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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像が形成された記録材に対して光を照射する光源と、
　前記記録材により反射された光を受光する受光部と、
　前記受光部が受光した光から光量値を生成する生成部と、
　白色の反射面、および少なくとも前記画像を形成するために使用する色を含みそれぞれ
の色毎に反射率が異なる少なくとも２つの反射面が配されたカラーの反射面が配された測
定部と、
　前記測定部の前記白色の反射面および前記カラーの反射面に前記光源からの光を照射し
たときに生成される光量値と予め定められた基準時に生成された光量値から当該光源の経
時変化を表す相関式を前記カラーの反射面に配される色毎に導出する処理部と、
　を備えることを特徴とする画像読み取り装置。
【請求項２】
　前記基準時は、前記光源の点灯開始時であることを特徴とする請求項１に記載の画像読
み取り装置。
【請求項３】
　画像が形成された記録材に対して光を照射する光源と、
　前記記録材により反射された光を受光する受光部と、
　前記受光部が受光した光から光量値を生成する生成部と、
　白色の反射面、および少なくとも前記画像を形成するために使用する色を含みそれぞれ
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の色毎に反射率が異なる少なくとも２つの反射面が配されたカラーの反射面が配された測
定部と、
　前記測定部の前記白色の反射面およびカラーの反射面に前記光源からの光を照射したと
きに生成される光量値と予め定められた光量値から光量値読み取りの装置間機差を表す相
関式を前記カラーの反射面に配される色毎に導出する処理部と、
　を備えることを特徴とする画像読み取り装置。
【請求項４】
　前記生成された光量値と前記予め定められた光量値とは、前記光源の点灯開始時のもの
であることを特徴とする請求項３に記載の画像読み取り装置。
【請求項５】
　記録材に画像を形成する画像形成部と、
　画像が形成された前記記録材に対して光を照射する光源と、当該記録材により反射され
た光を受光する受光部と、当該受光部が受光した光から光量値を生成する生成部と、白色
の反射面、および少なくとも当該画像を形成するために使用する色を含みそれぞれの色毎
に反射率が異なる少なくとも２つの反射面が配されたカラーの反射面が配された測定部と
を備え、当該画像形成部により当該記録材に形成される画像の調整を行なうために当該記
録材の画像を読み取る読み取り手段と、
　前記読み取り手段の前記測定部の前記白色の反射面およびカラーの反射面に前記光源か
らの光を照射したときに生成される光量値と予め定められた光量値との相関式を前記カラ
ーの反射面に配される色毎に導出する処理部と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　前記画像形成部は、
　トナー像を形成させるトナー像形成手段と、
　前記トナー像形成手段により形成された前記トナー像を前記記録材に転写する転写手段
と、
　前記転写手段により転写された前記トナー像を前記記録材に定着する定着手段と、
　を備えることを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読み取り装置、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機やファクシミリ、コンピュータ入力用のスキャナ等として、画像が形成さ
れた用紙の画像情報を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、用紙の搬送路に配される光源から光を照射し、用紙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、用紙上の画像を読み取っている。
【０００３】
　特許文献１には、基準原稿を所定の測定器で測定して得られた測定値または基準原稿の
特性値と、基準原稿を画像読取装置で読み取って得られた画像信号値を解析して算出した
統計量とを用いて、画像読取装置の分光感度特性を推定し、推定された分光感度特性から
入力色補正パラメータを作成し、この入力色補正パラメータを用いて、画像読取装置で読
み取った原稿画像の画像信号を補正する色補正方法が開示されている。
　特許文献２には、有彩色のスキャナ補正チャートと、このチャートを読み込でＲＧＢス
キャンデータを取得するスキャナ部と、このＲＧＢスキャンデータに基づいてスキャナ部
を補正する制御手段と、有彩色のプリンタ補正パターンを出力するプリンタ部とを備え、
制御手段は、プリンタ補正パターンを補正後のスキャナ部で読み込んで（ＲＧＢ）’スキ
ャンデータを取得し、（ＲＧＢ）’スキャンデータに基づいてプリンタ部のセンサの出力
値を補正する画像形成装置が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－５９６３７号公報
【特許文献２】特開２００６－２２９３５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、例えば、光源から照射される光の分光放射特性が経時変化すると、画像を正常
に読み取れないことがある。つまり画像読み取りに際して光源から照射される光の分光放
射特性が関係することから、この分光放射特性等の変化に応じて読み取り値を補正できる
ことが望ましい。
　本発明は、光源から照射される光の分光放射特性等の変化に応じて読み取り値を補正す
ることができる画像読み取り装置等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】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、画像が形成された記録材に対して光を照射する光源と、前記
記録材により反射された光を受光する受光部と、前記受光部が受光した光から光量値を生
成する生成部と、白色の反射面、および少なくとも前記画像を形成するために使用する色
を含みそれぞれの色毎に反射率が異なる少なくとも２つの反射面が配されたカラーの反射
面が配された測定部と、前記測定部の前記白色の反射面および前記カラーの反射面に前記
光源からの光を照射したときに生成される光量値と予め定められた基準時に生成された光
量値から当該光源の経時変化を表す相関式を前記カラーの反射面に配される色毎に導出す
る処理部と、を備えることを特徴とする画像読み取り装置である。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、前記基準時は、前記光源の点灯開始時であることを特徴とす
る請求項１に記載の画像読み取り装置である。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、画像が形成された記録材に対して光を照射する光源と、前記
記録材により反射された光を受光する受光部と、前記受光部が受光した光から光量値を生
