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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライン状に配置された原稿画像読取手段に対して相対移動する原稿の原稿画像を読み取
る原稿画像読取装置において、
　原稿を載置する原稿載置手段と、上記原稿載置手段に載置された原稿束の原稿を一枚毎
に分離する原稿分離手段と、上記原稿分離手段で一枚毎に分離された原稿を読み取り位置
に搬送する搬送手段と、上記搬送手段で上記読み取り位置に搬送される原稿の原稿画像を
読み取るライン状に配置された原稿画像読取手段と、上記原稿画像読取手段の配置された
ライン方向に対して原稿を所定角度に傾けるように上記原稿載置手段の原稿載置部にて原
稿の載置位置の左右の位置に位置差を形成する原稿左右位置差形成手段と、上記原稿画像
読取手段により読み取られた画像データ上の筋のノイズ成分を検知するノイズ成分検知手
段とを備えた原稿画像読取装置であって、
　上記ノイズ成分検知手段は、上記原稿画像読取手段の読み取り開始より上記画像データ
上に筋の成分が検知された場合に、該成分が異物によるノイズ成分であると判断すること
を特徴とする原稿画像読取装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の原稿画像読取装置において、原稿画像読取手段は、ノイズ成分検知手
段の読み取る読み取り画像データ上の筋のノイズ成分の検知により異物検知の警告をする
警告手段を備えることを特徴とする原稿画像読取装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の原稿画像読取装置において、原稿画像読取手段は、ノイズ成分
検知手段の読み取る読み取り画像データ上の筋のノイズ成分の検知により、読み取り位置
のコンタクトガラス上の異物を除去する異物除去手段を備えることを特徴とする原稿画像
読取装置。
【請求項４】
　請求項１、２又は３に記載の原稿画像読取装置において、原稿左右位置差形成手段は、
原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原稿載置手段の原稿載置部にて原稿サ
イドフェンスを所定角度に傾けて、上記原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対し
て原稿を所定角度に傾けて読み取り位置のコンタクトガラス上に搬送されるように配置し
たことを特徴とする原稿画像読取装置。
【請求項５】
　請求項１、２又は３に記載の原稿画像読取装置において、原稿左右位置差形成手段は、
原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原稿載置手段の原稿載置部にて原稿先
端フェンスを所定角度に傾けて、上記原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して
原稿を所定角度に傾けて読み取り位置のコンタクトガラス上に搬送されるように配置した
ことを特徴とする原稿画像読取装置。
【請求項６】
　原稿画像読取装置で読み取った原稿読み取り画像データで画像を形成する画像形成装置
において、上記請求項１、２、３、４又は５に記載の原稿画像読取装置と、上記原稿画像
読取装置で読み取った読み取り原稿の原稿読み取り画像データで画像を形成する画像形成
部とからなることを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像形成装置において、画像形成部は、電子写真方法の作像プロセス
でトナー画像を形成することを特徴とする画像形成装置。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の画像形成装置において、画像形成部は、ノイズ成分検知手段の
読み取り画像データ上の筋のノイズ成分の検知により、上記原稿画像読取装置で読み取っ
た読み取り原稿の蓄積する原稿読み取り画像データを消去することを特徴とする画像形成
装置。
【請求項９】
　請求項６、７又は８に記載の画像形成装置において、画像形成部は、ノイズ成分検知手
段の読み取る画像データ上の筋のノイズ成分の検知により、画像が形成された被記録体の
排出先を変更して排出することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１０】
　請求項６、７、８又は９に記載の画像形成装置において、画像形成部は、ノイズ成分検
知手段の読み取る画像データ上の筋のノイズ成分の検知により、画像が形成された被記録
体の排出先を変更すると共に、画像が形成された被記録体の排出先変更を警告することを
特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　請求項６、７、８、９又は１０に記載の画像形成装置において、画像形成部は、ノイズ
成分検知手段の読み取る画像データ上の筋のノイズ成分の検知により、画像が形成された
被記録体の排出先を変更して排出すると共に、読み取り原稿の再セットを促す警告をする
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、原稿画像読取装置、及び、その原稿画像読取装置を具備する画像形成装置に
関し、詳しくは、搬送される原稿の画像を読み取る原稿画像読取装置、及び、その原稿画
像読取装置を具備して原稿画像読取装置で読み取った原稿読み取り画像データで画像を形
成する印刷装置等のインクジェットプリンタや電子写真方法による帯電、書き込み、現像
