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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートが積載されるシート積載手段と、
　前記シート積載手段に積載されたシートを給送するシート給送手段と、
　給送されるシートの面から高さが異なる位置に配置され、シートの異常形状状態を検知
する複数のシート異常形状検知手段と、
　前記シート給送手段の給送動作に伴い前記複数のシート異常形状検知手段の検知結果に
応じて、前記動作を停止する制御手段と、を備えた、
　ことを特徴とするシート給送装置。
【請求項２】
　前記各シート異常形状検知手段は、給送されるシートの面に略平行で、かつシート給送
方向に対して交差する光を発光する発光部と、前記発光部の光を受光する受光部とを有し
ていることを特徴とする請求項１に記載のシート給送装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記複数のシート異常形状検知手段を切り替えて前記シートの異常形
状状態を検知することを特徴とする請求項１に記載のシート給送装置。
【請求項４】
　前記複数のシート異常形状検知手段はシートの給送方向に互いに位置を異にして配設さ
れ、かつ前記シート給送方向の下流側の前記シート異常形状検知手段が上流側の前記シー
ト異常形状検知手段よりも給送されるシートの面に近い高さに配設されて、前記制御手段
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は、前記下流側に配置したシート異常形状検知手段が前記シートを検知したとき、上流側
に配置したシート異常形状検知手段を使用して前記シートの異常形状状態を検知すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシート給送装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記上流側に配置したシート異常形状検知手段が前記シートを検知し
たとき、前記シート給送手段の作動を停止する、
　ことを特徴とする請求項４に記載のシート給送装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記シート給送手段によるシート給送開始後に、前記下流側に配置し
たシート異常形状検知手段と前記シート給送方向の上流側に配置したシート異常形状検知
手段とが前記シートを検知したとき、前記シート給送手段の作動を停止する、
　ことを特徴とする請求項４または５に記載のシート給送装置。
【請求項７】
　シートが積載されるシート積載手段と、
　前記シート積載手段に積載されたシートを給送するシート給送手段と、
　シートの異常形状状態を検知するシート異常形状検知手段と、
　前記シート給送手段の給送動作に伴い前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状
状態を検知した場合、前記シート給送手段の作動を停止する制御手段と、を備え、
　前記シート異常形状検知手段は、給送されるシートの面に略平行で、かつシート給送方
向に対して交差する光を発光する発光部と、前記光を受光する受光部とを有し、該発光部
と受光部とを給送されるシート面から上方に複数配列させてあり、
　前記制御手段は、前記複数の受光部の受光状態からシートの異常形状状態を検知し、前
記シート給送手段を停止する、
　ことを特徴とするシート給送装置。
【請求項８】
　シートが積載されるシート積載手段と、
　前記シート積載手段に積載されたシートを給送するシート給送手段と、
　シートの異常形状状態を検知するシート異常形状検知手段と、
　前記シート給送手段の給送動作に伴い前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状
状態を検知した場合、前記シート給送手段の作動を停止する制御手段と、を備え、
　前記シート異常形状検知手段は、給送されるシートの面に略平行で、かつシート給送方
向に対して交差する光を発光する発光部と、前記光を受光する受光部とを有し、該発光部
と受光部とを給送されるシートの面から上方に複数配列させてあり、
　前記シート異常形状検知手段は、前記複数の検知センサの受光部の受光状態から前記シ
ートの異常形状量を検知可能であり、
　前記制御手段は、前記シート給送手段によるシートの単位搬送量に対して前記シートの
異常形状量の変化量又は変化幅が閾値以上になったとき、前記シート給送手段を停止する
、
　ことを特徴とするシート給送装置。
【請求項９】
　前記シート積載手段の前記シート給送方向に沿った両側に、前記シートの給送時に、前
記シート積載手段上を前記シートの給送方向に対して交差する方向に移動するシートを受
け止めるシート保持規制手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に
記載のシート給送装置。
【請求項１０】
　前記シート保持規制手段は、前記シート給送方向の上流側と下流側との少なくとも一方
に前記シート積載手段から離れるにしたがって互いに接近する傾斜面を有する山形状の板
状部材であることを特徴とする請求項９に記載のシート給送装置。
【請求項１１】
　前記傾斜面には、前記シート側に傾斜した斜面を形成してあることを特徴とする請求項
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１０に記載のシート給送装置。
【請求項１２】
　前記シート異常形状検知手段によって、前記シートの異常状態が検知されたとき、異常
状態をユーザに報せる報知手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項
に記載のシート給送装置。
【請求項１３】
　前記シート異常形状検知手段は、前記シートの跳ね上がりを検知する跳ね上がり検知セ
ンサであることを特徴とする請求項１乃至８に記載のシート給送装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のシート給送装置と、
　前記シート給送装置によって給送されたシートの画像を読み取る画像読取手段と、
　を備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のシート給送装置と、
　前記シート給送装置によって給送されたシートに画像を形成する画像形成手段と、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１６】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のシート給送装置と、
　シートの画像を読み取る画像読取手段と、
　前記シート給送装置から給送されたシートを前記画像読取手段に分離して給送するシー
ト供給搬送手段と、
　前記画像読取手段によって画像を読み取られたシートを排出搬送するシート排出搬送手
段と、を備え、
　前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態を検知した
とき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段にいて、且つ該シートよりシート搬送
方向の下流側に先行シートがいる場合、
　前記シート給送装置の前記シート給送手段及び前記シート分離搬送手段との動作を停止
して、前記シート供給搬送手段と、前記画像読取手段と、前記シート排出搬送手段との動
作を継続し、前記先行シートが前記シート排出搬送手段によって排出された後、前記シー
ト供給搬送手段と、前記画像読取手段と、前記シート排出搬送手段との動作を停止するこ
とを特徴とする画像読取装置。