成する生成部と、白色の反射面、および少なくとも前記画像を形成するために使用する色
を含みそれぞれの色毎に反射率が異なる少なくとも２つの反射面が配されたカラーの反射
面が配された測定部と、前記測定部の前記白色の反射面およびカラーの反射面に前記光源
からの光を照射したときに生成される光量値と予め定められた光量値から光量値読み取り
の装置間機差を表す相関式を前記カラーの反射面に配される色毎に導出する処理部と、を
備えることを特徴とする画像読み取り装置である。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、前記生成された光量値と前記予め定められた光量値とは、前
記光源の点灯開始時のものであることを特徴とする請求項３に記載の画像読み取り装置で
ある。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、記録材に画像を形成する画像形成部と、画像が形成された前
記記録材に対して光を照射する光源と、当該記録材により反射された光を受光する受光部
と、当該受光部が受光した光から光量値を生成する生成部と、白色の反射面、および少な
くとも当該画像を形成するために使用する色を含みそれぞれの色毎に反射率が異なる少な
くとも２つの反射面が配されたカラーの反射面が配された測定部とを備え、当該画像形成
部により当該記録材に形成される画像の調整を行なうために当該記録材の画像を読み取る
読み取り手段と、前記読み取り手段の前記測定部の前記白色の反射面およびカラーの反射
面に前記光源からの光を照射したときに生成される光量値と予め定められた光量値との相
関式を前記カラーの反射面に配される色毎に導出する処理部と、を備えることを特徴とす
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る画像形成装置である。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、前記画像形成部は、トナー像を形成させるトナー像形成手段
と、前記トナー像形成手段により形成された前記トナー像を前記記録材に転写する転写手
段と、前記転写手段により転写された前記トナー像を前記記録材に定着する定着手段と、
を備えることを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、光源から照射される光の分光放射特性の変化に応じて読み取
り値を補正することができる画像読み取り装置を提供することができる。また本構成を採
用しない場合に比較して、光源の経時変化に起因する読み取り値の変化の補正がより簡単
になる。
　請求項２の発明によれば、本構成を採用しない場合に比較して、光源から照射される光
の分光放射特性の変化をより正確に把握することができる。
　請求項３の発明によれば、本構成を採用しない場合に比較して、読み取り値の装置間機
差を抑制し、読み取り値を一致させやすくなる。
　請求項４の発明によれば、本構成を採用しない場合に比較して、装置の出荷前において
装置間機差に起因する読み取り値の変化の補正を行なうことができる。
　請求項５の発明によれば、本構成を採用しない場合に比較して、形成される画像の色や
濃度について、よりばらつきが少ない画像形成装置を提供することができる。
　請求項６の発明によれば、本構成を採用しない場合に比較して、トナー像形成手段の調
整をより精度よく行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施の形態に係る画像読み取り装置が適用される画像形成装置について説明し
た図である。
【図２】定着ユニットの構成を説明するための断面構成図である。
【図３】本実施の形態の画像読み取り装置について説明した図である。
【図４】読み取り精度測定ユニットについて説明した図である。
【図５】白色の色校正を行なうための反射面の一例である白色基準板を設けた測定面につ
いて説明した図である。
【図６】カラーの色校正を行なうための反射面の一例である色基準板を設けた測定面につ
いて説明した図である。
【図７】ｘｉ，ｙｉ（ｉ＝１，２，３）の各点、および経時補正式のグラフを示した図で
ある。
【図８】ｘｉ，ｙｉ（ｉ＝１，２，３）の各点、および機差補正式のグラフを示した図で
ある。
【図９】経時補正式を利用して画像読み取り装置の読み取り値の経時補正を行なう第１の
例について説明したフローチャートである。
【図１０】経時補正式を利用して画像読み取り装置の読み取り値の経時補正を行なう第２
の例について説明したフローチャートである。
【図１１】経時補正式を利用して画像読み取り装置の読み取り値の経時補正を行なう第３
の例について説明したフローチャートである。
【図１２】経時補正式を利用して画像読み取り装置の読み取り値の経時補正を行なう第４
の例について説明したフローチャートである。
【図１３】経時補正式を利用して画像読み取り装置の読み取り値の経時補正を行なう第５
の例について説明したフローチャートである。
【図１４】機差補正式を利用して画像読み取り装置の装置間機差で生ずる読み取り値の機
差補正を行なう例について説明したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１５】
＜画像形成装置の説明＞
　図１は、本実施の形態に係る画像読み取り装置１００が適用される画像形成装置１につ
いて説明した図である。
　画像形成装置１は、所謂「タンデム型」のカラープリンタであり、画像データに基づき
記録材の一例としての用紙に画像を形成する画像形成部１０と、画像形成装置１全体の動
作制御や例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等との通信、画像データに対して行う画
像処理等を実行する主制御部５０と、ユーザからの操作入力の受付やユーザに対する各種
情報の表示を行うユーザインターフェース（ＵＩ）部９０と、画像形成部１０により用紙
に形成された画像の調整を行なうために用紙の画像を読み取る読み取り手段の一例として
の画像読み取り装置１００と、を備えている。
【００１６】
＜画像形成部の説明＞
　画像形成部１０は、例えば電子写真方式により画像を形成する機能部であって、並列的
に配置されるトナー像形成手段の一例としての６つの画像形成ユニット１１Ｃ,１１Ｍ,１
１ＨＣ,１１ＨＭ,１１Ｙ,１１Ｋ（以下、「画像形成ユニット１１」）と、各画像形成ユ
ニット１１の感光体ドラム１２に形成された各色トナー像が転写される中間転写ベルト２
０と、各画像形成ユニット１１にて形成された各色トナー像を中間転写ベルト２０に転写
（一次転写）する一次転写ロール２１と、を備えている。さらに、中間転写ベルト２０上
に重畳して転写された各色トナー像を用紙に一括転写（二次転写）する二次転写ロール２
２と、二次転写された各色トナー像を用紙に定着させる定着手段（定着装置）の一例とし
ての定着ユニット６０と、を備えている。なお二次転写ロール２２が配置され、中間転写
ベルト２０上の各色トナー像が用紙に二次転写される領域を、以下、「二次転写領域Ｔｒ
」という。
【００１７】