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、転写、クリーニング等の作像プロセスを繰り返してトナー画像を形成する複写機、ファ
クシミリ装置、プリンタ、あるいはこれ等の複合機等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複写機、プリンタ、ファクシミリ等のように、原稿画像読取装置、及び、そ
の原稿画像読取装置を具備する画像形成装置では、読み取り原稿を搬送するには、コンタ
クトガラス上に原稿を搬送して停止させた状態で原稿読取手段を一定速度で駆動して原稿
画像面を走査する搬送ベルト方式と、原稿テーブルにセットした複数枚の原稿が積載され
ているときに１枚毎に分離して、装置本体による処理位置に搬送する原稿送り装置が知ら
れている。
　原稿の搬送媒体の表面を、白レベル以上の高輝度の読み取りデータが得られる領域にし
て、原稿が規定の領域からずれたとしても、例えば、斜めになったまま搬送されたとして
も、原稿の縁を電気的に検出して、正常な原稿読み取りデータとすることが出来るように
して、原稿が斜めに傾いたままイメージセンサに搬送されたとしても、欠落した部分のな
い正確な原稿画像を読み取る画像読み取り装置は公知である（特許文献１を参照）。
　背面板が原稿地肌部と異なる均一の色濃度になるように着色され、原稿の幅より広く形
成して、ラインイメージセンサは、読取位置で原稿および背面板を走査し、ＣＰＵは、イ
ンイメージセンサからのインイメージ信号によって原稿と背面板との境を検出して、原稿
先端の両コーナ、原稿両側端および原稿後端をそれぞれ検出するようにして、読取手段に
よって原稿の位置および原稿サイズを検出して、検出可能な原稿サイズの制約を少なくし
、且つ、プリスキャン動作による原稿に対する読取開始の遅れを防止する画像読取装置も
公知である（特許文献２を参照）。
　スキャナ装置や複写機等の画像形成装置に搭載されて、原稿載置台にセットした原稿を
、読取位置に搬送する読み取り部の位置に固定された原稿読取手段上を、一定速度で原稿
を搬送して、原稿の画像面を読取るシートスルー方式が一般的で公知である（特許文献３
を参照）。
　このようなシートスルー方式の原稿送り装置を備えた原稿画像読取装置においては、原
稿読取位置にコンタクトガラスを設置し、そのコンタクトガラス上に原稿を滑らせるよう
に搬送する方式が一般的に採用されている。
　然しながら、このような読取方式においては、読取位置におけるコンタクトガラス上に
ゴミ等の異物が付着した場合、異物付着部分の情報が異物によって読み取れず、異物の画
像が読み取り画像データ上で筋となって現れ、原稿を忠実に再現できないという不具合が
あった。
　そこで、シートスルー方式のコンタクトガラスの長手方向に沿って案内レールを敷設し
、この案内レール上に移動可能に清掃手段を設けて、必要に応じてコンタクトガラスを清
掃できるようにして、コンタクトガラスの汚れに起因する画質の劣化を防止する画像読取
装置も公知である（特許文献４を参照）。
　更に、原稿トレイ上に載置された原稿を給送する給送部と、給送された原稿を露光位置
である原稿ガラス上に案内するガイド手段と、原稿ガラス上を通過した原稿を排紙する排
紙部とを有するＡＤＦを備え、原稿ガラス上を移動する原稿に露光を行い読み取る画像読
取装置において、給送された原稿と、原稿ガラスとの隙間に気流をつくる気流形成手段を
設けて、原稿搬送中に原稿ガラス上の塵埃等を除去して、読み取り画像に縦筋の発生を防
止することも公知である（特許文献５を参照）。
【０００３】
　主走査方向に沿ったシートスルー用のコンタクトガラスを有し、原稿を移動させて該原
稿上の画像を読み取るシートスルータイプの画像読み取り装置であって、原稿供給機のコ
ンタクトガラスに接する部分に汚れ基準面と清掃面とを有するローラを備え、シェーデイ
ング実行後に前記汚れ基準面を読み取り、該読み取りにより得られた出力が所定の基準値
以下か否かで前記コンタクトガラスの汚れの有無を検知し、前記汚れを検知した場合は、
前記ローラを自動的に回転させることによって前記コンタクトガラスを自動的に清掃し、
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該清掃の動作を前記読み取りが行われていない時に行う画像読取装置も公知である（特許
文献６を参照）。
　原稿を支持するためのプラテンと、当該プラテン上を走行する原稿を所定原稿読取位置
において読み取るために前記プラテンの下方に配置された光学読取手段と、前記プラテン
をその上面に支持すると共に前記光学読取手段を収納するハウジング手段と、によって構
成された画像読取装置において、前記ハウジング手段は、前記プラテンを前記光学読取手
段の原稿読取位置に対して原稿の走行方向前後に移動可能に支持するように構成され、画
像読取装置の電源投入時のイニシヤライズ処理において、光学読取手段によって読み取ら
れた前記プラテンをはさんで前記読取位置に配置された白基準プレートからの反射光に係
る画像データに基づいてプラテン汚れチエックを行い、プラテン上に汚れが付着している
と判断された場合には、プラテン移動手段を作動させることにより前記プラテンをスライ
ド移動するようにして、シートスループラテン上にインク等の汚れが付着したり掠り傷が
生じた場合に発生する画像データ上の黒スジ状ノイズを検知してこれに有効に対処するよ
うに構成した画像読取装置も公知である（特許文献７を参照）。
　然し、シートスルー方式のコンタクトガラス上の塵埃等の異物を除去する除去手段を備
えていても、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場合に、異物のデ
