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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送される原稿を透明な原稿読取り板を介して照明する照明手段と、前記原稿読取り板
を介して原稿を読取る読取り手段とを備え、前記照明手段は、前記読取り手段による読取
り走査方向に列設された原稿照明用の複数の発光素子を有する画像読取り装置において、
　前記照明手段の各発光素子を選択的に点灯もしくは消灯する発光制御手段と、
　前記発光制御手段による各発光素子の選択的な点灯もしくは消灯の度に、前記読取り手
段の出力を繰り返し求めて、前記読取り手段の出力レベルから異物の影を検出することに
より、前記原稿読取り板表面の異物を検出する異物検出手段とを備えることを特徴とする
画像読取り装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像読取り装置であって、
　前記異物検出手段は、前記発光制御手段により相互に隣り合う各発光素子のうちの一方
が点灯され他方が消灯されたときに、点灯された一方の発光素子の光に対応する前記読取
り手段の出力に基づいて前記原稿読取り板表面の異物を検出することを特徴とする画像読
取り装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像読取り装置であって、
　前記異物検出手段は、前記点灯された一方の発光素子の光に対応する前記読取り手段の
出力レベルを予め設定された基準出力レベルと比較して、前記原稿読取り板表面の異物を
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検出することを特徴とする画像読取り装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記発光制御手段は、相互に隣り合う点灯発光素子と消灯発光素子の組合せが前記照明
手段の各発光素子の列においてシフトされるように、前記照明手段の各発光素子を選択的
に点灯もしくは消灯することを特徴とする画像読取り装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を一個ずつ順次点灯させて、点灯した
発光素子を逐一消灯させ、点灯した発光素子をシフトさせることを特徴とする画像読取り
装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を一個ずつ順次点灯させ、発光素子の
点灯を維持することを特徴とする画像読取り装置。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を一個ず
つ順次消灯させて、消灯した発光素子を逐一再点灯させ、消灯した発光素子をシフトさせ
ることを特徴とする画像読取り装置。
【請求項８】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を一個ず
つ順次消灯させ、発光素子の消灯を維持することを特徴とする画像読取り装置。
【請求項９】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を相互に
隣り合う一対ずつ順次選択して消灯させ、消灯した発光素子を逐一再点灯させることを特
徴とする画像読取り装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至４のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記発光制御手段は、前記照明手段の奇数番目の発光素子と偶数番目の発光素子を交互
に点灯及び消灯させることを特徴とする画像読取り装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の画像読取り装置であって、
　前記異物検出手段は、前記発光制御手段により前記照明手段の奇数番目の発光素子が点
灯されて、偶数番目の発光素子が消灯されたときに、奇数番目の発光素子の光に対応する
前記読取り手段の出力に基づいて前記原稿読取り板表面の異物を検出し、前記発光制御手
段により前記照明手段の偶数番目の発光素子が点灯されて、奇数番目の発光素子が消灯さ
れたときに、偶数番目の発光素子の光に対応する前記読取り手段の出力に基づいて前記原
稿読取り板表面の異物を検出することを特徴とする画像読取り装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記読取り手段は、入射光を光電変換する光電変換部と、この光電変換部のアナログ信
号をデジタル信号に変換するアナログデジタル変換部とを備え、
　前記異物検出手段は、前記アナログデジタル変換部から出力されたデジタル信号に基づ
いて前記原稿読取り板表面の異物を検出することを特徴とする画像読取り装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記異物検出手段により前記原稿読取り板表面の異物が検出されると、前記読取り手段
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を移動させるか、又は前記読取り手段及び前記照明手段を移動させる読取り位置変更手段
を備えることを特徴とする画像読取り装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　原稿トレイにセットされた原稿を検出する原稿検出手段を備え、
　前記発光制御手段及び前記異物検出手段は、前記原稿検出手段の検出出力に応答動作す
ることを特徴とする画像読取り装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１つに記載の画像読取り装置を備えた画像形成装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の画像形成装置であって、
　前記異物検出手段により前記原稿読取り板表面の異物が検出されると、前記原稿読取り
板の清掃を促す旨を表示する表示手段を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の画像読取り装置を備えた画像形成装置であって、
　前記読取り位置変更手段による前記読取り手段の移動又は前記読取り手段及び前記照明
手段の移動を１回乃至複数回行っても、前記異物検出手段により前記原稿読取り板表面の
異物が検出されると、前記原稿読取り板の清掃を促す旨を表示する表示手段を備えること
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、透明な原稿読取り板上の原稿を該原稿読取り板を介して読取る画像読取り装
置、及びそれを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の画像読取り装置は、原稿の画像を読取るものであって、スキャナーとも称され
、単独で又は複写機等に搭載されて用いられる。単独で用いられる場合は、読取った原稿
の画像が外部のプリンター等に出力され、また複写機に搭載されて用いられる場合は、読
取った原稿の画像が該複写機で複写される。
【０００３】
　このような画像読取り装置は、原稿が載せられる透明な原稿読取り板、原稿読取り板を
介して原稿を照明する照明部、原稿読取り板を介して原稿を読取る読取り部を備えている
。原稿読取り板は、ガラス板等である。照明部は、例えば列設された複数の発光素子を有
しており、各発光素子の列が読取り部による走査方向（主走査方向）に沿って配置され、
各発光素子の光が原稿読取り板を介して原稿に照射される。読取り部は、主走査方向に沿
って配置されたＣＣＤ等のラインセンサを有しており、原稿で反射された光が原稿読取り
板を介してラインセンサに入射し、ラインセンサにより原稿が読取られる。
【０００４】
　例えば、原稿読取り板の下方に照明部及び読取り部が配置され、原稿が原稿読取り板上
で副走査方向に搬送されつつ、照明部の各発光素子の光が原稿に照射され、ラインセンサ
により原稿が主走査方向に繰り返し読取られる。
【０００５】
　ところで、原稿読取り板表面に原稿の紙粉が付着することがある。この原稿読取り板表
面の紙粉が放置されると、読取り部により原稿読取り板表面の紙粉が原稿と共に繰り返し
読取られて、読取り部により読取られた画像上に副走査方向に延びるスジが発生し、この
スジが複写原稿上に現れる。このため、ユーザやサービスマンが複写原稿上のスジを発見
すると、原稿読取り板表面を手拭で清掃して、紙粉を除去していた。
【０００６】
　また、特許文献１では、コンタクトガラス（原稿読取り板に相当する）上に清掃ローラ
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を配置して、清掃ローラの周面に清掃部と反射部を設けている。原稿の読取りに際しては
、清掃ローラの反射部をコンタクトガラスに向けて、原稿をコンタクトガラスと清掃ロー
ラ間に通過させつつ、コンタクトガラスを介して、ランプにより原稿を照明し、ラインセ
ンサにより原稿を読取っている。また、原稿を通過させずに、ラインセンサによる読取り
を行って、コンタクトガラス表面の汚れを検出し、清掃ローラを回転させて、清掃ローラ
の清掃部によりコンタクトガラス表面を清掃している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－２５８５４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、原稿読取り板表面の紙粉の検出をユーザやサービスマンによる複写原稿
上のスジの発見に頼る場合は、この発見が遅れて、多くの複写原稿にスジが生じることが
あった。
【０００９】
　また、特許文献１のようにランプによる一様な照明を行って、ラインセンサによりコン
タクトガラス表面の汚れを検出する場合は、この汚れがインクであれば、この汚れを問題
なく検出することができるが、この汚れが紙粉であると、紙粉が白色であり、原稿読取り
