール２０を備えている。また、搬送路としての第１搬送路３
１には、搬送される原稿のループ状態に応じて支点を中心として回動するバッフル４１を
備えている。更に、プラテンロール１９とアウトロール２０との間には、読み取り部(第
２の読み取り部)としてのＣＩＳ(Contact Image Sensor)５０を備えている。
【００１５】
　アウトロール２０の下流側には、第２搬送路３２および第３搬送路３３が設けられ、こ
れらの搬送路を切り替える搬送路切替ゲート４２、読み込みが終了した原稿を積載させる
排出トレイ４０、排出トレイ４０に対して原稿を排出させる第１排出ロール２１を備えて
いる。また、第３搬送路３３を経由した原稿に対してスイッチバックさせる第４搬送路３
４、第４搬送路３４に設けられ、実際に原稿のスイッチバックを行うインバータロール２
２およびインバータピンチロール２３、第４搬送路３４によってスイッチバックされた原
稿を再度、プレレジロール１７等を備える第１搬送路３１に導く第５搬送路３５、第４搬
送路３４によってスイッチバックされた原稿を排出トレイ４０に排出する第６搬送路３６
、第６搬送路３６に設けられ、反転排出される原稿を第１排出ロール２１まで搬送する第
２排出ロール２４、第５搬送路３５および第６搬送路３６の搬送経路を切り替える出口切
替ゲート４３を備えている。
【００１６】
　ナジャーロール１３は、待機時にはリフトアップされて退避位置に保持され、原稿搬送
時にニップ位置(原稿搬送位置)へ降下して原稿トレイ１１上の最上位の原稿を搬送する。
ナジャーロール１３およびフィードロール１４は、フィードクラッチ(図示せず)の連結に
よって原稿の搬送を行う。プレレジロール１７は、停止しているレジロール１８に原稿先
端を突き当ててループを作成する。レジロール１８では、ループ作成時に、レジロール１
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８に噛み込んだ原稿先端をニップ位置まで戻している。このループが形成されると、バッ
フル４１は支点を中心として開き、原稿のループを妨げることのないように機能している
。また、テイクアウェイロール１６およびプレレジロール１７は、読み込み中におけるル
ープを保持している。このループ形成によって、読み込みタイミングの調整が図られ、ま
た、読み込み時における原稿搬送に伴うスキューを抑制して、位置合わせの調整機能を高
めることができる。読み込みの開始タイミングに合わせて、停止されていたレジロール１
８が回転を開始し、プラテンロール１９によって、第２プラテンガラス７２Ｂ(後述)に押
圧されて、下面方向から画像データが読み込まれる。
【００１７】
　搬送路切替ゲート４２は、片面原稿の読み取り終了時、および両面原稿の両面同時読み
取りの終了時に、アウトロール２０を経由した原稿を第２搬送路３２に導き、排出トレイ
４０に排出するように切り替えられる。一方、この搬送路切替ゲート４２は、両面原稿の
順次読み取り時には、原稿を反転させるために、第３搬送路３３に原稿を導くように切り
替えられる。インバータピンチロール２３は、両面原稿の順次読み取り時に、フィードク
ラッチ(図示せず)がオフの状態でリトラクトされてニップが開放され、原稿をインバータ
パス(第４搬送路３４)へ導いている。その後、このインバータピンチロール２３はニップ
され、インバータロール２２によってインバートする原稿をプレレジロール１７へ導き、
また、反転排出する原稿を第６搬送路３６の第２排出ロール２４まで搬送している。
【００１８】
　スキャナ装置７０は、上述した原稿送り装置１０を備えることができると共に、この原
稿送り装置１０を装置フレーム７１によって支え、また、原稿送り装置１０によって搬送
された原稿の画像読み取りを行っている。このスキャナ装置７０は、第１の筐体を形成す
る装置フレーム７１に、画像を読み込むべき原稿を静止させた状態で載置する第１プラテ
ンガラス(プラテンガラス)７２Ａ、原稿送り装置１０によって搬送中の原稿を読み取るた
めの光の開口部を形成する第２プラテンガラス７２Ｂが設けられている。なお、本実施の
形態では、スキャナ装置７０に対して原稿送り装置１０が奥側を支点に揺動自在に取り付
けられており、第１プラテンガラス７２Ａ上に原稿をセットする際には、原稿送り装置１
０を持ち上げて原稿を載置し、その後、原稿送り装置１０をスキャナ装置７０側に降ろし
て押し付けるようになっている。
【００１９】
　また、第１の読み取り部としてのスキャナ装置７０は、第２プラテンガラス７２Ｂの下
に静止し、および第１プラテンガラス７２Ａの全体に亘ってスキャンして画像を読み込む
フルレートキャリッジ７３、フルレートキャリッジ７３から得られた光を像結合部へ提供
するハーフレートキャリッジ７５を備えている。フルレートキャリッジ７３には、原稿に
光を照射する照射手段あるいは光源としての照明ランプ７４、原稿から得られた反射光を
受光する第１ミラー７６Ａが備えられている。更に、ハーフレートキャリッジ７５には、
第１ミラー７６Ａから得られた光を結像部へ提供する第２ミラー７６Ｂおよび第３ミラー
７６Ｃが備えられている。更に、スキャナ装置７０は、第３ミラー７６Ｃから得られた光
学像を光学的に縮小する結像用レンズ７７、結像用レンズ７７によって結像された光学像
を光電変換する読み取り手段あるいはセンサとしてのＣＣＤ(Charge Coupled Device)イ
メージセンサ７８、ＣＣＤイメージセンサ７８を備える駆動基板７９を備え、ＣＣＤイメ
ージセンサ７８によって得られた画像信号は駆動基板７９を介して処理装置８０に送られ