ータか原稿データかを容易に判断することが困難で、読み取り画像を忠実に容易に再現す
ることが出来なかった。
　従って、従来の原稿画像読取装置、及び、その原稿画像読取装置を具備する画像形成装
置においては、シートスルー方式のコンタクトガラス上の塵埃等の異物を除去する除去手
段を備えていても、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場合に、異
物のデータか原稿データかを容易に判断することが困難で、読み取り画像を忠実に容易に
再現することが出来ないと言う不具合が生じていた。
【特許文献１】特開平６－１４１５５号公報
【特許文献２】特開平７－３０７２２号公報
【特許文献３】特開平１０－１７１１８１号公報
【特許文献４】特開平１１－７２９７５号公報
【特許文献５】特開２０００－１５１９１３公報
【特許文献６】特開２００２－３６８９６３公報
【特許文献７】特開２００３－６０８５３公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の原稿画像読取装置、及び、その原稿画像読取装置を具備する画像形成装置におい
ては、シートスルー方式のコンタクトガラス上の塵埃等の異物を除去する除去手段を備え
ていても、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場合に、異物のデー
タか原稿データかを容易に判断することが困難で、読み取り画像を忠実に容易に再現する
ことが出来ないと言う問題が発生していた。
　そこで本発明の課題は、このような問題点を解決するものである。即ち、シートスルー
方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に
区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与えることなく忠実に
容易に高品質で読み取り、画像形成動作やその効率も優れて省資源で高速で高品質の画像
を形成する原稿画像読取装置、及び、その原稿画像読取装置を具備する画像形成装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の本発明は、ライン状に配置された原稿画
像読取手段に対して相対移動する原稿の原稿画像を読み取る原稿画像読取装置において、
原稿を載置する原稿載置手段と、上記原稿載置手段に載置された原稿束の原稿を一枚毎に
分離する原稿分離手段と、上記原稿分離手段で一枚毎に分離された原稿を読み取り位置に
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搬送する搬送手段と、上記搬送手段で上記読み取り位置に搬送される原稿の原稿画像を読
み取るライン状に配置された原稿画像読取手段と、上記原稿画像読取手段の配置されたラ
イン方向に対して原稿を所定角度に傾けるように上記原稿載置手段の原稿載置部にて原稿
の載置位置の左右の位置に位置差を形成する原稿左右位置差形成手段と、上記原稿画像読
取手段により読み取られた画像データ上の筋のノイズ成分を検知するノイズ成分検知手段
とを備えた原稿画像読取装置であって、上記ノイズ成分検知手段は、上記原稿画像読取手
段の読み取り開始より上記画像データ上に筋の成分が検知された場合に、該成分が異物に
よるノイズ成分であると判断する原稿画像読取装置であることを最も主要な特徴とする。
　又は、請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載の原稿画像読取装置において、原稿
画像読取手段は、ノイズ成分検知手段の読み取る読み取り画像データ上の筋のノイズ成分
の検知により異物検知の警告をする警告手段からなる原稿画像読取装置であることを主要
な特徴とする。
　又は、請求項３に記載の本発明は、請求項１又は２に記載の原稿画像読取装置において
、原稿画像読取手段は、ノイズ成分検知手段の読み取る読み取り画像データ上の筋のノイ
ズ成分の検知により、読み取り位置のコンタクトガラス上の異物を除去する異物除去手段
からなる原稿画像読取装置であることを主要な特徴とする。
　又は、請求項４に記載の本発明は、請求項１、２又は３に記載の原稿画像読取装置にお
いて、原稿左右位置差形成手段は、原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原
稿載置手段の原稿載置部にて原稿載置台を原稿の進行方向に対して所定角度に傾けて、上
記原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原稿を所定角度に傾けて読み取り位
置のコンタクトガラス上に搬送されるように配置した原稿画像読取装置であることを主要
な特徴とする。
　又は、請求項５に記載の本発明は、請求項１、２又は３に記載の原稿画像読取装置にお
いて、原稿左右位置差形成手段は、原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原
稿載置手段の原稿載置部にて原稿先端フェンスを所定角度に傾けて、上記原稿画像読取手
段の配置されたライン方向に対して原稿を所定角度に傾けて読み取り位置のコンタクトガ
ラス上に搬送されるように配置した原稿画像読取装置であることを主要な特徴とする。
【０００６】
　又は、請求項６に記載の本発明は、原稿画像読取装置で読み取った原稿読み取り画像デ
ータで画像を形成する画像形成装置において、上記請求項１、２、３、４又は５に記載の
原稿画像読取装置と、上記原稿画像読取装置で読み取った読み取り原稿の原稿読み取り画
像データで画像を形成する画像形成部とからなる画像形成装置であることを最も主要な特
徴とする。