　また画像形成部１０は、定着ユニット６０にて用紙上に定着された各色トナー像を冷却
し、用紙上への各色トナー像の定着を促進する冷却部の一例としての冷却ユニット８０と
、用紙の曲がり（カール）を矯正するカール矯正ユニット８５とを備えている。なお本実
施の形態の画像形成装置１では、中間転写ベルト２０、一次転写ロール２１、および二次
転写ロール２２によりトナー像を用紙に転写する転写手段が構成される。
【００１８】
＜画像形成ユニットの説明＞
　各画像形成ユニット１１は、機能部材として、例えば、静電潜像が形成され、その後に
各色トナー像が形成される感光体ドラム１２と、感光体ドラム１２の表面を予め定められ
た電位で帯電する帯電器１３と、帯電器１３により帯電された感光体ドラム１２を画像デ
ータに基づいて露光する露光器１４と、感光体ドラム１２上に形成された静電潜像を各色
トナーにより現像する現像器１５と、転写後の感光体ドラム１２表面を清掃するクリーナ
１６と、を備えている。
　各画像形成ユニット１１の現像器１５各々は、各色トナーを貯蔵するトナー容器１７Ｃ
,１７Ｍ,１７ＨＣ,１７ＨＭ,１７Ｙ,１７Ｋ（以下、「トナー容器１７」）とトナー搬送
路（不図示）で連結されている。そして、トナー搬送路中に設けられた補給用スクリュー
（不図示）によりトナー容器１７から現像器１５に各色トナーが補給されるように構成さ
れている。
【００１９】
　画像形成ユニット１１各々は、現像器１５に収容されるトナーを除いて略同様に構成さ
れ、それぞれがＣ（シアン）色、Ｍ（マゼンタ）色、ＨＣ（高彩度シアン）色、ＨＭ（高
彩度マゼンタ）色、Ｙ（イエロー）色、Ｋ（ブラック）色のトナー像を形成する。ここで
のＨＣ色は、シアン色系の色相を有し、Ｃ色よりも色調が明るく彩度が相対的に高いシア
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ン色であり、ＨＭ色は、マゼンタ色系の色相を有し、Ｍ色よりも色調が明るく彩度が相対
的に高いマゼンタ色である。
【００２０】
＜定着ユニットの説明＞
　図２は、定着ユニット６０の構成を説明するための断面構成図である。
　この定着ユニット６０は、用紙を加熱する定着ベルトモジュール６１と、定着ベルトモ
ジュール６１に対して接離自在に構成された加圧ロール６２とで主要部が構成されている
。
　定着ベルトモジュール６１は、定着ベルト６１０と、定着ベルト６１０を張架しながら
回転動作し、定着ベルトモジュール６１と加圧ロール６２とが圧接（互いに押圧されなが
ら接触）する領域であるニップ部Ｎにて定着ベルト６１０を内側から加熱する定着ロール
６１１と、定着ベルト６１０を内側から張架しながら定着ベルト６１０を加熱する内部加
熱ロール６１２、定着ベルト６１０を外側から張架しながら定着ベルト６１０を加熱する
外部加熱ロール６１３と、を備えている。また、定着ベルトモジュール６１は、定着ロー
ル６１１と内部加熱ロール６１２との間（ニップ部Ｎの上流側）で定着ベルト６１０を張
架する張架ロール６１４と、ニップ部Ｎ内の下流側領域であって定着ロール６１１の近傍
位置に配置された剥離パッド６４と、ニップ部Ｎの下流側において定着ベルト６１０を張
架する張架ロール６１５と、を備えている。また定着ロール６１１、内部加熱ロール６１
２、および外部加熱ロール６１３には、加熱源として内部にハロゲンヒータ７１、ハロゲ
ンヒータ７２、ハロゲンヒータ７３がそれぞれ配置されている。
【００２１】
＜画像形成装置における用紙搬送系の説明＞
　また、画像形成部１０は、用紙搬送系として、用紙を収容する複数（本実施の形態では
２個）の用紙収容容器４０Ａ,４０Ｂと、この用紙収容容器４０Ａ,４０Ｂに収容された用
紙を繰り出して搬送する繰出しロール４１Ａ,４１Ｂと、用紙収容容器４０Ａからの用紙
を搬送する第１搬送路Ｒ１と、用紙収容容器４０Ｂからの用紙を搬送する第２搬送路Ｒ２
と、を備えている。さらに、画像形成部１０は、用紙収容容器４０Ａおよび用紙収容容器
４０Ｂからの用紙を二次転写領域Ｔｒに向けて搬送する第３搬送路Ｒ３と、を備えている
。加えて、画像形成部１０は、二次転写領域Ｔｒにて各色トナー像が転写された用紙を定
着ユニット６０、冷却ユニット８０、カール矯正ユニット８５、および画像読み取り装置
１００を通過するように搬送する第４搬送路Ｒ４と、画像読み取り装置１００からの用紙
を画像形成装置１の排出部に設けられた用紙積載部４４に向けて搬送する第５搬送路Ｒ５
と、を備えている。
　第１搬送路Ｒ１から第５搬送路Ｒ５は、それぞれに沿って搬送ロールや搬送ベルトが配
置され、送られてくる用紙を順次、搬送する。
【００２２】
＜両面搬送系の説明＞
　また、画像形成部１０は、両面搬送系として、定着ユニット６０で第１面に各色トナー
像が定着された用紙を一旦保持する中間用紙収容容器４２と、画像読み取り装置１００か
らの用紙を中間用紙収容容器４２に向けて搬送する第６搬送路Ｒ６と、中間用紙収容容器
４２に収容された用紙を上記の第３搬送路Ｒ３に向けて搬送する第７搬送路Ｒ７と、を備
えている。さらに、画像形成部１０は、画像読み取り装置１００の用紙搬送方向下流側に
配置され、用紙を用紙積載部４４に向けて搬送する第５搬送路Ｒ５と中間用紙収容容器４
２に搬送する第６搬送路Ｒ６とに選択的に振り分ける振分機構部４３と、中間用紙収容容
器４２に収容された用紙を繰り出して第７搬送路Ｒ７に向けて搬送する繰出しロール４５
と、を備えている。
【００２３】
＜画像形成動作の説明＞
　次に、図１および図２を用いて、本実施の形態に係る画像形成装置１での基本的な画像
形成動作について説明する。
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　画像形成部１０の画像形成ユニット１１各々は、上記の機能部材を用いた電子写真プロ
セスによりＣ色,Ｍ色,ＨＣ色,ＨＭ色,Ｙ色,Ｋ色の各色トナー像を形成する。各画像形成
ユニット１１にて形成された各色トナー像は、一次転写ロール２１により中間転写ベルト
２０上に順に一次転写され、各色トナーが重畳された合成トナー像を形成する。中間転写
ベルト２０上の合成トナー像は、中間転写ベルト２０の移動（矢印方向）に伴って二次転
写ロール２２が配置された二次転写領域Ｔｒに搬送される。
【００２４】
　一方、用紙搬送系では、各画像形成ユニット１１での画像形成の開始タイミングに合わ
せて繰出しロール４１Ａ,４１Ｂが回転動作し、用紙収容容器４０Ａおよび用紙収容容器
４０Ｂの中から例えばＵＩ部９０にて指定された方の用紙が繰出しロール４１Ａ,４１Ｂ
により繰り出される。繰出しロール４１Ａ,４１Ｂにより繰り出された用紙は、第１搬送
路Ｒ１または第２搬送路Ｒ２と、第３搬送路Ｒ３とに沿って搬送され、二次転写領域Ｔｒ
に到達する。
　二次転写領域Ｔｒでは、二次転写ロール２２により形成された転写電界によって、中間
転写ベルト２０上に保持された合成トナー像が用紙に一括して二次転写される。
【００２５】
　その後、合成トナー像が転写された用紙は、中間転写ベルト２０から分離され、第４搬
送路Ｒ４に沿って定着ユニット６０のニップ部Ｎに向けて搬送される。そして、ニップ部
Ｎを通過する用紙表面の未定着トナー像は、主としてロールニップ部Ｎ１に作用する圧力