る。
【００２０】
　ここで、まず、第１プラテンガラス７２Ａに載置された原稿の画像を読み取る場合には
、フルレートキャリッジ７３とハーフレートキャリッジ７５とが、２：１の割合でスキャ
ン方向(矢印方向)に移動する。このとき、フルレートキャリッジ７３の照明ランプ７４の
光が原稿の被読み取り面に照射されると共に、その原稿からの反射光が第１ミラー７６Ａ
、第２ミラー７６Ｂ、および第３ミラー７６Ｃの順に反射されて結像用レンズ７７に導か
れる。結像用レンズ７７に導かれた光は、ＣＣＤイメージセンサ７８の受光面に結像され
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る。ＣＣＤイメージセンサ７８は１次元のセンサであり、１ライン分を同時に処理してい
る。このライン方向(スキャンの主走査方向)の１ラインの読み取りが終了すると、主走査
方向とは直交する方向(副走査方向)にフルレートキャリッジ７３を移動させ、原稿の次の
ラインを読み取る。これを原稿サイズ全体に亘って実行することで、１ページの原稿読み
取りを完了させる。
【００２１】
　一方、第２プラテンガラス７２Ｂは、例えば長尺の板状構造をなす透明なガラスプレー
トで構成される。原稿送り装置１０によって搬送される原稿がこの第２プラテンガラス７
２Ｂの上を通過する。このとき、フルレートキャリッジ７３とハーフレートキャリッジ７
５とは、図１に示す実線の位置に停止した状態にある。まず、原稿送り装置１０のプラテ
ンロール１９を経た原稿の１ライン目の反射光が、第１ミラー７６Ａ、第２ミラー７６Ｂ
、および第３ミラー７６Ｃを経て結像用レンズ７７にて結像され、ＣＣＤイメージセンサ
７８によって画像が読み込まれる。即ち、１次元のセンサであるＣＣＤイメージセンサ７
８によって主走査方向の１ライン分を同時に処理した後、原稿送り装置１０によって搬送
される原稿の次の主走査方向の１ラインが読み込まれる。原稿の先端が第２プラテンガラ
ス７２Ｂの読み取り位置に到達した後、原稿が第２プラテンガラス７２Ｂの読み取り位置
を通過することによって、副走査方向に亘って１ページの読み取りが完了する。
【００２２】
　本実施の形態では、フルレートキャリッジ７３とハーフレートキャリッジ７５とを停止
させ、第２プラテンガラス７２ＢにてＣＣＤイメージセンサ７８により原稿の第１面の読
み取りを行う原稿の搬送時に、同時(時間の完全一致ではなく、同一の原稿搬送時程度の
意味) にＣＩＳ５０によって、原稿の第２面の読み取りを行うことが可能である。即ち、
ＣＣＤイメージセンサ７８とＣＩＳ５０とを用いて、搬送路への原稿の一度の搬送で、こ
の原稿における表裏両面の画像を読み取ることを可能としている。
【００２３】
　図２は、ＣＩＳ５０を用いた読み取り構造を説明するための図である。図２に示すよう
に、ＣＩＳ５０は、プラテンロール１９とアウトロール２０との間に設けられる。原稿の
片面(第１面)は、第２プラテンガラス７２Ｂに押し当てられ、この第１面の画像はＣＣＤ
イメージセンサ７８にて読み込まれる。一方、ＣＩＳ５０では、原稿を搬送する搬送路を
介して対向する他方の側から、片面(第２面)の画像が読み込まれる。このＣＩＳ５０は、
ハウジング５０ａと、このハウジング５０ａの搬送路側に形成された開口に装着されるガ
ラス５１と、このガラス５１を透過して原稿の第２面に光を照射するＬＥＤ(Light Emitt
ing Diode)アレイ５２と、ＬＥＤアレイ５２からの反射光を集光するセルフォックレンズ
(登録商標)５３と、このセルフォックレンズ５３により集光された光を読み取るラインセ
ンサ５４を備えている。ラインセンサ５４としては、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサ、密着型セ
ンサ等を用いることができ、実寸幅(例えばＡ４長手幅２９７ｍｍ)の画像を読み取ること
が可能である。ＣＩＳ５０では、縮小光学系を用いずに、セルフォックレンズ５３とライ
ンセンサ５４を用いて画像の取り込みを行うことから、構造をシンプルにすることができ
、且つ、筐体を小型化し、消費電力を低減することができる。尚、カラー画像を読み込む
場合には、ＬＥＤアレイ５２にＲ(赤)Ｇ(緑)Ｂ(青)の３色のＬＥＤ光源を組み合わせるか
あるいは白色のＬＥＤ光源を用い、ラインセンサ５４としてＲＧＢ３色用の３列一組のセ
ンサを用いれば良い。
【００２４】
　また、ＣＩＳ５０による画像読み取りに際して、この読み取り部を構成する搬送路に、
ＣＩＳ５０のハウジング５０ａに対して原稿の搬送方向上流側に突出する突出部５０ｂか
ら原稿の搬送方向下流側に向かって延びる制御部材５５、搬送される原稿が突き当てられ
る対向部材としての突き当て部材６０を備えている。ここで、制御部材５５はＣＩＳ５０
を介して原稿送り装置１０(図１参照)に取り付けられているが、突き当て部材６０はスキ
ャナ装置７０(図１参照)に取り付けられている。また、この突き当て部材６０の下流側に
はガイド６１が設けられ、このガイド６１と突き当て部材６０との間には開口部６３を構
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成し、更に、ガイド６１の下部であって開口部６３に連続する箇所には、原稿の表面に付
着してきたごみや汚れを溜めるごみ溜め部６２が設けられている。制御部材５５および突
き当て部材６０は、原稿の搬送路に直交する方向に(即ち、原稿送り装置１０の前面から
後面の方向に)、原稿送り装置１０の前面から後面まで、搬送路の位置に対応して設けら
