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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本画像読取装置の外郭を構成する筐体と、
　原稿載置台を有し、当該原稿載置台に載置された原稿を搬送する原稿搬送部と、
　前記原稿搬送部から原稿が搬送されるコンタクトガラスと、
　赤色光源、緑色光源、および青色光源を有し、予め定められた原稿読取位置で原稿にむ
けて光を照射する発光部および前記原稿で反射された反射光を受光する受光部を有する読
取ユニットと、
　前記発光部による発光動作を制御する動作制御部と、
　前記コンタクトガラス上の異物を検出する異物検出部と、を備え、
　前記筐体には、前記発光部が照射した光の一部を本画像読取装置外部に逃がす開口部が
設けられ、
　前記動作制御部は、前記異物検出部が前記コンタクトガラス上に異物を検出した場合に
、原稿読取時において前記発光部が照射する光の色とは異なる色の光を前記発光部に照射
させる、画像読取装置。
【請求項２】
　前記動作制御部は、前記異物検出部が検出した異物の量に応じて、前記発光部が照射す
る光の色を異ならせる、請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記動作制御部は、前記異物検出部が検出した異物の量に応じて、前記発光部に、点灯
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照射または点滅照射を行わせる、請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記動作制御部は、前記原稿載置台に複数の原稿が載置され、読み取り対象の原稿が複
数存在する場合、前記読取ユニットが１枚の原稿の原稿読取動作を完了してから次の１枚
の原稿の読取動作が開始するまでの紙間に、前記発光部に前記異なる色の光を照射させる
処理を行う、請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記動作制御部は、原稿の読取指示を受け付けてから前記読取ユニットが原稿の読取動
作を開始するまでの間に、前記発光部に前記異なる色の光を照射させる処理を行う、請求
項１乃至請求項３の何れか１項に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　表示部および当該表示部による表示動作を制御する表示制御部と、
　ユーザーからの指示を受け付ける受付部と、を更に備え、
　前記動作制御部は、前記異物検出部が前記コンタクトガラス上に異物を検出した場合、
前記読取ユニットに原稿の読取動作を停止させ、
　前記表示制御部は、原稿の読取を中止するかまたは再開するかの指示をユーザーから受
け付けるための受付画面を、前記表示部に表示させ、
　前記動作制御部は、前記受付部が原稿の読取を中止する指示を受け付けた場合、前記読
取ユニットに原稿の読取動作を中止させ、前記受付部が原稿の読取動作を再開する指示を
受け付けた場合、前記読取ユニットに原稿の読取動作を再開させる、請求項４または請求
項５に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記動作制御部は、前記読取ユニットが前記原稿載置台に載置された全ての原稿の読取
動作を完了した後に、前記発光部に前記異なる色の光を照射させる処理を行う、請求項１
乃至請求項３の何れか１項に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記異物検出部が前記コンタクトガラス上に異物を検出した場合における前記発光部が
照射する光の色に関する設定を受け付ける受付部を更に備え、
　前記動作制御部は、前記受付部が受け付けた設定に示される光の色で前記発光部に光を
照射させる、請求項１乃至請求項７の何れか１項に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　前記動作制御部が前記異なる色の光を照射させる処理を行うタイミングに関する設定を
受け付ける受付部を更に備え、
　前記動作制御部は、前記受付部が受け付けた設定に示されるタイミングで前記異なる色
の光を照射させる処理を行う、請求項１乃至請求項８の何れか１項に記載の画像読取装置
。
【請求項１０】
　前記異物検出部による異物の検出感度に関する設定を受け付ける受付部を更に備え、
　前記異物検出部は、前記受付部が受け付けた設定に示される検出感度で前記コンタクト
ガラス上の異物の検出処理を行う、請求項１乃至請求項９の何れか１項に記載の画像読取
装置。
【請求項１１】
　前記開口部の内部には、前記発光部が照射した光の一部を本画像読取装置外部まで導光