と熱とにより用紙に定着される。
【００２６】
　すなわち、本実施の形態の定着ユニット６０では、ロールニップ部Ｎ１に作用する熱は
主に定着ベルト６１０によって供給される。定着ベルト６１０は、定着ロール６１１の内
部に配置されたハロゲンヒータ７１から定着ロール６１１を介して供給される熱と、内部
加熱ロール６１２の内部に配置されたハロゲンヒータ７２から内部加熱ロール６１２を介
して供給される熱と、外部加熱ロール６１３の内部に配置されたハロゲンヒータ７３から
外部加熱ロール６１３を介して供給される熱とによって加熱される。それにより、定着ロ
ール６１１だけでなく、内部加熱ロール６１２および外部加熱ロール６１３からも熱エネ
ルギーが補給されるので、ロールニップ部Ｎ１においては、プロセススピードが高速であ
っても充分な熱量が確保される。
【００２７】
　ロールニップ部Ｎ１を通過した後には、用紙は剥離パッドニップ部Ｎ２に搬送される。
剥離パッドニップ部Ｎ２は、加圧ロール６２に剥離パッド６４が押圧されて、定着ベルト
６１０が加圧ロール６２に圧接するように構成されている。したがって、ロールニップ部
Ｎ１は定着ロール６１１の曲率によって下に凸である湾曲した形状を有するのに対し、剥
離パッドニップ部Ｎ２は加圧ロール６２の曲率によって上に凸である湾曲した形状を有し
ている。
　そのため、ロールニップ部Ｎ１において定着ロール６１１の曲率のもとで加熱加圧され
た用紙は、剥離パッドニップ部Ｎ２において加圧ロール６２による相反する方向に向いた
曲率に進行方向が変化させられる。その際に、用紙上のトナー像と定着ベルト６１０表面
との間で微小なマイクロスリップが生じる。それによって、トナー像と定着ベルト６１０
との付着力が弱められ、用紙は定着ベルト６１０から剥離され易い状態が形成される。こ
のように、剥離パッドニップ部Ｎ２は、最終の剥離工程で確実に剥離が行なわれるための
準備工程にも位置付けられる。
【００２８】
　そして、剥離パッドニップ部Ｎ２の出口では、定着ベルト６１０は剥離パッド６４に巻
き付くように搬送されるので、定着ベルト６１０の搬送方向はそこで急激に変化する。す
なわち、定着ベルト６１０は剥離パッド６４の外側面に沿って移動するため、定着ベルト
６１０の屈曲は大きなものとなる。そのため、剥離パッドニップ部Ｎ２内において定着ベ
ルト６１０との付着力が予め弱められた用紙は、用紙自身が有している紙のコシによって
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定着ベルト６１０から分離する。
【００２９】
　そして、定着ベルト６１０から分離された用紙は、剥離パッドニップ部Ｎ２の下流側に
配置された剥離案内板６９により、その進行方向が導かれる。剥離案内板６９により案内
された用紙は、その後、排紙ベルト７９によって冷却ユニット８０に向けて搬送され、冷
却ユニット８０にて冷却される。そしてカール矯正ユニット８５にて用紙の曲がりが矯正
され、画像読み取り装置１００により用紙に記録された画像が読み取られた後、画像読み
取り装置１００を通過した用紙は、振分機構部４３により、片面印刷時には第５搬送路Ｒ
５に導かれて、用紙積載部４４に向けて搬送される。
　なお、一次転写後に感光体ドラム１２に付着しているトナー（一次転写残トナー）、お
よび二次転写後に中間転写ベルト２０に付着しているトナー（二次転写残トナー）は、そ
れぞれクリーナ１６、およびベルトクリーナ２６によって除去される。
【００３０】
　一方、両面印刷時には、上述した過程によって用紙の第１面上に定着画像が形成された
用紙は、画像読み取り装置１００を通過した後、振分機構部４３により第６搬送路Ｒ６に
導かれ、第６搬送路Ｒ６を中間用紙収容容器４２に向けて搬送される。そして再び、各画
像形成ユニット１１による第２面の画像形成の開始タイミングに合わせて繰出しロール４
５が回転し、中間用紙収容容器４２から用紙が繰り出される。繰出しロール４１Ａ，４１
Ｂにより繰り出された用紙は、第７搬送路Ｒ７および第３搬送路Ｒ３に沿って搬送され、
二次転写領域Ｔｒに到達する。
　二次転写領域Ｔｒでは、第１面の場合と同様にして、二次転写ロール２２により形成さ
れた転写電界によって、中間転写ベルト２０上に保持された第２面の各色トナー像が用紙
に一括して二次転写される。
【００３１】
　そして、両面にトナー像が転写された用紙は、第１面の場合と同様に定着ユニット６０
にて定着され、冷却ユニット８０にて冷却され、さらにはカール矯正ユニット８５にて用
紙の曲がりが矯正され、画像読み取り装置１００により用紙に記録された画像が読み取ら
れる。その後、画像読み取り装置１００を通過した用紙は、振分機構部４３により第５搬
送路Ｒ５に導かれて、用紙積載部４４に向けて搬送される。
　このようにして、画像形成装置１での画像形成処理がプリント枚数分のサイクルだけ繰
り返し実行される。
【００３２】
＜画像読み取り装置の説明＞
　図３は、本実施の形態の画像読み取り装置１００について説明した図である。
　本実施の形態において画像読み取り装置１００は、定着ユニット６０によりトナー像が
定着された用紙の画像を読み取る読み取り手段の一例である。そして画像読み取り装置１
００は、画像が形成された用紙に対して光を照射する光源１１０と、画像読み取り装置１
００を調整するために種々の測定面を有する測定部の一例としての読み取り精度測定ユニ
ット１２０と、用紙や読み取り精度測定ユニット１２０で反射した光を導く光学系１３０
と、光学系１３０で導かれた光を光量データに変換するＣＣＤ(電荷結合素子：Charge Co
upled Device)センサ１４０と、詳しくは後述するが、読み取り精度測定ユニット１２０
の反射面に光源１１０からの光を照射したときに生成される光量値と予め定められた光量
値との相関式を導出する処理部１５０とを備える。
【００３３】
　光源１１０は、本実施の形態では、一対の直管のキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１
ｂにより構成される。そしてガイド面１０１に案内されて搬送面を通過する用紙に対し光
を照射し、用紙に形成された画像の情報としての反射光を生成させる。
　本実施の形態において、光源１１０を一対のキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂに
より構成することで、用紙が搬送面から傾いて搬送される場合でも用紙に照射される光の
照度に変化が生じにくくなる。即ち、キセノン蛍光ランプが１つであると用紙が傾いたと
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きに用紙に照射される光の照度に変化が生じやすく、この場合、画像を正常に読み取れな
いときがある。
【００３４】
　図４は、読み取り精度測定ユニット１２０について説明した図である。
　本実施の形態において読み取り精度測定ユニット１２０は、側部に１２の面を有する十
二面柱ロールである。そしてこの面が画像読み取り装置１００を調整するための種々の測