れている。
【００２５】
　ここで、制御部材５５は、上述した突出部５０ｂに取り付けられたねじからなる回転軸
５５１と、この回転軸５５１に対して一端が巻き回されることにより揺動可能に支持され
ると共に、他端である自由端が突き当て部材６０に向かって延びる板状の案内部材として
のガイド部材５５２と、回転軸５５１に対して巻き回され、一方のアームの端部が突出部
５０ｂに形成された穿孔５０ｃに挿入され、もう一方のアームの端部がガイド部材５５２
を突き当て部材６０方向に向けて付勢するように配置されるねじりバネ５５３とを有して
いる。ここで、突出部５０ｂは原稿の搬送路に直交する方向の両端部に二箇所設けられて
おり、回転軸５５およびねじりバネ５５３もこれに対応して両端部に二箇所に設けられて
いる。一方、ガイド部材５５２は、原稿の搬送路に直交する方向の前面から後面まで設け
られている。
【００２６】
　本実施の形態において、ガイド部材５５２は、例えばＳＵＳ等の金属製の板金(金属板)
で構成される。また、ガイド部材５５２の自由端側はＣＩＳ５０による読み取り位置の近
傍、具体的には、読み取り位置より原稿の搬送方向上流側３ｍｍの位置まで延びている。
さらに、ガイド部材５５２の自由端側つまり原稿と接触する部位には、ヘミング曲げされ
た折り部５５２ａが設けられており、この折り部５５２ａを設けることにより、搬送され
てくる原稿と接触する際における紙粉等の発生を防止できるようになっている。そして、
ガイド部材５５２を金属製の板金で構成すると共にねじりバネ５５３によって撓み自在と
することで、搬送されてくる原稿の厚み分を吸収できると共に、折り曲げ後のついた原稿
であっても安定して搬送できるようになっている。
【００２７】
　一方、突き当て部材６０は、原稿の搬送方向上流側に設けられ、搬送される原稿を案内
する原稿搬送面６０ａと、原稿搬送面６０ａよりも原稿の搬送方向下流側に原稿搬送面６
０ａよりも一段下げて形成される段差面６０ｂとを有している。また、この段差面６０ｂ
は、セルフォックレンズ５３による光のフォーカスポイントの延長線と対向するように形
成されており、段差面６０ｂ上には、二次区延伸ポリエステルフィルムからなる白基準テ
ープ６４が貼り付けられている。したがって、白基準テープ６４は、突き当て部材６０を
介してスキャナ装置７０に取り付けられていることになる。本実施の形態では、白基準テ
ープ６４の上面が搬送路に露出した状態で配置されており、白基準テープ６４の上面は、
原稿搬送面６０ａの上面よりもわずかに奥側(搬送路から離れる側)に位置している。また
、突き当て部材６０の搬送路側(上部)であって白基準テープ６４に対して原稿の搬送方向
に直交する方向の両端部には、図中破線で示すように、原稿搬送方向に向かって延びる間
隙形成手段としてのリブ６５が形成されている。このリブ６５は、突き当て部材６０と共
に樹脂により一体的に形成されており、リブ６５の高さは搬送されてくる原稿の厚さを勘
案して、０.１～１.０ｍｍの範囲より適宜設定される。なお、リブ６５の高さは使用され
る頻度が高い原稿の厚さよりもわずかに大きいことが好ましい。そして、このリブ６５に
対してねじりバネ５５３により付勢されたガイド部材５５２が当接することにより、ガイ
ド部材５５２と突き当て部材６０の原稿搬送面６０ａとの間に、原稿が搬送される前の状
態で、リブ６５の高さに応じた０.１～１.０ｍｍの隙間が形成されることになる。
　また、突き当て部材６０の下側であって、第１プラテンガラス７２Ａの上部側には、こ
の第１プラテンガラス７２Ａに密着するように取り付けられる基準部材としての白基準板
６６が設けられている。
【００２８】
　ここで、ＣＩＳ５０は、光学結像レンズにセルフォックレンズ５３を採用していること
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から、焦点(被写界)震度が±０.３ｍｍ程度と浅く、スキャナ装置７０を用いた場合に比
べて約１/１３以下の深度となっている。ＣＩＳ５０による読み取りに際しては、原稿の
読み取り位置を所定の狭い範囲内に収めることが要求される。そこで、本実施の形態では
、制御部材５５を設け、原稿を制御部材５５によって突き当て部材６０に押し当てて搬送
し、プラテンロール１９とアウトロール２０との間にある原稿の姿勢を安定的に制御でき
るように構成した。図２に示す一点鎖線矢印は、制御部材５５を設けた場合の原稿の動き
を示したものである。搬送される原稿が突き当て部材６０に押し当てられながら搬送され
ることが理解される。すなわち、制御部材５５によって、搬送される原稿を突き当て部材
６０に押し当てた状態で読み取ることで、被写界深度の浅いＣＩＳ５０を用いた場合にお
けるピントの甘さを改善している。
【００２９】
　次に、図１に示す処理装置８０について説明する。
　図３は、処理装置８０を説明するためのブロック図である。本実施の形態が適用される
処理装置８０は、大きく、センサ(ＣＣＤイメージセンサ７８およびＣＩＳ５０)から得ら
れた画像情報を処理する信号処理部８１と、原稿送り装置１０およびスキャナ装置７０を
制御する制御部９０とを備えている。信号処理部８１は、原稿の表面(第１面)を読み取る
ＣＣＤイメージセンサ７８および裏面(第２面)を読み取るＣＩＳ５０のラインセンサ５４
からの各々の出力に対して所定の画像処理を施している。この信号処理部８１には、入力
されてくるディジタル信号に対してシェーディング補正やオフセット補正等の各種処理を
施す画像処理回路が２系統備えられており、ＣＣＤイメージセンサ７８によって読み取ら