箇所の背景も白色であるため、紙粉の検出が困難であった。更に、清掃ローラやその駆動
機構が必要であり、部品点数が増加したり、構成が複雑化した。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、透明な原稿読取り板
表面の紙粉の検出を確実かつ速やかに行うことが可能な画像読取り装置及びそれを備えた
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】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の画像読取り装置は、搬送される原稿を透明な原稿
読取り板を介して照明する照明手段と、前記原稿読取り板を介して原稿を読取る読取り手
段とを備え、前記照明手段は、前記読取り手段による読取り走査方向に列設された原稿照
明用の複数の発光素子を有する画像読取り装置において、前記照明手段の各発光素子を選
択的に点灯もしくは消灯する発光制御手段と、前記発光制御手段による各発光素子の選択
的な点灯もしくは消灯の度に、前記読取り手段の出力を繰り返し求めて、前記読取り手段
の出力レベルから異物の影を検出することにより、前記原稿読取り板表面の異物を検出す
る異物検出手段とを備えている。
【００１２】
　また、前記異物検出手段は、前記発光制御手段により相互に隣り合う各発光素子のうち
の一方が点灯され他方が消灯されたときに、点灯された一方の発光素子の光に対応する前
記読取り手段の出力に基づいて前記原稿読取り板表面の異物を検出している。
【００１３】
　更に、前記異物検出手段は、前記点灯された一方の発光素子の光に対応する前記読取り
手段の出力レベルを予め設定された基準出力レベルと比較して、前記原稿読取り板表面の
異物を検出している。
【００１４】
　また、前記発光制御手段は、相互に隣り合う点灯発光素子と消灯発光素子の組合せが前
記照明手段の各発光素子の列においてシフトされるように、前記照明手段の各発光素子を
選択的に点灯もしくは消灯している。
【００１５】
　更に、前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を一個ずつ順次点灯させて、点
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灯した発光素子を逐一消灯させ、点灯した発光素子の位置を照明手段の各発光素子の列に
おいてシフトさせている。
【００１６】
　また、前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を一個ずつ順次点灯させ、発光
素子の点灯を維持している。
【００１７】
　更に、前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を
一個ずつ順次消灯させて、消灯した発光素子を逐一再点灯させ、消灯した発光素子の位置
を照明手段の各発光素子の列においてシフトさせている。
【００１８】
　また、前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を
一個ずつ順次消灯させ、発光素子の消灯を維持している。
【００１９】
　更に、前記発光制御手段は、前記照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を
相互に隣り合う一対ずつ順次選択して消灯させ、消灯した発光素子を逐一再点灯させてい
る。
【００２０】
　また、前記発光制御手段は、前記照明手段の奇数番目の発光素子と偶数番目の発光素子
を交互に点灯及び消灯させている。
【００２１】
　更に、前記異物検出手段は、前記発光制御手段により前記照明手段の奇数番目の発光素
子が点灯されて、偶数番目の発光素子が消灯されたときに、奇数番目の発光素子の光に対
応する前記読取り手段の出力に基づいて前記原稿読取り板表面の異物を検出し、前記発光
制御手段により前記照明手段の偶数番目の発光素子が点灯されて、奇数番目の発光素子が
消灯されたときに、偶数番目の発光素子の光に対応する前記読取り手段の出力に基づいて
前記原稿読取り板表面の異物を検出している。
【００２２】
　また、前記読取り手段は、入射光を光電変換する光電変換部と、この光電変換部のアナ
ログ信号をデジタル信号に変換するアナログデジタル変換部とを備え、前記異物検出手段
は、前記アナログデジタル変換部から出力されたデジタル信号に基づいて前記原稿読取り
板表面の異物を検出している。
【００２３】
　また、前記異物検出手段により前記原稿読取り板表面の異物が検出されると、前記読取
り手段を移動させる読取り位置変更手段を備えている。
【００２４】
　更に、原稿トレイにセットされた原稿を検出する原稿検出手段を備え、前記発光制御手
段及び前記異物検出手段は、前記原稿検出手段の検出出力に応答動作している。
【００２５】
　一方、本発明の画像形成装置は、上記本発明の画像読取り装置を備えている。
【００２６】
　このような画像形成装置においては、前記異物検出手段により前記原稿読取り板表面の
異物が検出されると、前記原稿読取り板の清掃を促す旨を表示する表示手段を備えている
。
【００２７】
　また、前記読取り位置変更手段による前記読取り手段の移動を１回乃至複数回行っても
、前記異物検出手段により前記原稿読取り板表面の異物が検出されると、前記原稿読取り
板の清掃を促す旨を表示する表示手段を備えている。
【発明の効果】
【００２８】
　このような本発明の画像読取り装置によれば、発光制御手段が各発光素子の選択的な点
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灯もしくは消灯制御を行い、異物検出手段が読取り手段の出力に基づいて原稿読取り板表
面の異物を検出している。
【００２９】
　ここで、原稿読取り板に白色の異物（例えば紙粉）が付着した場合、全ての発光素子が
点灯されると、複数の発光素子の光がそれぞれの方向から紙粉へと照射されて、紙粉の影
が生じず、また原稿読取り箇所の背景も白色であるため、紙粉と背景の区別が付き難く、
紙粉の検出が困難である。
【００３０】
　ところが、本発明のように各発光素子を選択的に点灯もしくは消灯すると、選択的に点
灯した発光素子の光が一方向から紙粉へと照射されて、紙粉の影が生じるので、異物検出
手段は、読取り手段の出力に基づいて紙粉の影、つまり原稿読取り板表面の紙粉を検出す
ることができる。
【００３１】
　例えば、発光制御手段により相互に隣り合う各発光素子のうちの一方が点灯され他方が
消灯されたときには、これらの発光素子間の領域において、点灯した発光素子の光が一方
向から紙粉へと照射されて、紙粉の影が生じるので、点灯した一方の発光素子の光に対応
する読取り手段の出力、つまり紙粉の影を読取った読取り手段の出力に基づいて原稿読取
り板表面の異物を検出することができる。
【００３２】
　また、紙粉の影が生じると、この影を読取った読取り手段の出力が変動するので、読取
り手段の出力レベルを予め設定された基準出力レベルと比較して、原稿読取り板表面の紙
粉を検出することができる。
【００３３】
　また、相互に隣り合う点灯発光素子と消灯発光素子の組合せを照明手段の各発光素子の
列においてシフトさせている。これにより、読取り手段によるいずれの読取り箇所に紙粉
があっても、紙粉に影を生じさせて、紙粉を検出することができる。
【００３４】
　このような相互に隣り合う点灯発光素子と消灯発光素子の組合せをシフトさせるには、
例えば照明手段の各発光素子を一個ずつ順次点灯させて、点灯した発光素子を逐一消灯さ
せ、点灯した発光素子の位置を照明手段の各発光素子の列においてシフトさせる。あるい
は、照明手段の各発光素子を一個ずつ順次点灯させ、発光素子の点灯を維持する。また、
照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を一個ずつ順次消灯させて、消灯した
発光素子を逐一再点灯させ、消灯した発光素子の位置を照明手段の各発光素子の列におい
てシフトさせたり、照明手段の各発光素子を点灯させた後、各発光素子を一個ずつ順次消
灯させ、発光素子の消灯を維持してもよい。更に、照明手段の各発光素子を点灯させた後
、各発光素子を相互に隣り合う一対ずつ順次選択して消灯させ、消灯した発光素子を逐一
再点灯させても構わない。
【００３５】
　また、照明手段の奇数番目の発光素子と偶数番目の発光素子を交互に点灯及び消灯させ
てもよい。この場合は、照明手段の奇数番目の発光素子が点灯されて、偶数番目の発光素
子が消灯されたときに、奇数番目の発光素子の光に対応する読取り手段の出力に基づいて
原稿読取り板表面の紙粉を検出し、照明手段の偶数番目の発光素子が点灯されて、奇数番
目の発光素子が消灯されたときに、偶数番目の発光素子の光に対応する読取り手段の出力
に基づいて原稿読取り板表面の紙粉を検出すれば、読取り手段によるいずれの読取り箇所
に紙粉があっても、紙粉に影を生じさせて、紙粉を検出することができる。すなわち、読
取り手段の読取りを２回行うだけで、読取り手段の読取り範囲において紙粉を検出するこ
とができる。
【００３６】
　また、読取り手段は、入射光を光電変換する光電変換部と、光電変換部のアナログ信号
をデジタル信号に変換するアナログデジタル変換部とを備え、異物検出手段は、アナログ
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デジタル変換部から出力されたデジタル信号に基づいて原稿読取り板表面の紙粉を検出し
ている。従って、ＣＰＵ等によるデジタル演算処理により紙粉を検出することができる。
【００３７】
　また、原稿読取り板表面の紙粉が検出されると、読取り手段を移動させている。これに
より、紙粉を避けて、読取り手段による読取りを行うことができる。
【００３８】
　また、原稿トレイにセットされた原稿が検出されたときに、発光制御手段及び異物検出
手段を応答動作させているので、適確なタイミングで紙粉の検出が行われる。
【００３９】
　一方、本発明の画像形成装置は、上記本発明の画像読取り装置を備えていることから、
同様の作用効果を奏する。
【００４０】