定面となっている。読み取り精度測定ユニット１２０は、例えば、アルミニウムからなり
、切削加工により１２の面が加工される。そして測定誤差を抑制する観点から、表面を黒
色アルマイト処理し、予め定められた面に測定用チャートを両面テープ等により貼り付け
ることにより作製される。そして読み取り精度測定ユニット１２０は、軸部１２１にステ
ッピングモータ（図示せず）および減速ギヤ（図示せず）が接続されており、軸部１２１
を中心に回転可能となっている。そしてこれにより画像読み取り装置１００を調整するた
めに必要な測定面を用紙の搬送面側に向けることができる。
【００３５】
　本実施の形態では、測定面として測定面１２４，１２６が設けられる。そして測定面１
２４，１２６には、予め定められた異なる色からなる複数の反射面が配される。詳しくは
後述するが、本実施の形態では、測定面１２４には、反射面として白色の色校正を行なう
白色基準板を設けている。また測定面１２６には、反射面としてカラーの色校正を行なう
ために種々のカラーパッチからなる色基準板を設けている。
【００３６】
　なお本実施の形態において、読み取り精度測定ユニット１２０には、測定面１２４，１
２６の他に待避面１２２および用紙保持面１２３が設けられている。
　待避面１２２は、読み取り精度測定ユニット１２０と用紙との干渉を避けるための面で
ある。詳しくは後述するが、本実施の形態において画像読み取り装置１００が動作するの
は、例えば画像形成装置１の電源がＯＮになったときなどに、画像読み取り装置１００や
画像形成ユニット１１のキャリブレーションを行なう場合である。そのため通常の画像形
成時は、画像読み取り装置１００は、動作せず、用紙は画像読み取り装置１００を通過す
るだけとなる。そのため通常の画像形成時は、読み取り精度測定ユニット１２０は、用紙
と非接触の位置に待避することが好ましい。待避面１２２は、他の測定面に比較してより
大きい面積の面を形成させた面であり、読み取り精度測定ユニット１２０の側部の１２の
面を作製する際に、他の面よりも、より多く切削加工を行なうことで作製することができ
る。そして、読み取り精度測定ユニット１２０を回転させ、この待避面１２２を用紙の搬
送面側に向けた際には、待避面１２２は、用紙の搬送面より下側となり、用紙と待避面１
２２とは、干渉しなくなる。これにより読み取り精度測定ユニット１２０は、通常の画像
形成時は、用紙と非接触の位置に待避することができる。
【００３７】
　用紙保持面１２３は、画像形成ユニット１１のキャリブレーションを行なう際に、用紙
の搬送面側に向ける面である。用紙保持面１２３を用紙の搬送面側に向けた場合、用紙保
持面１２３は、用紙の搬送面よりわずかに上になるように形成される。そして用紙が画像
読み取り装置１００を通過する際には、ガイド面１０１と共に用紙を案内することで、用
紙が予め定められた搬送面に対して、より合致するように用紙を通過させることができる
。そのため、用紙の画像を読み取る際に、読み取りのばらつきをより少なくすることがで
きる。
【００３８】
　図３に戻り、光学系１３０は、ミラー１３１，１３２，１３３と、絞り１３４と、レン
ズ１３５とから構成される。用紙や読み取り精度測定ユニット１２０の測定面で反射した
光は、ミラー１３１，１３２，１３３により反射された後、絞り１３４により予め定めら
れた光量に減光される。絞り１３４は、中心部に窓部１３４ａを有し、窓部１３４ａの部
分を中心に矢印方向に回転可能となっている。そのため絞り１３４を回転させることで、
窓部１３４ａを通過する光量を変化させ、予め定められた光量に減光させることができる
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。そして光は、レンズ１３５により、ライン状に集光され、ＣＣＤセンサ１４０に結像す
る。ここで集光されるラインは、例えば、図３の紙面に対し、垂線方向である。
【００３９】
　ＣＣＤセンサ１４０には、用紙により反射された光を受光する受光部の一例としてのＣ
ＣＤ１４１がライン状に配されている。本実施の形態では、Ｒ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅ
ｎ）、Ｂ（Ｂｌｕｅ）の各色に対応するＣＣＤ１４１が、３列に配列し、用紙に記録され
た画像をＲＧＢの各色で測定することが可能となっている。つまり３ラインカラーＣＣＤ
となっている。そしてＣＣＤ１４１により受光した光は、光電変換されて電荷となる。こ
の電荷は、生成部１４２に転送される。
【００４０】
　生成部１４２では、ＣＣＤ１４１から転送された電荷を検出し電気信号とする。この電
気信号は、画像形成ユニット１１の調整を行なうための情報である光量データ（光量値）
となる。つまり生成部１４２では、ＣＣＤ１４１により受光した光から用紙に形成された
画像の調整を行なうための情報を作成する。ここで情報は、光量データに対応する。なお
ＣＣＤ１４１は、Ｒ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅｎ）、Ｂ（Ｂｌｕｅ）の３色のカラーＣＣ
Ｄであるため、生成部１４２では、それぞれの色に対応した光量データであるＲ信号、Ｇ
信号、Ｂ信号が生成される。
【００４１】
＜測定面の説明＞
　次に読み取り精度測定ユニット１２０に設けられる測定面について更に詳しく説明を行
なう。
　図５は、白色の色校正を行なうための反射面の一例である白色基準板を設けた測定面１
２４について説明した図である。
　図５に示すように測定面１２４には、予め定められた白色のフィルムからなる白色基準
板１２５が、設けられている。本実施の形態では、この白色基準板１２５として、株式会
社東レ製のルミラーＥ２２等を用いることができる。そして例えば、両面テープ等を用い
て、測定面１２４に固定を行なう。
　この白色基準板１２５を用いることで、本実施の形態では、例えば、シェーディング補
正を行なうことができる。即ち、光源１１０であるキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１
ｂの管長方向（主走査方向）に対する光量分布のばらつきの補正を行なうことができる。
【００４２】
　図６は、カラーの色校正を行なうための反射面の一例である色基準板を設けた測定面１
２６について説明した図である。
　図６に示した測定面１２６には、測定面１２６の長尺方向に対し予め定められた異なる
色からなる複数の色基準板が配される。
　図６に示すように本実施の形態では、色基準板として１４枚の異なる色からなるカラー
パッチが用いられる。それぞれの色基準板は、例えば、１０ｍｍ×２０ｍｍの大きさであ
り、主走査方向に対し１列となるように配列する。このうち測定面１２６の長手方向中央
部に対して一方の側に配される７枚の色基準板１２７ａＣ，１２７ａＭ，１２７ａＹ，１
２７ａＲ，１２７ａＧ，１２７ａＢ，１２７ａＰは、いわゆるハイライトの色基準板であ
り、反射率が２０％に設定された色基準板である。本実施の形態では、それぞれＣ（シア
ン）色、Ｍ（マゼンタ）色、Ｙ（イエロー）色、Ｒ（レッド）色、Ｇ（グリーン）色、Ｂ
（ブルー）色、Ｐ（プロセスブラック）色となっている。一方、測定面１２６の長手方向