れた表面(第１面)の画像データに対して画像処理を施す第１画像処理回路１００、ＣＩＳ
５０によって読み取られた裏面(第２面)の画像データに対して画像処理を施す第２画像処
理回路２００を備えている。これら画像処理回路からの出力は、例えばプリンタ等のＩＯ
Ｔ(Image Output Terminal)や、パーソナルコンピュータ(ＰＣ)等のホストシステムへ出
力される。
【００３０】
　一方、制御部９０は、各種両面読み取りの制御や片面読み取りの制御等を含め、原稿送
り装置１０およびスキャナ装置７０の全体を制御する画像読み取りコントロール９１、Ｃ
ＣＤイメージセンサ７８およびＣＩＳ５０を制御するＣＣＤ/ＣＩＳコントロール９２、
読み取りタイミングに合わせてＣＩＳ５０のＬＥＤアレイ５２やフルレートキャリッジ７
３の照明ランプ７４を制御する光量切換手段としてのランプコントロール９３、スキャナ
装置７０におけるモータのオン/オフなどを行いフルレートキャリッジ７３とハーフレー
トキャリッジ７５とのスキャン動作を制御するスキャンコントロール９４、原稿送り装置
１０におけるモータの制御、各種ロールの動作やフィードクラッチの動作、ゲートの切り
替え動作等を制御する搬送機構コントロール９５を備えている。これらの各種コントロー
ルからは、原稿送り装置１０およびスキャナ装置７０に対して制御信号が出力され、かか
る制御信号に基づいて、これらの動作制御が可能となる。画像読み取りコントロール９１
は、ホストシステムからの制御信号や、例えば自動選択読み取り機能に際して検出される
センサ出力、ユーザからの選択等に基づいて、読み取りモードを設定し、原稿送り装置１
０およびスキャナ装置７０を制御している。このような読み取りモードとしては、１パス
(反転なし)による両面同時読み取りモード、反転パスを用いた反転両面読み取りモード、
１パスによる片面読み取りモード等の原稿流し読み取り、あるいは、第１プラテンガラス
７２Ａ上に原稿を載置して読み取る原稿固定読み取りが考えられる。
【００３１】
　図４は、上述した第１画像処理回路１００の機能をさらに詳述したブロック図である。
本実施の形態では、ＣＣＤイメージセンサ７８から、ＲＥＤ、ＧＲＥＥＮ、ＢＬＵＥの三
色の画像信号が、それぞれ、ＯＤＤ、ＥＶＥＮに分割されて出力されてくる。すなわち、
ＲＥＤ、ＧＲＥＥＮ、ＢＬＵＥ各色の画像信号を奇数(ＯＤＤ)画素と偶数(ＥＶＥＮ)画素
とにそれぞれ振り分けて並列に出力することで、ＣＣＤイメージセンサ７８から第１画像
処理回路１００へのデータ転送速度を高速化している。
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【００３２】
　第１画像処理回路１００は、ＣＣＤイメージセンサ７８から出力されてくる各画像信号
(RED_ODD出力、RED_EVEN出力、GREEN_ODD出力、GREEN_EVEN出力、BLUE_ODD出力、BLUE_EV
EN出力)に対してサンプルホールドを行うサンプルホールド回路１０１(具体的には１０１
ａ～１０１ｆ)、各画像信号を所定の出力レベルまで増幅する増幅回路１０２(具体的には
１０２ａ～１０２ｆ)、アナログ信号である各画像信号をディジタル信号に変換するＡ/Ｄ
変換回路１０３(具体的には１０３ａ～１０３ｆ)、ディジタル信号に変換された各色のＯ
ＤＤ、ＥＶＥＮ信号(RED_ODDおよびRED_EVEN、GREEN_ODDおよびGREEN_EVEN、BLUE_ODDお
よびBLUE_EVEN)をそれぞれ合成する合成回路１０４(具体的には１０４ａ～１０４ｃ)、合
成された各色の画像信号にシェーディング補正を施すシェーディング補正回路１０５(１
０５ａ～１０５ｃ)、ＢＬＵＥ、ＲＥＤのライン間隔分だけＲＥＤの画像信号を遅延させ
、また、ＢＬＵＥ、ＧＲＥＥＮのライン間隔分だけＧＲＥＥＮの画像信号を遅延させるこ
とでＢＬＵＥのタイミングにＲＥＤ、ＧＲＥＥＮを一致させる遅延回路１０６(具体的に
は１０６ａ、１０６ｂ)、ＲＧＢ各色の画像信号に対して画像処理を施す画像処理回路１
０７、を有している。ここで、画像処理回路１０７は、入力されてくるＲＧＢ各色の画像
信号に対して、例えば色空間変換処理、拡大縮小処理、地肌除去処理、２値化処理等の画
像処理を施す。なお、ＣＣＤイメージセンサ７８を用いて白黒読み取りを行う場合には、
読み取られたＲＧＢ３色の画像信号に基づき、画像処理回路１０７において白黒画像デー
タの生成を行う。
【００３３】
　図５は、上述した第１画像処理回路１００のうち、シェーディング補正回路１０５をさ
らに詳述したブロック図である。シェーディング補正回路１０５は、合成回路１０４から
入力されてくる各色の画像信号に対し、ＣＣＤイメージセンサ７８の感度のばらつきや照
明ランプ７４の光量分布特性に応じた補正を施す。このシェーディング補正回路１０５は
、合成回路１０４からパスＡを介して入力される画像信号に対してシェーディング補正を
施した後、パスＢを介して出力する補正手段あるいは補正部としてのシェーディング補正
処理回路１１１と、白基準板６６を読み取って得られ、合成回路１０４からパスＣを介し
て入力される１ライン分のシェーディングデータを保持し、この保持したシェーディング
データを第１の外部メモリ１２１あるいは第２の外部メモリ１２２に転送することが可能
なシェーディング補正用メモリ１１２とを備えている。また、第１の外部メモリ１２１あ
るいは第２の外部メモリ１２２に保持されたシェーディングデータは、逆にシェーディン
グ補正用メモリ１１２に転送することもできる。そして、シェーディング補正処理回路１