【請求項１７】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のシート給送装置と、
　シートの画像を読み取る画像読取手段と、
　前記シート給送装置から給送されたシートを前記画像読取手段に給送するシート供給搬
送手段と、
　前記画像読取手段によって画像を読み取られたシートを排出搬送するシート排出搬送手
段と、を備え、
　前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態を検知した
とき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段を通過してしまい、且つ該シートより
シート搬送方向の下流側に先行シートがいる場合、
　前記シート給送装置の前記シート給送手段及び前記シート分離搬送手段と、前記シート
供給搬送手段と、前記画像読取手段と、前記シート排出搬送手段との動作を停止すること
を特徴とする画像読取装置。
【請求項１８】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のシート給送装置と、
　シートに画像を形成する画像形成手段と、
　前記シート給送装置から給送されたシートを前記画像形成手段に給送するシート供給搬
送手段と、
　前記画像形成手段によって画像を形成されたシートを排出搬送するシート排出搬送手段
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と、を備え、
　前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態を検知した
とき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段にいて、且つ該シートよりシート搬送
方向の下流側に先行シートがいる場合、
　前記シート給送装置の前記シート給送手段及び前記シート分離搬送手段との動作を停止
して、前記シート供給搬送手段と、前記画像形成手段と、前記シート排出搬送手段との動
作を継続し、前記先行シートが前記シート排出搬送手段によって排出された後、前記シー
ト供給搬送手段と、前記画像形成手段と、前記シート排出搬送手段との動作を停止するこ
とを特徴とする画像形成装置。
【請求項１９】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のシート給送装置と、
　シートに画像を形成する画像形成手段と、
　前記シート給送装置から給送されたシートを前記画像形成手段に給送するシート供給搬
送手段と、
　前記画像形成手段によって画像を形成されたシートを排出搬送するシート排出搬送手段
と、を備え、
　前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態を検知した
とき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段を通過してしまい、且つ該シートより
シート搬送方向の下流側に先行シートがいる場合、
　前記シート給送装置の前記シート給送手段及び前記シート分離搬送手段と、前記シート
供給搬送手段と、前記画像形成手段と、前記シート排出搬送手段との動作を停止すること
を特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シートを給送するシート給送装置、このシート給送装置を装置本体に備えてシ
ート給送装置によって給送されたシートに形成された画像を読み取る画像読取装置、及び
シート給送装置によって給送されたシートに画像を形成する画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、画像読み取り装置、画像形成装置等の装置本体に装備したシート給送装置は、シー
ト積載台上に積載してあるシートを給送ローラによってシート積載台から送り出し、シー
トが重なって送り出されたとき下流側の送りローラと、これに圧接している分離ローラと
によってシートを１枚ずつに分離して装置本体内に搬送するようになっている。
【０００３】
分離ローラは、シートを上流側に搬送する回転力を、クラッチを介して常時受けており、
シートが１枚のとき、シートの搬送力を受けてクラッチによって送りローラに追従回転を
許容されて追従回転するが、シートが複数枚のとき、シートを上流側に搬送する方向に回
転して、シートを上流側に戻し搬送するようになっている。
【０００４】
このような従来のシート給送装置は、シート積載台にシートを１枚ずつ重ねて積載される
ようになっている。しかし、シート積載台に、ステイプラ、クリップ、糊付け等によって
束状に綴じられたシートが誤って積載された場合においても、シート給送装置は、このシ
ート束のシートを１枚ずつ分離して給送しようとする。
このような場合、シート束の内、上記給送ローラによって給送される最上位のシートが綴
じられた部分を中心にめくれ上がるように回転して皺になったり、破れたり、或いはシー
ト束全体が回転して歪んだ形状になったりすることがある。この現象は、シートが束状に
なっていなくても、シート同士に静電気が発生してシートの分離が悪いような場合におい
ても、搬送不良として生じていた。
【０００５】
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したがって、シート給送装置内にシートのジャムが発生していた。
【０００６】
また、このようなシート給送装置を装置本体に備えた画像読取装置は、シートの画像を確
実に読み取ることができなくなることがある。また、このようなシート給送装置を装置本
体に備えた画像形成装置は、シートに画像を確実に形成することができなくなることがあ
る。
【０００７】
このような問題に対処したシート給送装置として、綴じたシートが回転したとき、そのシ
ートを圧力センサで受け止めて斜行圧を計測し、その斜行圧が所定圧以上になったとき、
上記給送ローラと分離ローラとの回転を停止して、シートの損傷、ジャムの発生を防止す
るようになっているものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
【特許文献１】
特許第３１９７０２９号公報（第３頁、第４頁）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記公知のシート給送装置は、圧力センサが高価であり、装置としコスト高にな
っていた。また、シート給送装置は、厚みが薄くて、柔らかいシートの場合、発生する斜
行圧が小さくなり、圧力センサが作動することがなく、シートの跳ね上がりや回転を確実
に検知することができない場合があった。
【００１０】
また、上記公知のシート給送装置は、シートが跳ね上がってループ状になったとき、その
ループを検知して、上記給送ローラと分離ローラとの回転を停止することによって、シー
トの損傷、ジャムの発生を防止している。
【００１１】
しかし、上記公知のシート給送装置においては、綴じられた部分を中心に最上位のシート
が回転するだけのことが多く、ループを発生するにいたらないで、ループの発生量もシー
トの材質によって大きく異なっていた。このため、公知のシート給送装置は、シートのル
ープを検知して、シートの誤積載やシートの給送不良を検知することが不正確な場合があ
った。
【００１２】
また、上記公知のシート給送装置は、綴じた部分の綴じ力によっても、ループの発生量が
異なるため、ループを検知できない場合が生じていた。例えば、シートの角をステイプル
によって強固に綴じた場合、綴じた部分の周辺に、ループが発生するが、綴じた部分の綴
じ力が弱い場合、図１９に示すように、１枚目のシートＦ１が、ステイプルＳＰ１を中心
に回転して、シートＦ１に斜行のみが発生して、ループの発生が見られない。ステイプル
ＳＰ１は、シート束の角を綴じている。
【００１３】
同様に、図２０に示すように、綴じられたシート束の１枚目のシートＦ１が硬く、２枚目
