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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一部で接合された接合部と２枚の前記透
明シートの接合されていない部分であるシート部とを有すると共に当該シート部に原稿が
挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセットされた一方を搬送経路に沿って搬
送可能な搬送部と、
　前記搬送部により搬送される経路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟
まれた原稿を読み取る読取部と、
　前記キャリアシートの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送検出部
と、
　前記重送検出部の検出結果に基づいて、原稿の重送と前記キャリアシートとを判別する
判別部とを備え、
　前記判別部は、
　前記重送検出部が前記キャリアシートの前記接合部を検出したときの第１の検出結果と
、前記重送検出部が前記シート部又は前記重送を検出したときの第２の検出結果とを区別
して取得し、
　前記第１の検出結果を得た後、前記第２の検出結果を得ると、キャリアシートと判別し
、前記第１の検出結果を得ることなく前記第２の検出結果を得ると、原稿の重送と判別す
る、ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
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　原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一部で接合された接合部と２枚の前記透
明シートの接合されていない部分であるシート部とを有すると共に当該シート部に原稿が
挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセットされた一方を搬送経路に沿って搬
送可能な搬送部と、
　前記搬送部により搬送される経路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟
まれた原稿を読み取る読取部と、
　前記キャリアシートの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送検出部
と、
　前記重送検出部よりも原稿の搬送方向における下流側の位置で前記キャリアシート及び
前記原稿の有無を検出する原稿有無検出部と、
　前記原稿有無検出部が前記キャリアシート又は前記原稿を検出したときの第１の検出結
果と、前記重送検出部が前記キャリアシートのうちの前記シート部又は前記重送を検出し
たときの第２の検出結果とに基づいて、原稿の重送と前記キャリアシートとを判別する判
別部とを備え、
　前記搬送方向における前記重送検出部と前記原稿有無検出部との距離が、前記搬送方向
における前記キャリアシートの前記接合部の幅以下であり、
　前記判別部は、前記重送検出部の前記第２の検出結果が得られた時に、前記原稿有無検
出部の前記第１の検出結果が得られていれば、キャリアシートと判別し、前記重送検出部
の前記第２の検出結果が得られた時に、前記原稿有無検出部の前記第１の検出結果が得ら
れていなければ、原稿の重送と判別することを特徴とする画像読取装置。
【請求項３】
　原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一部で接合された接合部と２枚の前記透
明シートの接合されていない部分であるシート部とを有すると共に当該シート部に原稿が
挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセットされた一方を搬送経路に沿って搬
送可能な搬送部と、
　前記搬送部により搬送される経路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟
まれた原稿を読み取る読取部と、
　前記キャリアシートのうちの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送
検出部と、
　前記キャリアシートの先端又は前記原稿の先端から、前記重送検出部が前記シート部又
は前記重送を検出し始めるまでの距離を取得する距離取得部と、
　前記距離取得部が取得した前記距離が、前記キャリアシートの搬送方向における前記接
合部の幅に応じた許容範囲内にあれば、キャリアシートと判別し、前記許容範囲内になけ
れば、原稿の重送と判別する判別部とを備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項４】
　原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一部で接合された接合部と２枚の前記透
明シートの接合されていない部分であるシート部とを有すると共に当該シート部に原稿が
挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセットされた一方を搬送経路に沿って搬
送可能な搬送部と、
　前記搬送部により搬送される経路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟
まれた原稿を読み取る読取部と、
　前記キャリアシートの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送検出部
と、
　前記重送検出部よりも原稿の搬送方向における下流側の位置で前記キャリアシート及び
前記原稿の有無を検出する原稿有無検出部と、
　前記原稿有無検出部が前記キャリアシートの先端又は前記原稿の先端を検出したときの
第１の検出結果と、前記重送検出部が前記キャリアシートのうちの前記シート部又は前記
重送を検出したときの第２の検出結果とに基づいて、原稿の重送と前記キャリアシートと
を判別する判別部とを備え、
　前記搬送方向における前記重送検出部と前記原稿有無検出部との距離が、前記搬送方向
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における前記キャリアシートの前記接合部の幅未満であり、
　前記判別部は、前記原稿有無検出部の前記第１の検出結果が得られた時に、前記重送検
出部の前記第２の検出結果が得られておらず、その後、前記第２の検出結果が得られた状
態に切り換われば、キャリアシートと判別し、前記原稿有無検出部の前記第１の検出結果
が得られた時に、前記重送検出部の前記第２の検出結果が得られていれば、原稿の重送と
判別することを特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　前記判別部が前記重送検出部の検出値に基づく判別に用いる閾値として、前記キャリア
シートの接合部を検出するための第１の閾値と、前記シート部及び原稿の重送部分を検出
するための第２の閾値とが設定され、
　前記判別部は、前記検出値が前記第１の閾値と前記第２の閾値との間の値をとる前記第
１の検出結果を得た後、前記検出値が前記第２の閾値を超える第２の検出結果を得ると、
キャリアシートと判別し、前記第１の検出結果を得ることなく前記第２の検出結果を得る
と、原稿の重送と判別することを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記判別部は、前記重送検出部の検出値が、前記第１の閾値を超えた回数の累積が第１
の設定回数を超えたときに、前記第１の検出結果が得られたとし、前記検出値が、前記第
２の閾値を超えた回数の累積が第２の設定回数を超えたときに、前記第２の検出結果が得
られたとすることを特徴とする請求項５に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記判別部が、キャリアシートと判別したら、前記搬送部と前記読取部とによる画像読
取動作を継続し、原稿の重送と判別したら、前記搬送部と前記読取部とによる画像読取動
作を停止することを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記判別部が、キャリアシートと判別したら、前記重送検出部を検出不能なオフ状態と
することを特徴とする請求項７に記載の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の画像を読み取るスキャナー等の画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像読取装置には、原稿を１枚ずつ搬送経路に沿って搬送可能な搬送部を備え、
搬送中の原稿を搬送経路の途中の所定位置に配置された読取部が読み取るシートフィード
方式と、原稿台に載置された原稿に対してキャリッジが相対移動しながらキャリッジに設
けられた読取部が原稿を読み取るフラットベッド方式とが知られている。
【０００３】
　ところで、シートフィード方式の画像読取装置では、パスポートや通帳等の複数頁から
なる冊子原稿や、履歴書等の折り原稿の画像を読み取りたいニーズがある。搬送部には、
原稿サポートに積載された複数枚の原稿を１枚ずつ分離する分離機構が設けられている。
パスポート等の冊子原稿や履歴書等の折り原稿は、搬送時に分離機構から１枚ずつに分離
させようと加わる力によって、斜めにずれるなどして適切な画像を読み取ることができな
くなる場合がある。そのため、２枚のシートの一端部が接合されてなる無色透明のキャリ
アシートに、冊子原稿や折り原稿等の原稿を挟み、そのキャリアシートを搬送させること
で、冊子原稿や折り原稿の画像を読み取る場合がある。
【０００４】
　例えば特許文献１には、複数枚の原稿が重なって搬送される重送を検出する超音波セン
サー（重送検出部）を備えた原稿読取装置が開示されている。超音波センサーは、媒体の
搬送路を挟んで対向して配置される超音波送信器及び超音波受信器を有する。また、この
原稿読取装置には、搬送路で搬送される第１の媒体及び第１の媒体よりも厚い第２の媒体
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を区別する種別検出手段と、超音波センサーの出力及び種別検出手段の検出結果に基づい
て、搬送される媒体の重送の有無を検知する重送検知手段とを備える。超音波センサーの
出力強度は、種別検出手段が検出した搬送中の原稿の紙厚に応じて調整される。例えば、
搬送原稿がカード原稿であるときは、紙原稿であるときよりも、超音波センサーの出力強
度がより強く調整される。このため、カード原稿を紙原稿の重送と誤検出することが防止
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－６３８４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、キャリアシートは原稿を挟む２枚のシート部の端部が接合されてなる接合部
側を先頭にして搬送される。キャリアシートが搬送されるとき、重送検出部の発信器から
の超音波は接合部に比べ２枚のシート部でより大きな減衰度合で減衰する。そのため、キ
ャリアシートが紙原稿の重送と誤検知されて原稿の画像読取動作が中断されてしまう。こ
の種の意図しない読取動作の中断を回避するためには、キャリアシートを原稿の重送と区
別して検出可能なキャリアシート専用のセンサーを設けるなどの対策が必要であった。特
許文献１に記載の技術では、原稿の紙厚に応じて超音波センサーの出力強度を調整できる
ものの、原稿の紙厚を検出する種別検出手段が必要になるうえ、キャリアシートのシート
部と紙原稿の重送部分とで超音波の減衰度合が比較的近いため、仮に超音波センサーの出
力強度を調整しても、両者の判別が困難な場合がある。
【０００７】
　本発明の目的は、比較的簡単な構成で、原稿の重送とキャリアシートとを区別して検出
できる画像読取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