　このような画像形成装置においては、原稿読取り板表面の紙粉が検出されると、原稿読
取り板の清掃を促す旨を直ちに表示してもよい。これにより、原稿読取り板の清掃のタイ
ミングを知ることができる。
【００４１】
　また、読取り手段の移動を１回乃至複数回行っても、原稿読取り板表面の紙粉が検出さ
れたときには、原稿読取り板の広い範囲に紙粉が付着していることになるので、原稿読取
り板の清掃を促す旨を表示手段に表示している。これにより、読取り手段の移動が無駄に
繰り返されることなく、適確なタイミングで原稿読取り板が清掃される。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の画像読取り装置の一実施形態を適用した画像形成装置を示す断面図であ
る。
【図２】本実施形態の画像読取り装置を示す断面図である。
【図３】（ａ）は画像読取り装置における第１走査ユニットのＬＥＤアレイの全てのＬＥ
Ｄを点灯させたときの紙粉に対する照明状態を示す図であり、（ｂ）は第１読取り部のＣ
ＣＤの出力Ｖｃを示すグラフである。
【図４】画像読取り装置における第１走査ユニットを示す斜視図である。
【図５】図４の第１走査ユニットを側方から見て示す断面図である。
【図６】図４の第１走査ユニットにおける２列のＬＥＤアレイを示す平面図である。
【図７】図４の第１走査ユニットを正面から見て示す断面図である。
【図８】（ａ）は２枚の基板上のＬＥＤアレイによる照明状態を示す断面図であり、（ｂ
）は片方の基板上のＬＥＤアレイによる照明状態を示す断面図である。
【図９】画像読取り装置における信号処理系の構成を示すブロック図である。
【図１０】第１走査ユニットにおけるＬＥＤアレイの各ＬＥＤの点灯もしくは消灯パター
ンを示す図である。
【図１１】（ａ）は第１走査ユニットの点灯ＬＥＤと消灯ＬＥＤ間の領域における読取り
ガイド板の照明状態を示す図であり、（ｂ）は第１走査ユニットの点灯ＬＥＤと消灯ＬＥ
Ｄ間の領域における第１読取り部のＣＣＤの出力Ｖｃを示す図である。
【図１２】（ａ）は第１走査ユニットの点灯ＬＥＤと消灯ＬＥＤ間の領域における紙粉の
照明状態を示す図であり、（ｂ）は第１走査ユニットの点灯ＬＥＤと消灯ＬＥＤ間の領域
における第１読取り部のＣＣＤの出力Ｖｃを示す図である。
【図１３】画像形成装置における操作パネルを示す平面図である。
【図１４】原稿の読取りに際し、原稿読取りガラス表面の紙粉の有無を判定するための処
理を示すフローチャートである。
【図１５】ＬＥＤアレイの各ＬＥＤを一個ずつ順次点灯させ、点灯させたＬＥＤの点灯を
維持するという点灯もしくは消灯パターンを示す図である。
【図１６】点灯した各ＬＥＤを一個ずつ順次消灯させて、消灯したＬＥＤを逐一再点灯さ
せ、消灯したＬＥＤの位置をシフトさせるという点灯もしくは消灯パターンを示す図であ
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る。
【図１７】点灯した各ＬＥＤを一個ずつ順次消灯させ、ＬＥＤの消灯を維持するという点
灯もしくは消灯パターンを示す図である。
【図１８】点灯した各ＬＥＤを相互に隣り合う一対ずつ順次選択して消灯させ、消灯した
ＬＥＤを逐一再点灯させるという点灯もしくは消灯パターンを示す図である。
【図１９】奇数番目のＬＥＤと偶数番目のＬＥＤを交互に点灯及び消灯させるという点灯
もしくは消灯パターンを示す図である。
【図２０】第１走査ユニットにおける１列のＬＥＤアレイを示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
【００４４】
　図１は、本発明の画像読取り装置の第１実施形態を適用した画像形成装置を示す断面図
である。この画像形成装置１００は、レーザ露光装置１、現像装置２、感光体ドラム３、
帯電器５、クリーナ装置４、中間転写ベルト装置８、定着装置１２、用紙搬送経路Ｓ、給
紙トレイ１０、及び用紙排出トレイ１５等を備えて構成されており、この画像形成装置１
００の本体上部に付設の画像読取り装置１０１により読取られた原稿の画像又は外部から
受信した画像をカラーもしくは単色で記録用紙に記録形成する。
【００４５】
　画像形成装置１００において扱われる画像データは、ブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、
マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）の各色を用いたカラー画像に応じたもの、又は単色（例
えばブラック）を用いたモノクロ画像に応じたものである。従って、現像装置２、感光体
ドラム３、帯電器５、クリーナ装置４は各色に応じた４種類の潜像を形成するようにそれ
ぞれ４個ずつ設けられ、それぞれがブラック、シアン、マゼンタ、及びイエローに対応付
けられて、４つの画像ステーションＰａ、Ｐｂ、Ｐｃ、Ｐｄが構成されている。
【００４６】
　感光体ドラム３は、画像形成装置１００のほぼ中央に配置されている。
【００４７】
　帯電器５は、感光体ドラム３の表面を所定の電位に均一に帯電させるための帯電手段で
あり、接触型であるローラ型やブラシ型の帯電器のほか、チャージャー型の帯電器が用い
られる。
【００４８】
　レーザ露光装置１は、レーザダイオード及び反射ミラーを備えたレーザスキャニングユ
ニット（ＬＳＵ）であり、帯電された感光体ドラム３表面を画像データに応じて露光して
、その表面に画像データに応じた静電潜像を形成する。
【００４９】
　現像装置２は、感光体ドラム３上に形成された静電潜像を（Ｋ、Ｃ、Ｍ、Ｙ）のトナー
により現像し、感光体ドラム３表面にトナー像を形成する。クリーナ装置４は、現像及び
画像転写後に感光体ドラム３表面に残留したトナーを除去及び回収する。
【００５０】
　感光体ドラム３の上方に配置されている中間転写ベルト装置８は、中間転写ベルト７、
中間転写ベルト駆動ローラ２１、従動ローラ２２、中間転写ローラ６、及び中間転写ベル
トクリーニング装置９を備えている。
【００５１】
　中間転写ベルト駆動ローラ２１、中間転写ローラ６、従動ローラ２２等は、中間転写ベ
ルト７を張架して支持し、中間転写ベルト７を矢印Ｃ方向に周回移動させる。
【００５２】
　中間転写ローラ６は、中間転写ベルト７近傍に回転可能に支持され、中間転写ベルト７
を介して感光体ドラム３に押圧されると共に、転写バイアスを印加され、感光体ドラム３
表面のトナー像を中間転写ベルト７に転写する。中間転写ローラ６は、直径８～１０ｍｍ
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の金属（例えばステンレス）軸をベースとし、その表面は、導電性の弾性材（例えばＥＰ
ＤＭ、発泡ウレタン等）により覆われているローラである。この導電性の弾性材により、
記録用紙に対して均一に高電圧を印加することができる。
【００５３】
　中間転写ベルト７は、各感光体ドラム３に接触するように設けられており、各感光体ド
ラム３表面のトナー像を中間転写ベルト７に順次重ねて転写することによって、カラーの
トナー像（各色のトナー像）を形成する。この転写ベルトは、厚さ１００μｍ～１５０μ
ｍ程度のフィルムを用いて無端ベルト状に形成されている。
【００５４】
　上述の様に各感光体ドラム３表面のトナー像は、中間転写ベルト７で積層され、画像デ
ータによって示されるカラーのトナー像となる。このように積層された各色のトナー像は
、中間転写ベルト７と共に搬送され、中間転写ベルト７と接触する２次転写装置１１の転
写ローラ１１ａによって記録用紙上に転写される。
【００５５】
　中間転写ベルト７と２次転写装置１１の転写ローラ１１ａとは相互に圧接されて、ニッ
プ域を形成する。また、２次転写装置１１の転写ローラ１１ａには、中間転写ベルト７上
の各色のトナー像を記録用紙に転写させるための電圧（トナーの帯電極性（－）とは逆極
性（＋）の高電圧）が印加される。さらに、そのニップ域を定常的に得るために、２次転
写装置１１の転写ローラ１１ａもしくは中間転写ベルト駆動ローラ２１の何れか一方を硬
質材料（金属等）とし、他方を弾性ローラ等の軟質材料（弾性ゴムローラ、または発泡性
樹脂ローラ等）としている。
【００５６】
　また、２次転写装置１１によって中間転写ベルト７上のトナー像が記録用紙上に完全に
転写されず、中間転写ベルト７上にトナーが残留することがあり、この残留トナーが次工
程でトナーの混色を発生させる原因となる。このため、中間転写ベルトクリーニング装置
９によって残留トナーを除去及び回収する。中間転写ベルトクリーニング装置９には、例
えばクリーニング部材として、中間転写ベルト７に接触して残留トナーを除去するクリー
ニングブレードが設けられており、クリーニングブレードが接触する部位で、従動ローラ
２２により中間転写ベルト７裏側が支持されている。
【００５７】
　給紙トレイ１０は、記録用紙を格納しておくためのトレイであり、画像形成装置１００
の下部に設けられて、トレイ内の記録用紙を供給する。
【００５８】
　画像形成装置１００には、給紙トレイ１０から供給された記録用紙を２次転写装置１１
や定着装置１２を経由させて用紙排出トレイ１５に送るための、Ｓの字形状の用紙搬送経
路Ｓが設けられている。この用紙搬送経路Ｓに沿って、用紙ピックアップローラ１６、用
紙レジストローラ１４、定着装置１２、及び記録用紙を搬送する搬送ローラ等が配置され
ている。
【００５９】
　用紙ピックアップローラ１６は、給紙トレイ１０の端部に設けられ、給紙トレイ１０か
ら記録用紙を１枚ずつ用紙搬送経路Ｓに供給する呼び込みローラである。搬送ローラは、
記録用紙の搬送を促進補助するための小型のローラであり、複数個設けられている。
【００６０】
　用紙レジストローラ１４は、搬送されて来た記録用紙を一旦停止させて、記録用紙の先
端を揃え、中間転写ベルト７と２次転写装置１１の転写ローラ１１ａ間のニップ域で中間
転写ベルト７上のカラーのトナー像が記録用紙に転写されるように、感光体ドラム３及び
中間転写ベルト７の回転にあわせて、記録用紙をタイミングよく搬送する。
【００６１】
　例えば、用紙レジストローラ１４は、記録用紙の先端を検出するレジスト前検知スイッ
チ（図示せず）の検出出力に基づき、中間転写ベルト７と２次転写装置１１の転写ローラ