のシートＦ２が柔らかい場合には、シートが給送ローラ６と不図示の分離ローラとによっ
て搬送されるにしたがって、２枚目のシートＦ２が分離ローラによって押し戻される。こ
のため、２枚目のシートＦ２は、ステイプルＳＰ１を中心に回転し、１枚目のシートは、
斜行や、ループを全く発生しない。このように、１枚目のシートに斜行やループが発生し
ない場合、公知のシート給送装置は、綴じたシート束や、シート給送不良を検知すること
ができないことがあった。
【００１４】
本発明は、シート積載手段にシート束が過誤によって積載された場合、素早く、正確にシ
ートの異常形状状態を検知して、シート給送手段、及びシート分離手段の各駆動を停止し
て、シートの破損やジャム等の発生を未然に防止したシート給送装置と、この装置を装置
本体に装備した画像読取装置、画像形成装置とを提供することを目的としている。
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【００１５】
本発明は、異常状態を解除した後、シートの給送を再度素早く行うことができるシート給
送装置と、この装置を装置本体に装備した画像読取装置、画像形成装置とを提供すること
を目的としている。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するため、本発明のシート給送装置は、シートが積載されるシート積
載手段と、前記シート積載手段に積載されたシートを給送するシート給送手段と、給送さ
れるシートの面から高さが異なる位置に配置され、シートの異常形状状態を検知する複数
のシート異常形状検知手段と、前記シート給送手段の給送動作に伴い前記複数のシート異
常形状検知手段の検知結果に応じて、前記動作を停止する制御手段と、を備えている。
【００１９】
　本発明のシート給送装置の前記各シート異常形状検知手段は、給送されるシートの面に
略平行で、かつシート給送方向に対して交差する光を発光する発光部と、前記発光部の光
を受光する受光部とを有している。
【００２０】
　本発明のシート給送装置の前記制御手段は、前記複数のシート異常形状検知手段を切り
替えて前記シートの異常形状状態を検知するようになっている。
【００２２】
　本発明のシート給送装置の前記制御手段は、前記複数のシート異常形状検知手段はシー
トの給送方向に互いに位置を異にして配設され、かつ前記シート給送方向の下流側の前記
シート異常形状検知手段が上流側の前記シート異常形状検知手段よりも給送されるシート
の面に近い高さに配設されて、前記制御手段は、前記下流側に配置したシート異常形状検
知手段が前記シートを検知したとき、上流側に配置したシート異常形状検知手段を使用し
て前記シートの異常形状状態を検知するようになっている。
【００２３】
本発明のシート給送装置の前記制御手段は、前記上流側に配置したシート異常形状検知手
段が前記シートを検知したとき、前記シート給送手段の作動を停止するようになっている
。
【００２４】
　本発明のシート給送装置の前記制御手段は、前記シート給送手段によるシート給送開始
後に、前記下流側に配置したシート異常形状検知手段と前記シート給送方向の上流側に配
置したシート異常形状検知手段とが前記シートを検知したとき、前記シート給送手段の作
動を停止するようになっている。
【００２５】
　本発明のシート給送装置は、シートが積載されるシート積載手段と、前記シート積載手
段に積載されたシートを給送するシート給送手段と、シートの異常形状状態を検知するシ
ート異常形状検知手段と、前記シート給送手段の給送動作に伴い前記シート異常形状検知
手段がシートの異常形状状態を検知した場合、前記シート給送手段の作動を停止する制御
手段と、を備え、前記シート異常形状検知手段は、給送されるシートの面に略平行で、か
つシート給送方向に対して交差する光を発光する発光部と、前記光を受光する受光部とを
有し、該発光部と受光部とを給送されるシート面から上方に複数配列させてあり、前記制
御手段は、前記複数の受光部の受光状態からシートの異常形状状態を検知し、前記シート
給送手段を停止するようになっている。
【００２６】
　本発明のシート給送装置は、シートが積載されるシート積載手段と、前記シート積載手
段に積載されたシートを給送するシート給送手段と、シートの異常形状状態を検知するシ
ート異常形状検知手段と、前記シート給送手段の給送動作に伴い前記シート異常形状検知
手段がシートの異常形状状態を検知した場合、前記シート給送手段の作動を停止する制御
手段と、を備え、前記シート異常形状検知手段は、給送されるシートの面に略平行で、か
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つシート給送方向に対して交差する光を発光する発光部と、前記光を受光する受光部とを
有し、該発光部と受光部とを給送されるシートの面から上方に複数配列させてあり、前記
シート異常形状検知手段は、前記複数の検知センサの受光部の受光状態から前記シートの
異常形状量を検知可能であり、前記制御手段は、前記シート給送手段によるシートの単位
搬送量に対して前記シートの異常形状量の変化量又は変化幅が閾値以上になったとき、前
記シート給送手段を停止するようになっている。
【００２７】
本発明のシート給送装置は、前記シート積載手段の前記シート給送方向に沿った両側に、
前記シートの給送時に、前記シート積載手段上を前記シートの給送方向に対して交差する
方向に移動するシートを受け止めるシート保持規制手段を備えている。
【００２８】
本発明のシート給送装置の前記シート保持規制手段は、前記シート給送方向の上流側と下
流側との少なくとも一方に前記シート積載手段から離れるにしたがって互いに接近する傾
斜面を有する山形状の板状部材である。
【００２９】
本発明のシート給送装置の前記傾斜面には、前記シート側に傾斜した斜面を形成してある
。
【００３０】
本発明のシート給送装置は、前記シート異常形状検知手段によって、前記シートの異常状
態が検知されたとき、異常状態をユーザに報せる報知手段を備えている。
【００３１】
本発明のシート給送装置の前記シート異常形状検知手段は、前記シートの跳ね上がりを検
知する跳ね上がり検知センサである。
【００３２】
上記目的を達成するため、本発明の画像読取装置は、上記いずれか１つのシート給送装置
と、前記シート給送装置によって給送されたシートの画像を読み取る画像読取手段と、を
備えている。
【００３３】
上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、上記いずれか１つのシート給送装置
と、前記シート給送装置によって給送されたシートに画像を形成する画像形成手段と、を
備えている。
【００３４】
　上記目的を達成するため、本発明の画像読取装置は、上記１番目から１３番目のいずれ
か１つのシート給送装置と、シートの画像を読み取る画像読取手段と、前記シート給送装
置から給送されたシートを前記画像読取手段に分離して給送するシート供給搬送手段と、
前記画像読取手段によって画像を読み取られたシートを排出搬送するシート排出搬送手段
と、を備え、前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態
を検知したとき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段にいて、且つ該シートより
シート搬送方向の下流側に先行シートがいる場合、前記シート給送装置の前記シート給送
手段及び前記シート分離搬送手段との動作を停止して、前記シート供給搬送手段と、前記
画像読取手段と、前記シート排出搬送手段との動作を継続し、前記先行シートが前記シー
ト排出搬送手段によって排出された後、前記シート供給搬送手段と、前記画像読取手段と
、前記シート排出搬送手段との動作を停止するようになっている。
【００３５】