する導光体が設けられている、請求項１乃至請求項１０の何れか１項に記載の画像読取装
置。
【請求項１２】
　前記導光体の内部から本画像読取装置外部に向けて光が出射する出射面は、シボ形状を
有する、請求項１１に記載の画像読取装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２の何れか１項に記載の画像読取装置と、
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　前記画像読取装置が読み取った画像データに基づき、記録紙に画像を形成する画像形成
部と、を備える、画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置および当該画像読取装置を備える画像形成装置に関し、特に、
原稿読取位置における汚れがある場合にその旨をユーザーに報知する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、原稿搬送部によって原稿読取位置に搬送されてくる原稿を、当該原稿読取位
置に配設されたコンタクトガラスを介して、スキャナー等の読取ユニットで読み取る所謂
シートスルー方式の画像読取装置が知られている。この画像読取装置では、コンタクトガ
ラスにゴミ等の汚れがあると、当該汚れが画像読取部による読取画像に縦筋として現れて
異常な画像となる。下記特許文献１には、コンタクトガラスにゴミ等の汚れを検出した場
合に、ビープ音等を発生させたり、専用に設置したＬＥＤ（Light Emitting Diode）等を
点灯又は点滅させることで、ユーザーに対してコンタクトガラスにゴミ等の汚れがある旨
を報知する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－８８４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の特許文献１に開示される技術では、ピープ音等を発生させることで、ユーザーに
対してコンタクトガラスにゴミ等の汚れがある旨を報知するが、音声を用いた聴覚による
報知は、読取指示を入力したユーザー以外の関係のないユーザーに不快感を与えるおそれ
がある。このため、画像読取装置の使用形態によっては、聴覚による報知よりも視覚によ
る報知の方が好ましい場合がある。
【０００５】
　上記の特許文献１に開示される技術でも、専用に設置したＬＥＤ等を用いて視覚による
報知を行っているが、画像読取装置に別途専用のＬＥＤ等を設ける必要がある。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであり、コンタクトガラスにゴミ等の汚れが
ある場合に、簡易な構成でその旨をユーザーに報知することを可能にすることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一局面にかかる画像読取装置は、本画像読取装置の外郭を構成する筐体と、原
稿載置台を有し、当該原稿載置台に載置された原稿を搬送する原稿搬送部と、前記原稿搬
送部から原稿が搬送されるコンタクトガラスと、赤色光源、緑色光源、および青色光源を
有し、予め定められた原稿読取位置で原稿にむけて光を照射する発光部および前記原稿で
反射された反射光を受光する受光部を有する読取ユニットと、前記発光部による発光動作
を制御する動作制御部と、前記コンタクトガラス上の異物を検出する異物検出部と、を備
え、前記筐体には、前記発光部が照射した光の一部を本画像読取装置外部に逃がす開口部
が設けられ、前記動作制御部は、前記異物検出部が前記コンタクトガラス上に異物を検出
した場合に、原稿読取時において前記発光部が照射する光の色とは異なる色の光を前記発
光部に照射させる、画像読取装置である。
【０００８】
　また、本発明の別の一局面にかかる画像形成装置は、上記の画像読取装置と、上記の画
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像読取装置が読み取った画像データに基づき、記録紙に画像を形成する画像形成部と、を
備える、画像形成装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　上記の本発明によれば、コンタクトガラスにゴミ等の汚れがある場合に、簡易な構成で
その旨をユーザーに報知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態にかかる画像形成装置を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる画像形成装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる画像読取部の構造を示す断面図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかる原稿搬送部が開かれた状態における画像読取部を示
す斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかる画像形成装置の画像読取動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【図６】本発明の変形例１にかかる画像形成装置の画像読取動作の流れを示すフローチャ
ートである。
【図７】本発明の変形例１にかかる画像形成装置の表示部に表示される受付画面の一例を
示す図である。
【図８】本発明の変形例２にかかる画像形成装置の表示部に表示される設定画面の一例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態にかかる画像読取装置およびこれを備えた画像形成装置につ
いて図面を参照して説明する。図１は、本発明の一実施形態にかかる画像読取装置を備え
た画像形成装置を示す斜視図である。図２は、本発明の一実施形態にかかる画像読取装置
を備えた画像形成装置の内部構成を示すブロック図である。
【００１２】
　画像形成装置１は、ファクシミリ通信機能、コピー機能、プリンター機能、およびスキ
ャナー機能等の複数の機能を兼ね備えた複合機である。図１に示すように、画像形成装置
１は、装置本体８０と、装置本体８０の上方に配置された画像読取部１０とから概略構成
される。
【００１３】
　装置本体８０の外郭を構成する筐体８１の内部には、給紙部８２、用紙搬送部８３、画
像形成部８４、および記憶部８７等が収容されている。
【００１４】
　給紙部８２は、用紙（記録紙）を収容する給紙カセット（不図示）と、当該給紙カセッ
トに収容された用紙を筐体８１の内部に設けられた用紙搬送路に向けて繰り出す繰出ロー
ラー（不図示）とを備えている。
【００１５】
　用紙搬送部８３は、用紙搬送路に沿った複数箇所に設けられた複数の搬送ローラー対（
不図示）と、当該搬送ローラー対を回転駆動する駆動部（不図示）とを備え、給紙部８２
から給紙された用紙を画像形成部８４に向けて搬送する。
【００１６】
　画像形成部８４は、感光体ドラム（不図示）、帯電装置（不図示）、露光装置（不図示
）、および現像装置（不図示）等を備え、帯電、露光、現像の工程により、感光体ドラム
に画像読取部１０が読み取った原稿のトナー画像を形成する。用紙搬送部８３により搬送
された用紙は、感光体ドラムに形成されたトナー像が転写され、定着処理が施された後に
排出トレイ８８に排出される。
【００１７】
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　装置本体８０の筐体８１の前面には、操作部８５が配置されている。操作部８５は、画
像読取ジョブ（画像読取指示）の実行を指示するためのスタートキー等の複数の操作キー
８５１と、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（ＯＬＥＤ
：Organic Light-Emitting Diode）ディスプレイを含んで構成される表示部８５２とを備
えている。
【００１８】
　図３は、本発明の一実施形態にかかる画像読取部１０の構造を示す断面図である。図４
は、原稿搬送部２０が開かれた状態における本発明の一実施形態にかかる画像読取部１０
を示す斜視図である。
【００１９】
　画像読取部１０は、読取部３０と、読取部３０の上方に配置された原稿搬送部２０とを
備えている。
【００２０】
　原稿搬送部２０は、原稿が載置される原稿載置台２１と、原稿載置台２１に載置された
原稿を搬送する原稿搬送機構２２と、プラテンマット２３と、画像読み取り済みの原稿が
排出される原稿排出部２４とを備えている。原稿搬送機構２２は、一対に配設された給紙
ローラー２２１と分離コロ２２２とにより、原稿載置台２１に載置された複数の原稿を１
枚ずつ繰り出し、当該繰り出した原稿を搬送ローラー２２３により後述するコンタクトガ
ラス３２に向けて搬送する。コンタクトガラス３２に搬送された原稿は、白色ガイド部材
２８とコンタクトガラス３２との間に位置する原稿読取位置で、後述する読取ユニット４
０により読み取られる。原稿搬送機構２２は、排紙ローラー２２４により、画像読み取り
済みの原稿を原稿排出部２４へ排出する。
【００２１】
　また、上記の原稿搬送部２０は、コンタクトガラス３２の主面に対して開閉自在に設け
られており、コンタクトガラス３２に載置された原稿を押さえる原稿押さえ部材としての
役割も果たす。
【００２２】
　原稿押さえ部材としての原稿搬送部２０が閉じられた状態で原稿搬送部２０に対向する
読取部３０の筐体３１の面３１Ａには開口が設けられている。当該開口には、コンタクト
ガラス３２が装着されている。コンタクトガラス３２は、原稿搬送読取用の第１のコンタ