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１１ａ間のニップ域で中間転写ベルト７上のカラーのトナー像の先端が記録用紙の画像形
成領域の先端に合うように、記録用紙を搬送する。
【００６２】
　定着装置１２は、加熱ローラ３１及び加圧ローラ３２等を備えている。加熱ローラ３１
及び加圧ローラ３２は、中間転写ベルト７と２次転写装置１１の転写ローラ１１ａ間のニ
ップ域を通過して来た記録用紙を挟み込んで搬送する。
【００６３】
　加熱ローラ３１は、図示しない温度検出器の検出出力に基づき、制御部によって所定の
定着温度となるように制御されており、加圧ローラ３２と共に記録用紙を熱圧着すること
により、記録用紙に転写されたトナー像を溶融、混合、圧接し、記録用紙に対して熱定着
させる機能を有している。
【００６４】
　各色のトナー像の定着後の記録用紙は、搬送ローラによって用紙排出トレイ１５上にフ
ェイスダウンで排出される。
【００６５】
　次に、図２を参照しつつ、図１の画像形成装置１００の本体上部に搭載された本実施形
態の画像読取り装置１０１を説明する。図２は、画像読取り装置１０１を拡大して示す断
面図である。
【００６６】
　本実施形態の画像読取り装置１０１は、下側の第１読取り部４１と、上側の原稿搬送部
４２とを備えている。
【００６７】
　上側の原稿搬送部４２は、その奥一辺をヒンジ（図示せず）により下側の第１読取り部
４１の奥一辺に枢支され、その手前部分を上下させることにより開閉される。原稿搬送部
４２が開かれたときには、下側の第１読取り部４１のプラテンガラス４４が開放され、こ
のプラテンガラス４４上に原稿が載置される。
【００６８】
　第１読取り部４１は、プラテンガラス４４、第１走査ユニット４５、第２走査ユニット
４６、結像レンズ４７、及びＣＣＤ（Charge Coupled Device）４８等を備えている。第
１走査ユニット４５は、照明部５１、及び第１反射ミラー５２を備えており、副走査方向
へと原稿サイズに応じた距離だけ一定速度Ｖで移動しながら、プラテンガラス４４上の原
稿を照明部５１のＬＥＤアレイ８１によって露光し、その反射光を第１反射ミラー５２に
より反射して第２走査ユニット４６へと導き、これにより原稿表面の画像を副走査方向に
走査する。第２走査ユニット４６は、第２及び第３反射ミラー５３、５４を備えており、
第１走査ユニット４５に追従して速度Ｖ／２で移動しつつ、原稿の反射光を第２及び第３
反射ミラー５３、５４により反射して結像レンズ４７へと導く。結像レンズ４７は、原稿
の反射光をＣＣＤ４８に集光して、原稿表面の画像をＣＣＤ４８上に結像させる。ＣＣＤ
４８は、原稿の画像を繰り返し主走査方向に走査し、その度に、１主走査ラインのアナロ
グ画像信号を出力する。
【００６９】
　第１及び第２走査ユニット４５、４６には、それぞれのプーリー（図示せず）が設けら
れており、これらのプーリーにワイヤー（図示せず）が架け渡され、このワイヤーがステ
ッピングモータにより駆動されて、第１及び第２走査ユニット４５、４６が同期移動され
る。
【００７０】
　また、下側の第１読取り部４１は、静止原稿だけではなく、原稿搬送部４２により搬送
されている原稿表面の画像を読取ることができる。この場合は、図２に示すように第１走
査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方の読取り位置に移動し、第１走査ユニット４
５の位置に応じて第２走査ユニット４６を位置決めし、この状態で、原稿搬送部４２によ
る原稿の搬送を開始する。
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【００７１】
　原稿搬送部４２では、ピックアップローラ５５を原稿トレイ５６上の原稿に押し当て回
転させて、原稿を引き出し、原稿を原稿搬送路５７を通じて搬送し、原稿を第１読取り部
４１の原稿読取りガラス６５と読取りガイド板６６間に通過させ、更に原稿を第２読取り
部４３に通させて排紙ローラ５８から排紙トレイ４９へと搬送する。原稿搬送路５７に沿
って、原稿をその先端を揃えてから搬送するレジストローラ６２や、原稿を搬送する搬送
ローラ６３が配置されている。
【００７２】
　この原稿の搬送に際し、第１走査ユニット４５の照明部５１のＬＥＤアレイ８１により
原稿表面を原稿読取りガラス６５を介して照明し、原稿表面からの反射光を第１及び第２
走行ユニット４５、４６の各反射ミラーにより結像レンズ４７へと導き、原稿表面からの
反射光を結像レンズ４７によりＣＣＤ４８に集光させ、原稿表面の画像をＣＣＤ４８上に
結像させ、これにより原稿表面の画像を読取る。
【００７３】
　また、原稿搬送部４２により搬送されている原稿表面の画像を読取ると同時に、原稿搬
送部４２に内蔵の第２読取り部４３により原稿裏面の画像を読取ることができる。この第
２読取り部４３は、プラテンガラス４４の上方に配置されており、密着イメージセンサ（
Contact Image Sensor、以下ＣＩＳと称する）７３と、原稿が通過する第１ガラス板７４
とを備えている。ＣＩＳ７３は、原稿裏面を照明するＬＥＤアレイ８３、画素毎に、原稿
の反射光を集光するセルフォック（登録商標）レンズアレイ７２、及びセルフォックレン
ズアレイ７２を通じて受光した原稿の反射光を光電変換してアナログの画像信号を出力す
るラインセンサ７３Ｓを備えている。第１読取り部４１の原稿読取りガラス６５上を通過
した原稿は、第２読取り部４３の第１ガラス板７４上を通過して排紙トレイ４９へと排出
されるが、この第１ガラス板７４上の通過に際し、ＬＥＤアレイ８３により原稿裏面が照
明され、原稿裏面からの反射光がセルフォックレンズアレイ７２を介してラインセンサ７
３Ｓに入射し、ラインセンサ７３Ｓにより原稿裏面の画像が読取られる。
【００７４】
　このようにＣＣＤ４８及びＣＩＳ７３により読取られた原稿の画像は、ＣＣＤ４８及び
ＣＩＳ７３からアナログ画像信号として出力され、このアナログ画像信号がデジタル画像
信号にＡ／Ｄ変換される。そして、このデジタル信号は、種々の画像処理を施されてから
画像形成装置１００のレーザ露光装置１へと送受され、画像形成装置１００において画像
が記録用紙に記録され、この記録用紙が複写原稿として出力される。
【００７５】
　ところで、画像読取り装置１０１において、原稿を第１読取り部４１の原稿読取りガラ
ス６５上に通過させていることから、白色の異物（例えば紙粉）が原稿読取りガラス６５
の表面に付着することがある。この原稿読取りガラス６５の表面の紙粉が放置されると、
ＣＣＤ４８により原稿読取りガラス６５の表面の紙粉が原稿の画像と共に繰り返し読取ら
れて、この読取られた画像上に副走査方向に延びるスジが発生し、このスジが複写原稿上
に現れる。
【００７６】
　このため、図２に示すように第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方の読取
り位置に移動すると共に、第２走査ユニット４６を移動して位置決めし、かつ原稿を原稿
読取りガラス６５と読取りガイド板６６間に通過させない状態で、ＣＣＤ４８による読取
りを行い、このＣＣＤ４８の出力に基づいて原稿読取りガラス６５の表面に付着した紙粉
を検出するようにしている。
【００７７】
　ただし、紙粉が白色であり、原稿の読取り箇所の背景となる読取りガイド板６６も白色
であるため、図３（ａ）に示すように原稿の画像読取りのときと同様に、照明部５１のＬ
ＥＤアレイ８１の全てのＬＥＤ８２を点灯させたならば、複数のＬＥＤ８２の光がそれぞ
れの方向から原稿読取りガラス６５表面の紙粉７９へと照射されて、紙粉７９と読取りガ
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イド板６６の境界が不明瞭となり、ＣＣＤ４８により紙粉７９及び読取りガイド板６６が
略均一な白色画像として読取られ、図３（ｂ）に示すように該白色画像を示すＣＣＤ４８
の出力Ｖｃに顕著な変化が現れず、ＣＣＤ４８の出力Ｖｃに基づいて紙粉７９を検出する
ことが困難になる。
【００７８】
　そこで、本実施形態では、第１走査ユニット４５の照明部５１の各ＬＥＤ８２を選択的
に点灯もしくは消灯制御して、紙粉の影を生じさせ、この紙粉の影に対応するＣＣＤ４８
の出力Ｖｃの変化に基づいて紙粉を検出するようにしている。
【００７９】
　尚、プラテンガラス４４の表面にも紙粉が付着するが、プラテンガラス４４上に原稿が
載置され、第１及び第２走査ユニット４５、４６が副走査方向に移動されることから、Ｃ
ＣＤ４８により読取られた画像上では紙粉がスポット的に現れるだけであって、この紙粉
の影響が小さい。このため、プラテンガラス４４表面の紙粉の検出は行われない。
【００８０】
　次に、そのような照明部５１の各ＬＥＤ８２を選択的に点灯もしくは消灯制御し、ＣＣ
Ｄ４８の出力Ｖｃの変化に基づいて紙粉を検出するための構成を説明する。
【００８１】
　まず、第１走査ユニット４５の構成を説明する。図４は、第１走査ユニット４５を示す
斜視図である。また、図５は、第１走査ユニット４５を示す断面図である。
【００８２】
　図４及び図５から明らかなように、第１走査ユニット４５は、移動走査フレーム７７と
、移動走査フレーム７７上に搭載された照明部５１とを備えている。
【００８３】
　移動走査フレーム７７は、副走査方向に移動走査されるものであって、その両端７７ａ
が滑動自在に支持され、先に述べたようにプーリー、ワイヤー、及びステッピングモータ
により駆動される。また、移動走査フレーム７７には、第１反射ミラー５２が設けられて
おり、この第１反射ミラー５２が主走査方向に沿ってかつ走査面（原稿読取りガラス６５
の表面）に対して４５°傾斜して配置されている。
【００８４】
　移動走査フレーム７７の前端部７７ｂが上側に折れ曲がり、この前端部７７ｂに開口ス
リット７７ｃが形成されている。また、移動走査フレーム７７の後部にはドライバ回路７
８が搭載されている。
【００８５】
　照明部５１は、原稿の照明等を行うものであって、スリットＳｔを有しており、このス
リットＳｔの長手方向両側に相互に平行な細長い形状の各基板７６が固定されている。