　上記目的を達成するため、本発明の画像読取装置は、上記１番目から１３番目のいずれ
か１つのシート給送装置と、シートの画像を読み取る画像読取手段と、前記シート給送装
置から給送されたシートを前記画像読取手段に給送するシート供給搬送手段と、前記画像
読取手段によって画像を読み取られたシートを排出搬送するシート排出搬送手段と、を備
え、前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態を検知し
たとき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段を通過してしまい、且つ該シートよ
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りシート搬送方向の下流側に先行シートがいる場合、前記シート給送装置の前記シート給
送手段及び前記シート分離搬送手段と、前記シート供給搬送手段と、前記画像読取手段と
、前記シート排出搬送手段との動作を停止するようになっている。
【００３６】
　上記目的を達成するため、本発明の画像読取装置は、上記１番目から１３番目のいずれ
か１つのシート給送装置と、シートに画像を形成する画像形成手段と、前記シート給送装
置から給送されたシートを前記画像形成手段に給送するシート供給搬送手段と、前記画像
形成手段によって画像を形成されたシートを排出搬送するシート排出搬送手段と、を備え
、前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態を検知した
とき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段にいて、且つ該シートよりシート搬送
方向の下流側に先行シートがいる場合、前記シート給送装置の前記シート給送手段及び前
記シート分離搬送手段との動作を停止して、前記シート供給搬送手段と、前記画像形成手
段と、前記シート排出搬送手段との動作を継続し、前記先行シートが前記シート排出搬送
手段によって排出された後、前記シート供給搬送手段と、前記画像形成手段と、前記シー
ト
排出搬送手段との動作を停止するようになっている。
【００３７】
　上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、上記１番目から１３番目のいずれ
か１つのシート給送装置と、シートに画像を形成する画像形成手段と、前記シート給送装
置から給送されたシートを前記画像形成手段に給送するシート供給搬送手段と、前記画像
形成手段によって画像を形成されたシートを排出搬送するシート排出搬送手段と、を備え
、前記シート給送装置の前記シート異常形状検知手段がシートの異常形状状態を検知した
とき、該シートの先端部が前記シート分離搬送手段を通過してしまい、且つ該シートより
シート搬送方向の下流側に先行シートがいる場合、前記シート給送装置の前記シート給送
手段及び前記シート分離搬送手段と、前記シート供給搬送手段と、前記画像形成手段と、
前記シート排出搬送手段との動作を停止するようになっている。
【００３８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の参考例と実施形態のシート給送装置である原稿給送装置と、この原稿給
送装置を装置本体に備えた画像読取装置である原稿読取装置とを図面に基づいて説明する
。
【００３９】
　なお、参考例と本実施形態のシート給送装置は、原稿給送装置であるが、原稿（シート
）の代わりに画像を形成していない被記録材（シート）を画像形成装置の画像形成手段に
給送するようにした被記録材給送装置としても使用することができる。また、原稿給送装
置は、原稿読取装置の装置本体の代わりに、原稿を綴じたり、孔をあけたりする原稿後処
理装置の装置本体に備えて、原稿後処理装置に原稿を給送するようにしてもよい。
【００４０】
（原稿読取装置）
原稿読取装置の構成を説明する。
【００４１】
図１は、本発明の実施形態に係る画像読取装置である原稿読取装置２００の概略構成を示
す図である。図２は、原稿読取装置２００の模式図である。
【００４２】
原稿台１は、原稿を複数枚積載されて、昇降自在になっている。原稿台駆動モータ２は、
原稿台１を昇降するようになっている。原稿検知センサ３は、原稿台１のシートを検知す
るようになっている。原稿給送ローラ４は、原稿台１のシートを原稿台１から送り出すよ
うになっている。原稿給送モータ５は、原稿給送ローラ４を回転するようになっている。
【００４３】
送りローラ６は、送りモータ８によって、シートを下流側に搬送する方向に回転するよう
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になっている。分離ローラ７は、シートを上流側に搬送する回転力を不図示のスリップク
ラッチを介して分離モータ９から常時受けているが、シートが１枚のとき、シートの搬送
力を受けてスリップクラッチによって送りローラ６に追従回転を許容されて追従回転する
ようになっている。そして、分離ローラ７は、シートが複数枚のとき、シートを上流側に
搬送する方向に回転して、シートを上流側に戻し搬送するようになっている。
【００４４】
この送りローラ６のシートを下流側に搬送する作用と、分離ローラ７のシートを上流側に
戻し搬送する作用とによって、シートが重なって送りローラ６と分離ローラ７とのニップ
に送り込まれたとき、上位のシートは下流側に搬送され、下位のシートは上流側に押し戻
されて、重なったシートが分離搬送されることになる。したがって、送りローラ６と分離
ローラ７は、分離ローラ対（シート分離搬送手段）６，７を構成している。なお、分離ロ
ーラ対６，７の代わりに不図示の分離ベルトローラ対（シート分離搬送手段）を使用して
もよい。
【００４５】
送りモータ８は、送りローラ６を回転するようになっている。分離モータ９は、分離ロー
ラ７を回転するようになっている。
【００４６】
搬送モータ１０は、分離搬送後の原稿を原稿読み取り位置から排出位置まで搬送すること
ができるようになっているのと同時に、原稿の読み取りに最適な速度や、原稿の解像度な
どに応じて速度を変更できるようになっている。
【００４７】
ニップ隙間調整モータ１１は、送りローラ６と分離ローラ７との隙間、あるいは分離ロー
ラ７に対する送りローラ６の圧接圧を調整して、原稿の厚みに適合した隙間、あるいは圧
接圧で原稿を分離搬送するようになっている。
【００４８】
原稿読取センサ１４，１５を備えた原稿読取部（画像読取手段）４３は、原稿を読み取る
ようになっており、原稿の読み取り速度と解像度に基づき走査間隔を変更できるようにな
っている。原稿排出センサ１６は、原稿読取部４３を通過して原稿排出部４４に排出され
たのを検知する。
【００４９】
レジストローラ１７，１８は、原稿が下流側に搬送するのを制限して、原稿の斜行を補正
するようになっている。レジストクラッチ１９は、搬送モータ１０の回転をレジストロー
ラ１８に伝達したり、断ったりするようになっている。
【００５０】
原稿搬送ローラ２０，２１，２２，２３は、原稿Ｆを原稿排出部４４に搬送するようにな
っている。上ガイド板４０と下ガイド板４１との２つのガイド板は、分離ローラ対６，７
、レジストローラ１７，１８、原稿搬送ローラ２０，２１，２２，２３に挟まれて搬送さ
れる原稿Ｆを案内するようになっている。
【００５１】
給送原稿前センサＳ１は、給送される原稿の前端（下流側端）を検知するようになってい
る。給送原稿後センサＳ２は、給送される原稿の後端（上流側端）を検知するようになっ
ている。
【００５２】
レジスト前センサＳ３は、レジストローラ１７，１８の上流側に配設されて給送される原
稿を検知するようになっている。レジスト後センサＳ４は、レジストローラ１７，１８の
下流側に配設されて給送される原稿を検知するようになっている。原稿の跳ね上がり検知
センサＳＳ１は、原稿台１上で跳ね上がった原稿を検知するようになっている。