中心部に対して他方の側に配される７枚の色基準板１２７ｂＣ，１２７ｂＭ，１２７ｂＹ
，１２７ｂＲ，１２７ｂＧ，１２７ｂＢ，１２７ｂＰは、いわゆるシャドーの色基準板で
あり、反射率が６０％に設定されたに対応する色基準板である。そしてそれぞれの色は、
ハイライトの色基準板と同様の順となっている。なお本実施の形態では、以上述べた色基
準板１２７ａＣ，１２７ａＭ，１２７ａＹ，１２７ａＲ，１２７ａＧ，１２７ａＢ，１２
７ａＰ，１２７ｂＣ，１２７ｂＭ，１２７ｂＹ，１２７ｂＲ，１２７ｂＧ，１２７ｂＢ，
１２７ｂＰを総称して色基準板１２７と言うことがある。



(11) JP 5750850 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

【００４３】
＜経時補正式の説明＞
　次に読み取り精度測定ユニット１２０の白色基準板１２５と色基準板１２７に光源１１
０からの光を照射したときに生成される光量データと予め定められた基準時に生成された
光量データから光源１１０の経時変化を表す相関式である経時補正式を求める手順につい
て説明する。
　ここでは、基準時を光源１１０であるキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂの点灯開
始時（Ｔ０）とし、その時に生成された光量データと、キセノン蛍光ランプ１１１ａ，１
１１ｂの点灯開始から累積５００時間後（Ｔ５００）に生成された光量データから経時補
正式を求める場合について説明を行なう。
【００４４】
　まずＴ０において、色基準板１２７のうちＭ色の色基準板１２７ｂＭ，１２７ａＭと白
色基準板１２５に光源１１０から光を照射する。そして光量データとしてＧ信号を取得す
る。ここでは、この光量データをそれぞれｙｉ（ｉ＝１，２，３）とする。
　そしてＴ５００において同様に光量データとしてＧ信号を取得する。ここでは、この光
量データをそれぞれｘｉ（ｉ＝１，２，３）とする。
【００４５】
　以上のように取得したｙｉ，ｘｉ（ｉ＝１，２，３）の一例を、以下の表１に示す。
【００４６】
【表１】

【００４７】
　このｙｉ，ｘｉ（ｉ＝１，２，３）を以下の（１）式に代入し、ａ，ｂの値を求める。
【００４８】

【数１】

【００４９】
　このａ，ｂは、Ｔ０における光量データをｙ、Ｔ５００における光量データをｘとし、
このｙとｘの経時補正式として一次関数ｙ＝ａｘ＋ｂ（ａ：傾き、ｂ：切片）を考えたと
きのａ，ｂとなる。
　表１に示したｙｉ，ｘｉの場合では、ａ＝０．９７８８７７、ｂ＝２５．５１１１１で
あるため、経時補正式は、ｙ＝０．９７８８７７ｘ＋２５．５１１１１となる。
　また図７に、ｘｉ，ｙｉ（ｉ＝１，２，３）の各点、およびこの経時補正式のグラフを
示す。このように反射率が異なる基準板である白色基準板１２５や色基準板１２７を使用
することで、光源１１０の経時変化を表す経時補正式を求めることができる。そしてこの
経時補正式を使用することで、光源１１０から照射される光の分光放射特性が変化しても
読み取り値を補正することができる。
【００５０】
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　また光量データとしてＲ信号、Ｂ信号を使用した場合についても同様に経時補正式を導
出する。
【００５１】
　更に他の色基準板１２７を使用した場合の経時補正式を導出する。つまりＣ色（色基準
板１２７ｂＣと色基準板１２７ａＣ）、Ｙ色（色基準板１２７ｂＹと色基準板１２７ａＹ
）、Ｒ色（色基準板１２７ｂＲと色基準板１２７ａＲ）、Ｇ色（色基準板１２７ｂＧと色
基準板１２７ａＧ）、Ｂ色（色基準板１２７ｂＢと色基準板１２７ａＢ）、Ｐ色（色基準
板１２７ｂＰと色基準板１２７ａＰ）の各組み合わせ、およびこれらと白色基準板１２５
を使用して、Ｇ信号、Ｒ信号、Ｂ信号について経時補正式を導出する。以上により上述し
た各色についてＧ，Ｂ，Ｒの３色に対応した経時補正式が導出される。
【００５２】
＜機差補正式の説明＞
　次に読み取り精度測定ユニット１２０の白色基準板１２５と色基準板１２７に光源１１
０からの光を照射したときに生成される光量データと予め定められた光量データから光量
データ読み取りの装置間機差を表す相関式である機差補正式を求める手順について説明す
る。
　ここでは、標準的な部品で構成され、読み取る光量データに偏りがない画像読み取り装
置１００である標準機体を使用して求めた光量データを、予め定められた光量データとし
て設定する。そしてこの予め定められた光量データとの比較で補正を行ないたい画像読み
取り装置１００（以下、「機体Ａ」と呼ぶ。）の装置間機差を表す機差補正式を求める。
【００５３】
　まずＴ０において、標準機体を用いて色基準板１２７のうちＭ色の色基準板１２７ｂＭ
，１２７ａＭと白色基準板１２５に光源１１０から光を照射し、光量データであるＧ信号
を取得しておく。ここでは、この光量データをそれぞれｙｉ（ｉ＝１，２，３）とする。
　そして同様にＴ０において、機体Ａにおける標準機体の色基準板１２７のうちＭ色の色
基準板１２７ｂＭ，１２７ａＭと白色基準板１２５を用いて光量データであるＧ信号を取
得する。ここでは、この光量データをそれぞれｘｉ（ｉ＝１，２，３）とする。
【００５４】
　以上のように取得したｙｉ，ｘｉ（ｉ＝１，２，３）の一例を、以下の表２に示す。
【００５５】
【表２】

【００５６】
　このｙｉ，ｘｉ（ｉ＝１，２，３）を上記の（１）式に代入し、ａ，ｂの値を求める。
【００５７】
　このａ，ｂは、Ｔ０における標準機体の光量データをｙ、Ｔ０における機体Ａの光量デ
ータをｘとし、このｙとｘの機差補正式として一次関数ｙ＝ａｘ＋ｂ（ａ：傾き、ｂ：切
片）を考えたときのａ，ｂとなる。
　表１に示したｙｉ，ｘｉの場合では、ａ＝１．００７０９１、ｂ＝－８．６１１６８で
あるため、機差補正式は、ｙ＝１．００７０９１ｘ－８．６１１６８となる。
　また図８に、ｘｉ，ｙｉ（ｉ＝１，２，３）の各点、およびこの機差補正式のグラフを
示す。このように反射率が異なる基準板である白色基準板１２５や色基準板１２７を使用
することで、画像読み取り装置１００の装置間機差を表す機差補正式を求めることができ
る。そしてこの機差補正式を使用することで、装置間機差に起因する読み取り値の変化の
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補正を行なうことができる。
【００５８】
　また光量データとしてＲ信号、Ｂ信号を使用した場合についても同様に機差補正式を導
出する。
【００５９】
　更に他の色基準板１２７を使用した場合の機差補正式を導出する。つまりＣ色（色基準
板１２７ｂＣと色基準板１２７ａＣ）、Ｙ色（色基準板１２７ｂＹと色基準板１２７ａＹ
）、Ｒ色（色基準板１２７ｂＲと色基準板１２７ａＲ）、Ｇ色（色基準板１２７ｂＧと色
基準板１２７ａＧ）、Ｂ色（色基準板１２７ｂＢと色基準板１２７ａＢ）、Ｐ色（色基準
板１２７ｂＰと色基準板１２７ａＰ）の各組み合わせ、およびこれらと白色基準板１２５
を使用して、Ｇ信号、Ｒ信号、Ｂ信号について機差補正式を導出する。以上により上述し