　又は、請求項７に記載の本発明は、請求項６に記載の画像形成装置において、画像形成
部は、電子写真方法の作像プロセスでトナー画像を形成する画像形成装置であることを主
要な特徴とする。
　又は、請求項８に記載の本発明は、請求項６又は７に記載の画像形成装置において、画
像形成部は、ノイズ成分検知手段の読み取り画像データ上の筋のノイズ成分の検知により
、上記原稿画像読取装置で読み取った読み取り原稿の蓄積する原稿読み取り画像データを
消去する画像形成装置であることを主要な特徴とする。
　又は、請求項９に記載の本発明は、請求項６、７又は８に記載の画像形成装置において
、画像形成部は、ノイズ成分検知手段の読み取る画像データ上の筋のノイズ成分の検知に
より、画像が形成された被記録体の排出先を変更して排出する画像形成装置であることを
主要な特徴とする。
　又は、請求項１０に記載の本発明は、請求項６、７、８又は９に記載の画像形成装置に
おいて、画像形成部は、ノイズ成分検知手段の読み取る画像データ上の筋のノイズ成分の
検知により、画像が形成された被記録体の排出先を変更すると共に、画像が形成された被
記録体の排出先変更を警告する画像形成装置であることを主要な特徴とする。
　又は、請求項１１に記載の本発明は、請求項６、７、８、９又は１０に記載の画像形成
装置において、画像形成部は、ノイズ成分検知手段の読み取る画像データ上の筋のノイズ
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成分の検知により、画像が形成された被記録体の排出先を変更して排出すると共に、読み
取り原稿の再セットを促す警告をする画像形成装置であることを主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、以下に説明するように構成されているので、請求項１の発明によれば、原稿
画像読取手段の読み取り画像データ上の筋のノイズ成分を検知するノイズ成分検知手段に
より、原稿画像読取手段の読み取り開始より画像データ上に筋の成分が検知された場合に
、該成分が異物によるノイズ成分であると判断することによって、シートスルー方式のコ
ンタクトガラス上に異物が付着した場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して
原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高
品質で読み取ることが出来る原稿画像読取装置を提供することが出来るようになった。
　請求項２の発明によれば、原稿画像読取手段の読み取り画像データ上の筋のノイズ成分
を検知するノイズ成分検知手段により、読み取る読み取り画像データ上の筋のノイズ成分
の検知により異物検知の警告をして、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付
着した場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の
分離搬送と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取ることが出来る
原稿画像読取装置を提供することが出来るようになった。
　請求項３の発明によれば、原稿画像読取手段の読み取り画像データ上の筋のノイズ成分
を検知するノイズ成分検知手段により、読み取り部のコンタクトガラス上の異物を除去し
て、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場合の異常画像と原稿画像
とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与え
ることなく忠実に容易に高品質で読み取ることが出来る原稿画像読取装置を提供すること
が出来るようになった。
【０００８】
　請求項４の発明によれば、原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原稿載置
手段の原稿載置部にて原稿サイドフェンスを原稿の進行方向に対して所定角度に傾けて、
シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場合の異常画像と原稿画像とを
容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与えるこ
となく忠実に容易に高品質で読み取ることが出来る原稿画像読取装置を提供することが出
来るようになった。
　請求項５の発明によれば、原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原稿載置
手段の原稿載置部にて原稿先端フェンスを原稿の進行方向に対して所定角度に傾けて、シ
ートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場合の異常画像と原稿画像とを容
易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与えること
なく忠実に容易に高品質で読み取ることが出来る原稿画像読取装置を提供することが出来
るようになった。
　請求項６の発明によれば、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場
合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送
と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取り画像を形成する原稿画
像読取装置を具備する画像形成装置を提供することが出来るようになった。