【００５３】
図３、図４は、跳ね上がり検知センサＳＳ１の構成と、原稿Ｆとの位置関係を示す図であ
る。符号ＳＳ１－ａは、発光ＬＥＤ等で構成した発光部を示す。符号ＳＳ１－ｂは、受光



(10) JP 4118135 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

センサなどの受光素子で構成した受光部を示す。発光部ＳＳ１－ａは、原稿台１の一方の
側に配設してある。受光部ＳＳ１－ｂは、原稿台１の他方の側に配設してある。
【００５４】
跳ね上がり検知センサＳＳ１は、発光部ＳＳ１－ａから、受光部ＳＳ１－ｂへの光路を遮
光すると、原稿が跳ね上がったことを検知するようになっている。発光部ＳＳ１－ａと受
光センサＳＳ１－ｂとを結ぶ線は、原稿台１の原稿積載面１ａに略平行で、原稿Ｆの搬送
方向に対して直交するようになっている。制御部（制御手段）４５は、原稿給送装置のみ
ならず、原稿読取装置２００全体を制御するようになっており、例えば、各センサからの
出力信号に基づいて、各モータを制御して、ローラの回転を制御するようになっている。
【００５５】
　以上の機構の内、シート積載手段である原稿台１と、シート給送手段である原稿給送ロ
ーラ４と、シート異常形状検知手段である跳ね上がり検知センサＳＳ１と、制御手段であ
る制御部４５、原稿台駆動モータ２、原稿給送モータ５等は、参考例の原稿給送装置１０
１を構成して装置本体２０１に設けてある。なお、原稿台１の下流側を上流側よりも低く
して傾斜させてある場合には、シートは、自重によって分離ローラ対６，７に進入するた
め、原稿給送ローラ４は、必ずしも必要としない。但し、この場合、分離ローラ対６，７
は、必要とする。
【００５６】
原稿読取装置の動作、主に、原稿給送装置の動作を説明する。
【００５７】
ユーザが原稿台１に原稿Ｆを複数枚積載する。ユーザの操作によってパネル等の操作部（
報知手段）４６からスタート信号が制御部４５に送られる。操作部４６は、原稿が跳ね上
がっていたり、カール量が多かったりしたことが検知されたとき、異常状態をユーザに報
せるようになっている。制御部４５は、原稿台駆動モータ２に上昇信号を送り、原稿台１
を上昇させて、原稿を給送位置まで上昇させる。上昇した原稿が、原稿検知センサ３に検
知されると、制御部４５は、原稿台駆動モータ２の回転を止めて、原稿台１の上昇を停止
する。
【００５８】
そして、制御部４５は、原稿給送モータ５を始動させる。原稿給送モータ５は、設定され
た速度で原稿を搬送できるように回転して、原稿給送ローラ４を回転させる。なお、原稿
台１に積載された原稿の枚数が少なくなると、原稿検知センサ３が原稿を検知することが
できなくなるので、制御部４５は、原稿が原稿検知センサによって検知される位置まで、
原稿台１を上昇させる。
【００５９】
ニップ隙間調整モータ１１は、送りローラ６と分離ローラ７とを最も閉める位置に戻って
いる。原稿給送ローラ４の回転により、複数の原稿Ｆの内、最上位の原稿Ｆ１が分離ロー
ラ対（シート分離搬送手段）６，７に搬送されて、給送原稿前センサＳ１によって検知さ
れる。
【００６０】
制御部４５は、原稿Ｆ１が給送原稿前センサＳ１に検知されてから規定時間、または規定
パルス数の間、原稿給送モータ５を制御して、原稿給送ローラ４で１枚目の原稿Ｆ１を搬
送する。制御部４５は、原稿Ｆ１の先端が分離ローラ対６，７に突き当たったタイミング
で、送りモータ８を始動し、送りローラ６を回転させ始めると同時に、ニップ隙間調整モ
ータ１１を作動して送りローラ６と分離ローラ７との間隔を広げていく。やがて、送りロ
ーラ６と分離ローラ７の間隔が開くことで原稿Ｆ１は、この送りローラ６と分離ローラ７
とに挟まれて送りローラ６と分離ローラ７との間を搬送されていく。
【００６１】
ここで、図５（ａ）に示すように、原稿Ｆの角がステイプルＳＰ１によって、原稿束に固
定されている場合、原稿Ｆ１は、送りローラ６と分離ローラ７（図１、図２参照）との間
を通過するにしたがって図５（ｂ）に示すように一部が跳ね上がり始める。この跳ね上が
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りは、原稿Ｆ１がステイプルＳＰ１によって固定された部分と、原稿給送ローラ４及び送
りローラ６間に生じる歪みによって生じる。特に、原稿Ｆ１に「腰」が、ある場合には顕
著に生じる。
【００６２】
原稿Ｆ１の跳ね上がった一部は、跳ね上がり検知センサＳＳ１に検知される。制御部４５
は、跳ね上がり検知センサＳＳ１からの信号により、原稿給送モータ５、送りモータ８、
分離モータ９の回転を停止させる。
【００６３】
　図６に示すように、ステイプルＳＰ１の固定力が弱く、最上位の原稿Ｆ１が斜行するだ
けの場合、斜行した原稿Ｆ１は、左右の原稿規制板（シート保持規制手段）５０，５０に
よって斜行が阻まれて、一方の原稿規制板５０に乗り上がり、強制的にはね上げられる。
この結果、斜行した原稿Ｆ１は、跳ね上がり検知センサＳＳ１に検知される。
【００６４】
図７に示すように、ステイプルＳＰ１で固定した原稿で、１枚目の原稿Ｆ１が厚く、２枚
目の原稿Ｆ２が薄い場合、１枚目の原稿Ｆ１が分離ローラ対６，７を搬送されるにしたが
って、２枚目の原稿Ｆ２が分離ローラ７によって押し返されて、ステイプルＳＰ１を中心
にして回転して、斜行する。斜行した２枚目の原稿Ｆ２は、左右の原稿規制板５０に回転
を阻まれて、一方の原稿規制板５０に乗り上がり、原稿規制板５０と１枚目の原稿Ｆ１と
の隙間から跳ね上がる。この結果、２枚目の原稿Ｆ２は、跳ね上がり検知センサＳＳ１に
検知される。
【００６５】
このとき、原稿規制板５０は、図８に示すように、原稿規制板５０の原稿搬送方向の上流
端と下流端に傾斜面５０ａ，５０ａを形成して、山形にしてあるので、斜行した原稿を効
果的に跳ね上げて、異常原稿を跳ね上がり検知センサＳＳ１に素早く検知させることがで
きる。これにより、原稿給送装置１０１は、原稿を傷めることなく、素早く、原稿送りを
停止することができる。
【００６６】
なお、傾斜面５０ａ，５０ａは、少なくとも一方だけ形成してあればよい。傾斜面５０ａ
の表面は、原稿の側に湾曲した円弧面（斜面）５０ｂであるが、原稿側に傾いた平らな斜
面であっても良い。また、傾斜面５０ａの表面は、必ずしも原稿の側に湾曲した円弧面や
、原稿側に傾いた平らな斜面に必ずしもする必要はない。さらに、傾斜面５０ａは、必ず
しも形成する必要はない。すなわち、原稿規制板５０は、山形でなく、方形状であっても
よい。
【００６７】
以上、原稿給送装置１０１は、ステイプルＳＰ１によって一部が綴じられた原稿束が間違
って、原稿台１に載置されても、原稿の跳ね上がり状態を原稿に接触しないで検知するこ
とができるので、従来の原稿給送装置と比べて、簡単な構成で、あらゆる条件での、原稿
の破損を回避することができる。
【００６８】
以上、ステイプルＳＰ１が、原稿の角を綴じている場合について説明したが、図９（ａ）
、図１０（ａ）に示すように、ステイプルＳＰ１が、原稿Ｆの側端の中央付近や、後端の
中央付近を綴じている場合についての原稿給送装置１０１の動作を説明する。
【００６９】
図９（ａ）に示すように、原稿Ｆの側端の中央付近をステイプルＳＰ１によって綴じてあ
る場合、原稿Ｆが分離ローラ対６，７を通過するにしたがって、図９（ｂ）に示すように
１枚目の原稿Ｆ１の一部が持ち上がり始める。しかし、原稿Ｆ１の回転中心が原稿の先端
にないため、原稿Ｆ１の一部が跳ね上がり検知センサＳＳ１によって検知されるまでに、
多く原稿が搬送されて原稿Ｆ１が充分に跳ね上がる必要がある。
【００７０】
図１０（ａ）に示すように、原稿の一部を後端付近で固定してある場合、原稿Ｆは、分離
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ローラ対６，７を分離搬送されるにしたがって、図１０（ｂ）に示すように、原稿の後端