　上記課題を解決する画像読取装置は、原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一
部で接合されてなると共に原稿が挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセット
された一方を搬送経路に沿って搬送可能な搬送部と、前記搬送部により搬送される経路の
途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、原稿
の重送を検出する重送検出部を含む少なくとも１つの検出部と、前記検出部がキャリアシ
ートの接合部を検出したときの第１の検出結果と、前記重送検出部が重送を検出したとき
の第２の検出結果とに基づいて、原稿の重送と前記キャリアシートとを判別する判別部と
を備えている。
【０００９】
　この構成によれば、原稿の重送を検出する重送検出部を含む少なくとも１つの検出部が
キャリアシートの接合部を検出したときの第１の検出結果と重送検出部が重送を検出した
ときの第２の検出結果とに基づいて、原稿の重送とキャリアシートとを判別できる。例え
ばキャリアシートを検出可能な専用の検出部を設けなくても、原稿の重送とキャリアシー
トとを区別して検出できる。
【００１０】
　上記画像読取装置では、前記判別部は、前記検出部がキャリアシートの接合部を検出し
たときの第１の検出結果を得た後、前記第２の検出結果を得ると、キャリアシートと判別
し、前記第１の検出結果を得ることなく前記第２の検出結果を得ると、原稿の重送と判別
することが好ましい。
　上記課題を解決する画像読取装置は、原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一
部で接合された接合部と２枚の前記透明シートの接合されていない部分であるシート部と
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を有すると共に当該シート部に原稿が挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセ
ットされた一方を搬送経路に沿って搬送可能な搬送部と、前記搬送部により搬送される経
路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、
前記キャリアシートの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送検出部と
、前記重送検出部の検出結果に基づいて、原稿の重送と前記キャリアシートとを判別する
判別部とを備え、前記判別部は、前記重送検出部が前記キャリアシートの前記接合部を検
出したときの第１の検出結果と、前記重送検出部が前記シート部又は前記重送を検出した
ときの第２の検出結果とを区別して取得し、前記第１の検出結果を得た後、第２の検出結
果を得ると、キャリアシートと判別し、前記第１の検出結果を得ることなく前記第２の検
出結果を得ると、原稿の重送と判別する。
【００１１】
　この構成によれば、判別部は、検出部がキャリアシートの接合部を検出したときの第１
の検出結果が得られた後に第２の検出結果が得られると、キャリアシートと判別する。一
方、判別部は、第１の検出結果が得られることなく、第２の検出結果が得られると、原稿
の重送と判別する。よって、原稿の重送とキャリアシートとを区別できる。
【００１２】
　上記画像読取装置では、前記検出部は、超音波方式の前記重送検出部であり、前記判別
部が前記重送検出部の検出値に基づく判別に用いる閾値として、前記キャリアシートの接
合部を検出するための第１の閾値と、原稿の重送部分を検出するための第２の閾値とが設
定され、前記判別部は、前記検出値が前記第１の閾値と前記第２の閾値との間の値をとる
前記第１の検出結果を得た後、検出値が前記第２の閾値を超える第２の検出結果を得ると
、キャリアシートと判別し、前記第１の検出結果を得ることなく前記第２の検出結果を得
ると、原稿の重送と判別することが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、重送検出部がキャリアシートの接合部を検出しているうちは、原稿
が挟まれているシート部に比べて、超音波の減衰度合が小さいので、検出値が第１の閾値
を超えるものの第２の閾値を超えない第１の検出結果が得られる。その後、重送検出部の
検出対象が接合部からシート部に移る。シート部では、接合部に比べ超音波の減衰度合が
大きいので、検出値が第２の閾値を超えた第２の検出結果が得られる。このように第１の
検出結果が得られた後に第２の検出結果が得られると、キャリアシートと判別される。一
方、第１の検出結果が得られることなく、第２の検出結果が得られると、原稿の重送と判
別される。よって、原稿の重送とキャリアシートとを区別できる。
【００１４】
　上記画像読取装置では、前記判別部は、前記重送検出部の検出値が、前記第１の閾値を
超えた回数の累積が第１の設定回数を超えたときに、前記第１の検出結果が得られたとし
、前記検出値が、前記第２の閾値を超えた回数の累積が第２の設定回数を超えたときに、
前記第２の検出結果が得られたとすることが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、重送検出部の検出値が、第１の閾値と第２の閾値との間の値をとる
回数の累積が第１の設定回数を超えたときに、第１の検出結果が得られたとされる。また
、重送検出部の検出値が、第２の閾値を超えた回数の累積が第２の設定回数を超えたとき
に、第２の検出結果が得られたとされる。よって、例えば重送検出部の検出値がばらつい
てたまたま第１の閾値を超えたり第２の閾値を超えたりしても、第１の検出結果や第２の
検出結果とはされない。よって、検出値がばらついても、原稿の重送とキャリアシートと
を比較的正確に判別できる。
【００１６】
　上記画像読取装置では、前記検出部は、前記重送検出部と、前記重送検出部よりも原稿
の搬送方向における下流側の位置で原稿の有無を検出する原稿有無検出部とを含む複数設
けられ、前記判別部は、前記重送検出部が前記重送を検出したときの第２の検出結果が得
られた時に、前記原稿有無検出部が原稿を検出したときの第１の検出結果が得られていれ
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ば、キャリアシートと判別し、前記第２の検出結果が得られた時に、前記第１の検出結果
が得られていなければ重送と判別することが好ましい。
　上記課題を解決する画像読取装置は、原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一
部で接合された接合部と２枚の前記透明シートの接合されていない部分であるシート部と
を有すると共に当該シート部に原稿が挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセ
ットされた一方を搬送経路に沿って搬送可能な搬送部と、前記搬送部により搬送される経
路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、
前記キャリアシートの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送検出部と
、前記重送検出部よりも原稿の搬送方向における下流側の位置で前記キャリアシート及び
前記原稿の有無を検出する原稿有無検出部と、前記原稿有無検出部が前記キャリアシート
又は前記原稿を検出したときの第１の検出結果と、前記重送検出部が前記キャリアシート
のうちの前記シート部又は前記重送を検出したときの第２の検出結果とに基づいて、原稿
の重送と前記キャリアシートとを判別する判別部とを備え、前記搬送方向における前記重
送検出部と前記原稿有無検出部との距離が、前記搬送方向における前記キャリアシートの
前記接合部の幅以下であり、前記判別部は、前記重送検出部の前記第２の検出結果が得ら
れた時に、前記原稿有無検出部の前記第１の検出結果が得られていれば、キャリアシート
と判別し、前記重送検出部の前記第２の検出結果が得られた時に、前記原稿有無検出部の
前記第１の検出結果が得られていなければ、原稿の重送と判別する。
【００１７】
　この構成によれば、判別部は、重送検出部が重送を検出したときの第２の検出結果が得
られた時に、原稿有無検出部が原稿を検出したときの第１の検出結果が得られていれば、
そのときの搬送対象がキャリアシートであると判別する。一方、第２の検出結果が得られ
た時に、第１の検出結果が得られていなければ、原稿の重送であると判別する。よって、
重送検出部の検出結果と原稿有無検出部の検出結果とに基づいて、原稿の重送とキャリア
シートとを判別できる。例えばキャリアシートを検出する専用のセンサーを設けなくて済
む。
【００１８】
　上記画像読取装置では、前記判別部は、キャリアシートの先端から前記重送検出部によ
り重送が検知され始めた重送検知開始位置までの距離を取得し、前記距離がキャリアシー
トの接合部の搬送方向の幅に応じた許容範囲内にあれば、キャリアシートと判別すること
が好ましい。
　上記課題を解決する画像読取装置は、原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一
部で接合された接合部と２枚の前記透明シートの接合されていない部分であるシート部と
を有すると共に当該シート部に原稿が挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセ
ットされた一方を搬送経路に沿って搬送可能な搬送部と、前記搬送部により搬送される経
路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、
前記キャリアシートのうちの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送検
出部と、前記キャリアシートの先端又は前記原稿の先端から、前記重送検出部が前記シー
ト部又は前記重送を検出し始めるまでの距離を取得する距離取得部と、前記距離取得部が
取得した前記距離が、前記キャリアシートの搬送方向における前記接合部の幅に応じた許
容範囲内にあれば、キャリアシートと判別し、前記許容範囲内になければ、原稿の重送と
判別する判別部とを備える。
【００１９】
　この構成によれば、距離取得部は、キャリアシートの先端から重送検出部により重送が
検知され始めた重送検知開始位置までの距離を取得する。判別部が、距離がキャリアシー
トの接合部の搬送方向の幅に応じた許容範囲内にあれば、キャリアシートと判別する。よ
って、キャリアシートをより一層高い確率で判別することができる。
【００２０】
　上記課題を解決する画像読取装置は、原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一
部で接合された接合部と２枚の前記透明シートの接合されていない部分であるシート部と
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を有すると共に当該シート部に原稿が挟まれた状態のキャリアシートと、原稿とのうちセ
ットされた一方を搬送経路に沿って搬送可能な搬送部と、前記搬送部により搬送される経
路の途中の読取位置で原稿又は前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、
前記キャリアシートの前記シート部及び原稿の重送を検出する超音波方式の重送検出部と
、前記重送検出部よりも原稿の搬送方向における下流側の位置で前記キャリアシート及び
前記原稿の有無を検出する原稿有無検出部と、前記原稿有無検出部が前記キャリアシート
の先端又は前記原稿の先端を検出したときの第１の検出結果と、前記重送検出部が前記キ
ャリアシートのうちの前記シート部又は前記重送を検出したときの第２の検出結果とに基
づいて、原稿の重送と前記キャリアシートとを判別する判別部とを備え、前記搬送方向に