【０００９】
　請求項７の発明によれば、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場
合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送
と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取り、高速で高品質の画像
を形成する、原稿画像読取装置を具備する画像形成装置を提供することが出来るようにな
った。
　請求項８の発明によれば、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場
合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送
と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取り、高品質の画像を形成
する原稿画像読取装置を具備する画像形成装置を提供することが出来るようになった。
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　請求項９の発明によれば、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した場
合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送
と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取り、省資源で画像を形成
する原稿画像読取装置を具備する画像形成装置を提供することが出来るようになった。
　請求項１０の発明によれば、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した
場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬
送と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取り、画像形成動作が優
れて省資源で画像を形成する原稿画像読取装置を具備する画像形成装置を提供することが
出来るようになった。
　請求項１１の発明によれば、シートスルー方式のコンタクトガラス上に異物が付着した
場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬
送と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取り、画像形成動作や効
率も優れて画像を形成する原稿画像読取装置を具備する画像形成装置を提供することが出
来るようになった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
　図１乃至図４において、ライン状に配置された原稿画像読取手段に対して相対移動する
原稿の画像を読み取る原稿画像読取装置０は、原稿（Ｏ）を載置する原稿載置手段１の原
稿載置台１ａと、原稿載置台１ａに載置された原稿束を一枚毎に分離する原稿分離手段２
の分離ローラと、原稿分離手段２の分離ローラで一枚毎に分離された原稿（Ｏ）を読み取
り部３のコンタクトガラス３ａ上に搬送する搬送手段４のレジストローラ４ａと、レジス
トローラ４ａで読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上に搬送される原稿（Ｏ）の原稿画
像を読み取るライン状に配置された原稿画像読取手段５と、原稿画像読取手段５の配置さ
れたライン方向（Ａ）に対して原稿（Ｏ）を所定角度（Ｘ）に傾けるように原稿載置手段
１の原稿載置部にて原稿載置台１ａを図示の矢印（Ｓ）方向の原稿（Ｏ）の進行方向に対
して所定角度（Ｘ1）に傾けて、原稿載置部にて原稿（Ｏ）の載置位置の左右の位置に位
置差（Ｂ）を形成する原稿左右位置差形成手段６とからなり、シートスルー方式の読み取
り部３のコンタクトガラス３ａ上に異物（Ｙ）が付着した場合の異常画像と原稿画像とを
容易に確実に区別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与えるこ
となく忠実に容易に高品質で読み取ることが出来る。
　原稿画像読取装置０は、所定の読み取り位置に搬送された原稿（Ｏ）を、更に、所定の
速度で搬送しながら、固定された原稿画像読取手段５によって原稿画像の読み取りを行う
シートスルー方式の原稿（Ｏ）の画像を読み取る装置であり、あるいは、画像形成装置５
０の読み取った原稿読み取り画像データで画像を形成する印刷装置等のインクジェットプ
リンタや電子写真方法による帯電、書き込み、現像、転写、クリーニング等の作像プロセ
スを繰り返してトナー画像を形成する複写機、ファクシミリ装置、プリンタ、あるいはこ
れ等の複合機等に具備されている。
【００１１】
　原稿画像読取装置０は、原稿（Ｏ）の原稿束を載置する原稿載置台１ａ、原稿載置台１
ａに載置された原稿束から１枚毎に原稿（Ｏ）を分離して給送する原稿分離手段２の分離
ローラ、給送された原稿（Ｏ）を一次突き当てして整合すると共に、整合後の原稿（Ｏ）
を引き出して搬送するレジストローラ４ａ、搬送される原稿（Ｏ）を反転させて原稿面を
読み取り側（下方）に向けて搬送する上記搬送手段４の反転部４ｂの読み取りローラ４ｂ

1、原稿（Ｏ）の表面の第１面、あるいは、第２面の画像をコンタクトガラス３ａの下方
より読み取らせる第１読取搬送部４ｃ、原稿（Ｏ）表面読み取り後の原稿（Ｏ）の裏面、
第２面、あるいは、第１面の画像を読み取らせる第２読取搬送部４ｄ、表裏の読み取りが