クトガラス３２１と原稿固定読取用の第２のコンタクトガラス３２２との２枚に分けられ
ており、第１のコンタクトガラス３２１と第２のコンタクトガラス３２２との間に、読取
ユニット４０により読み取られた原稿を第１のコンタクトガラス３２１から離間させて排
出するための原稿離間部材３３が設けられている。
【００２３】
　コンタクトガラス３２の原稿が載置される面（表面）とは反対側の面（裏面）側には、
副走査方向に移動可能に設けられた読取ユニット４０が設けられている。原稿固定読取で
は、モーターやギア等からなる読取ユニット駆動部５０（図２参照）により読取ユニット
４０が副走査方向に往復移動され、第２のコンタクトガラス３２２に載置された原稿が読
み取られる。一方、原稿搬送読取では、読取ユニット駆動部５０により読取ユニット４０
が第１のコンタクトガラス３２１の裏面における予め定められた位置に固定され、原稿搬
送部２０により第１のコンタクトガラス３２１に向けて搬送された原稿が予め定められた
原稿読取位置で読み取られる。
【００２４】
　読取ユニット４０は、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤの複数のＬＥＤ等から構成
された発光部４１により、赤、緑、青の３色の光を切り替えながら読取対象の原稿に向け
て光を照射するとともに、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメ
ージセンサー等の不図示の受光部により原稿で反射された反射光を受光する。受光部は、
受光した光を電気信号へ変換して、主走査方向の１ライン分の画像データを取得する。当
該画像データは、画像形成装置１に内蔵されたＡ／Ｄ変換部によってディジタル信号化さ
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れた後、さらにシェーディング補正、ガンマ補正、色収差補正、ＭＴＦ（Modulation Tra
nsfer Function）補正およびスキャナー色補正等の様々な画像処理が施される。そして、
当該画像処理により生成された画像データは、画像形成装置１に内蔵された画像メモリー
やＨＤＤ等の記憶部８７に記憶される。
【００２５】
　ここで、画像読取部１０の外郭を構成する筐体１１の前面部１２には、開口１５が形成
されている。また、原稿押さえ部材としての原稿搬送部２０が閉じられた状態で読取部３
０に対向する筐体１１の下面部１４にも同様に、開口１６が形成されている。当該開口１
５と開口１６とは、略Ｌ字形の開口部１３により接続されている。
【００２６】
　開口１６は、下面部１４の原稿搬送読取時における読取ユニット４０の固定位置に近傍
する位置に設けられている。このため、原稿搬送読取時において読取ユニット４０の発光
部４１が照射した光の一部が当該開口１６に入射する。開口１６に入射した光は、開口部
１３内を通過して開口１５から画像形成装置１の装置外部に出射される。
【００２７】
　開口部１３の内部には、略Ｌ字形の導光体６０が設けられている。当該導光体６０によ
り、開口１６に入射した光が開口１５まで導光される。また、導光体６０の内部から画像
形成装置１の装置外部に向けて光が出射する出射面には、所謂シボ加工が施されている。
導光体６０から出射される光は、導光体６０の出射面に形成されたシボ形状により拡散さ
れる。
【００２８】
　図２に戻って、画像形成装置１は、更に、制御ユニット１００を備えている。制御ユニ
ット１００は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)、ＲＡＭ（Random Access Memory）、
及びＲＯＭ（Read Only Memory）等から構成される。制御ユニット１００は、上記のＲＯ
Ｍまたは記憶部８７等に記憶された制御プログラムが上記のＣＰＵに実行されることによ
り、制御部１０１、動作制御部１０２、異物検出部１０３、受付部１０４、および表示制
御部１０５として機能する。なお、制御ユニット１００の上記の各構成は、前述の制御プ
ログラムに基づく動作によらず、それぞれハード回路により構成されてもよい。
【００２９】
　制御部１０１は、画像形成装置１の全体的な動作制御を司る。制御部１０１は、画像読
取部１０、給紙部８２、用紙搬送部８３、画像形成部８４、および操作部８５等と接続さ
れており、接続されている上記各機構の動作制御や、各機構との間での信号又はデータの
送受信を行う。
【００３０】
　受付部１０４は、操作部８５の操作キー８５１等を用いて入力される画像読取ジョブの
実行指示等を受け付ける機能を有する。
【００３１】
　表示制御部１０５は、表示部８５２による表示動作を制御する機能を有する。
【００３２】
　動作制御部１０２は、読取ユニット駆動部５０による読取ユニット４０の駆動動作およ