た各色についてＧ，Ｂ，Ｒの３色に対応した機差補正式が導出される。
【００６０】
　なお以上述べた例では、経時補正式や機差補正式として一次関数ｙ＝ａｘ＋ｂを考えた
が、これに限られるものではなく、二次関数ｙ＝ａｘ２＋ｂｘ＋ｃ等の更に高次の関数を
設定してもよい。また経時補正式や機差補正式としてとして一次関数ｙ＝ａｘ＋ｂを求め
る場合、上述した例ではｘｉ，ｙｉ（ｉ＝１，２，３）で規定される３点を使用したが、
少なくとも２点使用すれば求めることができる。更に上述した例では、Ｔ０およびＴ５０
０についての光量データを使用したが、これに限られるものではなく、自由に設定が可能
である。
【００６１】
　次に上述した経時補正式の具体的な利用方法について説明する。
　図９は、経時補正式を利用して画像読み取り装置１００の読み取り値の経時補正を行な
う第１の例について説明したフローチャートである。
　まず画像形成装置１の主制御部５０（図１参照）が画像読み取り装置１００に対し、起
動コマンドを送信する（ステップ１０１）。画像読み取り装置１００に送られた起動コマ
ンドは、画像読み取り装置１００の処理部１５０（図３参照）により受信される。そして
処理部１５０は、まず光源１１０が点灯状態であるか否かを判定する（ステップ１０２）
。そして光源１１０が点灯状態でない場合は、光源１１０を点灯させる（ステップ１０３
）。そして光源１１０が点灯状態のもとで処理部１５０は、ＣＣＤセンサ１４０のゲイン
／オフセット調整を行なう（ステップ１０４）。次に処理部１５０は、読み取り精度測定
ユニット１２０を回転させ、白色基準板１２５を設けた測定面１２４を用紙の搬送面側に
向ける。そして光源１１０により白色基準板１２５に光を照射し、白色基準板１２５によ
る光量データを取得し（ステップ１０５）、シェーディング補正を行なう（ステップ１０
６）。次に処理部１５０は、再び読み取り精度測定ユニット１２０を回転させ、色基準板
１２７を設けた測定面１２６を用紙の搬送面側に向ける。そして光源１１０により色基準
板１２７に光を照射し、色基準板１２７による光量データを取得する（ステップ１０７）
。
【００６２】
　そして処理部１５０は、白色基準板１２５および色基準板１２７により取得された光量
データにより経時補正式を導出する（ステップ１０８）。以上により画像読み取り装置１
００のキャリブレーションが終了し、画像を読み取る準備が完了する。そして処理部１５
０は、読み取り準備完了コマンドを主制御部５０に対し送信する（ステップ１０９）。
【００６３】
　読み取り準備完了コマンドを受信した主制御部５０は、画像形成部１０（図１参照）に
よりテストチャートを印刷し、印刷されたテストチャートは画像読み取り装置１００に搬
送される（ステップ１１０）。そして画像読み取り装置１００は、テストチャートを読み
取り、その光量データとしての読み取り値は処理部１５０に送られる（ステップ１１１）
。次に処理部１５０は、この読み取り値に対し、経時補正式を使用して読み取り値の経時
補正を行なう（ステップ１１２）。ここでテストチャートには、上述したＣ（シアン）色
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、Ｍ（マゼンタ）色、Ｙ（イエロー）色、Ｒ（レッド）色、Ｇ（グリーン）色、Ｂ（ブル
ー）色、Ｐ（プロセスブラック）色のテストパターンが印刷されている。そしてこの各色
について、Ｒ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅｎ）、Ｂ（Ｂｌｕｅ）についての各経時補正式を
用いて経時補正を行なう。なおテストパターンには、黒色としてＰ（プロセスブラック）
色の他に、Ｋ（ブラック）色によるテストパターンも印刷されている。このＫ（ブラック
）色に対する経時補正は、Ｐ（プロセスブラック）色の経時補正式をそのまま使用するこ
とができる。
【００６４】
　そして処理部１５０は、補正後の読み取り値を主制御部５０に送信する（ステップ１１
３）。主制御部５０は、補正後の読み取り値を基にして、画像形成ユニット１１で形成さ
れるトナー像の調整を行なうために各補正／変換パラメータの修正を行なう（ステップ１
１４）。これにより画像形成ユニット１１のキャリブレーションを行なうことができる。
【００６５】
　これにより経時補正式を利用して画像読み取り装置１００の読み取り値の経時補正を行
なうことができる。この読み取り値の経時変化が生じるのは、例えば光源１１０であるキ
セノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂの分光放射特性が経時変化するためである。つまり
キセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂが発光するのは、まずキセノン蛍光ランプ１１１
ａ，１１１ｂ中に封入されているキセノンガスが放電により励起することで紫外線が発生
し、この紫外線がキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂ内側に塗布されている蛍光体に
より可視光に変換されることによる。そしてこの蛍光体は、Ｒ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅ
ｎ）、Ｂ（Ｂｌｕｅ）の３色で発光するものが混合されており、それにより予め定められ
た色温度の白色光で発光する。ただしこの蛍光体は、特にＢ（Ｂｌｕｅ）の蛍光体につい
て劣化しやすい。そのためＲ（Ｒｅｄ）、Ｇ（Ｇｒｅｅｎ）よりＢ（Ｂｌｕｅ）の発光が
相対的に低くなりやすく、そのためキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂの分光放射特
性が変化する。
【００６６】
　図１０は、経時補正式を利用して画像読み取り装置１００の読み取り値の経時補正を行
なう第２の例について説明したフローチャートである。
　ここで、ステップ２０１～ステップ２０７の処理は、図９で説明を行なったステップ１
０１～ステップ１０７の処理と同様である。
　図１０においては、色基準板１２７による光量データを取得した後、処理部１５０は、
白色基準板１２５による光量データおよび色基準板１２７による光量データについて、Ｔ
０における光量データとの差分を算出する（ステップ２０８）。そしてこの差分の絶対値
が予め定められた閾値以上であるか否かの判定を行なう（ステップ２０９）。このとき差
分の絶対値が予め定められた閾値未満であった場合は、ステップ２１０～ステップ２１６
の処理を行なう。このステップ２１０～ステップ２１６の処理は、図９で説明を行なった
ステップ１０８～ステップ１１４の処理と同様である。
【００６７】
　またステップ２０９において、差分の絶対値が予め定められた閾値以上であった場合は
、処理部１５０は、主制御部５０に対し光源１１０が交換時期である旨の信号を送信する
（ステップ２１７）。そして主制御部５０は、ユーザインターフェース部９０（図１参照
）に光源１１０であるキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂの交換を促すメッセージを