【００８６】
　図６に示すように各基板７６には、複数のＬＥＤ８２からなるＬＥＤアレイ８１がそれ
ぞれ搭載されている。各ＬＥＤ８２がそれぞれの基板７６の配線パターンに接続され、各
基板７６の配線パターンがハーネス（図示せず）を通じて移動走査フレーム７７のドライ
バ回路７８に接続されている。ドライバ回路７８は、ハーネス及び各基板７６の配線パタ
ーンを通じて各ＬＥＤ８２へと電力を供給し、各ＬＥＤ８２を点灯及び消灯制御する。
【００８７】
　図７からも明らかなように基板７６及び基板７６上のＬＥＤアレイ８１は、主走査方向
に沿って設けられており、ＬＥＤアレイ８１の光が原稿読取りガラス６５を介して原稿Ｍ
Ｓに照射される。
【００８８】
　また、各基板７６の表面を白色にしていることから、図８（ａ）に示すように各ＬＥＤ
８２の光が原稿に直接照射されるだけではなく、各基板７６の表面で反射された光も原稿
へと照射されて、原稿に対する照射光量が増大する。更に、図８（ｂ）のように片方の基
板７６上の各ＬＥＤ８２だけにより原稿を照明することも可能である。
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【００８９】
　図４及び図５に示すように照明部５１のスリットＳｔの直下に第１反射ミラー５２が位
置決めされており、各基板７６の各ＬＥＤ８２が発光すると、各ＬＥＤ８２の光が上方に
出射されてプラテンガラス４４又は原稿読取りガラス６５を通じて原稿ＭＳに照射され、
原稿ＭＳからの反射光がプラテンガラス４４又は原稿読取りガラス６５を通じてスリット
Ｓｔに入射し、この反射光がスリットＳｔを通じて第１反射ミラー５２に入射して反射さ
れ、この反射光が移動走査フレーム７７の前端部７７ｂの開口スリット７７ｃを通じて第
２走査ユニット４６の第２反射ミラー５３へと出射される。
【００９０】
　図９は、画像読取り装置１０１における信号処理系の構成を示すブロック図である。図
９に示すように画像読取り装置１０１は、第１画像処理部１１１と、第２画像処理部２１
１と、搬送駆動部２１５とを備えている。第１画像処理部１１１は、第１読取り部４１（
図２に示す）のＣＣＤ４８からのアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換し、このデ
ジタル画像信号に対して種々の画像処理を施したり、第１読取り部４１の第１及び第２走
査ユニット４５、４６を駆動制御したり、原稿搬送部４２による原稿の搬送制御を行う。
また、第２画像処理部２１１は、原稿搬送部４２の第２読取り部４３（図２に示す）のＣ
ＩＳ７３からのアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換し、このデジタル画像信号に
対して種々の画像処理を施したり、原稿搬送部４２による原稿の搬送制御を行う。第１及
び第２画像処理部１１１、２１１の少なくとも一方から画像形成装置１００のレーザ露光
装置１へとデジタル画像信号が送受され、画像形成装置１００において画像が記録用紙に
記録される。
【００９１】
　第１画像処理部１１１は、第１走査ユニット４５の照明部５１のＬＥＤアレイ８１及び
ＣＣＤ４８等を含む第１センサ部１１３と、第１センサ部１１３からのデジタル画像信号
を入力して、デジタル画像信号に対して種々の画像処理を施す第１演算部１１４と、第１
読取り部４１の第１及び第２走査ユニット４５、４６を駆動する走査駆動部１１５とを備
えている。
【００９２】
　第１センサ部１１３は、照明部５１のＬＥＤアレイ８１、ＬＥＤアレイ８１の各ＬＥＤ
８２を選択的に点灯及び消灯制御するドライバ回路７８、ＣＣＤ４８、ＣＣＤ４８からの
アナログ画像信号をデジタル画像信号にＡ／Ｄ変換する２つのアナログフロントエンド回
路（以下、ＡＦＥと称する）１１６、及び各ＡＦＥ１１６からのデジタル画像信号を中継
転送するレジスタを含むＬＳＩ１１７を備えている。
【００９３】
　第１演算部１１４は、第１画像処理部１１１を統括的に制御する中央処理装置（以下、
ＣＰＵと称する）１２１と、ＣＰＵ１２１により実行されるプログラムを格納したプログ
ラムメモリ１２２と、ＣＰＵ１２１により用いられるワークメモリ１２３と、シェーディ
ング補正レベル等を記憶するフラッシュメモリ１２４と、第１センサ部１１３のＬＳＩ１
１７からのデジタル画像信号を入力するレシーバ１２５と、レシーバ１２５からデジタル
画像信号を入力して、デジタル画像信号に対して種々の画像処理を施すＳＣＡＮ ＡＳＩ
Ｃ(Application Specific Integrated Circuit)１２６と、ＳＣＡＮ ＡＳＩＣ１２６によ
り用いられるＳＤＲＡＭ(Synchronous DRAM)１２７と、第２画像処理部２１１からのデジ
タル画像信号を入力するレシーバ１２８と、ＳＣＡＮ ＡＳＩＣ１２６からのデジタル画
像信号及び第２画像処理部２１１からのデジタル画像信号のいずれかをバススイッチ１２
９を介して入力し、入力したデジタル画像信号を画像形成装置１００のレーザ露光装置１
へと送信する送信部１３０と、走査駆動部１１５の各センサ１４１等に対する入出力を制
御するＩＯＡＳＩＣ１３１とを備えている。
【００９４】
　走査駆動部１１５は、第１及び第２走査ユニット４５、４６の位置を検出する複数のセ
ンサ１４１と、第１及び第２走査ユニット４５、４６を移動させるための駆動用モータ１
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４２とを備えている。第１演算部１１４のＣＰＵ１２１は、各センサ１４１により検出さ
れた第１及び第２走査ユニット４５、４６の位置を確認しつつ、駆動用モータ１４２を駆
動制御し、第１及び第２走査ユニット４５、４６の移動を制御する。
【００９５】
　第２画像処理部２１１は、第２読取り部４３のＣＩＳ７３を搭載した基板上に構築され
た第２センサ部２１３と、第２センサ部２１３からのデジタル画像信号を入力して、デジ
タル画像信号に対して種々の画像処理を施す第２演算部２１４とを備えている。
【００９６】
　第２センサ部２１３は、ＣＩＳ７３のＬＥＤアレイ８３、ＬＥＤアレイ８３の各ＬＥＤ
８４を選択的に点灯及び消灯制御するドライバ回路８５、ラインセンサ７３Ｓ、ラインセ
ンサ７３Ｓからのアナログ画像信号をデジタル画像信号にＡ／Ｄ変換する２つのアナログ
フロントエンド回路（以下、ＡＦＥと称する）２１６、及び各ＡＦＥ２１６からのデジタ
ル画像信号を中継転送するレジスタを含むＬＳＩ２１７を備えている。
【００９７】
　第２演算部２１４は、第２画像処理部２１１を統括的に制御する中央処理装置（以下、
ＣＰＵと称する）２２１と、ＣＰＵ２２１により実行されるプログラムを格納したプログ
ラムメモリ２２２と、ＣＰＵ２２１により用いられるワークメモリ２２３と、シェーディ
ング補正レベル等を記憶するフラッシュメモリ２２４と、第２センサ部２１３のＬＳＩ２
１７からのデジタル画像信号を入力するレシーバ２２５と、レシーバ２２５からデジタル
画像信号を入力して、デジタル画像信号に対して種々の画像処理を施すＳＣＡＮＡＳＩＣ
(Application Specific Integrated Circuit)２２６と、ＳＣＡＮ ＡＳＩＣ２２６により
用いられるＳＤＲＡＭ(Synchronous DRAM)２２７とを備えている。
【００９８】
　搬送駆動部２１５は、原稿トレイ５６やプラテンガラス４４にセットされた原稿の有無
や、原稿搬送部４２の原稿搬送路５７における原稿の搬送位置を検出する複数のセンサ２
３１と、原稿搬送路５７のピックアップローラ、レジストローラ、搬送ローラ等を回転駆
動するモータ２３２と、ローラとモータ軸間の駆動伝達経路を接離するクラッチ２３３と
、モータ２３２やクラッチ２３３を駆動制御する駆動制御部２３４とを備えている。第１
演算部１１４のＣＰＵ１２１もしくは第２演算部２１４のＣＰＵ２２１は、各センサ２３
１の検出出力に基づき、駆動制御部２３４を通じてモータ２３２やクラッチ２３３を駆動
制御し、原稿搬送路５７における原稿の搬送を制御する。
【００９９】
　さて、このような構成の画像読取り装置１０１において、先に述べたように第１走査ユ
ニット４５を原稿読取りガラス６５下方の読取り位置に移動すると共に、第２走査ユニッ
ト４６を位置決めし、かつ原稿を第１読取り部４１の原稿読取りガラス６５と読取りガイ
ド板６６間に通過させない状態で、第１走査ユニット４５の照明部５１の各ＬＥＤ８２を
選択的に点灯もしくは消灯制御して、紙粉の影を生じさせ、ＣＣＤ４８による読取りを行
って、このＣＣＤ４８の出力に基づいて紙粉を検出する。
【０１００】
　詳しくは、第１演算部１１４のＣＰＵ１２１は、各センサ１４１により検出された第１
及び第２走査ユニット４５、４６の位置を確認しつつ、駆動用モータ１４２を駆動制御し
、第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方の読取り位置に移動すると共に、第
２走査ユニット４６を移動して位置決めする。
【０１０１】
　そして、ＣＰＵ１２１は、ドライバ回路７８を介して、照明部５１における片方の基板
７６上のＬＥＤアレイ８１を選択し、つまり１列のＬＥＤアレイ８１を選択し、このＬＥ
Ｄアレイ８１の各ＬＥＤ８２を選択的に点灯及び消灯制御し、図１０に示すように各ＬＥ
Ｄ８２を一個ずつ順次点灯させて、点灯したＬＥＤ８２を逐一消灯させ、点灯したＬＥＤ
８２の位置をシフトさせる。すなわち、相互に隣り合う点灯ＬＥＤ８２と消灯ＬＥＤ８２
の組合せをＬＥＤアレイ８１においてシフトさせる。
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【０１０２】
　更に、ＣＰＵ１２１は、そのようなパターンでＬＥＤ８２を点灯もしくは消灯させる度
に、第１センサ部１１３のＣＣＤ４８による主走査方向の読取りを１回行わせる。このＣ
ＣＤ４８の出力Ｖｃは、各ＡＦＥ１１６によりデジタル信号に変換され、このデジタル信
号がＬＳＩ１１７、レシーバ１２５、及びＳＣＡＮ ＡＳＩＣ１２６を介してＣＰＵ１２
１に入力される。ＣＰＵ１２１は、ＣＣＤ４８の出力Ｖｃを示すデジタル信号に基づいて
紙粉の影、つまり紙粉を検出する。