の綴じたステイプルＳＰ１の部分から吊り上がり、原稿の後端が持ち上がり始めるが、原
稿の先端部分での跳ね上がりは少ない。
【００７１】
このため、原稿の先端は、原稿の中間部や後端が跳ね上がり検知センサＳＳ１によって検
知されるまで、分離ローラ対６，７の下流深くまで搬送されることになる。
【００７２】
このように、原稿の跳ね上がりが原稿の搬送量に対して、少なくて検知が遅れる場合、制
御部４５は、跳ね上がり検知センサＳＳ１からの検知信号により、原稿の跳ね上がりを検
知して、原稿給送モータ５、送りモータ８、分離モータ９の動作を中断し、レジストクラ
ッチ１９の解放を行うと同時に、レジ後センサＳ４の出力を確認する。
【００７３】
ここで、レジ後センサＳ４に原稿が到達していない場合、制御部４５は、搬送モータ１０
、および、異常原稿以前に供給されて原稿読み取り装置２００の内部にある原稿の搬送、
画像読取を中止することなく継続して、これら原稿の排出を終了した時点で全ての動作を
停止して、異常状態を操作部４６に表示する。
【００７４】
また、制御部４５は、異常状態を操作部４６に表示すると同時に、送りローラ６と分離ロ
ーラ７の間隔を最大間隔にする。したがって、ユーザは、送りローラ６と分離ローラ７を
開閉することなく、異常原稿を容易に取り出すことができる。すなわち、原稿読取装置２
００の操作性が向上する。
【００７５】
逆に、レジ後センサＳ４を原稿が通過している場合、制御部４５は、レジストローラ１７
，１８以降の下流側のローラ対（（シート供給搬送手段）２０，２１）（（シート排出搬
送手段）２２，２３）に原稿が到達している可能性があることから、該当するすべてのロ
ーラ対（１７，１８）（２０，２１）（２２，２３）の回転を停止する。図１、図２に示
すように、下流のローラ対（１７，１８）（２０，２１）（２２，２３）は、すべて同一
の搬送モータ１０によって回転するので、制御部４５は、すべてのモータ５，９，１１，
８，１０を停止して、表示部４６にエラー表示を行う。
【００７６】
以上説明したように、原稿給送装置１０１は、異常状態の原稿の検知位置で、エラー表示
タイミング、処理タイミングを切り替えることによって、異常状態の原稿による作業性の
低下を最小限にとどめることができるようになる。
【００７７】
　（第１実施形態の原稿給送装置）
　図１１は、第１実施形態の原稿給送装置１０２の概略側面図である。
【００７８】
　第１実施形態の原稿給送装置１０２は、参考例の原稿給送装置１０１と比較して、原稿
跳ね上がり検知センサを複数個設けて、後述する原稿のカールなどの歪みを、原稿が綴じ
られているときの跳ね上がりと区別して誤検知しないようにした点において異なっている
。したがって、第１実施形態の原稿給送装置１０２は、参考例の原稿給送装置１０１に、
さらに、センサＳＳ２を加えた構成になっている。
【００７９】
ユーザは、原稿台１に原稿Ｆを複数枚載置する。操作部４６（図１参照）からのスタート
信号が制御部４５に送られる。制御部４５は、原稿台駆動モータ２に上昇信号を送り、原
稿台１を上昇させる。原稿検知センサ３が最上位の原稿を検知すると、制御部４５は、原
稿台駆動モータ２に停止信号を送り、原稿台１の上昇を停止させる。原稿台１が止まった
ときの、最上位の原稿の位置が原稿供給開始位置である。
【００８０】
　ところで、原稿台１が所定の原稿供給開始位置まで上昇しているとき（原稿給送ローラ



(13) JP 4118135 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

４による原稿の給送が開始される前であることは勿論である）、参考例の原稿給送装置１
０１は、原稿Ｆが図１２に示すように搬送方向に沿った両側がカールしている原稿であっ
ても、跳ね上がり検知センサＳＳ１が、原稿が跳ね上がっているものとして原稿を検知す
ることになる。すなわち、参考例の原稿給送装置１０１は、カールしている原稿を、綴じ
られていることによって跳ね上がった原稿であると誤検知することになる。カール量の多
い原稿の場合、ジャムの原因になるため、例え、誤検知であっても、搬送を停止するのが
好ましい。しかし、ジャムの原因にならない程度にカールした原稿の場合には、原稿の搬
送を停止することなく、そのまま、送り込んだ方が、原稿給送装置の原稿給送能率を高め
ることができる。
【００８１】
　そこで、第１実施形態の原稿給送装置１０２は、跳ね上がり検知センサＳＳ１より上方
に、新たな、跳ね上がり検知センサＳＳ２を配置して、誤検知を解消している。
【００８２】
　以下、誤検知することなく、原稿の捲くれ上がりを検知する動作を説明する。第１実施
形態の原稿給送装置１０２における制御部４５は、前述のようにして、原稿台１を原稿供
給開始位置まで上昇させているとき（原稿給送ローラ４による原稿の給送が開始される前
であることは勿論である）、跳ね上がり検知センサＳＳ１が原稿Ｆを検知した場合、跳ね
上がり検知センサＳＳ１を、現時点での原稿供給シーケンス中は、一時無効として、跳ね
上がり検知センサＳＳ２－ａ、ＳＳ２－ｂ（以下、「ＳＳ２」という）を用いて、制御を
行う。
【００８３】
原稿は、綴じられていても、平らになっている場合、原稿給送ローラ４によって給送を開
始されないかぎり平らになっており、原稿供給開始位置まで上昇させられても、跳ね上が
り検知センサＳＳ１によって、検知されるようなことがない。
【００８４】
したがって、原稿が原稿給送開始位置まで上昇させられるまでに、跳ね上がり検知センサ
ＳＳ１によって、検知されることは、既に、原稿は、少なくとも一部分がカールなどによ
って歪んでいることになる。この場合、前述したように、ジャムの発生原因になる程度の
カール量であれば原稿の給送を停止し、ジャムの発生原因にならない程度のカール量であ
れば原稿の給送を開始する必要がある。
【００８５】
そこで、制御部４５は、図１１に示す、跳ね上がり検知センサＳＳ１からの検知信号を無
視、あるいは、跳ね上がり検知センサＳＳ１の作動を停止させて、上流側の跳ね上がり検
知センサＳＳ２によって原稿を検知する。制御部４５は、原稿を原稿給送開始位置まで上
昇させて、跳ね上がり検知センサＳＳ２が原稿を検知しないとき、ジャムの発生原因にな
らない程度のカール量であるので、原稿の給送を開始する。しかし、跳ね上がり検知セン
サＳＳ２が原稿を検知したとき、ジャムの発生原因になるカール量であるので、制御部４
５は、原稿の給送を行わないで、操作部４６を通じて原稿が異常状態であることを、ユー
ザに報せる。
【００８６】
跳ね上がり検知センサＳＳ２は、図１１に示すように、原稿面の上面に対して上方に、且
つ原稿給送ローラ４と原稿Ｆとが接触している部分と、跳ね上がり検知センサＳＳ１とを
結ぶ線Ｌに対して下方（原稿Ｆ側）に、原稿給送方向では、跳ね上がり検知センサＳＳ１
より上流側に配置されて、検知タイミングを遅らせることなく、検知信号を出力するよう
になっている。
【００８７】
また、跳ね上がり検知センサＳＳ１，ＳＳ２で、後述する原稿の跳ね上がりを検知すると
きにおいて、一般的な原稿としての適度な堅さがある場合、図１３に示すように、原稿が
原稿給送ローラ４を中心にして、跳ね上がる傾向にあるため、跳ね上がった原稿は、跳ね
上がり検知センサＳＳ１，ＳＳ２に対して、ほぼ同一のタイミングで遮光する。ただし、
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柔らかい原稿においては、跳ね上がり検知センサＳＳ１，ＳＳ２で、多少の検知タイミン
グのズレが発生する。このため、柔らかい原稿であっても確実に検知できるようにするた
め、図１１で示すように、上流側の跳ね上がり検知センサＳＳ２を、領域Ａ内に配置する
のが好ましい。なお、領域Ａは、跳ね上がり検知センサＳＳ１を通って、原稿台１の原稿
積載面１ａに略平行な線Ｂと直線Ｌとの間の領域である。
【００８８】