おける前記重送検出部と前記原稿有無検出部との距離が、前記搬送方向における前記キャ
リアシートの前記接合部の幅未満であり、前記判別部は、前記原稿有無検出部の前記第１
の検出結果が得られた時に、前記重送検出部の前記第２の検出結果が得られておらず、そ
の後、前記第２の検出結果が得られた状態に切り換われば、キャリアシートと判別し、前
記原稿有無検出部の前記第１の検出結果が得られた時に、前記重送検出部の前記第２の検
出結果が得られていれば、原稿の重送と判別する。
　上記画像読取装置では、前記判別部が、キャリアシートと判別したら、前記搬送部と前
記読取部とによる画像読取動作を継続し、原稿の重送と判別したら、前記搬送部と前記読
取部とによる画像読取動作を停止することが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、判別部が、キャリアシートと判別したら、搬送部と読取部とによる
画像読取動作を継続し、原稿の重送と判別したら、搬送部と読取部とによる画像読取動作
を停止する。このため、キャリアシートに挟まれた原稿を読み取ることができるうえ、原
稿が重送したときは画像読取動作をエラーとして停止できる。
【００２２】
　上記画像読取装置では、前記判別部が、キャリアシートと判別したら、前記重送検出部
を検出不能なオフ状態とすることが好ましい。
　この構成によれば、判別部が、キャリアシートと判別したら、重送検出部を検出不能な
オフ状態とする。このため、キャリアシートのシート部が重送検出部により重送と誤検出
され、画像読取動作が停止されてしまう事態を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態における画像読取装置を示す斜視図。
【図２】画像読取装置を示す模式側断面図。
【図３】本体部の搬送面部を示す模式平面図。
【図４】キャリアシートを示す模式平面図。
【図５】原稿を挟んだキャリアシートを示す一部破断した模式側面図。
【図６】画像読取装置の電気的構成及び機能的構成を示すブロック図。
【図７】１枚の原稿を重送センサーが検出した際の様子を示す模式側面図。
【図８】１枚の原稿を検出した際の重送センサーの検出値を示すグラフ。
【図９】重送した原稿を重送センサーが検出した際の様子を示す模式側面図。
【図１０】重送した原稿を検出した際の重送センサーの検出値を示すグラフ。
【図１１】クレジットカードを検出した際の重送センサーの検出値を示すグラフ。
【図１２】キャリアシートの接合部を重送センサーが検出した際の様子を示す模式側面図
。
【図１３】キャリアシートのシート部を重送センサーが検出した際の様子を示す模式側面
図。
【図１４】キャリアシートを検出した際の重送センサーの検出値を示すグラフ。
【図１５】キャリアシート判別処理を示すフローチャート。
【図１６】第２実施形態において重送した原稿の先端部が重送センサーに検出された様子
を示す模式側面図。
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【図１７】キャリアシートの接合部が重送センサーに検出された様子を示す模式側面図。
【図１８】キャリアシートの接合部が原稿有無センサーに検出された様子を示す模式側面
図。
【図１９】キャリアシート判別処理を示すフローチャート。
【図２０】第３実施形態においてキャリアシートの接合部よりも搬送方向上流側の領域が
重送センサーに検出され始めた状態を示す模式側面図。
【図２１】キャリアシート判別処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（第１実施形態）
　以下、画像読取装置の第１実施形態を、図面を参照して説明する。
　図１に示すように、本実施形態の画像読取装置１１は、側面視が略台形形状を有する装
置本体１２（以下、単に「本体１２」という。）と、画像読取対象である原稿Ｄ及び原稿
Ｄを挟んだ後述するキャリアシートＣＳが載置（セット）される載置面１３Ａを有する原
稿サポート１３とを備える。原稿サポート１３に載置された原稿Ｄは、本体１２の上部に
開口する給送口１２Ａへ１枚ずつ給送される。給送された原稿Ｄは、本体１２内を所定の
搬送経路３２（図２参照）に沿って搬送され、その搬送途中の読取位置で画像が読み取ら
れた後、本体１２の前側下部に開口する排出口１２Ｂから排出され、例えば排出トレイ１
８Ａ（図２参照）に積載される。本実施形態では、パスポートや通帳等の冊子原稿及びＡ
３判サイズを二つ折りにした履歴書等の折り原稿などの原稿Ｄは、後述する無色透明なキ
ャリアシートＣＳに挟んだ状態で、キャリアシートＣＳごと原稿サポート１３にセットさ
れる。
【００２５】
　原稿サポート１３は、本体１２に対して基端部（下端部）が回動可能に連結された第１
サポート部１４と、第１サポート部１４の先端部に対して基端部が回動可能に連結された
第２サポート部１５とを備える。第２サポート部１５の先端部には、スライド式の補助サ
ポート部１６が出退可能に設けられている。原稿サポート１３は、本体１２の後側上方へ
斜めに延出し、原稿を載置可能なサポートとして機能する図１に示す開位置（使用位置）
と、ユーザーによって開位置から図１の紙面手前方向へ回動されることにより、本体１２
の上面部及び前面部１２Ｃを覆う閉位置（収納位置）とに配置可能となっている。
【００２６】
　原稿サポート１３の載置面１３Ａには、原稿Ｄが搬送される搬送方向Ｙと交差（特に直
交）する幅方向Ｘにスライド可能な一対のエッジガイド１７が設けられている。載置面１
３Ａ上に積載された原稿Ｄ又はキャリアシートＣＳは、一対のエッジガイド１７に挟まれ
ることで、給送口１２Ａに対して幅方向Ｘに位置決めされる。なお、幅方向Ｘが、画像読
取装置１１が原稿の画像を読み取るときの主走査方向、搬送方向Ｙが副走査方向となる。
【００２７】
　図１及び図２に示すように、本体１２は、本体部１８と、本体部１８の前端部を中心に
回動可能に連結されたカバー部１９とを備える。カバー部１９が図１及び図２に示す閉位
置に配置された状態では、図２に示すように、本体部１８とカバー部１９との間に給送口
１２Ａから排出口１２Ｂに至る搬送経路３２が形成される。ユーザーが図１に示す操作部
１９Ａを操作してカバー部１９の係止を解除し、カバー部１９を図１に示す閉位置から図
１の紙面手前方向へ開位置まで回動させると、搬送経路３２の一方の面部を形成する搬送
面部３９（図３参照）が露出する。このカバー部１９を開けて搬送面部３９を露出状態と
することで、原稿Ｄの紙詰まり（ジャム）の除去や給送・搬送用のローラー３３Ａ～３６
Ａ等（図２参照）のメンテナンス等が行われる。
【００２８】
　図１に示すように、本体１２（カバー部１９）の前面部１２Ｃには、操作部２０が設け
られている。操作部２０は、画像読取装置１１に指示を与えるときにユーザーによって操
作される複数の操作用のスイッチ２１～２６を備える。詳しくは、操作部２０は、電源ス



(9) JP 6700577 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

イッチ２１、スタートスイッチ２２、ストップスイッチ２３、モード選択スイッチ２４、
重送検査無効スイッチ２５（重送検査スキップスイッチ）及び無線通信用スイッチ２６な
どの各種のスイッチからなる。重送検査無効スイッチ２５は、原稿Ｄが複数枚重なって給
送される重送の有無を検査する重送検査を無効にする際に操作され、無効とされていると
き重送検査は行われない。操作部２０に隣接する位置には、例えばＬＥＤ等により点灯と
点滅の少なくとも一方と消灯とが可能、あるいは点灯時の点灯色の変更が可能な表示灯か
らなる報知部２７が設けられている。報知部２７は、例えば電源のオン／オフ、現在選択
中のモード、重送検査の有効／無効などを表示灯の点灯・消灯あるいは点灯色の変更によ
ってユーザーに報知する。
【００２９】
　図２に示すように、画像読取装置１１の本体１２内には、画像読取処理（スキャン処理
）を行う画像読取処理機構３０が設けられている。画像読取処理機構３０は、原稿Ｄを搬
送する搬送部３１を備える。搬送部３１は、原稿サポート１３に積載された複数枚の原稿
Ｄを、１枚ずつ給送口１２Ａから板状の給送ガイド３２Ａに沿って本体１２内へ案内しつ
つ給送し、給送した原稿Ｄを搬送経路３２に沿って一定の搬送速度で搬送する。
【００３０】
　搬送部３１は、本体１２内の搬送経路３２の上流端位置に配置された一対の給送ローラ
ー対３３と、給送ローラー対３３よりも搬送方向下流側に配置された一対の給送ローラー
対３４と、搬送方向Ｙに原稿Ｄの読取位置を挟んで上流側に配置された一対の搬送ローラ
ー対３５と、下流側に配置された一対の搬送ローラー対３６とを備える。
【００３１】
　給送ローラー対３３，３４は、駆動ローラー３３Ａ，３４Ａと従動ローラー３３Ｂ，３
４Ｂとにより構成される。また、搬送ローラー対３５，３６は、駆動ローラー３５Ａ，３
６Ａと従動ローラー３５Ｂ，３６Ｂとにより構成される。各従動ローラー３３Ｂ～３６Ｂ
は、それぞれが対をなす駆動ローラー３３Ａ～３６Ａの回転により連れ回りする。
【００３２】
　複数のローラー対３３～３６を構成する各駆動ローラー３３Ａ～３６Ａは、それらの動
力源である搬送モーター３７の動力により回転駆動する。給送ローラー対３４を構成する
従動ローラー３４Ｂはリタードローラーとなっており、その外周面の原稿Ｄに対する摩擦
係数が、駆動ローラー３４Ａの外周面の原稿Ｄに対する摩擦係数よりも大きくなっている
。このため、給送ローラー対３４は、原稿Ｄを１枚ずつ分離して搬送方向Ｙの下流側へ送
り出す分離機構３８として機能する。よって、給送ローラー対３３の回転により原稿サポ
ート１３に積載された複数枚の原稿Ｄは、例えば最下位のものから順番に１枚ずつ給送口
１２Ａから本体１２内へ給送され、さらに給送ローラー対３４の回転により１枚ずつ分離
されて搬送方向Ｙの下流側へ給送される。冊子原稿や折り原稿はそのまま給送されると、
分離機構３８の分離作用によりずれて給送される虞がある。そのため、ユーザーは冊子原
稿や折り原稿などの原稿Ｄをスキャンする際は、原稿ＤをキャリアシートＣＳ（図４参照
）に挟んで原稿サポート１３にセットし、キャリアシートＣＳごと原稿Ｄを搬送させる。
【００３３】
　図２に示すように、本体１２内に給送ローラー対３３，３４及び搬送ローラー対３５，
３６により形成された搬送経路３２の途中の読取位置には、搬送経路３２を挟む両側に一
対の読取部４０が設けられている。一対の読取部４０は、第１読取部４０Ａと第２読取部
４０Ｂとからなり、互いに対向しない程度に搬送方向Ｙに少しずれた位置に配置されてい
る。一対の読取部４０は、搬送中の原稿Ｄに光を照射可能な光源４１と、主走査方向（幅
方向Ｘ）に延びるイメージセンサー４２とにより構成される。原稿Ｄの片面（表面）を読
み取る通常読取モードのときは、第１読取部４０Ａが読取動作を行い、原稿Ｄの両面（表
裏面）を読み取る両面読取モードのときは、第１読取部４０Ａと第２読取部４０Ｂとが共
に読取動作を行う。
【００３４】
　光源４１は、例えばＬＥＤや蛍光ランプなどにより構成される。イメージセンサー４２
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は、光源４１から射出された光が原稿Ｄ等で反射した反射光を受光し、受光した光を電気
信号に変換して受光量に応じた値の画素信号を出力する。イメージセンサー４２は、例え
ばリニアイメージセンサーである。画像読取装置１１は、カラースキャンとモノクロスキ
ャン（グレースケールスキャン）とが可能である。カラースキャン方式には、イメージセ
ンサーがモノクロで、ＲＧＢ各色の光源を時系列で順番に発光させてイメージセンサーか
らＲＧＢ各色の画素信号を順番に取得する方式と、イメージセンサーがカラーフィルター
で覆われたＲＧＢ各色の光電変換素子を備え、白色光源を発光させて各光電変換素子から
ＲＧＢの各画素信号を取得する方式とがある。カラースキャン方式はどちらの方式でもよ
い。なお、以下では、光源４１とイメージセンサー４２を、第１読取部４０Ａ側のものを
指して、第１光源４１Ａ及び第１イメージセンサー４２Ａと記し、第２読取部４０Ｂ側の