完了した原稿（Ｏ）を機外、又は、スイッチバック部４ｅに搬送する排紙部４ｆ、再読み
取りのためのスイッチバックを行う上記スイッチバック部４ｅ、読み取り完了後の原稿（
Ｏ）を搬送して積載保持する原稿スタック部４ｇ、これらの搬送動作を駆動する駆動部４
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ｈ、及び、一連の動作を制御する制御部４ｉ等から構成されている。
　原稿画像読取手段５は、イメージセンサのＣＣＤで読み取り部３のコンタクトガラス３
ａ上に搬送される原稿（Ｏ）の原稿画像の画像データを読み取り、２値化、多値化、階調
処理、変倍処理、編集加工処理等が施されると共に、ノイズ成分検知手段５ａで読み取り
画像データ上の縦筋のノイズ成分を検知して、除去することが出来るようにもなっている
。
　更に、上記ノイズ成分検知手段５ａは、読み取る画像データ上の筋のノイズ成分の検知
により、警告手段５ｂに異物（Ｙ）の警告を自動的に容易に表示するようになっている。
　更に、上記ノイズ成分検知手段５ａは、読み取る画像データ上の筋のノイズ成分の検知
により、読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上の異物（Ｙ）を、搬送される原稿（Ｏ）
と読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上の隙間に異物除去手段（送風手段）５ｃから気
流を形成して、読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上の異物（Ｙ）を自動的に容易に除
去することが出来るようにもなっている。
【００１２】
　図１、図２、図３、図４に図示するように、原稿左右位置差形成手段６により原稿画像
読取手段５の配置された図示の矢印（Ａ）方向のライン方向に対して原稿載置台１ａを所
定角度（Ｘ1）に傾けて配置して所定角度（Ｘ）に傾けた原稿（Ｏ）を所定量分斜めに搬
送させ上記第１読取搬送部４ｃを通過させることで、原稿（Ｏ）の画像情報は斜め分傾き
をもった画像情報とし読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上にて読み取りが行われる。
　読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上に、異物（Ｙ）が付着している場合、読み取り
部３のコンタクトガラス３ａ上にて、図示の矢印（Ａ）方向のライン方向に配置された原
稿画像読取手段５で読み取られた画像は、縦に筋が入ったノイジーな画像となる。
　そこで、原稿画像読取手段５の上記ノイズ成分検知手段５ａが、この読み取り画像デー
タの縦筋のノイズ成分を、上記ノイズ成分検知手段５ａで読み取り画像データ上の縦筋の
ノイズ成分を間違えにくく、且つ、確実に除去することが出来るように、原稿（Ｏ）を所
定角度（Ｘ）に傾け読み取り部３のコンタクトガラス３ａへ原稿搬送が行われる。
　仮に、原稿（Ｏ）を傾ける所定角度（Ｘ）と同じ傾きのもった原稿情報があったとして
も、原稿（Ｏ）が読み取り部３のコンタクトガラス３ａに搬送された際、原稿（Ｏ）の先
端部も所定量の傾きをもつ事となるので、読み取る情報としては、傾きにより原稿（Ｏ）
の先端の最初に搬送される角部から原稿（Ｏ）先端の最後の角部にかけて徐々に読み取り
画像データとして読み取られ、区別選別され、ノイズ成分の選別が可能となる。
　従って、原稿画像読取手段５の上記ノイズ成分検知手段５ａによって異物（Ｙ）を読み
込んだ場合には、このノイズは読み取り開始より筋が始まるので、原稿（Ｏ）上の情報に
、原稿（Ｏ）傾け所定角度（Ｘ）と同等の傾きをもった直線の画像情報があったとしても
選別除去が可能となるのである。
【００１３】
　図３に図示するように、原稿画像読取装置０は、原稿（Ｏ）を載置する原稿載置台１ａ
と、原稿載置台１ａに載置された原稿束の原稿（Ｏ）を一枚毎に分離する原稿分離手段２
の分離ローラと、原稿分離手段２の分離ローラで一枚毎に分離された原稿（Ｏ）を読み取
り部３のコンタクトガラス３ａ上に搬送する上記搬送手段４の上記レジストローラ４ａと
、上記搬送手段４の上記レジストローラ４ａで読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上に
搬送される原稿（Ｏ）の原稿画像を読み取るライン状に配置された原稿画像読取手段５と
、原稿画像読取手段５の配置されたライン方向（Ａ）に対して原稿（Ｏ）を所定角度（Ｘ
）に傾けるように原稿載置手段１の原稿載置部にて原稿サイドフェンス１ｂを図示の矢印
（Ｓ）方向の原稿（Ｏ）の進行方向に対して所定角度（Ｘ2）に傾けることによっても、
原稿載置手段１の原稿載置部にて原稿（Ｏ）の載置位置の左右の位置に位置差（Ｂ）を形
成する原稿左右位置差形成手段６とからなり、シートスルー方式の読み取り部３のコンタ
クトガラス３ａ上に異物（Ｙ）が付着した場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区
別して原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与えることなく忠実に容
易に高品質で読み取ることが出来る。
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　更に、図３に図示するように、原稿画像読取装置０は、原稿（Ｏ）を載置する原稿載置
台１ａと、原稿載置台１ａに載置された原稿束の原稿（Ｏ）を一枚毎に分離する原稿分離
手段２の分離ローラと、原稿分離手段２の分離ローラで一枚毎に分離された原稿（Ｏ）を