び発光部４１による発光動作を制御する機能を有する。
【００３３】
　異物検出部１０３は、原稿搬送読取用の第１のコンタクトガラス３２１にゴミ等の汚れ
（異物）が存在するか否かを判定する機能を有する。異物検出部１０３は、原稿が無い状
態で第１のコンタクトガラス３２１を介して白色ガイド部材２８を読み取ることで、検査
画像データを取得する。異物検出部１０３は、当該取得した検査画像データを解析するこ
とで、第１のコンタクトガラス３２１に異物が存在するか否かを判定する。具体的には、
異物検出部１０３は、予め定められたしきい値以下の画素値を有する画素を検出した場合
に第１のコンタクトガラス３２１に異物が存在すると判定し、予め定められたしきい値以
下の画素値を有する画素を検出しない場合に第１のコンタクトガラス３２１に異物が存在
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しないと判定する。なお、異物を検出する際の感度を定める上記の予め定められたしきい
値は、記憶部８７等に予め記憶されている。異物検出部１０３は、異物検出処理を行う際
に記憶部８７等から当該予め定められたしきい値を読み出す。
【００３４】
　以上が、本発明の一実施形態に係る画像形成装置１の構成についての説明である。なお
、本発明の一実施形態に係る画像読取装置は、上記の画像読取部１０、制御ユニット１０
０、操作部８５、および記憶部８７等を備えてなる構成が一例となる。
【００３５】
　続いて、本発明の一実施形態にかかる画像形成装置１の動作について説明する。図５は
、本発明の一実施形態にかかる画像形成装置１の画像読取動作の流れを示すフローチャー
トである。
【００３６】
　受付部１０４が画像読取指示を受け付けた場合（ステップＳ１０においてＹＥＳ）、異
物検出部１０３は、原稿搬送読取用の第１のコンタクトガラス３２１に異物が存在するか
否かを判定する（ステップＳ１１）。
【００３７】
　異物検出部１０３が第１のコンタクトガラス３２１に異物が存在すると判定した場合（
ステップＳ１２においてＹＥＳ）、動作制御部１０２は、警告報知処理を実行する（ステ
ップＳ１３）。当該警告報知処理において、動作制御部１０２は、まず、読取ユニット駆
動部５０に、読取ユニット４０を原稿搬送読取時における読取ユニット４０の固定位置ま
で移動させる。そして、動作制御部１０２は、原稿読取時（原稿搬送読取時または原稿固
定読取時）における発光部４１の照射形態とは異なる照射形態で発光部４１に光を照射さ
せる。
【００３８】
　動作制御部１０２は、発光部４１に、照射する光の色を異ならせることで照射形態を異
ならせる。原稿読取時において動作制御部１０２は、発光部４１に、赤色ＬＥＤ、緑色Ｌ
ＥＤ、青色ＬＥＤから出射される赤、緑、青の３色の光を重ね合わせた白色の光を照射さ
せる。これに対して、警告報知処理時では、動作制御部１０２は、発光部４１に白色以外
の色、例えば、赤色の光を、発光部４１の赤色ＬＥＤのみから光を出射させることにより
照射させる。
【００３９】
　なお、動作制御部１０２は、異物検出部１０３が検出した異物の量（大きさや数）に応
じて照射する光の色を異ならせてもよい。例えば、動作制御部１０２は、異物検出部１０
３が予め定められた量以上の異物を検出した場合に、発光部４１に赤色の光を照射させ、
異物検出部１０３が予め定められた量より少ない異物を検出した場合に、発光部４１に黄
色の光を照射させる。
【００４０】
　また、動作制御部１０２は、異物検出部１０３が検出した異物の量に応じて、発光部４
１に点灯照射または点滅照射を行わせることで照射形態を異ならせてもよい。例えば、動
作制御部１０２は、異物検出部１０３が予め定められた量以上の異物を検出した場合に、
発光部４１に赤色の光を点灯させ、異物検出部１０３が予め定められた量より少ない異物
を検出した場合に、発光部４１に赤色の光を点滅させる。
【００４１】
　上記の警告報知処理で発光部４１が照射した光の一部は、開口１６に入射する。開口１
６に入射した光は、開口部１３内を通過して開口１５から画像形成装置１の装置外部に出
射される。画像読取部１０の外郭を構成する筐体１１の前面部１２に設けられた開口１５
から出射される光が、原稿読取時とは異なる色の光であるため、ユーザーは、原稿搬送読
取用の第１のコンタクトガラス３２１にゴミ等の汚れがある旨を知ることができる。また
、装置に別途専用のＬＥＤ等を設けることなく簡易な構成で警告報知を行うことができる
。
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【００４２】
　上記のステップＳ１３の警告報知処理は、予め定められた時間実行する。予め定められ
た時間が経過した場合、ステップＳ１３の処理を終え、動作制御部１０２は、原稿搬送部