ものを指して、第２光源４１Ｂ及び第２イメージセンサー４２Ｂと記す場合がある。
【００３５】
　さらに、イメージセンサー４２と搬送経路３２を挟んで対向する位置には、色基準板４
３が配置されている。色基準板４３はシェーディング補正用の白基準値を得るためのもの
で、白色を呈する白基準板又はグレー（灰色）を呈するグレー基準板が用いられる。グレ
ー基準板は、色基準板４３を原稿の背景（グレー背景）として読み取った読取データから
、原稿と背景との色又は輝度値の違いを基に、原稿Ｄの位置及び領域を検出するために用
いられる。なお、原稿検出専用のセンサーで原稿の検出を行う構成とした場合は、色基準
板４３を白基準板にすることが好ましい。
【００３６】
　イメージセンサー４２は、複数の光電変換素子を主走査方向Ｘに沿って一列に配置した
、例えばコンタクト型イメージセンサーである。さらにイメージセンサー４２は、具体的
にはＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサーである。
イメージセンサー４２は、各光電変換素子が受光した光を光電変換して受光量に応じた値
の画素信号を出力する。
【００３７】
　また、図２に示すように、本体１２内には、複数のローラー対３３～３６のうち１つの
駆動ローラーの回転を検出可能なエンコーダー４４（例えばロータリーエンコーダー）が
設けられている。エンコーダー４４は、駆動ローラーの回転量に比例する数のパルスを含
む検出信号を出力する。エンコーダー４４の検出信号は、本体１２内に配置されたコント
ローラー５０に入力され、コントローラー５０が原稿ＤやキャリアシートＣＳ等の搬送対
象の先端が検知された位置から、検出信号のパルスの数を計数することで、搬送対象の搬
送中の位置（搬送位置）の把握に用いられる。
【００３８】
　搬送モーター３７、読取部４０（４０Ａ，４０Ｂ）を構成する光源４１及びイメージセ
ンサー４２は、コントローラー５０により制御される。また、コントローラー５０は、ユ
ーザーが操作する操作部２０からの操作信号により与えられた指示に基づき画像読取装置
１１を制御する。
【００３９】
　次に図３を参照して、原稿の搬送経路のうちの下側の面部を形成する搬送面部３９につ
いて説明する。図３に示すように、本体部１８の上面によって形成される搬送面部３９は
、本体部１８の上面を覆う搬送板１８Ｂと、その上面から突出すると共に搬送方向Ｙに沿
って互いに平行に延びる複数本のリブ１８Ｃとを有する。搬送面部３９における幅方向Ｘ
の略中央部には、搬送方向Ｙの上流側から順に、給送ローラー対３３，３４を構成する各
駆動ローラー３３Ａ，３４Ａ、搬送ローラー対３５，３６を構成する各駆動ローラー３５
Ａ，３６Ａが、それぞれ幅方向Ｘに少しの間隔を隔てて一対ずつ配置されている。給送ロ
ーラー対３３を構成する一対の駆動ローラー３３Ａの間には、原稿センサー４５が配置さ
れている。原稿センサー４５は、例えばレバーを有する接触式センサーであり、レバーが
押されることで、原稿サポート１３にセットされた原稿Ｄ又はキャリアシートＣＳの有無
を検知する。
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【００４０】
　コントローラー５０は、搬送対象が給送位置にセットされて原稿センサー４５がオンし
た際にリセットされた搬送カウンター８１が、搬送モーター３７の駆動中にエンコーダー
４４から入力する検出信号のパルスの数を計数することで、その計数値により搬送対象の
搬送方向Ｙにおける位置（搬送位置）を把握する。
【００４１】
　さらに搬送方向Ｙにおいて駆動ローラー３４Ａと駆動ローラー３５Ａとの間の位置には
、重送センサー４６が配置されている。重送センサー４６は、例えば超音波式センサーで
あり、超音波を発信可能な発信器４６Ａと、発信器４６Ａに対して搬送経路３２を挟んで
対向する位置に配置され、発信器４６Ａからの超音波を受信可能な受信器４６Ｂ（図７参
照）とを備える。重送センサー４６は、発信器４６Ａからの超音波が、重送した２枚の原
稿Ｄの隙間で減衰する原理を利用して、原稿Ｄの重送を検知する。２枚以上の原稿Ｄを通
過したときの超音波の減衰度合は、１枚の原稿を通過したときの超音波の減衰度合よりも
大きいので、その大きな減衰度合によって検出値が所定の閾値（図８における第２の閾値
ＳＨ２）を超えると（下回ると）、重送と検出される。一方、１枚の原稿Ｄを通過したと
きの超音波の減衰度合は小さいので、検出値が所定の閾値を超えることがなく、重送とは
検出されない。また、キャリアシートＣＳの接合部５１以外のシート部５２は２枚からな
り、２枚のシート部５２の隙間で超音波が減衰する減衰度合が大きいため、重送センサー
４６はキャリアシートＣＳを、原稿の重送と誤検出する場合がある。そのため、ユーザー
はキャリアシートＣＳに挟んで原稿Ｄを読み取るときは、重送検査無効スイッチ２５を操
作して重送検査を無効にすることができる。
【００４２】
　また、搬送ローラー対３５を構成する一対の駆動ローラー３５Ａの間には、原稿Ｄの有
無を検出可能な原稿有無検出部の一例としての原稿有無センサー４７が配置されている。
原稿有無センサー４７は、例えばレバー（接触子）を有する接触式センサーであり、原稿
Ｄ又はキャリアシートＣＳの先端がレバーを押して非検知状態から検知状態に切り換わる
ことをもって先端を検知し、その後端がレバーを通り過ぎてレバーが押されなくなって、
検知状態から非検知状態に切り換わることをもって後端を検知する。原稿有無センサー４
７の検知結果は、その搬送方向Ｙ下流側に配置された読取部４０（４０Ａ，４０Ｂ）の読
取動作の開始と終了のタイミングの制御に用いられる。
【００４３】
　次に図４及び図５を参照してキャリアシートＣＳについて説明する。図４に示すように
、キャリアシートＣＳは、無色透明の合成樹脂からなる２枚の四角形状のシートを周縁部
の一部で接合された一定幅（例えば５～２０ｍｍの範囲内）で幅方向Ｘに帯状に延びる接
合部５１と、接合部５１から延出する２枚のシート部５２とを有する。キャリアシートＣ
Ｓは、図５に示すように２枚のシート部５２の間に原稿Ｄを挟んで使用される。そのため
、２枚のシート部５２は、その間に挟んで使用される規定サイズ（Ａ４判又はＢ５判等）
の原稿Ｄのサイズよりも一回り大きなサイズを有している。
【００４４】
　キャリアシートＣＳは、接合部５１側が搬送方向Ｙの先頭となる向きで原稿サポート１
３上にセットされて使用される。つまり、原稿Ｄを挟んだキャリアシートＣＳは、接合部
５１を給送口１２Ａに差し込んだ状態にセットされる。そして、セットされたキャリアシ
ートＣＳは接合部５１側から本体１２内へ給送される。給送されたキャリアシートＣＳは
、本体１２内の搬送経路３２に沿って接合部５１を先頭にして搬送方向Ｙに搬送される。
【００４５】
　図５に示すように、キャリアシートＣＳの接合部５１は、２枚の透明シートの端部が例
えば不透明な接合材５３を介して接合されているため不透明であり、搬送方向Ｙにおける
幅がＬ１となっている。接合部５１は２枚の透明シートの間に接合材５３が介在すること
で隙間がなく、重送センサーが接合部５１を検出対象とするときの超音波の減衰度合は比
較的小さい。一方、２枚のシート部５２は無色透明であり、原稿Ｄの有無に関わらずその
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間に隙間（空気層）が存在するので、重送センサー４６がシート部５２を検出対象とする
ときの超音波の減衰度合は、接合部５１を検出対象とするときの超音波の減衰度合よりも
大きい。その結果、重送センサー４６の検出対象がシート部５２であるときの検出値は、
第２の閾値ＳＨ２を下回り、原稿Ｄの重送と誤検出されてしまう。
【００４６】
　そのため、ユーザーはキャリアシートＣＳを使用するときは、重送検査無効スイッチ２
５の操作又はホスト装置１００の入力部１０１の操作により、重送検査を無効にする必要
があった。この種の問題を解消するため、キャリアシートＣＳを検出可能な専用のセンサ
ー（キャリアシートセンサー）を設け、この専用のセンサーがキャリアシートＣＳを検出
したときは、重送検査を無効にする構成も可能ではある。しかし、センサーの個数が増加
するため、画像読取装置１１の製造コストの上昇や構造の複雑化を招く。そこで、本実施
形態では、他の用途で使用される既存のセンサーを利用し、原稿Ｄの重送とキャリアシー
トＣＳとを判別する。よって、画像読取装置１１は、専用のキャリアシートセンサーは備
えていない。
【００４７】
　次に図６を参照して、画像読取装置１１の電気的構成について説明する。図６に示すよ
うに、コントローラー５０は、マイクロプロセッサー等からなるコンピューター６０と、
記憶部６１と、ホスト装置１００から各種のデータや信号を入力する入力インターフェイ
スからなる入力部６２と、画像読取装置１１が読み取った読取データをホスト装置１００
に出力する出力インターフェイスからなる出力部６３とを備える。さらにコントローラー
５０は、イメージセンサー４２Ａ，４２Ｂに対して画素信号の読出動作を含む各種の動作
タイミングを規定するパルス信号を出力するタイミングジェネレーター６４（以下「ＴＧ
６４」とも記す。）を備える。また、コントローラー５０は、イメージセンサー４２Ａ，
４２Ｂから入力した画素信号をアナログ／デジタル変換（Ａ／Ｄ変換）するアナログフロ
ントエンド６５（以下「ＡＦＥ６５」とも記す。）を備える。なお、記憶部６１は、例え
ば不揮発性メモリー及びＲＡＭからなる。
【００４８】
　画像読取装置１１は、通信ケーブルを通じてホスト装置１００と接続されている。ホス
ト装置１００は、例えばパーソナルコンピューター（以下「ＰＣ」ともいう。）により構
成され、入力部１０１と表示部１０２とを備える。なお、ホスト装置１００は、ＰＣに限
らず、携帯情報端末（ＰＤＡ（Personal Digital Assistants））、タブレットＰＣ又は
スマートフォン等のスマートデバイスなどでもよい。
【００４９】
　図６に示すように、ホスト装置１００はコンピューター１０３と記憶部１０４とを内蔵
する。コンピューター１０３は、読取ドライバー１０５を備える。読取ドライバー１０５
は、ホスト装置１００にインストールされたソフトウェアにより構成される。
【００５０】
　読取ドライバー１０５は、重送検査の有効／無効を設定する設定部１０６を備える。設
定部１０６は、ユーザーによる入力部１０１の操作で指示された重送検査の有効／無効の
設定情報を受け付け、その受け付けた設定情報を画像読取装置１１に送信して、主制御部
７０内の設定部８０に設定する。この設定情報の設定は、ユーザーが画像読取装置１１の
重送検査無効スイッチ２５の操作によっても行うことができる。すなわち、画像読取装置
１１の主制御部７０は、ユーザーによる重送検査無効スイッチ２５の操作で指示された重
送検査の有効／無効の設定情報を設定する設定部８０を備えている。また、ユーザーは入
力部１０１を操作して、画像読取処理に関する設定条件（タスク条件）を設定する。設定
条件には、読取解像度、読取色等を含む読取条件と、折り原稿を読み取った際の２つの画
像を結合する辺（折り目）を規定するステッチ向き（折れ目の向き）、シェーディング補
正やガンマ補正等を含む画像処理条件と、画像データの保存形式、転送方法及び保存先を
含む保存条件とが含まれる。
【００５１】
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　本実施形態の画像読取装置１１では、読取解像度には、例えば３００ｄｐｉ／６００ｄ
ｐｉがあり、読取色には、モノクロ（グレースケール）／カラーがある。また、ステッチ
向きとは、キャリアシートＣＳに挟んだ折り原稿の両面を読み取って得た２つの画像を結
合する辺を左右どちらにするかを規定する条件である。保存形式には、ＰＤＦ形式、ＪＰ
ＥＧ形式、ＧＩＦ形式等がある。また、保存方法には、ホスト装置１００への転送及びメ
ール転送があり、保存先には、ホスト装置１００内の記憶部１０４におけるフォルダーの
アドレス、又はメール転送先のメールアドレスが指定される。なお、設定条件は、ユーザ