【０１０３】
　ここで、原稿を第１読取り部４１の原稿読取りガラス６５と読取りガイド板６６間に通
過させない状態で、図１０に示すようにＬＥＤアレイ８１の一個のＬＥＤ８２を点灯する
と、このＬＥＤ８２近傍で読取りガイド板６６により該ＬＥＤ８２の光が反射される。
【０１０４】
　また、ＣＣＤ４８により読取られる主走査ラインの幅は、結像レンズ４７により拡大さ
れて、ＬＥＤアレイ８１の主走査方向幅と略同じである。そして、ＣＣＤ４８は、その主
走査ラインに沿う複数の画素の諧調を順次読取り、各画素の諧調を示すそれぞれの出力を
順次出力する。
【０１０５】
　従って、ＣＣＤ４８は、図１０に示すようにＬＥＤアレイ８１の一個のＬＥＤ８２が点
灯されると、このＬＥＤ８２近傍で読取りガイド板６６により反射された光を主走査ライ
ンにおける該ＬＥＤ８２近傍の複数の画素の諧調として読取る。このため、主走査ライン
における該ＬＥＤ８２近傍の複数の画素の諧調を示すそれぞれの出力レベルが変動する。
【０１０６】
　例えば、図１０及び図１１（ａ）における（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２を点灯すると、
（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２近傍で読取りガイド板６６により該ＬＥＤ８２の光が反射さ
れ、この反射された光が主走査ラインにおける該ＬＥＤ８２近傍の複数の画素の諧調とし
てＣＣＤ４８で読取られ、主走査ラインにおける該ＬＥＤ８２近傍の複数の画素の諧調を
示すそれぞれの出力レベルが変動する。
【０１０７】
　また、図１１（ｂ）に示すように（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２とｍ番目のＬＥＤ８２間
の領域Jにおいて、（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２から主走査方向に離間するほど、読取り
ガイド板６６による反射光が低下して行く。このため、ＣＣＤ４８の出力Ｖｃも、主走査
ラインにおける該ＬＥＤ８２に最も近い画素については最も高く、このＬＥＤ８２から画
素が離れるほど低くなってゆく。
【０１０８】
　一方、図１２（ａ）に示すように原稿読取りガラス６５表面に白色の紙粉７９が付着し
ている場合も、（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２が点灯されると、読取りガイド板６６及び白
色の紙粉により該ＬＥＤ８２の光が反射され、この反射された光が主走査ラインにおける
該ＬＥＤ８２近傍の各画素の諧調としてＣＣＤ４８で読取られ、主走査ラインにおける該
ＬＥＤ８２近傍の各画素の諧調を示すそれぞれの出力レベルが変動する。
【０１０９】
　また、ｍ番目のＬＥＤ８２が消灯されていることから、ｍ番目のＬＥＤ８２から紙粉７
９へと光が照射されることはない。このため、（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２の光が原稿読
取りガラス６５表面の紙粉７９に入射すると、この紙粉７９の影７９ａが背景の読取りガ
イド板６６上に現れる。そして、ＣＣＤ４８の出力Ｖｃは、図１２（ｂ）に示すように主
走査ラインにおける紙粉７９の影７９ａを読取った画素については格別に低下する。
【０１１０】
　図１１と図１２を比較すると明らかなように、（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２とｍ番目の
ＬＥＤ８２間の領域Jにおいて原稿読取りガラス６５表面に紙粉７９が付着しているか否
かにより、領域Jにある各画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃが変動する。
【０１１１】
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　そこで、図１１（ａ）に示すように原稿読取りガラス６５表面に紙粉７９が付着してい
ない状態で、（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２を点灯し、かつｍ番目のＬＥＤ８２を消灯して
、図１１（ｂ）に示すような領域Jにある各画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃを予め
求めて、これらの画素の出力Ｖｃを各画素の基準レベルＱとして設定して記憶しておく。
【０１１２】
　そして、原稿読取りガラス６５の表面に付着した紙粉を検出するときには、（ｍ－１）
番目のＬＥＤ８２を点灯し、かつｍ番目のＬＥＤ８２を消灯して、図１２（ｂ）に示すよ
うな領域Jにある各画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃを求めて、画素毎に、画素の出
力Ｖｃを該画素の基準レベルＱと比較する。このとき、いずれかの画素の出力Ｖｃが該画
素の基準レベルＱに対して予め設定された規定レベル幅Ｗ以上低下していたならば、この
画素で紙粉７９の影７９ａが読取られたとみなして、紙粉７９の存在を判定することがで
きる。
【０１１３】
　具体的には、ＣＰＵ１２１は、図１０に示すように各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次点灯さ
せる度に、ＣＣＤ４８による主走査方向の読取りを１回行わせ、ＣＣＤ４８の出力Ｖｃを
示すデジタル信号を入力し、このデジタル信号を演算処理して、紙粉７９の存在を判定す
る。詳しくは、１主走査ライン分の出力Ｖｃから、点灯した（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２
と消灯したｍ番目のＬＥＤ８２間の領域Jにある各画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃ
を抽出し、領域Jにある画素毎に、画素の出力Ｖｃを該画素の基準レベルＱと比較し、い
ずれかの画素の出力Ｖｃが該画素の基準レベルＱに対して規定レベル幅Ｗ以上低下してい
れば、紙粉有りと判定し、またいずれの画素の出力Ｖｃも該画素の基準レベルＱに対して
規定レベル幅Ｗ以上低下していなければ、紙粉無しと判定する。図１２（ｂ）においては
、領域Jにある少なくとも１つの画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃが該画素の基準レ
ベルＱに対して規定レベル幅Ｗ以上低下しているので、この画素で紙粉７９の影が読取ら
れたとみなして、紙粉７９の存在を判定する。
【０１１４】
　ＣＣＤ４８からは１主走査ライン分の各画素に対応するそれぞれの出力Ｖｃが順次出力
される。また、ＬＥＤアレイ８１の各ＬＥＤ８２が等間隔に配置されている場合は、各Ｌ
ＥＤ８２間のいずれの領域Jにおいても各画素が一定数となる。このため、ＣＣＤ４８か
らの各画素に対応するそれぞれの出力Ｖｃを一定数ずつ区切れば、各ＬＥＤ８２間のいず
れの領域Jについても、領域Jにある各画素に対応するそれぞれの出力Ｖｃを抽出して、領
域Jにある画素毎に、画素の出力Ｖｃを該画素の基準レベルＱと比較することができる。
【０１１５】
　また、ＬＥＤアレイ８１による照明を均一にするべく、ＬＥＤアレイ８１の端部近くに
おける各ＬＥＤ８２の間隔を格別に狭くすることがある。この場合は、間隔を狭くされた
各ＬＥＤ８２間の領域Ｊにある各画素及び該各画素の基準レベルＱを格別に求めておき、
この領域Ｊについては、ＣＣＤ４８の出力Ｖｃから該当する各画素に対応するそれぞれの
出力Ｖｃを抽出して、画素毎に、画素の出力Ｖｃを該画素の基準レベルＱと比較すればよ
い。
【０１１６】
　次に、紙粉の有無の判定を行って、紙粉有りと判定されたときの対処方法を述べる。紙
粉の有無の判定は、先に述べたように第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方
の読取り位置に位置決めした状態で行われるので、ＣＣＤ４８により読取られる範囲が限
られ、この限られた読取り範囲で原稿読取りガラス６５表面の紙粉の有無が判定される。
このため、この限られた読取り範囲外では、原稿読取りガラス６５の表面に紙粉が付着し
ていない可能性がある。
【０１１７】
　そこで、ＣＰＵ１２１は、紙粉有りの判定をなすと、各センサ１４１により検出された
第１及び第２走査ユニット４５、４６の位置を確認しつつ、駆動用モータ１４２を駆動制
御し、第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方で副走査方向に移動させると共
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に、第２走査ユニット４６を移動させ、第１走査ユニット４５の読取り位置を変更して、
ＣＣＤ４８による読取り範囲を原稿読取りガラス６５の領域内で副走査方向に変更する。
【０１１８】
　この後、ＣＰＵ１２１は、図１０に示すように各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次点灯させ、
その度に、ＣＣＤ４８による主走査方向の読取りを１回行わせ、１主走査ライン分の出力
Ｖｃから、点灯した（ｍ－１）番目のＬＥＤ８２と消灯したｍ番目のＬＥＤ８２間の領域
Jにある各画素の出力Ｖｃを抽出し、領域Jにある画素毎に、画素の出力Ｖｃを該画素の基
準レベルＱと比較し、いずれかの画素の出力Ｖｃが該画素の基準レベルＱに対して規定レ
ベル幅Ｗ以上低下していれば、紙粉有りと判定し、またいずれの画素の出力Ｖｃも該画素
の基準レベルＱに対して規定レベル幅Ｗ以上低下していなければ、紙粉無しと判定する。
【０１１９】
　そして、紙粉無しと判定されたならば、この判定が行われたときの第１及び第２走査ユ
ニット４５、４６の位置を設定してまま、原稿を第１読取り部４１の原稿読取りガラス６
５と読取りガイド板６６間に通過させて読取る。また、第１及び第２走査ユニット４５、
４６の位置を記憶しておき、原稿を第１読取り部４１の原稿読取りガラス６５と読取りガ