１１は、パスＤを介して、シェーディング補正用メモリ１１２に保持されたシェーディン
グデータを読み出し、パスＡを介して入力されてくる画像信号に対しシェーディング補正
を施す。ここで、第１の外部メモリ１２１および第２の外部メモリ１２２には、後述する
ように、それぞれ異なる光量において採取されたシェーディングデータが格納されており
、記憶手段あるいはメモリとして機能している。
【００３４】
　なお、本実施の形態において、ＣＩＳ５０は、白黒読み取り専用に設定されている。こ
のため、第２画像処理回路２００は、第１画像処理回路１００とは異なり、ＣＩＳ５０か
らＯＤＤ、ＥＶＥＮに分割されて出力されてくる白黒(Ｂ/Ｗ)の画像信号を処理する回路
を有しており、ＲＧＢの３色の画像信号を処理する回路は有していない。
【００３５】
　次に、上述したＣＣＤイメージセンサ７８を用いた、原稿の画像読み取りについて説明
する。本実施の形態に係る画像読み取り装置では、原稿に形成された画像をカラー画像と
して読み取るモード(以下、カラーモードという)と白黒画像として読み取るモード(以下
、白黒モードという)とで、読み取り速度(スキャン速度)を異ならせている。具体的には
、例えば第１プラテンガラス７２Ａ上に載置された原稿の画像を読み取る固定読み取りの
場合には、フルレートキャリッジ７３およびハーフレートキャリッジ７５の移動速度を異
ならせ、原稿送り装置１０によって搬送される原稿の画像を読み取る流し読み取りの場合
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には、原稿送り装置１０による原稿の搬送速度を異ならせている。すなわち、高画質が要
求されるカラーモードに対し、高速性が要求される白黒モードでは、カラーモードよりも
高速なスキャン速度で読み取りを行っている。また、カラーモードでは、照明ランプの光
量を多くすることによりＳ/Ｎ比を改善して高画質を確保する一方、白黒モードでは、照
明ランプの光量をカラーモードよりも少なくすることにより消費電力の低減を図っている
。そして、本実施の形態に係る画像読み取り装置では、カラーモードと白黒モードとでシ
ェーディング補正で使用するシェーディングデータを異ならせることにより、光源の光量
に応じたシェーディング補正を施すようになっている。
【００３６】
　図６は、本実施の形態に係る画像読み取り装置において、ＣＣＤイメージセンサ７８側
のシェーディングデータを取得するための処理の流れを示している。
　まず、この画像読み取り装置の電源が投入されると(ステップ１０１)、ランプコントロ
ール９３は、照明ランプ７４を、白黒モードにおける光量に設定する(ステップ１０２)。
次いで、スキャンコントロール９４によって、フルレートキャリッジ７３が白基準板６６
の下部に位置するように、フルレートキャリッジ７３およびハーフレートキャリッジ７５
が移動せしめられる。そして、白黒モードにおける光量に設定された照明ランプ７４によ
って照射され、白基準板６６から反射した反射光がＣＣＤイメージセンサ７８に入射し、
白黒モードの光量における白基準板６６の読み取り画像データが得られる。この白基準板
６６の読み取り画像データ(白黒用シェーディングデータ、第１の補正データ)は、第１画
像処理回路１００に入力され、Ａ/Ｄ変換等所定の処理が施された後、シェーディング補
正回路１０５のシェーディング補正用メモリ１１２に一旦、保持される(ステップ１０３)
。次に、シェーディング補正用メモリ１１２に保持された白黒用シェーディングデータを
第１の外部メモリ１２１に転送して第１の外部メモリ１２１内に保持させる(ステップ１
０４)。
【００３７】
　なお、白黒モードでは、上述したようにカラーモードと比較して照明ランプ７４の光量
を少なくしているため、ノイズ分が入りやすくＳ/Ｎ比が低下しやすい。そこで、ステッ
プ１０３では、白基準板６６の同一位置を１６回読み取り、その平均を取ることで白黒用
シェーディングデータを得ている。また、白基準板６６の読み取り位置が常に同一である
と、白基準板６６に付着したごみや埃の影響を取り除くことができない。そこで、本実施
の形態では、ＣＣＤイメージセンサ７８によって白基準板６６の同一位置を１６回読み取
った後、フルレートキャリッジ７３およびハーフレートキャリッジ７５をわずかに動かし
て、今度は白基準板６６の別の同一位置を１６回読み取り、その平均を取ることで他の白
黒用シェーディングデータを得ている。そして、得られた二つの白黒用シェーディングデ
ータのうちノイズが少ない方を選択することで、良好な白黒用シェーディングデータを得
ている。
【００３８】
　次に、ランプコントロール９３は、照明ランプ７４を、カラーモードにおける光量に設
定する(ステップ１０５)。そして、カラーモードにおける光量に設定された照明ランプ７
４によって照射され、白基準板６６から反射した反射光がＣＣＤイメージセンサ７８に入
射し、カラーモードの光量における白基準板６６の読み取り画像データが得られる。この
白基準板６６の読み取りデータ(カラー用シェーディングデータ、第２の補正データ)は、
第１画像処理回路１００に入力され、Ａ/Ｄ変換等所定の処理が施された後、シェーディ
ング補正回路１０５のシェーディング補正用メモリ１１２に一旦、保持される(ステップ
１０６)。次に、シェーディング補正用メモリ１１２に保持されたカラー用シェーディン
グデータを第２の外部メモリ１２２に転送して第２の外部メモリ１２２内に保持させる(
ステップ１０７)。