ーが画像読取装置１１の操作部２０を操作することで設定できてもよい。
【００５２】
　図６に示す記憶部６１には、図１５にフローチャートで示されたキャリアシート判別処
理用プログラムを含むプログラムＰＲ等が記憶されている。図６に示すコンピューター６
０は、プログラムＰＲを実行することで同図に示す各種の機能部として機能する。すなわ
ち、図６に示すように、コンピューター６０は、機能部として、主制御部７０、搬送モー
ター３７を制御する搬送制御部７１、搬送対象がキャリアシートＣＳであるか非キャリア
シートであるかを判別する判別部７２、読取部４０を制御する読取制御部７３及び読取デ
ータに各種の画像処理等を施す画像処理部７４を備える。なお、非キャリアシートには、
原稿Ｄ、クレジットカード等が挙げられる。
【００５３】
　搬送制御部７１は、主制御部７０の指示に従って搬送モーター３７を駆動し、複数のロ
ーラー対３３～３６を回転させることで、原稿サポート１３にセットされた搬送対象（以
下「搬送シート」ともいう。）を１枚ずつ本体１２内へ給送する。更に搬送制御部７１は
、給送された搬送対象を搬送経路３２に沿って読取条件に応じた一定の搬送速度で搬送さ
せる。なお、搬送対象には、原稿ＤやキャリアシートＣＳの他、クレジットカード等も含
まれる。搬送対象には、キャリアシートＣＳと、キャリアシート以外である非キャリアシ
ートとがある。非キャリアシートには、原稿Ｄやクレジットカード等が含まれる。
【００５４】
　判別部７２は、重送センサー４６の検出信号に基づいて、搬送対象の種類を判別する。
特に本実施形態の判別部７２は、重送センサー４６の検出信号に基づいて、搬送対象がキ
ャリアシートＣＳであるか、それともキャリアシートＣＳ以外の非キャリアシートである
かを判別する。本実施形態では、判別部７２が判定の際に用いる図８に示す複数の閾値Ｓ
Ｈ１，ＳＨ２が設けられている。２つの閾値ＳＨ１，ＳＨ２によって、３つの判定範囲Ｒ
０，Ｒ１，Ｒ３が設定される。すなわち、第１の閾値ＳＨ１（キャリアシート判定用閾値
）よりも大きな原稿判定範囲Ｒ０、第２の閾値ＳＨ２（重送判定用閾値）以上かつ第１の
閾値ＳＨ１未満の第１の判定範囲Ｒ１、第２の閾値ＳＨ２未満の重送判定範囲Ｒ２が設定
されている（図８、図１０、図１１、図１４を参照）。
【００５５】
　図６に示す判別部７２は、重送センサー４６の検出値が、３種類の判定範囲のうちのど
の判定範囲に属し、その属する判定範囲をどれだけの移動距離の間とるかを判断する。そ
して、判別部７２は、重送センサー４６の検出値が属する判定範囲と、その判定範囲に属
しているときの搬送対象の移動距離とに基づいて、搬送対象の種類及び状態を判別する。
判別部７２は、搬送対象がキャリアシートＣＳであるか非キャリアシートであるかを少な
くとも判別する。
【００５６】
　判別部７２は、複数のカウンター８２を備える。カウンター８２は、重送センサー４６
の検出値が、判定範囲Ｒ０，Ｒ１，Ｒ２のうちの１つに属しているときの搬送対象の移動
距離に相当する計数値を計数するためのものである。本例では複数のカウンター８２は、
第１カウンター８２Ａと第２カウンター８２Ｂとの２つ設けられている。コンピューター
６０は、所定のサンプリング周期で所定時間間隔毎に重送センサー４６の検出値を取得す
る。コンピューター６０は、例えば搬送対象の搬送速度に反比例するサンプリング周期で
検出値を取得する。すなわち、コンピューター６０は、少なくとも重送センサー４６によ
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る搬送対象の検出中は、その搬送対象の移動距離に比例する個数の検出値を取得する。
【００５７】
　第１カウンター８２Ａは、所定のサンプリング周期で取得される重送センサー４６の検
出値が、第１の判定範囲Ｒ１に属した回数を計数する。つまり、第１カウンター８２Ａは
、重送センサー４６の検出値が第１の判定範囲Ｒ１内の値をとりつつ搬送対象が移動した
移動距離の合計を計数する。また、第２カウンター８２Ｂは、重送センサー４６の検出値
が、第２の判定範囲Ｒ２に属した回数を計数する。つまり、第２カウンター８２Ｂは、重
送センサー４６の検出値が、第２の判定範囲Ｒ２内の値をとりつつ搬送対象が移動した移
動距離の合計を計数する。
【００５８】
　本例の重送センサー４６は、例えば図７に示すように超音波を発信する発信器４６Ａと
、発信器４６Ａから発信された超音波を受信する受信器４６Ｂ（いずれも図７参照）とを
備える。発信器４６Ａから発信された超音波は、原稿Ｄ等の搬送対象を通るときに減衰し
、その減衰した超音波を受信器が受信する。そして、重送センサー４６は、受信器４６Ｂ
の受信した超音波の例えば振幅に比例する大きさの検出値を有する検出信号を出力する。
なお、本実施形態の重送センサー４６は、受信器４６Ｂが受信する際の超音波の減衰が大
きいほど検出値がより小さな値をとる構成であるが、これとは逆に、超音波の減衰が大き
いほど検出値がより大きな値をとる構成であってもよい。後者の場合、第１の判定範囲Ｒ
１は、第１の閾値ＳＨ１以上かつ第２の閾値ＳＨ２未満の範囲になり、第２の判定範囲Ｒ
２は、第２の閾値ＳＨ２以上の範囲になる。
【００５９】
　次に、図７～図１４を参照して、重送センサー４６の検出値に基づき搬送対象の種類を
判別する判別方法について説明する。図８、図１０、図１１、図１４のグラフにおいて、
横軸は搬送対象の移動距離を示し、縦軸は重送センサー４６の検出値Ｖｆ（以下、「重送
検出値Ｖｆ」ともいう。）を示す。図７は、重送センサー４６が搬送対象として１枚の原
稿Ｄを検出しているときの様子を示す。このとき、図８に示すように、重送センサー４６
の検出値Ｖｆは、第１の閾値ＳＨ１を超え、原稿判定範囲Ｒ０に属する。よって、重送セ
ンサー４６の検出値Ｖｆが、所定の距離（例えば２０～５０ｍｍの範囲内の所定値）に渡
って第１の閾値ＳＨ１以上の値をとるとき、判別部７２は、搬送対象が、正常に搬送され
た１枚の原稿Ｄであると判別する。なお、図７、図９、図１２及び図１３では、搬送対象
が模式的に実際のサイズよりも大きく描かれている。
【００６０】
　図９は、重送センサー４６が、搬送対象として、重送した原稿Ｄの重送部分を検出して
いるときの様子を示す。ここで、原稿Ｄの重送部分は間に隙間（空気層）が存在するので
、その隙間によって超音波が大きく減衰する。このため、図１０に示すように、重送セン
サー４６の検出値Ｖｆ（重送検出値）は、第２の閾値ＳＨ２未満となって第２の判定範囲
Ｒ２に属する。よって、重送センサー４６からサンプリング周期毎に取得される検出値Ｖ
ｆが第２の判定範囲Ｒ２に属する回数を第２カウンター８２Ｂで計数し、その回数の合計
（計数値）が搬送対象の所定の距離（例えば２０～５０ｍｍの範囲内の所定値）の移動に
相当する値に達すると、判別部７２は、搬送対象が、重送した原稿Ｄであると判別する。
【００６１】
　なお、図１１は、重送センサー４６が、搬送対象として、クレジットカードを検出して
いるときのグラフを示す。クレジットカードは原稿Ｄに比べ厚さが大きいため、超音波の
減衰度合が比較的大きい。そのため、図１１に示すように、重送センサー４６の検出値Ｖ
ｆ（重送検出値）は、第１の閾値ＳＨ１未満の値をとり、例えば第１の判定範囲Ｒ１又は
第２の判定範囲Ｒ２に属する。よって、重送センサー４６の検出値Ｖｆが、第１の判定範
囲Ｒ１と第２の判定範囲Ｒ２とのうち少なくとも一方に属するものの、その判定範囲に属
するときの搬送対象の移動距離が、クレジットカードの長さから決まる所定範囲にあると
き、判別部７２は、搬送対象が、クレジットカードであると判別する。
【００６２】
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　図１２は、重送センサー４６が搬送対象としてキャリアシートＣＳを検出しているとき
の様子を示し、特に接合部５１を検出対象としている。接合部５１は、図５に示すように
、接合材５３を介して２枚の透明シートが接合されているため、シート部５２のような隙
間（空気層）が無いものの、普通紙等からなる通常の原稿Ｄに比べ大きな厚みを有する。
そのため、接合部５１における超音波の減衰度合は、１枚の原稿Ｄに比べ大きく、かつシ
ート部５２に比べ小さい。このため、図１４に示すように、重送センサー４６の検出値Ｖ
ｆ（重送検出値）は、検出対象が接合部５１であるとき、第１の閾値ＳＨ１を下回るもの
の第２の閾値ＳＨ２は下回らず、第１の判定範囲Ｒ１（ＳＨ２≦Ｒ１＜ＳＨ１）に属する
。その後、図１３に示すように、検出対象が接合部５１からシート部５２に移ると、シー
ト部５２における隙間（空気層）の存在により、接合部５１に比べ、超音波が大きく減衰
する。そのため、図１４に示すように、キャリアシートＣＳの先端が重送センサー４６の
検出対象になってから、キャリアシートＣＳが接合部５１の幅Ｌ１に相当する距離だけ移
動すると、検出対象が接合部５１からシート部５２に移る。重送検出値Ｖｆが、第１の判
定範囲Ｒ１に属する回数を計数する第１カウンター８２Ａの計数値が、接合部５１の幅Ｌ
１に応じた第１の設定回数を超えたことをもって、第１の検出結果とする。
【００６３】
　そして、重送センサー４６の検出対象が接合部５１からシート部５２に移ると、検出値
Ｖｆの属する判定範囲が、第１の判定範囲Ｒ１から第２の判定範囲Ｒ２に移行する。そし
て、重送検出値Ｖｆが、第２の判定範囲Ｒ２に属する回数を計数する第２カウンター８２
Ｂの計数値が、所定の距離（例えば２０～５０ｍｍの範囲内の所定値）に相当する第２の
設定回数を超えたことをもって、第２の検出結果とする。判別部７２は、第１の検出結果
が得られた後、第２の検出結果が得られた場合、搬送対象が、キャリアシートＣＳである
と判別する。なお、所定の距離は、読取部４０が原稿Ｄの読取動作を開始する前に、判別
部７２が搬送対象の種類及び状態を判別できる距離であることが望ましい。
【００６４】
　なお、本実施形態では、重送センサー４６の検出対象が接合部５１であるときの検出値
Ｖｆ、すなわちＳＨ２≦Ｖｆ＜ＳＨ１で示される第１の判定範囲Ｒ１に属する検出値Ｖｆ
が、第１の検出結果の一例に相当する。換言すれば、第１の閾値ＳＨ１と第２の閾値ＳＨ
２との間の範囲に属するときの重送検出値Ｖｆが、第１の検出結果の一例に相当する。ま
た、重送センサー４６の検出対象がシート部５２であるときの検出値Ｖｆ、すなわちＶｆ
＜ＳＨ２で示される第２の判定範囲Ｒ２に属する検出値が、第２の検出結果の一例に相当
する。換言すれば、第２の閾値ＳＨ２を超えた範囲に属するときの重送検出値Ｖｆが、第
２の検出結果の一例に相当する。
【００６５】
　ここで、クレジットカードや一部の厚紙原稿では、重送検出値Ｖｆが、キャリアシート
ＣＳの接合部５１と同様に第１の判定範囲Ｒ１に属する場合がある。しかし、キャリアシ
ートＣＳの場合、その後、検出対象がシート部５２に切り換わったとき、重送検出値Ｖｆ
の属する判定範囲が第１の判定範囲Ｒ１から第２の判定範囲Ｒ２に切り換わる。これに対
して、クレジットカード等の場合、重送検出値Ｖｆが属する判定範囲が一部のばらつきを
除き基本的に切り換わることがない。このため、クレジットカード等の比較的厚さのある
搬送対象と、キャリアシートＣＳとの判別は可能となっている。以上のように、本実施形
態の判別部７２は、重送検出値Ｖｆに基づいて、搬送対象の種類（原稿、キャリアシート
、クレジットカード等）及び状態（重送）を判別できる。換言すれば、少なくともキャリ
アシートＣＳと非キャリアシート（原稿、クレジットカード、重送状態の原稿）との判別
が可能となっている。
【００６６】
　判別部７２は、上記の搬送対象の種類及び状態の検出のため、重送センサー４６の検出
値Ｖｆを所定時間間隔毎に取得する度に、第２の閾値ＳＨ２を下回るか否かの判定と、キ
ャリアシート判定閾値を下回るか否かの判定とを行う。検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を
下回らず、かつ第１の閾値ＳＨ１を下回るときに、第１カウンター８２Ａ（キャリアシー