イド板６６間に通過させて再び読取るときに、その記憶した第１及び第２走査ユニット４
５、４６の位置を再設定することを可能にする。これにより、原稿読取りガラス６５表面
の紙粉の影響を受けずに、原稿の読取りを行うことができる。
【０１２０】
　また、紙粉有りと判定されたならば、第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下
方で副走査方向に更に移動させて、第２走査ユニット４６も移動させ、ＣＣＤ４８による
読取り範囲を原稿読取りガラス６５の領域内で副走査方向に更に変更する。
【０１２１】
　この後、先に述べた様に各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次点灯させる度に、ＣＣＤ４８によ
る主走査方向の読取りを１回行わせて、紙粉の有無を判定する。
【０１２２】
　このように第１及び第２走査ユニット４５、４６を移動させながら、紙粉の有無を判定
することにより、原稿読取りガラス６５表面の紙粉の影響を受けずに、原稿の読取りを行
うことが可能な第１及び第２走査ユニット４５、４６の位置を設定することができる。
【０１２３】
　ただし、原稿読取りガラス６５の副走査方向の長さが限られていて、原稿読取りガラス
６５下方での第１走査ユニット４５の位置決め範囲も限られるため、第１及び第２走査ユ
ニット４５、４６の移動回数に限界がある。また、第１及び第２走査ユニット４５、４６
を１乃至複数回移動させても、紙粉が検出されたならば、紙粉の付着量が多いと推定する
のが至当である。
【０１２４】
　このため、第１及び第２走査ユニット４５、４６の移動を規定回数（１乃至複数回）行
っても、原稿読取りガラス６５表面の紙粉が検出された場合は、原稿読取りガラス６５表
面の清掃を促すメッセージを表示する。
【０１２５】
　例えば、画像形成装置１００には、図１３に示すような操作パネル９１が設けられてい
るので、この操作パネル９１の液晶表示装置の画面９２に、そのようなメッセージを表示
する。この操作パネル９１は、液晶表示装置、液晶表示装置の画面９２に重ねられた透明
なタッチパネル、及び各種の操作キー９３等を備えており、画像形成装置１００の操作ガ
イダンス等を液晶表示装置の画面９２に表示したり、操作キー９３の操作に応じて画像形
成装置１００に対する指示を入力することができ、そのようなメッセージを液晶表示装置
の画面９２に表示することも可能である。
【０１２６】
　具体的には、ＣＰＵ１２１は、第１及び第２走査ユニット４５、４６の移動を規定回数
（１乃至複数回）行っても、原稿読取りガラス６５表面に紙粉有りと判定すると、表示制
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御回路（図示せず）を通じて液晶表示装置の表示制御を行い、例えば「原稿読取りガラス
を清掃してください」というメッセージを液晶表示装置の画面９２に表示する。
【０１２７】
　次に、図１４のフローチャートを参照しつつ、原稿の読取りに際し、原稿読取りガラス
６５表面の紙粉の有無を判定するための処理を整理して説明する。
【０１２８】
　まず、ユーザによる操作パネル９１の操作キー９３の操作で「複写モード」が指示され
て設定されると（ステップＳ３０１）、第１演算部１１４のＣＰＵ１２１は、搬送駆動部
２１５の各センサ２３１の検出出力に基づいて原稿が原稿トレイ５６又はプラテンガラス
４４にセットされた否かを判定し（ステップＳ３０２）、原稿がセットされたならば（ス
テップＳ３０２で「Ｙｅｓ」）、各センサ１４１により検出された第１及び第２走査ユニ
ット４５、４６の位置を確認しつつ、駆動用モータ１４２を駆動制御し、第１走査ユニッ
ト４５を原稿読取りガラス６５下方の読取り位置に移動させると共に、第２走査ユニット
４６を位置決めする（ステップＳ３０３）。
【０１２９】
　そして、ＣＰＵ１２１は、搬送駆動部２１５の各センサ２３１の検出出力に基づいて原
稿が原稿トレイ５６及びプラテンガラス４４のいずれにセットされたのかを判定する（ス
テップＳ３０４）。
【０１３０】
　例えば、原稿がプラテンガラス４４にセットされたのであれば（ステップＳ３０４で「
プラテンガラス」）、ＣＰＵ１２１は、プラテンガラス４４上の原稿画像を読取るべく（
ステップＳ３０５）、駆動用モータ１４２を駆動制御して、第１及び第２走査ユニット４
５、４６を副走査方向に同期移動させつつ、プラテンガラス４４上の原稿を照明部５１の
ＬＥＤアレイ８１によって露光させ、ＣＣＤ４８により原稿表面の画像を読取らせる（ス
テップＳ３０６～Ｓ３０８）。ＣＣＤ４８の出力は、Ａ／Ｄ変換され、種々の画像処理を
施されてから画像形成装置１００のレーザ露光装置１へと送受され、画像形成装置１００
において画像が記録用紙に記録される。このとき、先に述べたようにプラテンガラス４４
の表面に紙粉が付着していても、ＣＣＤ４８により読取られた画像上で紙粉がスポット的
に現れるだけであって、この紙粉の影響が少ない。
【０１３１】
　また、原稿が原稿トレイ５６にセットされたのであれば（ステップＳ３０４で「原稿ト
レイ」）、ＣＰＵ１２１は、第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方の読取り
位置に位置決めすると共に、第２走査ユニット４６を位置決めした状態で、図１０に示す
ように第１走査ユニット４５の照明部５１における１列の各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次点
灯させ、その度に、ＣＣＤ４８による主走査方向の読取りを１回行わせ、ＣＣＤ４８の出
力Ｖｃを示すデジタル信号を入力し、このデジタル信号を演算処理して、原稿読取りガラ
ス６５表面の紙粉の有無を判定する（ステップＳ３０９）。
【０１３２】
　このとき、原稿読取りガラス６５表面の紙粉無しと判定されれば（ステップＳ３１０で
「Ｙｅｓ」）、ＣＰＵ４８は、搬送駆動部２１５を駆動制御して、原稿を原稿トレイ５６
から引き出して搬送し、原稿を第１読取り部４１の原稿読取りガラス６５と読取りガイド
板６６間に通過させ、更に原稿を第２読取り部４３に通させて排紙ローラ５８から排紙ト
レイ４９へと搬送する。
【０１３３】
　この原稿の搬送に際し、第１走査ユニット４５の照明部５１のＬＥＤアレイ８１により
原稿表面を原稿読取りガラス６５を介して照明し、ＣＣＤ４８により原稿表面の画像を読
取らせる。引き続いて、原稿が第２読取り部４３の第１ガラス板７４上を通過する際に、
ＬＥＤアレイ８３により原稿裏面を照明し、ラインセンサ７３Ｓにより原稿裏面の画像を
読取っても構わない（ステップＳ３０６～Ｓ３０８）。ＣＣＤ４８もしくはラインセンサ
７３Ｓの出力は、Ａ／Ｄ変換され、種々の画像処理を施されてから画像形成装置１００の
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レーザ露光装置１へと送受され、画像形成装置１００において画像が記録用紙に記録され
る。
【０１３４】
　また、原稿読取りガラス６５表面の紙粉有りと判定された場合は（ステップＳ３１０で
「Ｎｏ」）、ＣＰＵ４８は、各センサ１４１により検出された第１及び第２走査ユニット
４５、４６の位置を確認しつつ、駆動用モータ１４２を駆動制御し、第１走査ユニット４
５を原稿読取りガラス６５下方で副走査方向に移動させて、原稿読取りガラス６５下方の
第１走査ユニット４５の読取り位置を変更すると共に、第２走査ユニット４６を移動させ
、ＣＣＤ４８による読取り範囲を原稿読取りガラス６５の領域内で副走査方向に変更する
（ステップＳ３１１）。この後、ステップＳ３０９、Ｓ３１０に戻って、紙粉の有無の判
定を再び行う。
【０１３５】
　そして、第１走査ユニット４５の読取り位置の変更によりＣＣＤ４８による読取り範囲
の紙粉が無くなったならば（ステップＳ３１０で「Ｙｅｓ」）、原稿が原稿トレイ５６か
ら引き出されて搬送され、ステップＳ３０６～Ｓ３０８へと移行して、ＣＣＤ４８もしく
はラインセンサ７３Ｓによる原稿画像の読取りが行われる。このとき、ＣＰＵ４８は、ス
テップＳ３１１で設定された第１及び第２走査ユニット４５、４６の位置をワークメモリ
１２３等に記憶して、次回の原稿の読取りに際し、第１及び第２走査ユニット４５、４６
の位置を再設定すること可能にする。
【０１３６】
　また、第１走査ユニット４５の読取り位置の変更にもかかわらず、ＣＣＤ４８による読
取り範囲に紙粉が有る場合は（ステップＳ３１０で「Ｎｏ」）、原稿読取りガラス６５下
方の第１走査ユニット４５の読取り位置が再び変更されて、第２走査ユニット４６が移動
され、ＣＣＤ４８による読取り範囲が原稿読取りガラス６５の領域内で副走査方向に更に
変更され（ステップＳ３１１）、ステップＳ３０９、Ｓ３１０に戻って、紙粉の有無の判
定が再び行われる。
【０１３７】
　そして、ＣＣＤ４８による読取り範囲の紙粉が無くなったならば（ステップＳ３１０で
「Ｙｅｓ」）、原稿が原稿トレイ５６から引き出されて搬送され、ステップＳ３０６～Ｓ
３０８へと移行する。
【０１３８】
　また、ＣＰＵ１２１は、第１走査ユニット４５の読取り位置の変更回数を計数し、紙粉
の有無の判定の際に、この変更回数が規定回数に達したか否かを判定している（ステップ
Ｓ３１０）。そして、この変更回数が規定回数に達したにもかかわらず、ＣＣＤ４８によ
る読取り範囲に紙粉が有るならば、すなわち第１走査ユニット４５の読取り位置の変更を
規定回数繰り返したにもかかわらず、紙粉有り判定された場合は（ステップＳ３１０で「
規定回数実施」）、ＣＰＵ１２１は、「原稿読取りガラスを清掃してください」というメ
ッセージを液晶表示装置の画面９２に表示する（ステップＳ３１２）。
【０１３９】
　この後、ＣＰＵ１２１は、原稿読取りガラス６５の清掃の実施を確認することができた
ならば（ステップＳ３１３）、各センサ１４１により検出された第１及び第２走査ユニッ
ト４５、４６の位置を確認しつつ、駆動用モータ１４２を駆動制御し、第１走査ユニット
４５を原稿読取りガラス６５下方の初期の読取り位置に戻すと共に、第２走査ユニット４
６も初期の位置に戻し、ステップＳ３０９、Ｓ３１０に戻る。また、ＣＰＵ１２１は、先