　そして、白黒用シェーディングデータおよびカラー用シェーディングデータを取得した
後、動作を一旦終了し、実際の画像読み取りが開始されるまで待機状態に入る。
【００３９】
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　なお、カラーモードでは、白黒モードと比較して照明ランプ７４の光量を多くしている
ため、ノイズ分が入りにくくＳ/Ｎ比も低下しにくい。そこで、ステップ１０６では、白
基準板６６の同一位置を８回(白黒モードの半分)読み取り、その平均を取ることでカラー
用シェーディングデータを得ている。また、白黒モードと同様、白基準板６６の二箇所で
カラー用シェーディングデータの取得を行い、白基準板６６に付着したごみや埃の影響を
取り除いている。
【００４０】
　図７は、本実施の形態に係る画像読み取り装置において、ＣＣＤイメージセンサ７８に
よって原稿の画像を読み取る処理の流れを示している。
　ＣＣＤイメージセンサ７８を用いた画像読み取りの指示があると(ステップ２０１)、ま
ず、読み取りモードが白黒モードであるか否かが判断される(ステップ２０２)。ステップ
２０２において、読み取りモードが白黒モードである場合、ランプコントロール９３は、
照明ランプ７４を、白黒モードにおける光量に設定する(ステップ２０３)。また、第１画
像処理回路１００のシェーディング補正回路１０５では、第１の外部メモリ１２１に格納
された白黒用シェーディングデータをシェーディング補正用メモリ１１２に転送する(ス
テップ２０４)。次いで、シェーディング補正用メモリ１１２に保持されたシェーディン
グデータ(白黒用シェーディングデータ)は、シェーディング補正処理回路１１１に出力さ
れる(ステップ２０５)。その後、ＣＣＤイメージセンサ７８による画像読み取りが開始さ
れる(ステップ２０６)。白黒モードの場合、シェーディング補正回路１０５のシェーディ
ング補正処理回路１１１では、ＣＣＤイメージセンサ７８から入力されてくるＲＧＢ各色
の画像信号を、白黒用シェーディングデータを用いてシェーディング補正を施して出力す
る。
【００４１】
　一方、ステップ２０２において、読み取りモードがカラーモードである場合、ランプコ
ントロール９３は、照明ランプ７４をカラーモードにおける光量に設定する(ステップ２
０７)。また、第１画像処理回路１００のシェーディング補正回路１０５では、第２の外
部メモリ１２２に格納されたカラー用シェーディングデータをシェーディング補正用メモ
リ１１２に転送する(ステップ２０８)。次いで、シェーディング補正用メモリ１１２に保
持されたシェーディングデータ(カラー用シェーディングデータ)は、シェーディング補正
処理回路１１１に出力される(ステップ２０５)。その後、ＣＣＤイメージセンサ７８によ
る画像読み取りが開始される(ステップ２０６)。カラーモードの場合、シェーディング補
正回路１０５のシェーディング補正処理回路１１１では、ＣＣＤイメージセンサ７８から
入力されてくるＲＧＢ各色の画像信号を、カラー用シェーディングデータを用いてシェー
ディング補正を施して出力する。
【００４２】
　なお、ステップ２０１において、画像読み取りの指示が固定読み取りである場合には、
フルレートキャリッジ７３が第１プラテンガラス７２Ａの副走査方向端部側の下部に移動
せしめられ、その後、ステップ２０６においてフルレートキャリッジ７３が第１プラテン
ガラス７２Ａの下部を副走査方向に移動することによって読み取りが行われる。一方、ス
テップ２０１において、画像読み取りの指示が流し読み取りである場合には、フルレート
キャリッジ７３が第２プラテンガラス７５の下部に移動せしめられ、その後、ステップ２
０６において同じ位置に固定された状態で読み取りが行われる。
【００４３】
　図８は、本実施の形態で用いた照明ランプ７４の主走査方向の位置とその光量との関係
であって、白黒モードおよびカラーモードにおける光量分布を共に示している。
　上述したように、カラーモードの場合は、白黒モードの場合よりも光量が多くなるよう
に設定される。これは、具体的には、照明ランプ７４に供給する電流の電流値を大きくす
ることによってなされる。ここで、図８には、白黒モードにおける光量分布に重ね合わせ
るように、カラーモードにおける光量分布の形状を示しているが、白黒モードにおける光
量分布とカラーモードにおける光量分布の形状とでは、若干異なる部位があることがわか



(13) JP 4412070 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

る。つまり、照明ランプ７４の光量によって、その光量分布の形状が変わってしまうので
ある。このため、例えば白黒モードにおいて、カラー用シェーディングデータを用いてシ
ェーディング補正を行った場合、この例では、主走査方向中央部では弱めのシェーディン
グ補正が施されるの対し、主走査方向両端部では強めのシェーディング補正が施されるこ
とになってしまい、得られる画像データにおいて主走査方向にむらが生じてしまうことに
なる。
【００４４】
　これに対し、本実施の形態では、照明ランプ７４の光量が異なる白黒モードとカラーモ
ードとで、異なるシェーディングデータ(白黒用シェーディングデータ、カラー用シェー
ディングデータ)を予め取得しておき、モードに応じて、シェーディング補正に使用する
シェーディングデータを選択するようにした。つまり、カラーモードでは図８に示すカラ
ーモードにおける光量分布に対応したシェーディングデータを用いてシェーディング補正
を施し、白黒モードでは図８に示す白黒モードにおける光量分布に対応したシェーディン