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ト判定用カウンター）を「１」ずつインクリメントする。また、重送センサー４６の検出
値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回ると、第２カウンター８２Ｂ（重送判定用カウンター）
を「１」ずつインクリメントする。そして、第１カウンター８２Ａの計数値は、所定のサ
ンプリング周期毎に取得される重送検出値Ｖｆが第１の判定範囲Ｒ１に属するときの回数
、すなわち所定の搬送速度で移動中の搬送対象の移動距離に相当する。また、第２カウン
ター８２Ｂの計数値は、所定のサンプリング周期毎に取得される重送検出値Ｖｆが第２の
判定範囲Ｒ２に属するときの回数、すなわち所定の搬送速度で移動中の搬送対象の移動距
離に相当する。
【００６７】
　また、判別部７２は、第１カウンター８２Ａの計数値が第１の設定回数を超えたことを
もって、第１の検出結果が得られたとし、キャリアシート判定中の旨を設定する。本実施
形態では、記憶部６１の所定記憶領域にキャリアシート判定中のときのオンされるフラグ
を備える。そして、判別部７２は、フラグをオンすることによりキャリアシート判定中の
旨を設定する。また、判別部７２は、第２カウンター８２Ｂの計数値が第２の設定回数を
超えたことをもって、第２の検出結果が得られたとする。そして、判別部７２は、第１の
検出結果が得られた結果、キャリアシート判定中のフラグがオンの状態で、第２の検出結
果が得られると、そのときの搬送対象をキャリアシートＣＳと判別する。
【００６８】
　また、判別部７２が原稿Ｄの重送と判別した場合、主制御部７０はその旨を報知部２７
の点灯又は点滅、及びホスト装置１００の表示部１０２にメッセージを表示することによ
ってユーザーに報知する。なお、判別部７２による判別方法の詳細については、後述する
。
【００６９】
　読取制御部７３は、光源４１の発光を制御し、原稿Ｄに光を照射する。この搬送中に、
読取制御部７３は、読取部４０を制御し、原稿Ｄの画像を読み取らせる。詳しくは、読取
制御部７３は、ＴＧ６４を介してイメージセンサー４２に対して画素信号の読出動作の動
作タイミング等を制御するパルス信号を出力して読取動作を制御する。イメージセンサー
４２から入力したアナログの画素信号はＡＦＥ６５を介してデジタルの画素信号に変換さ
れて読取データとして画像処理部７４に入力される。
【００７０】
　画像処理部７４は、入力したデジタルの画素信号からなる読取データに対して、シェー
ディング補正及びガンマ補正等の公知の画像補正処理を施して、原稿Ｄの画像データを生
成する。画像読取装置１１の電源投入時に、読取部４０で色基準板４３を読み取って、光
源４１及びイメージセンサー４２の特性の温度依存性や経時変化に起因する劣化の進行度
に応じてキャリブレーションをする。詳しくは、画像読取装置１１の電源投入時に読取部
４０が色基準板４３（例えばグレー基準板）を読み取って得た色データ（例えばグレーデ
ータ）を用いて、光源４１及びイメージセンサー４２の現在の温度及び経年劣化の程度に
応じたキャリブレーションを行う。
【００７１】
　また、画像処理部７４は、搬送対象が原稿Ｄである場合と、原稿Ｄを挟むキャリアシー
トＣＳである場合とで、異なる画像補正処理を行う。一方、キャリアシートＣＳの場合は
、読取データから原稿Ｄの領域（原稿領域）を切り出す処理、及び切り出した原稿領域の
データからキャリアシートＣＳの影響を取り除く画像補正処理を行って、原稿Ｄの画像デ
ータを生成する。キャリアシート用の画像補正処理には、傷や汚れ、ゴミ等の欠点を目立
たなくする欠点除去処理や、キャリアシート用のガンマ値を用いたガンマ補正処理、キャ
リアシートＣＳの黄ばみなど変色で加わった色を低減する色補正処理等が含まれる。
【００７２】
　次に画像読取装置１１の作用を説明する。
　ユーザーは原稿Ｄを画像読取装置１１に読み取らせるときは、原稿Ｄを原稿サポート１
３にセットする。また、パスポートや通帳等の冊子原稿又は折り原稿などの原稿Ｄの画像
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を読み取らせるときは、原稿ＤをキャリアシートＣＳに挟んで原稿サポート１３にセット
する。ユーザーは、ホスト装置１００の入力部１０１の操作により、解像度、読取色（カ
ラー／モノクロ）等の読取条件と、読取データの保存形式及び保存先等の保存条件とを含
むタスク条件をホスト装置１００に設定する。そして、ユーザーは入力部１０１を操作し
て画像読取装置１１にスキャンを開始させる。
【００７３】
　以下、図１５に示すフローチャートを参照して、コンピューターが実行するキャリアシ
ート判別処理について説明する。そのスキャン開始の指示を受け付けたコンピューター６
０は、指定の解像度に合った搬送速度で搬送モーター３７を駆動させる。搬送モーター３
７が駆動されると、複数のローラー対３３～３６が回転駆動し、原稿サポート１３にセッ
トされたシート（搬送対象）が分離機構３８のリタードローラーにより１枚ずつ分離され
つつ本体１２内へ給送され、給送されたシートは複数のローラー対３３～３６により搬送
経路３２に沿って搬送される。シートの搬送位置はエンコーダー４４の検出信号（検出パ
ルス信号）のパルスの数を計数するカウンターの計数値に基づいて把握され、その計数値
で示される搬送位置から特定されるシートの先端位置が重送センサー４６の少し手前の重
送検出開始位置に到達すると、重送センサー４６の検出値Ｖｆに基づくキャリアシート判
定処理を開始する。
【００７４】
　まずステップＳ１１では、重送センサーの検出値が第２の閾値ＳＨ２（重送判定用閾値
）を下回ったか否かを判断する。重送センサー４６の検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下
回っていなければステップＳ１２に進み、検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回っていれ
ばステップＳ１５に進む。なお、搬送対象の先端部が搬送ローラー対３５にニップされる
前のばたつき等に起因して検出値Ｖｆがばらつく場合は、ステップＳ１１において、重送
センサー４６の検出値Ｖｆが第２の判定範囲Ｒ２に属する回数を計数し、その計数値が第
２の設定回数を超えたことをもって、検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回ったと判定す
ることが好ましい。
【００７５】
　ステップＳ１２では、重送センサーの検出値が第１の閾値ＳＨ１（キャリアシート判定
用閾値）を下回ったか否かを判断する。重送センサー４６の検出値Ｖｆが第１の閾値ＳＨ
１を下回っていればステップＳ１３に進み、検出値Ｖｆが第１の閾値ＳＨ１を下回ってい
なければステップＳ１４に進む。つまり、ステップＳ１１及びＳ１２により、重送センサ
ー４６の検出値Ｖｆが、第２の閾値ＳＨ２以上かつ第１の閾値ＳＨ１未満の第１の判定範
囲Ｒ１にあるか否かを判断する。検出値Ｖｆが第１の判定範囲Ｒ１にあればステップＳ１
３に進み、第１の判定範囲Ｒ１になければステップＳ１４に進む。なお、搬送対象の先端
部が搬送ローラー対３５にニップされる前のばたつき等に起因して検出値Ｖｆがばらつく
場合は、ステップＳ１２において、重送センサー４６の検出値Ｖｆが第１の判定範囲Ｒ１
に属する回数を計数し、その計数値が第１の設定回数を超えたことをもって、検出値Ｖｆ
が第１の閾値ＳＨ１を下回ったと判定することが好ましい。
【００７６】
　ステップＳ１３では、キャリアシート判定中の旨を設定する。例えばコンピューターは
記憶部６１内の所定記憶領域に用意された図示しないキャリアシート判定中フラグ（以下
、単に「判定中フラグ」ともいう。）をオン（例えば「１」）にする。
【００７７】
　ステップＳ１４では、原稿の搬送が終了したか否かを判断する。原稿の搬送が終了して
いなければステップＳ１１に戻り、原稿の搬送が終了していればステップＳ１５に進む。
ここで、原稿の搬送の終了とは、原稿Ｄの読取りが終了するまでの搬送の終了を指しても
よいが、キャリアシート判定処理が行われる原稿搬送区間の最終位置までの原稿の搬送の
終了を指してもよい。この最終位置は、例えば読取部４０による原稿Ｄの読取りが開始さ
れる読取開始位置に至るまでの位置に設定される。原稿サポート１３における原稿Ｄのセ
ット位置からの搬送量は、エンコーダー４４の検出信号のパルスの数を計数する搬送カウ
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ンター８１に計数されている。このとき、原稿Ｄの先端が原稿有無センサー４７に検知さ
れて、原稿有無センサー４７がオフからオンに切り換わった時点に搬送カウンター８１を
一旦リセットし、その先端検知位置を基準に搬送カウンター８１の計数を再開させること
により、搬送中の原稿Ｄの位置（搬送位置）を把握してもよい。例えば図７に示すように
、１枚の原稿Ｄが正しく搬送されたときは、搬送中の１枚の原稿Ｄの超音波の減衰度合が
比較的小さい。そのため、図８に示すように、重送センサー４６の検出値Ｖｆは、原稿Ｄ
を検出対象とする間、第１の閾値ＳＨ１よりも大きなほぼ一定の値をとる。このとき、判
別部７２は、搬送対象が１枚の原稿Ｄであると判別する。そして、原稿Ｄの画像を読み取
る画像読取動作が継続される。
【００７８】
　ステップＳ１５では、取得された原稿Ｄの画像データに対して原稿用の画像補正処理が
施される。この画像補正処理により原稿Ｄの画像データが生成される。
　ステップＳ１６では、キャリアシート判定中か否かを判断する。キャリアシート判定中
であればステップＳ１７に進み、キャリアシート判定中でなければステップＳ１９に進む
。例えば図１２に示すように、重送センサー４６の検出対象が接合部５１であるときにキ
ャリアシート判定中が設定され、その後、重送センサー４６の検出対象が図１３に示すよ
うにシート部５２に移って、図１４に示すように、重送検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を
下回ったときに、キャリアシート判定中であると判断される（Ｓ１６で肯定判定）。
【００７９】
　ステップＳ１７では、キャリアシートと判別して、重送センサー４６を無効とし、画像
読取動作を継続する。つまり、重送検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２（重送判定用閾値）を
下回ることなく、第１の閾値ＳＨ１（キャリアシート判定用閾値）を下回っているときに
設定されたキャリアシート判定中において、重送検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回っ
たときは、そのときの搬送対象をキャリアシートＣＳであると判別する。そして、重送セ
ンサー４６を検出不能なオフ状態とすることで無効とし、キャリアシートＣＳの画像読取
動作を継続する。その結果、原稿Ｄが搬送されると共に、その搬送途中の読取位置で読取
部４０が原稿Ｄの画像を読み取る。読取部４０のイメージセンサー４２Ａ，４２Ｂがキャ
リアシートＣＳを読み取って得た画像データがＡＦＥ６５を介して画像処理部７４に取得
される。
【００８０】
　ステップＳ１８では、キャリアシート用の画像補正処理を行う。読取部４０がキャリア
シートを読み取って得た画像データに対してキャリアシート用の画像補正処理を実行する
。つまり、画像データに対してキャリアシート領域からの画像の切り取り、キャリアシー
トの傷や変色等の予め取得した情報に基づいてその種の傷や変色の影響を画像補正処理に
より低減する。
【００８１】
　ステップＳ１９では、原稿の重送と判別し、画像読取動作の停止を含む重送エラー処理
を行う。すなわち、搬送モーター３７の駆動を継続して搬送対象を排出口から排出すると
ともに、読取部４０による搬送対象に対する読取動作を行わない。このとき、コンピュー
ター６０の主制御部７０は、報知部２７により原稿の重送の旨をユーザーに報知する。例
えば操作部２０の隣の報知部２７が点灯又は点滅することで、ユーザーに原稿の重送の旨