に計数していた第１走査ユニット４５の読取り位置の変更回数を初期値「０」に戻す。
【０１４０】
　例えば、原稿読取りガラス６５を清掃するには原稿搬送部４２を開く必要があるので、
メッセージを表示してから一定時間内に原稿搬送部４２の開成がセンサ（図示せず）によ
り検出されたときに、原稿読取りガラス６５の清掃が実施されたとみなすことができる。
【０１４１】
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　原稿読取りガラス６５が清掃された場合は、通常、原稿読取りガラス６５表面の紙粉が
無いと判定され（ステップＳ３１０で「Ｙｅｓ」）、原稿が原稿トレイ５６から引き出さ
れて搬送され、ステップＳ３０６～Ｓ３０８へと移行して、ＣＣＤ４８もしくはラインセ
ンサ７３Ｓによる原稿画像の読取りが行われる。
【０１４２】
　このように本実施形態では、第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方の読取
り位置に位置決めすると共に、第２走査ユニット４６を位置決めし、原稿を第１読取り部
４１の原稿読取りガラス６５と読取りガイド板６６間に通過させない状態で、第１走査ユ
ニット４５の照明部５１の各ＬＥＤ８２を選択的に点灯もしくは消灯制御して、紙粉の影
を生じさせ、この紙粉の影に対応するＣＣＤ４８の出力変化を検出しているので、紙粉の
有無を確実に判定することができる。
【０１４３】
　また、紙粉有りと判定した場合は、第１走査ユニット４５を原稿読取りガラス６５下方
で副走査方向に移動させて、ＣＣＤ４８による読取り範囲を原稿読取りガラス６５の領域
内で副走査方向に変更し、原稿読取りガラス６５表面の紙粉の影響を受けずに、原稿の読
取りを行うことができるようにしているので、原稿の読取りを速やかに開始することがで
き、また原稿読取りガラス６５表面の清掃回数を低減することができる。
【０１４４】
　更に、第１及び第２走査ユニット４５、４６を規定回数移動させても、紙粉が検出され
た場合は、原稿読取りガラス６５表面の清掃を促すメッセージを表示しているので、この
清掃を適確なタイミングで実施することができる。
【０１４５】
　次に、図１５乃至図１９を参照しつつ、相互に隣り合う点灯ＬＥＤ８２と消灯ＬＥＤ８
２の組合せがＬＥＤアレイ８１においてシフトされて行くようなＬＥＤアレイ８１の点灯
もしくは消灯パターンの変形例を説明する。第１演算部１１４のＣＰＵ１２１は、いずれ
の点灯もしくは消灯パターンであっても、ドライバ回路７８を介して、照明部５１におけ
る片方の基板７６上のＬＥＤアレイ８１の各ＬＥＤ８２を選択的に点灯もしくは消灯制御
することにより実現することができる。
【０１４６】
　図１５では、ＬＥＤアレイ８１の各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次点灯させ、点灯させたＬ
ＥＤ８２の点灯を維持している。このようなパターンでも、相互に隣り合う点灯ＬＥＤ８
２と消灯ＬＥＤ８２の組合せがＬＥＤアレイ８１においてシフトされて行く。このため、
（ｍ－１）番目の点灯ＬＥＤ８２とｍ番目の消灯ＬＥＤ８２間の領域Jにおいて原稿読取
りガラス６５表面に紙粉が付着していると、紙粉の影が生じ、この領域Jにある各画素に
対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃが変動する。
【０１４７】
　この場合は、ＬＥＤ８２の点灯個数が多くなると、消費電力が過大になるので、ＬＥＤ
アレイ８１の各ＬＥＤ８２を２つ以上のグループに分けて、グループ単位での点灯もしく
は消灯制御を行ってもよい。例えば、ＬＥＤアレイ８１の各ＬＥＤ８２を第１及び第２グ
ループに分け、第１グループの全てのＬＥＤ８２を点灯させたならば、これらのＬＥＤ８
２を消灯した後に、第２グループの各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次点灯させ、点灯させたＬ
ＥＤ８２の点灯を維持してもよい。
【０１４８】
　図１６では、ＬＥＤアレイ８１の１番目のＬＥＤ８２を除く他の全てのＬＥＤ８２を点
灯させた後、各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次消灯させて、消灯したＬＥＤ８２を逐一再点灯
させ、消灯したＬＥＤ８２の位置をシフトさせている。
【０１４９】
　図１７では、ＬＥＤアレイ８１の１番目のＬＥＤ８２を除く他の全てのＬＥＤ８２を点
灯させた後、各ＬＥＤ８２を一個ずつ順次消灯させ、ＬＥＤ８２の消灯を維持している。
【０１５０】
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　図１８では、ＬＥＤアレイ８１の１番目及び２番目のＬＥＤ８２を除く他の全てのＬＥ
Ｄ８２を点灯させた後、各ＬＥＤ８２を相互に隣り合う一対ずつ順次選択して消灯させ、
消灯したＬＥＤ８２を逐一再点灯させている。
【０１５１】
　図１６乃至図１８のいずれのパターンでも、相互に隣り合う点灯ＬＥＤ８２と消灯ＬＥ
Ｄ８２の組合せがＬＥＤアレイ８１においてシフトされて行き、（ｍ－１）番目の点灯Ｌ
ＥＤ８２とｍ番目の消灯ＬＥＤ８２間の領域Jにおいて原稿ガイド板６６表面に紙粉の影
を生じさせることができる。
【０１５２】
　ただし、ＬＥＤ８２の点灯個数が多くなると、消費電力が過大になるので、ＬＥＤアレ
イ８１の各ＬＥＤ８２を２つ以上のグループに分けて、グループ単位での点灯もしくは消
灯制御を行ってもよい。
【０１５３】
　図１９では、ＬＥＤアレイ８１の奇数番目のＬＥＤ８２と偶数番目のＬＥＤ８２を交互
に点灯及び消灯させている。このような点灯もしくは消灯パターンでも、相互に隣り合う
点灯ＬＥＤ８２と消灯ＬＥＤ８２の組合せがＬＥＤアレイ８１においてシフトされ、（ｍ
－１）番目の点灯ＬＥＤ８２とｍ番目の消灯ＬＥＤ８２間の領域Jにおいて原稿ガイド板
６６表面に紙粉の影を生じさせることができる。
【０１５４】
　また、図１５乃至図１８の点灯もしくは消灯パターンの場合は、相互に隣り合う点灯Ｌ
ＥＤ８２と消灯ＬＥＤ８２の組合せがＬＥＤアレイ８１において順次シフトする度に、Ｃ
ＣＤ４８による主走査方向の読取りを１回行って、点灯ＬＥＤ８２と消灯ＬＥＤ８２間の
領域Jにある各画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃを抽出し、この抽出したＣＣＤ４８
の出力Ｖｃに基づいて紙粉の影を検出判定する必要があるが、図１９の点灯もしくは消灯
パターンの場合は、ＬＥＤアレイ８１の奇数番目のＬＥＤ８２を点灯したときにＣＣＤ４
８による主走査方向の読取りを行い、ＬＥＤアレイ８１の偶数番目のＬＥＤ８２を点灯し
たときにもＣＣＤ４８による主走査方向の読取りを行えば、つまりＣＣＤ４８による読取
りを２回行えば、主走査ライン上の全ての紙粉を検出判定することができる。詳しくは、
ＬＥＤアレイ８１の奇数番目のＬＥＤ８２を点灯した状態では、１番目のＬＥＤ８２と２
番目のＬＥＤ８２の組合せ、３番目のＬＥＤ８２と４番目のＬＥＤ８２の組合せ、…、（
ｍ－１）番目のＬＥＤ８２とｍ番目のＬＥＤ８２の組合せ、…が相互に隣り合う点灯ＬＥ
Ｄ８２と消灯ＬＥＤ８２の組合せとなるので、ＣＣＤ４８による主走査方向の読取りを行
い、これらの組合せの全てについて、領域Jにある各画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖ
ｃを抽出して、紙粉の影を検出判定する。同様に、ＬＥＤアレイ８１の偶数番目のＬＥＤ
８２を点灯した状態では、２番目のＬＥＤ８２と３番目のＬＥＤ８２の組合せ、４番目の
ＬＥＤ８２と５番目のＬＥＤ８２の組合せ、…、ｍ番目のＬＥＤ８２と(ｍ＋１)番目のＬ
ＥＤ８２の組合せ、…が相互に隣り合う点灯ＬＥＤ８２と消灯ＬＥＤ８２の組合せとなる
ので、ＣＣＤ４８による主走査方向の読取りを行い、これらの組合せの全てについて、領
域Jにある各画素に対応するＣＣＤ４８の出力Ｖｃを抽出して、紙粉の影を検出判定する
。
【０１５５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと解される。
【０１５６】
　例えば、第１走査ユニット４５の照明部５１に２列のＬＥＤアレイ８１を設けるのでは
なく、図２０に示すように１列のＬＥＤアレイ８１だけを設けてもよい。
【０１５７】
　また、第２読取り部４３の第１ガラス板７４についても、第１読取り部４１の原稿読取
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りガラス６５と同様に紙粉を検出することができる。第２読取り部４３の場合は、原稿裏
面を照明するＬＥＤアレイ８３の各ＬＥＤを選択的に点灯もしくは消灯制御して、紙粉の
影を生じさせ、この紙粉の影に対応するラインセンサ７３Ｓの出力変化を検出して、紙粉
の有無を判定する。ただし、ラインセンサ７３Ｓを移動させて、ラインセンサ７３Ｓによ
る読取り範囲を変更することができないので、紙粉有りと判定されたならば、第１ガラス
板７４の清掃を促すメッセージを直ちに表示するのが好ましい。
【符号の説明】
【０１５８】
１　レーザ露光装置
２　現像装置
３　感光体ドラム
４　クリーナ装置
５　帯電器
８　中間転写ベルト装置
１０　給紙トレイ
１１　２次転写装置
１２　定着装置
４４　プラテンガラス
４５、４５Ａ　第１走査ユニット
４６　第２走査ユニット
４７　結像レンズ
４８　ＣＣＤ（Charge Coupled Device）
５１　照明部
５２　第１反射ミラー
５３　第２反射ミラー
５４　第３反射ミラー
６５　読取りガラス板
７６　基板
７７　移動走査フレーム
７８　ドライバ回路
８１、８３　ＬＥＤアレイ
８２、８４　ＬＥＤ
９１　操作パネル
９２　液晶表示装置の画面
１００　画像形成装置
１０１　画像読取り装置
１１１　第１画像処理部
１１３　第１センサ部
１１４　第１演算部
１１５　走査駆動部
２１１　第２画像処理部
２１３　第２センサ部
２１４　第２演算部
２１５　搬送駆動部
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