読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上に搬送する上記搬送手段４の上記レジストローラ
４ａと、上記搬送手段４の上記レジストローラ４ａで読み取り部３のコンタクトガラス３
ａ上に搬送される原稿（Ｏ）の原稿画像を読み取るライン状に配置された原稿画像読取手
段５と、原稿画像読取手段５の配置されたライン方向（Ａ）に対して原稿（Ｏ）を所定角
度（Ｘ）に傾けるように原稿載置手段１の原稿載置部にて原稿先端フェンス１ｃを図示の
矢印（Ｓ）方向の原稿（Ｏ）の進行方向に対して所定角度（Ｘ3）に傾けることによって
、原稿載置手段１の原稿載置部にて原稿（Ｏ）の載置位置の左右に位置差（Ｂ）を形成す
る原稿左右位置差形成手段６とからなり、シートスルー方式の読み取り部３のコンタクト
ガラス３ａ上に異物（Ｙ）が付着した場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別し
て原稿の読み取り画像を原稿の分離搬送と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に
高品質で読み取ることが出来る。
　つまり、原稿左右位置差形成手段６は、原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対
して原稿載置手段の原稿載置部にて原稿サイドフェンス１ｂを所定角度に傾けて、原稿画
像読取手段の配置されたライン方向に対して原稿を所定角度に傾けて読み取り部のコンタ
クトガラス上に搬送されるように配置されている。
　また、原稿左右位置差形成手段６の他の形態例では、原稿画像読取手段の配置されたラ
イン方向に対して原稿載置手段の原稿載置部にて原稿先端フェンス１ｃを所定角度に傾け
て、原稿画像読取手段の配置されたライン方向に対して原稿を所定角度に傾けて読み取り
部のコンタクトガラス上に搬送されるように配置されている。
【００１４】
　図５と図６において、原稿画像読取装置で読み取った原稿読み取り画像データで画像を
形成する画像形成装置５０は、上記実施形態に記載の（請求項１乃至７の何れか一項に記
載の）原稿画像読取装置０と、原稿画像読取装置０で読み取った読み取り原稿（Ｏ）の原
稿読み取り画像データで画像を形成する画像形成部５１とからなり、シートスルー方式の
読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上に異物（Ｙ）が付着した場合の異常画像と原稿画
像とを容易に確実に区別して原稿（Ｏ）の読み取り画像を原稿（Ｏ）の分離搬送と読み取
りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取る画像を形成するようになってい
る。
　電子写真方法の作像プロセスにより高速で高品質のトナー画像が形成される上記画像形
成部５１の内部には、像担持体５１ａの感光体ドラムが回動可能に支持されて配置されて
いる。
　上記像担持体５１ａの感光体ドラムは、図示の矢印（Ｃ）方向の時計方向に回転駆動さ
れ、この時、帯電装置５１ｂによって，上記像担持体５１ａの表面が所定の電位に帯電さ
れる。
　又、書き込みユニット５１ｃからは、原稿画像読取装置０の原稿画像読取手段５により
原稿（Ｏ）から読み取られた画像情報の読み取り画像データに応じて光変調されたレーザ
ー光（Ｌ）が出射し、そのレーザー光（Ｌ）が帯電された上記像担持体５１ａの表面を露
　光し、これによって、上記像担持体５１ａの表面に静電潜像が形成される。
　上記像担持体５１ａの感光体ドラム表面に形成された静電潜像は現像装置５１ｄによっ
て顕像化されてトナー画像が形成され、対向する転写装置５１ｅによって、上記像担持体
５１ａと上記転写装置５１ｅの間に給送された被記録体（Ｐ）の記録用紙に転写されて記
録される。
　トナー画像が被記録体（Ｐ）の記録用紙に転写後の上記像担持体５１ａの感光体ドラム
表面は、クリーニング装置５１ｆによって清掃されて、次工程の画像形成に備えられる。
　上記画像形成部５１の下部に給紙装置５２が配置され、被記録体（Ｐ）の記録用紙を収
容した複数のいずれかの給紙カセット５２ａ、給紙カセット５２ｂ、給紙カセット５２ｃ
から図示の矢印（Ｄ）方向に送り出されて、その被記録体（Ｐ）の記録用紙の表面に、上
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述のように上記像担持体５１ａ表面に形成されたトナー画像が転写される。
【００１５】
　次に、被記録体（Ｐ）の記録用紙は図示の矢印（Ｅ）方向に上記画像形成部５１内の定
着装置５１ｇを通過し、この時の熱と圧力の作用によって、被記録体（Ｐ）の記録用紙の
表面に転写されたトナー画像がその表面に定着される。
　上記定着装置５１ｇを通過した被記録体（Ｐ）の記録用紙は、排紙ローラ対５１ｈによ
って排紙トレイ（Ａ）５１ｉ、又は、排紙トレイ（Ｂ）５１ｊに排出されて収納される。
　上記画像形成装置５０の制御部５０ａによって、原稿画像読取装置０の原稿画像読取手
段５のノイズ成分検知手段５ａが読み取り画像データ上の縦筋のノイズ成分を検知するに
より、原稿画像読取装置０で読み取って原稿画像読取手段５から転送された原稿読み取り
画像データが書き込みユニット５１ｃのメモリに蓄積中の場合、上記書き込みユニット５
１ｃのメモリの蓄積をキャンセルして消去すると共に、当該原稿読み取り画像データが転
写された被記録体（Ｐ）の記録用紙が搬送されている場合には当該ＪＯＢの排出先の上記
排紙トレイ（Ａ）５１ｉとは異なる上記排紙トレイ（Ｂ）５１ｊに排出先切り替え部材５
１ｋで切り替えられて排出され、操作部５０ｂに対して、異常画像が発生した被記録体（