グデータを用いてシェーディング補正を施すようにした。これにより、照明ランプ７４の
光量を異ならせることに伴って主走査方向の照度分布の形状が変わるような場合であって
も、白黒モードおよびカラーモードの両モードにおいて、共に正確なシェーディング補正
を施すことができるようになり、得られる画像データにおけるむらの発生を抑制すること
が可能になる。
【００４５】
　なお、本実施の形態では、白黒用シェーディングデータを第１の外部メモリ１２１に、
カラー用シェーディングデータを第２の外部メモリ１２２にそれぞれ格納するようにして
いたが、これに限られるものではなく、一つの外部メモリに白黒用シェーディングデータ
およびカラー用シェーディングデータを共に格納するようにしてもよい。また、本実施の
形態では、照明ランプ７４の光量を異ならせるモードとして白黒モードおよびカラーモー
ドを挙げていたが、これに限られるものではなく、また３モード以上であってもよい。さ
らに、本実施の形態では、ＣＣＤイメージセンサ７８を用いて読み取りを行う例について
説明を行ったが、これに限られるものではなくＣＩＳ５０を用いて読み取りを行う場合に
も適用可能である。さらにまた、本実施の形態では、照明ランプ７４の光量を異ならせる
例について説明を行ったが、例えば光源としてＬＥＤを採用することも可能である。
【００４６】
―実施の形態２―
　本実施の形態は、実施の形態１と略同様であるが、画像読み取りを行う前に予め白黒用
シェーディングデータおよびカラー用シェーディングデータを取得しておくのではなく、
画像を読み取るモードに応じて、読み取りを開始する直前にモードに対応したシェーディ
ングデータ(本実施の形態では白黒用シェーディングデータまたはカラー用シェーディン
グデータ)を取得するようにしたものである。なお、本実施の形態において、実施の形態
１と同様のものについては、同じ符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００４７】
　図９は、本実施の形態に係る第１画像処理回路１００のうち、シェーディング補正回路
１０５を詳述したブロック図である。本実施の形態では、シェーディングデータを格納す
るためのメモリとして、シェーディング補正用メモリ１１２のみが設けられており、実施
の形態１で用いた外部メモリは設けられていない。
【００４８】
　次に、ＣＣＤイメージセンサ７８を用いた、原稿の画像読み取りについて説明する。
　図１０は、本実施の形態に係る画像読み取り装置において、ＣＣＤイメージセンサ７８
側のシェーディングデータの取得およびＣＣＤイメージセンサ７８によって原稿の画像を
読み取る処理の流れを示している。
　ＣＣＤイメージセンサ７８を用いた画像読み取りの指示があると(ステップ３０１)、ま
ず、読み取りモードが白黒モードであるか否かが判断される(ステップ３０２)。ステップ
３０２において、読み取りモードが白黒モードである場合、ランプコントロール９３は、
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照明ランプ７４を、白黒モードにおける光量に設定する(ステップ３０３)。次いで、スキ
ャンコントロール９４によって、フルレートキャリッジ７３が白基準板６６の下部に位置
するように、フルレートキャリッジ７３およびハーフレートキャリッジ７５が移動せしめ
られる。そして、白黒モードにおける光量に設定された照明ランプ７４によって照射され
、白基準板６６から反射した反射光がＣＣＤイメージセンサ７８に入射し、白黒モードの
光量における白基準板６６の読み取り画像データが得られる。この白基準板６６の読み取
り画像データ(白黒用シェーディングデータ)は、第１画像処理回路１００に入力され、Ａ
/Ｄ変換等所定の処理が施された後、補正データ取得手段としてのシェーディング補正回
路１０５のシェーディング補正用メモリ１１２に保持される(ステップ３０４)。そして、
シェーディングメモリ１１２に保持されたシェーディングデータ(白黒用シェーディング
データ)は、シェーディング補正処理回路１１１に出力される(ステップ３０５)。その後
、ＣＣＤイメージセンサ７８による画像読み取りが開始される(ステップ３０６)。白黒モ
ードの場合、シェーディング補正回路１０５のシェーディング補正処理回路１１１では、
ＣＣＤイメージセンサ７８から入力されてくるＲＧＢ各色の画像信号を、白黒用シェーデ
ィングデータを用いてシェーディング補正を施して出力する。
【００４９】
　ここで、白黒モードでは、上述したようにカラーモードと比較して照明ランプ７４の光
量を少なくしているため、ノイズ分が入りやすくＳ/Ｎ比が低下しやすい。そこで、ステ
ップ３０４では、白基準板６６の同一位置を１６回読み取り、その平均を取ることで白黒
用シェーディングデータを得ている。また、白基準板６６の読み取り位置が常に同一であ
ると、白基準板６６に付着したごみや埃の影響を取り除くことができない。そこで、本実
施の形態では、ＣＣＤイメージセンサ７８によって白基準板６６の同一位置を１６回読み
取った後、フルレートキャリッジ７３およびハーフレートキャリッジ７５をわずかに動か
して、今度は白基準板６６の別の同一位置を１６回読み取り、その平均を取ることで他の
白黒用シェーディングデータを得ている。そして、得られた二つの白黒用シェーディング
データのうちノイズが少ない方を選択することで、良好な白黒用シェーディングデータを
得ている。
【００５０】
　一方、ステップ３０２において、読み取りモードがカラーモードである場合、ランプコ