が報知される。なお、画像処理部７４が画像補正処理を行って得られた画像データは、指
定のファイル形式（ＰＤＦ／ＪＰＥＧ／ＧＩＦ等）で出力部６３を介してホスト装置１０
０へ送信される。そして、ホスト装置１００は受信した指定の保存形式の画像データを、
記憶部１０４の指定の保存先のフォルダーに格納したり、指定のメールアドレスへメール
転送したりする。
【００８２】
　このように原稿Ｄの重送とキャリアシートＣＳとを判別できるので、重送検査を無効に
する余分な操作が必要ないうえ、重送検査を無効にする操作を忘れても、キャリアシート
ＣＳを原稿Ｄの重送とする誤検出に起因する画像読取動作の誤停止を回避できる。また、
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本実施形態では、画像読取装置１１に他の機能のために設けられた既存のセンサー４６，
４７の検出結果を利用して、原稿Ｄの重送とキャリアシートＣＳとを判別する構成なので
、キャリアシート専用のセンサー（キャリアシートセンサー）を不要とし、部品点数増加
に起因する画像読取装置１１の構造の複雑化及び製造コストの上昇を回避し易い。
【００８３】
　以上詳述した第１実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）原稿Ｄの重送を検出する重送検出部及び検出部の一例としての１つの重送センサ
ー４６と、重送センサー４６がキャリアシートＣＳの接合部５１を検出したときの第１の
検出結果と、重送センサー４６が重送を検出したときの第２の検出結果とに基づいて、重
送の原稿ＤとキャリアシートＣＳとを判別する判別部７２とを備える。よって、重送セン
サー４６の検出値Ｖｆが第１の判定範囲Ｒ１（ＳＨ２≦Ｖｆ＜ＳＨ１）に属する第１の検
出結果と、検出値Ｖｆが第２の判定範囲Ｒ２（Ｖｆ＜ＳＨ２）に属する第２の検出結果と
に基づいて、キャリアシートと重送の原稿とを判別できる。例えばキャリアシートを検出
可能な専用の検出部（キャリアシートセンサー）を設けなくても、既存のセンサー４６，
４７を用いて、キャリアシートＣＳと重送の原稿Ｄとを判別できる。
【００８４】
　（２）判別部７２は、重送センサー４６がキャリアシートＣＳの接合部５１を検出した
ときの第１の検出結果が得られた後に、重送検出時の第２の検出結果が得られると、キャ
リアシートＣＳと判別する。一方、判別部７２は、第１の検出結果が得られることなく、
第２の検出結果が得られると、原稿Ｄの重送と判別する。よって、キャリアシートＣＳと
原稿Ｄの重送とを判別できる。
【００８５】
　（３）重送検出部の一例である重送センサー４６は超音波方式である。重送センサー４
６がキャリアシートＣＳの接合部５１を検出しているうちは、原稿Ｄが挟まれているシー
ト部に比べて、超音波の減衰度合が小さいので、検出値Ｖｆが第１の閾値を超えるものの
第２の閾値を超えない第１の検出結果が得られる。その後、重送センサー４６の検出対象
が接合部５１からシート部５２に移ると、シート部５２では接合部５１に比べ超音波の減
衰度合が大きいので、検出値Ｖｆが第２の閾値を超えた第２の検出結果が得られる。判別
部７２は、重送センサー４６から第１の検出結果を得た後、第２の検出結果を得ると、搬
送対象がキャリアシートであると判別し、第１の検出結果を得ることなく第２の検出結果
を得ると、搬送対象が原稿の重送であると判別する。よって、キャリアシートと原稿の重
送とを判別できる。
【００８６】
　（４）判別部７２は、重送センサー４６の検出値Ｖｆが、第１の閾値ＳＨ１を超えた回
数の累積が第１の設定回数を超えたときに、第１の検出結果が得られたとする。また、検
出値Ｖｆが、第２の閾値ＳＨ２を超えた回数の累積が第２の設定回数を超えたときに、第
２の検出結果が得られたとする。よって、例えば重送センサー４６の検出値Ｖｆがばらつ
いてたまたま第１の閾値を超えたり第２の閾値を超えたりしても、第１の検出結果や第２
の検出結果とはされない。よって、例えば搬送対象の先端部が搬送ローラー対３５にニッ
プされる前のばたつき等に起因して検出値Ｖｆがばらついても、キャリアシートＣＳと原
稿Ｄの重送とを比較的正確に判別できる。
【００８７】
　（５）判別部７２が、キャリアシートＣＳと判別したら、搬送部３１と読取部４０とに
よる画像読取動作を継続し、原稿Ｄの重送と判別したら、搬送部３１と読取部４０とによ
る画像読取動作を停止する。このため、キャリアシートＣＳに挟まれた原稿Ｄを読み取る
ことができるうえ、原稿Ｄが重送したときは画像読取動作をエラーとして停止できる。
【００８８】
　（６）判別部７２が、キャリアシートＣＳと判別したら、重送センサー４６を検出不能
なオフ状態とする。このため、キャリアシートＣＳのシート部５２が重送センサー４６に
より重送と誤検出され、画像読取動作が停止されてしまう事態を回避できる。
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【００８９】
　（第２実施形態）
　次に図１６～図１９を参照して、第２実施形態について説明する。第２実施形態は、キ
ャリアシートＣＳの判別に２つの検出部の検出結果を用いる点、２つの検出部から得られ
る２種類の検出結果に基づいて判別部７２が原稿Ｄの重送とキャリアシートＣＳとを判別
する点が、第１実施形態と異なる。本実施形態の画像読取装置１１内の記憶部６１には、
図１９にフローチャートで示されるプログラムＰＲが記憶されている。本実施形態の判別
部７２は、２つの検出部の一例として、重送センサー４６と原稿有無センサー４７とを使
用する。
【００９０】
　図１６に示すように、重送センサー４６が原稿Ｄの重送を検知したとき、原稿有無セン
サー４７は原稿Ｄの先端部をまだ検出しておらずオフ状態となっている。
　また、図１７に示すように、重送センサー４６がキャリアシートＣＳの接合部５１を検
出対象としている移動範囲では、重送検出値Ｖｆは第１の閾値ＳＨ１を下回るものの、第
２の閾値ＳＨ２以上の値をとる。つまり、重送検出値Ｖｆは、第１の判定範囲Ｒ１に属す
る。
【００９１】
　図１８に示すように、キャリアシートＣＳの先端が原稿有無センサー４７に検知された
とき、キャリアシートＣＳの先端から搬送方向Ｙの上流側へ距離Ｌ２の位置が検出対象位
置となるように重送センサー４６が配置されている。重送センサー４６の検出対象が接合
部５１からシート部５２に切り換わり、その重送検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回っ
て重送検知状態となったとき、原稿有無センサー４７がキャリアシートＣＳの先端側の部
分を検知して既にオフからオンに切り換わっている。なお、本実施形態では、原稿有無セ
ンサー４７が、キャリアシートＣＳの先端（接合部５１）を検知したときの検出結果が、
第１の検出結果の一例に相当する。また、重送センサー４６の検出対象が、キャリアシー
トＣＳのシート部５２であるときの検出結果が、第２の検出結果の一例に相当する。
【００９２】
　以下、図１９に示すフローチャートを参照して、第２実施形態におけるキャリアシート
判別処理について説明する。
　ステップＳ２１では、重送センサーは重送を検知したか否かを判断する。重送センサー
４６は重送を検知しなければステップＳ２２に進み、重送を検知すればステップＳ２５に
進む。
【００９３】
　ステップＳ２２では、搬送対象の先端を検知したか否かを判断する。搬送対象の先端を
検知しなければステップＳ２１に戻り、先端を検知すればステップＳ２３に進む。つまり
、搬送対象が、重送が検知されないまま先端が原稿有無センサー４７に検知される位置ま
で搬送されれば、１枚の原稿Ｄのみが正常に搬送されたものとされる。
【００９４】
　ステップＳ２３では、正常に搬送された１枚の原稿に対する画像読取動作を継続する。
原稿が搬送されると共に、その搬送途中の読取位置で読取部４０が原稿の画像を読み取る
。読取部４０のイメージセンサー４２Ａ，４２Ｂが原稿Ｄを読み取って得た画像データは
ＡＦＥを介して処理部が取得する。
【００９５】
　ステップＳ２４では、原稿用の画像補正処理を行う。処理部内の画像補正処理部が、キ
ャリアシートＣＳに挟まれていない原稿に対して行う通常の原稿用の画像補正処理を行う
。
【００９６】
　ステップＳ２５では、搬送対象（搬送シート）の先端を検知したか否かを判断する。搬
送対象の先端を検知すればステップＳ２６に進み、一方、先端を検知しなければステップ
Ｓ２８に進む。
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【００９７】
　ステップＳ２６では、キャリアシートと判別し、画像読取動作を継続する。つまり、重
送が初めて検知されたときに、その搬送対象の先端が原稿有無センサー４７により検知さ
れていれば、その搬送対象がキャリアシートＣＳであると判別する。そして、キャリアシ
ートＣＳの画像読取動作を継続する。原稿Ｄが搬送されると共に、その搬送途中の読取位
置で読取部４０が原稿の画像を読み取る。読取部４０のイメージセンサー４２Ａ，４２Ｂ
がキャリアシートＣＳを読み取って得た画像データがＡＦＥ６５を介して画像処理部７４
に取得される。
【００９８】
　ステップＳ２７では、キャリアシート用の画像補正処理を行う。読取部４０がキャリア
シートＣＳを読み取って得た画像データに対してキャリアシート用の画像補正処理を実行
する。つまり、画像データに対してキャリアシート領域からの画像の切り取り、キャリア
シートＣＳの傷や変色等の予め取得した情報に基づいてその種の傷や変色の影響を画像補
正処理により低減する。
【００９９】
　ステップＳ２８では、原稿の重送と判別し、画像読取動作の停止を含む重送エラー処理
を行う。すなわち、搬送モーター３７の駆動を継続して搬送対象を排出口１２Ｂから排出
するとともに、読取部４０による搬送対象に対する読取動作を行わない。このとき、コン
ピューター６０は、報知部２７により原稿の重送の旨をユーザーに報知する。例えば操作
部２０の隣の重送用の警告ランプが点灯することで、ユーザーに原稿の重送の旨が報知さ
れる。
【０１００】
　以上詳述した第２実施形態によれば、第１実施形態で述べた前記（１）～（４）と同種
の効果が同様に得られる他、以下に示す効果が更に得られる。
　（７）少なくとも１つの検出部の一例として、重送センサー４６及び原稿有無センサー
４７の２つを備える。原稿有無センサー４７がキャリアシートＣＳの接合部５１を検出し
たときの第１の検出結果と、重送センサー４６が原稿の重送又は原稿の重送に匹敵するシ
ート部５２を検出したときの第２の検出結果とに基づいて、原稿の重送と前記キャリアシ
ートとを判別する判別部７２を備える。例えばキャリアシートＣＳを検出可能な専用の検
出部を設けなくても、キャリアシートＣＳと原稿Ｄの重送とを判別できる。
【０１０１】
　（８）複数の検出部の一例として、重送センサー４６と、重送センサー４６よりも原稿
の搬送方向Ｙにおける下流側の位置で原稿の有無を検出する原稿有無センサー４７とを備
える。判別部７２は、重送センサー４６が重送を検出したときの第２の検出結果が得られ
た時に、原稿有無センサー４７が原稿Ｄを検出したときの第１の検出結果が得られていれ
ば、キャリアシートと判別する。一方、第２の検出結果が得られた時に、第１の検出結果
が得られていなければ重送と判別する。よって、重送センサー４６の検出結果と原稿有無
センサー４７の検出結果とに基づいて、キャリアシートＣＳと原稿Ｄの重送とを判別でき
る。例えばキャリアシートＣＳを検出する専用のセンサーを設けなくて済む。
【０１０２】
　（第３実施形態）
　次に図２０及び図２１を参照して第３実施形態におけるキャリアシート判別処理につい
て説明する。前記第２実施形態では、キャリアシートＣＳの接合部５１よりも搬送方向上
流側のシート領域で重送センサー４６が重送を検知し始めたときに、先端が原稿有無セン
サー４７に丁度検知された状態になる位置関係に、接合部５１の長さが設定されていたが
、本実施形態では、それよりも接合部５１が長い。また、前記第２実施形態では、重送セ