上記において、制御部４５は、原稿に上記カールなどの歪みがなく、原稿給送開始時に、
跳ね上がり検知センサＳＳ１が原稿Ｆの跳ね上がりを検知しなかった場合について述べる
。この状態では、原稿の先端部、および側端にステイプルＳＰ１がある場合、跳ね上がり
検知センサＳＳ１は、跳ね上がり検知センサＳＳ２よりも先に原稿を検知する。
【００８９】
これに対して、原稿の後端にステイプルＳＰ１があり、原稿が柔らかい場合、図１０（ｂ
）に示すように、原稿の後端が先に跳ね上がる可能性がある。同時に、後端にステイプル
ＳＰ１がある原稿は、原稿の分離搬送を開始してから、一定量原稿が搬送された後の跳ね
上がり検知であることも分かる。これらから、制御部４５は、原稿分離給送開始時に、跳
ね上がり検知センサＳＳ１の検知感度を上げて、素早い反応をするように制御を調整して
、原稿の跳ね上がりを判断するようになっている。また、制御部４５は、原稿が給送され
るにしたがって、跳ね上がり検知センサＳＳ２の感度を上げていく。
【００９０】
分離ローラ対６，７が原稿を一定量以上、分離搬送した後に、跳ね上がり検知センサＳＳ
２が原稿を検知するのに最適な感度状態になった時点で、制御部４５は、跳ね上がり検知
センサＳＳ１の検知感度を落とすと同時に、跳ね上がり検知センサＳＳ２の検知感度を上
げて、原稿がはね上がっているか否かの判断をする。
【００９１】
ここでは、原稿搬送量に対しての跳ね上がり検知センサＳＳ１，ＳＳ２の検知継続時間設
定を検知感度設定としている。すなわち、感度を上げた場合とは跳ね上がり検知センサが
検知した後、わずかの原稿搬送後に原稿が跳ね上がったと判断し、感度を下げた場合とは
跳ね上がり検知センサが検知した後、幾分かの原稿搬送後に原稿が跳ね上がったと判断す
ることを言う。
【００９２】
　これにより、原稿給送装置１０２は、原稿面に近い分、検知応答が早く、その分、多少
の原稿のカールで誤動作しやすい、跳ね上がり検知センサＳＳ１の担当範囲と、原稿面か
ら離れた分、カールによる誤動作が少ないが、外部からの要因での誤動作が多くなる跳ね
上がり検知センサＳＳ２の範囲を切り分けることで、装置全体の誤動作を少なくすること
ができる。外部からの要因には、ユーザが原稿台１上に手を差し込んだ場合や、不用意に
物を落とした場合などがある。
【００９３】
　（第２実施形態の原稿給送装置）
　図１４（ａ）、図１４（ｂ）に示すように、第２実施形態の原稿給送装置１０３は、参
考例の原稿給送装置１０１において、跳ね上がり検知センサＳＳ１の代わりに、原稿台１
の原稿積載面（シート積載面）１ａに対して垂直方向に１次元的に配列された複数の発光
体ＳＳ３－ａ、受光体を有する跳ね上がり検知センサＳＳ３－ｂ（以下、ＳＳ３－ａとＳ
Ｓ－ｂとを「ＳＳ３」という）を備えた構成になっている。発光部ＳＳ３－ａは電源４７
に接続してあり、受光部ＳＳ３－ｂは、制御部４５に接続してある。跳ね上がり検知セン
サＳＳ３は、原稿の跳ね上がり量を多値で検知できるようになっている。
【００９４】
図１４（ｂ）に示すように、跳ね上がり検知センサＳＳ３は、制御部４５が、発光部ＳＳ
３－ａの発光体を順次、点灯して行き、各発光体に応じた受光センサＳＳ３－ｂが反応す
ることによって、跳ね上がり量を多値的に検知するようになっている。
【００９５】
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この跳ね上がり検知センサＳＳ３を用いた制御は、以下のようになる。ユーザが原稿台１
に原稿Ｆを複数枚載置する。ここで操作部４５からのスタート信号が、制御部４５に送ら
れると、制御部４５は、原稿台駆動モータ２に上昇信号を送り、原稿台１を原稿給送位置
まで上昇させる。
【００９６】
この時、原稿の跳ね上がり量を△オフセットとして、制御部４５内の不図示の記憶部分に
記憶する。図１５は、カールのない通常の原稿を、問題なく搬送したときの跳ね上がり検
知センサＳＳ３の出力値を示したグラフである。図１６は、カールのある原稿を問題なく
搬送したときの跳ね上がり検知センサＳＳ３の出力値で、図１５と比べて、△オフセット
値が大きくなっているが、△オフセット値の変化が少ないので、原稿の給送に問題のない
のが分かる。
【００９７】
これにより、制御部４５は、カールした原稿でも、原稿台１が所定の原稿給送開始位置ま
で上昇した時点での、原稿のカール量を記憶し、記憶量からの差分を用いて判断すること
で動作を継続することができる。すなわち、原稿のカール量がジャムを発生するカール量
を超えた場合、制御部４５は、原稿の給送を行わないで、操作部４６を通じてユーザに原
稿が異常な形状をしていることを報せる。原稿のカール量がジャムを発生するカール量を
超えていない場合、制御部４５は、原稿の給送を行う。
【００９８】
このとき、カールした原稿が、原稿給送ローラ４によって給送されて、跳ね上がり検知セ
ンサＳＳ３の前を通過していくとき、給送されるにしたがって、カール量が増えていくと
、上記差部がプラスの方に増えていくことになる。この場合、差分が所定の値以上になっ
たとき、すなわち、最初のカール量と、増加した差分のカール量とを加えて、ジャムを発
生するカール量以上になった場合、制御部４５は、原稿の給送を停止し、操作部４６を通
じてユーザに原稿が異常な形状をしていることを報せる。逆に、カール量が減っていくと
、上記差部がマイナスの方に増えていくことになる。この場合、カール量が減っていくの
で、制御部４５は、原稿の給送を継続する。
【００９９】
図１５、図１６に示すように、波打った原稿の場合、分離搬送量に応じて、原稿の跳ね上
がり検知量は変動する。ステイプルのような綴じ部材による固定部がある場合に比して、
固定部の無い場合は、跳ね上がりの変化量、変化幅は少なくて、短い。
【０１００】
　図１７に示すように、原稿の先端部分にステイプルがある場合、跳ね上がり検知センサ
ＳＳ３は、原稿の搬送開始から、わずかな時間で、オフセット量の急激な変化を検知する
。制御部４５は、このときの単位搬送量あたりの変化量が、設定値を越えたら、跳ね上が
りが発生したものとして、ステイプルがあると判断する。したがって、第２実施形態の原
稿給送装置１０３は、参考例の原稿給送装置１０１と比較して、原稿を素早く検知できる
と同時に、カールなどによる誤検知も少なくすることができる。また、単純な跳ね上がり
量を併用することで、原稿後端にステイプルがある場合でも、正確に検知することができ
る。
【０１０１】
　以上の参考例と各実施形態の原稿給送装置１０１，１０２，１０３におけるセンサは、
原稿の跳ね上がり検知に、原稿台の原稿積載面に略平行で且つシートの搬送方向に対して
直交する光を発光する発光部と、この発光部から発光した光を受光する受光部とを、シー
トの両側に配設してあるが、発光部と受光部とを一方の側に配設して、発光部から発光し
た光を他方の側に配設した反射部材に反射させて、受光部で受光するようにしてもよい。
【０１０２】
　さらに、参考例と各実施形態の原稿給送装置１０１，１０２，１０３のセンサＳＳ１，
ＳＳ２，ＳＳ３（シート跳ね上がり検知手段）は、原稿台の原稿積載面に対して略平行な
光を発するインタラプタであるが、原稿上方から、測距センサを用いて、測距したデータ
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を元に原稿面の状態を検知するセンサ（シート跳ね上がり検知手段）であっても同様の効
果を得られる。
【０１０３】
　また、さらに、参考例と各実施形態の原稿給送装置１０１，１０２，１０３のセンサは
、光によって原稿の跳ね上がり状態を検知する非接触式のセンサであるが、原稿面に直接
接触する部材の移動量等を検知して、異常形状状態を検知する接触式のセンサであっても
よい。
【０１０４】
　以上の参考例と各実施形態の原稿給送装置１０１，１０２，１０３は、原稿がステイプ
ルによって綴じられている場合について説明したが、ステイプルのみならず、糊付け、ク