ントロール９３は、照明ランプ７４を、カラーモードにおける光量に設定する(ステップ
３０７)。次いで、スキャンコントロール９４によって、フルレートキャリッジ７３が白
基準板６６の下部に位置するように、フルレートキャリッジ７３およびハーフレートキャ
リッジ７５が移動せしめられる。そして、カラーモードにおける光量に設定された照明ラ
ンプ７４によって照射され、白基準板６６から反射した反射光がＣＣＤイメージセンサ７
８に入射し、カラーモードの光量における白基準板６６の読み取り画像データが得られる
。この白基準板６６の読み取り画像データ(カラー用シェーディングデータ)は、第１画像
処理回路１００に入力され、Ａ/Ｄ変換等所定の処理が施された後、シェーディング補正
回路１０５のシェーディング補正用メモリ１１２に保持される(ステップ３０８)。そして
、シェーディング補正用メモリ１１２に保持されたシェーディングデータ(カラー用シェ
ーディングデータ)は、シェーディング補正処理回路１１１に出力される(ステップ３０５
)。その後、ＣＣＤイメージセンサ７８による画像読み取りが開始される(ステップ３０６
)。カラーモードの場合、シェーディング補正回路１０５のシェーディング補正処理回路
１１１では、ＣＣＤイメージセンサ７８から入力されてくるＲＧＢ各色の画像信号を、カ
ラー用シェーディングデータを用いてシェーディング補正を施して出力する。
【００５１】
　ここで、カラーモードでは、白黒モードと比較して照明ランプ７４の光量を多くしてい
るため、ノイズ分が入りにくくＳ/Ｎ比も低下しにくい。そこで、ステップ３０８では、
白基準板６６の同一位置を８回(白黒モードの半分)読み取り、その平均を取ることでカラ
ー用シェーディングデータを得ている。また、白黒モードと同様、白基準板６６の二箇所
でカラー用シェーディングデータの取得を行い、白基準板６６に付着したごみや埃の影響
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【００５２】
　このように、本実施の形態では、照明ランプ７４の光量が異なる白黒モードとカラーモ
ードとで、画像の読み取りを行う直前に照明ランプ７４をモードに応じた光量に設定して
からシェーディングデータ(白黒用シェーディングデータまたはカラー用シェーディング
データ)を取得するようにしたので、実施の形態１で説明した効果に加え、シェーディン
グ補正用メモリ１１２の他に外部メモリを設ける必要がなくなり、装置の小型化、低コス
ト化を図ることが可能になる。
　また、本実施の形態では、画像の読み取りを行う直前にシェーディングデータを取得し
ているが、その際、画像を読み取るモードが白黒モードであるかあるいはカラーモードで
あるかによって、シェーディングデータ(白黒用シェーディングデータ、カラー用シェー
ディングデータ)を取得する際のサンプリング回数を異ならせるようにした。これにより
、光量が少なく設定される白黒モードではサンプリング回数を多くすることによりより正
確なシェーディングデータが得られ、光量が白黒モードよりも多く設定されるカラーモー
ドではサンプリング回数を少なくすることにより高速化を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本実施の形態が適用される画像読み取り装置を示した図である。
【図２】ＣＩＳおよびＣＩＳ近傍の構造を説明するための図である。
【図３】処理装置を説明するためのブロック図である。
【図４】第１画像処理回路の構成を詳述したブロック図である。
【図５】実施の形態１におけるシェーディング補正回路の構成を詳述したブロック図であ
る。
【図６】ＣＣＤイメージセンサ側のシェーディングデータを取得するための処理の流れを
示すフローチャートである。
【図７】ＣＣＤイメージセンサによって原稿の画像を読み取る処理の流れを示す図である
。
【図８】本実施の形態で用いた照明ランプの主走査方向の位置とその光量との関係を説明
するフローチャートである。
【図９】実施の形態２におけるシェーディング補正回路の構成を詳述したブロック図であ
る。
【図１０】ＣＣＤイメージセンサ側のシェーディングデータの取得およびＣＣＤイメージ
センサによって原稿の画像を読み取る処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
１０…原稿送り装置、５０…ＣＩＳ、５１…ガラス、５２…ＬＥＤアレイ、５３…セルフ
ォックレンズ、５４…ラインセンサ、６０…突き当て部材、６４…白基準テープ、６６…
白基準板、７０…スキャナ装置、７２Ａ…第１プラテンガラス、７２Ｂ…第２プラテンガ
ラス、７３…フルレートキャリッジ、７４…照明ランプ、７５…ハーフレートキャリッジ
、７７…結像用レンズ、７８…ＣＣＤイメージセンサ、８０…処理装置、８１…信号処理
部、９０…制御部、９１…画像読み取りコントロール、９２…ＣＣＤ/ＣＩＳコントロー
ル、９３…ランプコントロール、９４…スキャンコントロール、９５…搬送機構コントロ
ール、１００…第１画像処理回路、１０１…サンプルホールド回路、１０２…増幅回路、
１０３…Ａ/Ｄ変換回路、１０４…合成回路、１０５…シェーディング補正回路、１０６
…遅延回路、１０７…画像処理回路、１１１…シェーディング補正処理回路、１１２…シ
ェーディング補正用メモリ、１２１…第１の外部メモリ、１２２…第２の外部メモリ、２
００…第２画像処理回路
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