Ｐ）の記録用紙を当該ＪＯＢの排出先の上記排紙トレイ（Ａ）５１ｉとは異なる上記像排
紙トレイ（Ｂ）５１ｊに排出した旨と、最終の読み取り原稿（Ｏ）を原稿画像読取装置０
の原稿載置台１ａに戻して再セットを促す警告表示をするようになっている。
【００１６】
　ノイズ成分検知手段５ａが読み取り画像データ上の縦筋のノイズ成分を検知した信号を
受信すると、制御部５０ａは、図６に図示するように、スタートで読み取った原稿画像を
無効化する縦筋のノイズ成分を検知の信号を受信したか否かを判断して（ステップ１）、
無効化信号を受信していなければエンドで終了するが、無効化信号を受信したら、上記書
き込みユニット５１ｃのメモリに読み取り画像データを備蓄中であるか判断して（ステッ
プ２）、読み取った原稿画像メモリを備蓄中でなければエンドで終了するが、読み取った
原稿画像メモリを備蓄中であれば、上記書き込みユニット５１ｃのメモリに蓄積する読み
取り画像データをキャンセルして消去して（ステップ３）、被記録体（Ｐ）の記録用紙が
給紙済みであるかを判断して（ステップ４）、被記録体（Ｐ）の記録用紙が給紙済みでな
ければエンドで終了するが、被記録体（Ｐ）の記録用紙が給紙済みであれば、当該ＪＯＢ
の排出先の指示が上記排紙トレイ（Ａ）５１ｉであるかを判断して（ステップ５）、当該
ＪＯＢの排出先の指示が上記排紙トレイ（Ａ）５１ｉであれば、排出先の指示を上記排紙
トレイ（Ｂ）５１ｊに切り替えて（ステップ６）、上記操作部５０ｂの表示部に排出先の
切り替え表示「エラー発生紙を上記排紙トレイ（Ｂ）５１ｊに排出しました」と表示して
（ステップ７）から（ステップ１０）へ、（ステップ５）で当該ＪＯＢの排出先の指示が
上記排紙トレイ（Ａ）５１ｉでなければ、排出先の指示を上記排紙トレイ（Ａ）５１ｉに
切り替えて（ステップ８）、上記操作部５０ｂの表示部に排出先の切り替え表示「エラー
発生紙を上記排紙トレイ（Ａ）５１ｉに排出しました」と表示して（ステップ９）、当該
ＪＯＢを中断して（ステップ１０）、上記操作部５０の表示部に原稿再セット表示「原稿
を１枚戻してプリントキーを押して下さい」と表示して（ステップ１１）、エンドで終了
する。
　従って、シートスルー方式の読み取り部３のコンタクトガラス３ａ上に異物（Ｙ）が付
着した場合の異常画像と原稿画像とを容易に確実に区別して原稿（Ｏ）の読み取り画像を
原稿（Ｏ）の分離搬送と読み取りに影響を与えることなく忠実に容易に高品質で読み取り
、読み取り中の原稿（Ｏ）の異常画像の発生を見過ごすことなく大量のミスコピーの発生
を防止して、読み取り中の原稿（Ｏ）の異物（Ｙ）による異常画像が形成された被記録体
（Ｐ）の記録用紙のみを除外して排出先変更を警告表示して、一連の画像形成のＪＯＢの
途中で読み取り中の原稿（Ｏ）の異物（Ｙ）による異常画像が発生しても、それまでに形
成した画像の被記録体（Ｐ）の記録用紙を無駄にすることなく簡単な操作で一連の画像形
成のＪＯＢを再開することが出来て、画像形成動作やその効率も優れて省資源で高速で、
更に、高品質の画像を形成する原稿画像読取装置０を具備する上記画像形成装置５０を提
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供することが出来るようになった。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態例を示す原稿画像読取装置を説明する正面図である。
【図２】本発明の実施の形態例を示す原稿画像読取装置を説明する平面図である。
【図３】本発明の実施の形態例を示す原稿画像読取装置の主要部を説明する説明図である
。
【図４】本発明の実施の形態例を示す原稿画像読取装置の他の主要部の状態を説明する説
明図である。
【図５】本発明の実施の形態例を示す原稿画像読取装置を具備する画像形成装置を説明す
る説明図である。
【図６】本発明の実施の形態例を示す原稿画像読取装置を具備する画像形成装置の主要部
の動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００１８】
０　原稿画像読取装置
　１　原稿載置手段、
　　１ａ　原稿載置台、
　　１ｂ　原稿サイドフェンス、
　　１ｃ　原稿先端フェンス
　２　原稿分離手段　　　
　３　読み取り部、
　　３ａ　コンタクトガラス
　４　搬送手段、
　　４ａ　レジストローラ、
　　４ｂ　反転部、
　　　４ｂ1　読み取りローラ、
　　４ｃ　第１読取搬送部、
　　４ｄ　第２読取搬送部、
　　４ｅ　スイッチバック部、
　　４ｆ　排紙部、
　　４ｇ　原稿スタック部、
　　４ｈ　駆動部、
　　４ｉ　制御部　　　　　
　５　原稿画像読取手段、
　　５ａ　ノイズ成分検知手段、
　　５ｂ　警告手段、
　　５ｃ　異物除去手段
　６　原稿左右位置差形成手段
５０　画像形成装置、
　　　５０ａ　制御部、
　　　５０ｂ　操作部
５１　画像形成部、
　　　５１ａ　像担持体、
　　　５１ｂ　帯電装置、
　　　５１ｃ　書き込みユニット、
　　　５１ｄ　現像装置、
　　　５１ｅ　転写装置、
　　　５１ｆ　クリーニング装置、
　　　５１ｇ　定着装置、
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　　　５１ｈ　排紙ローラ対、
　　　５１ｉ　排紙トレイ（Ａ）、
　　　５１ｉ　排紙トレイ（Ｂ）、
　　　５１ｋ　排出先切り替え部材
５２　給紙装置、
　　　５２ａ　給紙カセット、
　　　５２ｂ　給紙カセット、
　　　５２ｃ　給紙カセット

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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