リップ等で綴じられていても、同様に、原稿の異常状態を検知することができる。
【０１０５】
したがって、以上の原稿給送装置１０１，１０２，１０３は、原稿台（シート積載手段）
１に積載された原稿（シート）を給送する原稿給送ローラ（シート給送手段）４と、この
原稿給送ローラ４によって給送された原稿１枚ずつ分離する分離ローラ対（シート分離搬
送手段）６，７と、給送されている原稿が原稿給送ローラ４によって、及び（又は）分離
ローラ対６，７とによって跳ね上がったとき、原稿の跳ね上がり状態を検知する跳ね上が
り検知センサ（シート異常形状検知手段）ＳＳ１を備えて、給送される原稿がステイプル
によって綴じられているとき、原稿給送ローラ４或いは分離ローラ対６，７の原稿に対す
る分離作用によって生じる原稿の原稿台１からの跳ね上がり状態を跳ね上がり検知センサ
ＳＳ１によって検知したとき、原稿給送ローラ４と及び分離ローラ対６，７の駆動を停止
させることで、原稿の破損、ジャムの発生を防止している。
【０１０６】
原稿給送装置１０２は、複数の跳ね上がり検知センサ（シート異常形状検知手段）ＳＳ１
、ＳＳ２を備えて、原稿の分離給送動作の状態で、複数の跳ね上がり検知センサＳＳ１、
ＳＳ２を切り替えて、原稿のカール状態や跳ね上がりを正確に検知して、原稿の破損、ジ
ャムの発生を防止している。
【０１０７】
原稿給送装置１０３は、原稿の跳ね上がり状態を多値で検知できる跳ね上がり検知センサ
（シート異常形状検知手段）ＳＳ３を有して、原稿の跳ね上がり変化率や、変化量に基づ
いて原稿の異常形状状態を判断することで、より正確に綴じられている原稿を検知して、
原稿の破損、ジャムの発生を防止している。
【０１０８】
また、以上の原稿給送装置を備えた原稿読取装置（画像読取装置）２００は、原稿給送装
置から破損された原稿が送られてくることがないので、原稿を確実に読み取ることができ
る。
【０１０９】
また、原稿給送装置が、綴じられている原稿や、カール量の多い原稿を検知したとき、原
稿読取装置２００は、原稿給送装置から既に送り出された原稿があるとき、原稿給送装置
の作動を停止して、異常形状状態の原稿の給送を停止するとともに、原稿給送装置を既に
送り出された原稿の搬送を継続するので、エラーリカバの時間を短くすることができる。
【０１１０】
さらに、以上の原稿給送装置を被記録材給送装置として備えた画像形成装置は、被記録材
給送装置から破損された被記録材が送られてくることがないので、被記録材に画像を確実
に形成することができる。
【０１１１】
また、被記録材給送装置が、綴じられている被記録材や、カール量の多い被記録材を検知
したとき、画像形成装置は、被記録材給送装置から既に送り出された原稿があるとき、被
記録材給送装置の作動を停止して、異常形状状態の被記録材の給送を停止するとともに、
被記録材給送装置が既に送り出された被記録材の搬送を継続するので、エラーリカバの時



(17) JP 4118135 B2 2008.7.16

10

20

30

40

50

間を短くすることができる。
【０１１２】
【発明の効果】
本発明のシート給送装置は、シートの異常形状状態を検知するという、非常に簡単な構成
で、多種多様な綴じ部材とシート質に対して、正確に異常を検知して、装置自体を停止す
ることで、シートの破損を回避することができて、作業の大幅な効率アップを図ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の画像読取装置の概略構成を示す正面断面図である。
【図２】図１の画像読取装置の主要部の概略構成を示す模式図である。
【図３】　参考例のシート給送装置である原稿給送装置における原稿面に対する跳ね上が
り検知センサの位置関係を示す図である。
【図４】　参考例のシート給送装置である原稿給送装置の概略正面図である。
【図５】（ａ）　先端の角をステイプルによって綴じた原稿の斜視図である。
（ｂ）　先端の角をステイプルによって綴じた原稿が跳ね上がった状態の斜視図である。
【図６】左右規制板によって原稿が跳ね上がっている状態の斜視図である。
【図７】左右規制板で２枚目の原稿がはね上がっている状態の斜視図である。
【図８】左右規制板の斜視図である。
【図９】（ａ）　側端の中央をステイプルによって綴じた原稿の斜視図である。
（ｂ）　側端の中央をステイプルによって綴じた原稿が跳ね上がった状態の斜視図である
。
【図１０】（ａ）　後端の中央をステイプルによって綴じた原稿の斜視図である。
（ｂ）　後端の中央をステイプルによって綴じた原稿が跳ね上がった状態の斜視図である
。
【図１１】　第１実施形態の原稿給送装置の概略正面図である。
【図１２】図１１の原稿給送装置において、跳ね上がり検知センサの位置関係を示す図で
ある。
【図１３】図１１の原稿給送装置において、跳ね上がった原稿を検知している状態の図で
ある。
【図１４】　（ａ）　第２実施形態の原稿給送装置の概略正面図である。
　（ｂ）　第２実施形態における原稿給送装置の跳ね上がり検知センサの斜視図である。
【図１５】　第２実施形態の原稿給送装置における跳ね上がり検知センサの出力例を示す
図である。
【図１６】　第２実施形態の原稿給送装置において、カール量が多い原稿の跳ね上がり検
知センサの出力例を示す図である。
【図１７】　第２実施形態の原稿給送装置において、原稿の先端を綴じてある場合の跳ね
上がり検知センサの出力例を示す図である。
【図１８】　第２の実施形態の原稿給送装置において、原稿の後端を綴じてある場合の跳
ね上がり検知センサの出力例を示す図である。
【図１９】綴じ部材の固定力が弱く、１枚目のシートに斜行を起した例の図である。
【図２０】２枚目のシートが１枚目のシートより柔らかくて、２枚目のシートに斜行が発
生したときの図である。
【符号の説明】
Ｓ１　　　　給送原稿前センサ
Ｓ２　　　　給送原稿後センサ
Ｓ３　　　　レジスト前センサ
Ｓ４　　　　レジスト後センサ
ＳＳ１　　　　跳ね上がり検知センサ（シート異常形状検知手段）
ＳＳ１－ａ　　跳ね上がり検知センサ（シート異常形状検知手段）の発光部
ＳＳ１－ｂ　　跳ね上がり検知センサ（シート異常形状検知手段）の受光部
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ＳＳ２　　　　跳ね上がり検知センサ（シート異常形状検知手段）
ＳＳ３　　　　多値出力の跳ね上がり検知センサ（シート異常形状検知手段）
Ｆ　　　　　原稿（シート）
Ｆ１　　　　１枚目の原稿
Ｆ２　　　　２枚目の原稿
ＳＰ１　　　　綴じ部材としてのステイプル
１　　　　　原稿台（シート積載手段）
１ａ　　　　原稿積載面（シート積載面）
２　　　　　原稿台駆動モータ
３　　　　　原稿検知センサ
４　　　　　原稿給送ローラ（シート給送手段）
５　　　　　原稿給送モータ
６　　　　　送りローラ
７　　　　　分離ローラ
６，７　　　分離ローラ対（シート分離搬送回転体対）
８　　　　　送りモータ
９　　　　　分離モータ
１０　　　　　搬送モータ
１１　　　　　ニップ隙間調整モータ
１４，１５　　原稿読取センサ
１６　　　　　原稿排出センサ
１７，１８　　レジストローラ
１９　　　　　レジストクラッチ
２０，２１　　原稿搬送ローラ（シート供給搬送手段）
２２，２３　　原稿搬送ローラ（シート排出搬送手段）
４３　　　　　原稿読取部（画像読取手段）
４５　　　　　制御部（制御手段）
４６　　　　　操作部（報知手段）
５０　　　　　原稿規制板（シート保持規制手段）
５０ａ　　　　傾斜面
５０ｂ　　　　斜面
１０１　　　　　原稿給送装置（シート給送装置）
１０２　　　　　原稿給送装置（シート給送装置）
１０３　　　　　原稿給送装置（シート給送装置）
２００　　　　　原稿読取装置（画像読取装置）
２０１　　　　　原稿読取装置（画像読取装置）の本体
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