ンサー４６が検知したときに原稿有無センサー４７が搬送対象を既に検知していたら、キ
ャリアシートと判別した。このとき、例えば２枚の原稿が搬送方向に所定長さ分ずれた重
送の場合、原稿が例えば厚紙であると、最初の１枚が重送センサー４６の検出域を通ると
きに検出値Ｖｆが第１の閾値ＳＨ１（キャリアシート判定閾値）を下回る。その時点から
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所定長さの搬送の後、原稿の重送領域が検知域を通るようになると、重送センサー４６の
検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回る。このため、キャリアシートと判別されてしまう
。このような場合でも、キャリアシートＣＳと判別できるように、搬送対象の先端から重
送センサー４６の検出位置までの距離を、エンコーダー４４の検出信号のパルスの数を計
数することで計測する。その計測した距離Ｌ３（図２０参照）が、接合部５１の幅Ｌ１に
応じた許容範囲内であれば、キャリアシートＣＳと判別する。許容範囲の一例としては、
幅Ｌ１以上かつ幅Ｌ１に所定のマージンαを加えた距離Ｌ１＋α以下であるという条件Ｌ
１≦Ｌ３≦Ｌ１＋αが設定されている。この条件を満たせば、キャリアシートＣＳと判定
する。一方、計測された接合部５１の幅Ｌ３が上記の条件を満たさなければ、重送の原稿
Ｄと判別する。
【０１０３】
　以下、図２１を参照して、コンピューター６０が実行する第３実施形態のキャリアシー
ト判別処理について説明する。なお、本実施形態では、図２１におけるステップＳ３１～
Ｓ３４の各処理、つまり原稿が１枚正しく搬送されたときは、第２実施形態におけるステ
ップＳ２１～Ｓ２４と同様である。つまり、重送センサー４６が重送を検知することなく
、搬送対象の先端部が原稿有無センサー４７により検知された場合は、１枚の原稿Ｄが正
常に搬送されたものと判断し、正常に搬送された１枚の原稿Ｄに対する画像読取動作を継
続する（Ｓ３３）。そして、読取部４０が原稿Ｄを読み取って得た画像データに対して、
キャリアシートに挟まれていない通常の原稿に適用される原稿用の画像補正処理が行われ
る（Ｓ３４）。
【０１０４】
　一方、図２１におけるステップＳ３１で、重送センサー４６が重送を検知した場合、ス
テップＳ３５へ移行する。このステップＳ３５において、搬送対象の先端から重送検知開
始位置までの判定用距離Ｌ３（図２０参照）を演算する。搬送対象の先端の位置は、搬送
対象を給送開始位置から搬送させる搬送モーター３７の駆動量に比例する数のパルスを含
むエンコーダー４４の検出信号に基づき、パルスの数を搬送カウンター８１で計数するこ
とで取得される。判定用距離Ｌ３は、図２０に示すように、搬送カウンター８１の計数値
に基づく搬送対象の先端の位置から、重送センサー４６の検出位置までの距離に相当する
。判別部７２は、図２０に示す搬送カウンター８１の計数値から、重送センサー４６の既
知の検出位置のカウンター相当値を減算することで、判定用距離Ｌ３を演算する。
【０１０５】
　次のステップＳ３６では、判定用距離Ｌ３が接合部５１の幅Ｌ１以上かつ許容距離（Ｌ
１＋α）以下であるか否かを判断する。条件Ｌ１≦Ｌ３≦Ｌ１＋αを満たせばステップＳ
３７に進み、この条件を満たさなければステップＳ３９に進む。
【０１０６】
　ステップＳ３７では、キャリアシートと判別して重送センサーを無効とし、画像読取動
作を継続する。そして、次のステップＳ３８において、読取部４０がキャリアシートを読
み取って得た画像データに対して画像処理部７４がキャリアシート用の画像補正処理を実
行する。つまり、画像データに対してキャリアシート領域から原稿領域を切り取り、その
切り取った原稿の画像データに対してキャリアシートの傷や変色等を予め取得した情報に
基づいて低減する画像補正処理を施して、原稿の画像データを取得する。
【０１０７】
　一方、ステップＳ３９では、原稿Ｄの重送と判別し、画像読取動作の停止を含む重送エ
ラー処理を行う。すなわち、搬送モーター３７の駆動を継続して重送の原稿Ｄを排出する
とともに、読取部４０による読取動作を行わない。このとき、コンピューター６０の主制
御部７０は、報知部２７により原稿の重送の旨をユーザーに報知する。例えば報知部２７
のうち重送報知用の表示灯が点灯又は点滅することで、ユーザーに原稿の重送の旨が報知
される。
【０１０８】
　この第３実施形態によれば、以下の効果が得られる。



(23) JP 6700577 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

　（９）重送センサー４６の検出値Ｖｆが重送非検知状態から重送検知状態に切り換わる
と、判別部７２は、その時点の搬送対象の先端位置から重送検知位置（重送センサー４６
の位置）までの距離を判定用距離Ｌ３として演算する。判別部７２は、判定用距離Ｌ３が
接合部５１の幅Ｌ１に応じた許容範囲（Ｌ１≦Ｌ３≦Ｌ１＋α）内にあれば、キャリアシ
ートと判別する。一方、判別部７２は、判定用距離Ｌ３が許容範囲内に無ければ原稿Ｄの
重送と判別する。第２実施形態では、２枚の原稿Ｄが搬送方向Ｙに幅Ｌ１よりも長い距離
だけずれた重送は、キャリアシートＣＳと誤判別される虞があった。しかし、この第３実
施形態では、その原稿のずれ量が条件Ｌ１≦Ｌ３≦Ｌ１＋αを満たすときに限りキャリア
シートＣＳと判別し、その条件を満たさなければ、原稿Ｄの重送と判別できる。よって、
重送の原稿ＤとキャリアシートＣＳとを一層確実に判別できる。
【０１０９】
　なお、上記各実施形態は以下のような形態に変更することもできる。
　・前記第２実施形態において、複数のセンサー４６，４７の検出状態を確認する順序を
逆にしてもよい。例えば距離Ｌ１＞Ｌ２の関係にあって、キャリアシートＣＳの先端が原
稿有無センサー４７に検知された時点で重送センサー４６の検出対象が接合部５１にある
キャリアシートＣＳの場合は、次の制御を適用できる。すなわち、原稿有無センサー４７
が非検知状態から検知状態に切り換わった時に、重送センサー４６の検出対象が接合部５
１にあり、検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回っていない（つまり重送非検知状態にあ
る）。その後、検出値Ｖｆが第２の閾値ＳＨ２を下回って重送検知状態に切り換わったこ
とをもって、キャリアシートと判別する。つまり、原稿有無センサー４７が搬送対象の先
端を検知した時点で重送センサー４６が重送検知状態にあれば、搬送対象を原稿の重送と
判別し、その時点で画像読取動作を停止させる。一方、原稿有無センサー４７が搬送対象
の先端を検知した時点で重送センサーが重送非検知状態にあれば（つまり接合部検知中で
あれば）、キャリアシートと判別し、画像読取動作をそのまま継続する。
【０１１０】
　・キャリアシートＣＳの先端が原稿有無センサー４７に検知された時点で重送センサー
４６の検出対象が接合部５１にあるキャリアシートＣＳの場合は、原稿有無センサー４７
が搬送対象の先端を検知したら重送センサー又はその検出値Ｖｆに基づく重送検査を、有
効から無効に切り換えてもよい。つまり、原稿有無センサーが搬送対象を検知するまでは
、重送センサーを有効にして重送検査を行うので、図１６に示す重送した原稿Ｄは重送検
査で発見されてその画像読取動作が停止される。一方、原稿有無センサー４７が搬送対象
を検知したら、重送センサー４６を有効から無効に切り換えて、以後の重送検査を行わな
い構成としてもよい。この構成によっても、搬送対象が、重送した原稿Ｄのときに画像読
取動作を停止させ、キャリアシートＣＳのときに画像読取動作を継続させることができる
。
【０１１１】
　・第２及び第３実施形態において、原稿有無センサー４７が、搬送対象の先端（搬送方
向下流端）を検知してから、接合部５１の幅Ｌ１に相当する距離の搬送を終えるまでの区
間で重送センサー４６の検出値Ｖｆに基づく重送検査を無効にする不感領域（不感帯）を
設定してもよい。不感領域は、原稿Ｄの先端寄りの部分のばたつきによって重送と誤検知
されることを防ぐために設定されており、原稿Ｄの先端部が搬送ローラー対３５にニップ
されてばたつきが抑えられるまでの区間に設定されている。この場合、キャリアシートが
その接合部が重送センサー４６の検出位置を通り過ぎる手前で不感領域を過ぎると、重送
センサー４６が有効とされる。そして、その有効になった後、重送センサー４６の検出値
Ｖｆが重送非検知状態から重送検知状態に切り換わった時点で、原稿有無センサー４７が
搬送対象を既に検知していれば、キャリアシートＣＳと判別する。一方、重送センサー４
６が有効になった時点で、重送センサー４６の検出値Ｖｆが既に重送検知状態にあれば、
搬送対象は重送した原稿Ｄであると判別される。
【０１１２】
　・第２実施形態では、重送した２枚の原稿が搬送方向に少しずれた状態にある場合、最
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位置が重送センサーの検出位置に達した時から重送と検知される。この場合、重送と検知
されたときに、原稿有無センサー４７が検知状態にあれば、原稿Ｄの重送であるにも関わ
らず、キャリアシートと誤検出される虞がある。しかし、第１実施形態の第１の閾値と第
２の閾値とを用いた判定方法を併用すれば、この種の重送した２枚の原稿が搬送方向にず
れていても重送と検知されるので、原稿Ｄの重送であるにも関わらずキャリアシートと判
別されてしまう誤検出の発生頻度を低減できる。また、第３実施形態においても、第１実
施形態の判別方法を併用し、搬送対象の種類及び状態の判別精度を高めてもよい。
【０１１３】
　・第３実施形態において、接合部５１の幅Ｌ１に応じた許容範囲は適宜設定できる。例
えば許容範囲は、Ｌ１－α≦Ｌ３≦Ｌ１＋αでもよいし、Ｌ１－α≦Ｌ３≦Ｌ１＋β（但
しα≠β）でもよい。
【０１１４】
　・画像読取装置は、シートフィード型に限定されず、搬送部の一例として自動原稿給送
機能（オートドキュメントフィーダー）を備えたフラットベッド型の画像読取装置に適用
してもよい。この構成の場合も、自動原稿給送装置により原稿を挟んだキャリアシートＣ
Ｓを搬送する使用のされ方をする場合があるので、前記実施形態と同様の構成を備えるこ
とで、シートフィード型と同様の効果を得ることができる。自動原稿給送装置の搬送経路
の途中に重送センサーを設けた構成としても、重送センサーによりキャリアシートが原稿
の重送と誤検出しないように原稿の重送とキャリアシートとを判別可能な判別部を設けた
構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１１５】
　１１…画像読取装置、１２…本体、１２Ａ…給送口、１２Ｄ…排出口、１３…原稿サポ
ート、２０…操作部、２７…報知部、３１…搬送部、３２…搬送経路、３３，３４…給送
ローラー対、３５，３６…搬送ローラー対、３７…搬送モーター、４０…識別情報読取部
の一例を構成すると共に受光部の一例としての読取部、４１（４１Ａ，４１Ｂ）…光源、
４２（４２Ａ，４２Ｂ）…イメージセンサー、４３…色基準板、４４…エンコーダー、４
５…原稿センサー、４６…重送センサー、４７…原稿有無検出部の一例としての原稿有無
センサー、５０…コントローラー、５１…接合部、５２…シート部、６０…コンピュータ
ー、６１…記憶部、７０…主制御部、７１…搬送制御部、７２…判別部、７３…読取制御
部、７４…画像処理部、８１…搬送カウンター、８２Ａ…第１カウンター、８２Ｂ…第２
カウンター、１００…ホスト装置、１０１…入力部、１０２…表示部、１０３…コンピュ
ーター、１０４…記憶部、１０５…ホストドライバーの一例としての読取ドライバー、１
０６…設定部、Ｘ…幅方向（主走査方向）、Ｙ…搬送方向、Ｄ…原稿、ＣＳ…キャリアシ
ート、ＰＲ…プログラム、Ｖｆ…検出値（重送検出値）、ＳＨ１…第１の閾値、ＳＨ２…
第２の閾値、Ｌ１…幅、Ｌ３…距離の一例としての判定用距離、Ｒ１…第１の判定範囲、
Ｒ２…第２の判定範囲。
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