表示し、ユーザに通知を行なう（ステップ２１８）。
【００６８】
　このような処理を行なうことで、光量データを利用して光源１１０の交換を適切な時期
にユーザに通知することができる。
【００６９】
　図１１は、経時補正式を利用して画像読み取り装置１００の読み取り値の経時補正を行
なう第３の例について説明したフローチャートである。
　ここで、ステップ３０１～ステップ３０８の処理は、図９で説明を行なったステップ１
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０１～ステップ１０８の処理と同様である。
　図１１においては、経時補正式を導出した後、処理部１５０は、経時補正式の傾き（ａ
）および切片（ｂ）が、予め定められた閾値の範囲内であるか否かの判定を行なう（ステ
ップ３０９）。このとき傾きおよび切片が、予め定められた閾値の範囲内であった場合は
、ステップ３１０～ステップ３１５の処理を行なう。このステップ３１０～ステップ３１
５の処理は、図９で説明を行なったステップ１０９～ステップ１１４の処理と同様である
。
【００７０】
　またステップ３０９において、傾きおよび切片が予め定められた閾値の範囲を超えた場
合は、処理部１５０は、主制御部５０に対し光源１１０が交換時期である旨の信号を送信
する（ステップ３１６）。そして主制御部５０は、ユーザインターフェース部９０（図１
参照）に光源１１０であるキセノン蛍光ランプ１１１ａ，１１１ｂの交換を促すメッセー
ジを表示し、ユーザに通知を行なう（ステップ３１７）。
【００７１】
　このような処理を行なうことで、経時補正式を利用して光源１１０の交換を適切な時期
にユーザに通知することができる。
【００７２】
　図１２は、経時補正式を利用して画像読み取り装置１００の読み取り値の経時補正を行
なう第４の例について説明したフローチャートである。
　ここで、ステップ４０１～ステップ４０７の処理は、図９で説明を行なったステップ１
０１～ステップ１０７の処理と同様である。
　図１２においては、色基準板１２７による光量データを取得した後、処理部１５０は、
この光量データと前回経時補正式を導出したときの光量データとの差分を求める（ステッ
プ４０８）。そして、この差分の絶対値が予め定められた閾値以上であるか否かの判定を
行なう（ステップ４０９）。このとき差分の絶対値が予め定められた閾値以上であった場
合は、経時補正式を導出する（ステップ４１０）。そして以後ステップ４１２～ステップ
４１７の処理を行なう。このステップ４１２～ステップ４１７の処理は、図９で説明を行
なったステップ１０９～ステップ１１４の処理と同様である。
【００７３】
　またステップ４０９において、差分の絶対値が予め定められた閾値未満であった場合は
、経時補正式を導出しない（ステップ４１１）。つまり経時補正式を更新せずに、前回導
出した経時補正式を使用する。そして以後ステップ４１２～ステップ４１７の処理を行な
う。
【００７４】
　このような処理を行なうことで、必要なときに経時補正式を更新することができる。つ
まり統計的に有意な場合のみに経時補正式を更新することができる。
【００７５】
　図１３は、経時補正式を利用して画像読み取り装置１００の読み取り値の経時補正を行
なう第５の例について説明したフローチャートである。
　ここで、ステップ５０１～ステップ５０８の処理は、図９で説明を行なったステップ１
０１～ステップ１０８の処理と同様である。
　図１３においては、経時補正式を導出した後、処理部１５０は、経時補正式の傾き（ａ
）および切片（ｂ）について、前回経時補正式を導出したときの傾きおよび切片との差分
を求める（ステップ５０９）。そして、この差分の絶対値が予め定められた閾値以上であ
るか否かの判定を行なう（ステップ５１０）。このとき差分の絶対値が予め定められた閾
値以上であった場合は、経時補正式を更新する（ステップ５１２）。そして以後ステップ
５１３～ステップ５１８の処理を行なう。このステップ５１３～ステップ５１８の処理は
、図９で説明を行なったステップ１０９～ステップ１１４の処理と同様である。
【００７６】
　またステップ５１０において、差分の絶対値が予め定められた閾値未満であった場合は
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る。そして以後ステップ５１３～ステップ５１８の処理を行なう。
【００７７】
　この場合についても、必要なときに経時補正式を更新することができる。
【００７８】
　次に上述した機差補正式の具体的な利用方法について説明する。
　図１４は、機差補正式を利用して画像読み取り装置１００の装置間機差で生ずる読み取
り値の機差補正を行なう例について説明したフローチャートである。
　ここで、ステップ６０１～ステップ６０７の処理は、図９で説明を行なったステップ１
０１～ステップ１０７の処理と同様である。
　図１４においては、色基準板１２７による光量データを取得した後、処理部１５０は、
白色基準板１２５および色基準板１２７により取得された光量データにより機差補正式を
導出する（ステップ６０８）。そして以後、ステップ６０９～ステップ６１４の処理を行
なう。このステップ６０９～ステップ６１４の処理は、図９で説明を行なったステップ１
０９～ステップ１１４の処理とほぼ同様であるが、ステップ６１２において処理部１５０
は、読み取った光量データに対し、機差補正式を使用して画像読み取り装置１００の装置
機差の補正を行なう、という点で異なる。
【００７９】
　このような処理を画像形成装置１の出荷前に行なうことで、画像読み取り装置１００に
より読み取られる読み取り値の装置間機差を抑制し、読み取り値を一致させやすくなる。
【００８０】
　なお上述した処理部１５０が行なっていた処理は、主制御部５０で行なうことが可能で
ある。即ち、処理部１５０を設けず、主制御部５０によって一連の処理を行なってもよい
。
【００８１】
　また以上詳述した画像読み取り装置１００は、画像形成装置１の画像形成ユニット１１
の調整を行なうための装置であるとして説明を行なったが、これに限られるものではない
。例えば、プラテンガラス上に原稿等の画像が形成された用紙を載せ、光源によりこの原
稿に光を照射して、反射光をＣＣＤセンサ等で読み取る一般的なスキャナ等の画像読み取
り装置でも適用可能である。
【００８２】
　更に以上詳述した画像読み取り装置１００は、トナー像を形成させることで画像を形成
する画像形成装置１に対して適用されるものとして説明を行なったが、これに限られるも
のではない。例えば、インクジェット方式により画像を形成させる画像形成装置に対して
も適用が可能である。
【符号の説明】
【００８３】
１…画像形成装置、１１…画像形成ユニット、１００…画像読み取り装置、１１０…光源
、１２０…読み取り精度測定ユニット、１２４，１２６…測定面、１２５…白色基準板、
１２７…色基準板、１４０…ＣＣＤセンサ、１４１…ＣＣＤ、１４２…生成部、１５０…
処理部
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