２０に原稿載置台２１に載置された原稿を搬送させ、読取部３０に原稿読取位置で原稿を
読み取らせる（ステップＳ１４）。
【００４３】
　一方、異物検出部１０３が第１のコンタクトガラス３２１に異物が存在しないと判定し
た場合（ステップＳ１２においてＮＯ）、動作制御部１０２は、ステップＳ１３の警告報
知処理を実行せずに、ステップＳ１４の画像読取処理を実行する。
【００４４】
　なお、上記の図５に示すフローチャートでは、ステップＳ１３の警告報知処理を、画像
読取処理の実行前に行う場合を説明したが、読み取り対象の原稿が複数存在する場合には
、読取部３０が１枚の原稿の原稿読取動作を完了してから次の１枚の原稿の読取動作が開
始するまでの紙間に、動作制御部１０２が警告報知処理を行ってもよい。この場合、原稿
読取時における照射形態の光（例えば白色光）と、警告報知処理時における照射形態の光
（例えば赤色光）とが、交互に開口１５から画像形成装置１の装置外部に出射される。
【００４５】
　また、ステップＳ１３の警告報知処理は、ステップＳ１４の画像読取処理の終了後、す
なわち、ステップＳ１０で受け付けた画像読取指示に示される全ての原稿の読み取りが終
了した後に、動作制御部１０２が行ってもよい。
【００４６】
　また、上記の図５に示すフローチャートでは、異物検出部１０３が異物の検出処理を画
像読取処理の実行前に行う場合を説明したが、読み取り対象の原稿が複数存在する場合に
は、読取部３０が１枚の原稿の原稿読取動作を完了してから次の１枚の原稿の読取動作が
開始するまでの紙間に、異物検出部１０３が異物の検出処理を行うとしてもよい。
【００４７】
　なお、本発明は、上記の実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。
【００４８】
　＜変形例１＞
　図６は、本発明の変形例１にかかる画像形成装置１の画像読取動作の流れを示すフロー
チャートである。なお、図５に示すフローチャートと同内容の処理については同符号を付
して説明を略する。
【００４９】
　ステップＳ１３の警告報知処理実行後、表示制御部１０５は、予め定められた受付画面
を表示部８５２に表示させる（ステップＳ２０）。図７は、表示部８５２に表示される受
付画面Ｄ１の一例を示す図である。受付画面Ｄ１は、原稿の読取を中止するかまたは再開
するかの指示をユーザーから受け付けるための画面である。
【００５０】
　ユーザーにより受付画面Ｄ１に設けられたボタンｄ１の選択操作がなされた場合、受付
部１０４は原稿読取の中止指示を受け付ける（ステップＳ２１においてＹＥＳ）。この場
合、動作制御部１０２は、ステップＳ１０で受け付けた画像読取指示に基づく画像読取処
理を中止する（ステップＳ２２）。
【００５１】
　一方、ユーザーにより受付画面Ｄ１に設けられたボタンｄ２の選択操作がなされた場合
、受付部１０４は原稿読取の再開指示を受け付ける（ステップＳ２１においてＮＯ）。こ
の場合、動作制御部１０２は、画像読取処理を再開させる（ステップＳ１４）。
【００５２】
　このように、ユーザーが警告報知により原稿搬送読取用の第１のコンタクトガラス３２
１にゴミ等の汚れがある旨を知った場合に、原稿読取を中止するかまたは再開するかを選
択することができる。
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【００５３】
　なお、読取部３０が１枚の原稿の原稿読取動作を完了してから次の１枚の原稿の読取動
作が開始するまでの紙間に警告報知処理を行った場合、動作制御部１０２が読取部３０に
原稿の読取動作を停止させた後に、上記のステップＳ２０以降の処理を実行する。
【００５４】
　＜変形例２＞
　受付部１０４は、異物検出部１０３が第１のコンタクトガラス３２１上に異物を検出し
た場合における発光部４１の光の色に関する設定を受け付けてもよい。また、受付部１０
４は、上記の警告報知処理を行うタイミングに関する設定を受け付けてもよい。更には、
受付部１０４は、異物検出部１０３による異物の検出感度に関する設定を受け付けてもよ
い。
【００５５】
　図８は、本発明の変形例２にかかる表示部８５２に表示される設定画面Ｄ２の一例を示
す図である。図８に示す例では、照射形態に関する設定として、異物検出部１０３が大き
い異物を検出した場合における照射形態、異物検出部１０３が小さい異物を検出した場合
における照射形態、および異物検出部１０３が異物を検出しない場合における照射形態が
ユーザーにより選択可能になっている。また、異物の検出感度に関する設定として、大、
中、小の３段階の感度が設定可能になっている。また、警告報知処理を行うタイミングが
、原稿の読取り動作の開始前、原稿の紙間、および全ての原稿の読取動作完了時のなかか
らユーザーにより選択可能になっている。
【００５６】
　受付部１０４は、上記の設定画面Ｄ２に従ってユーザーが入力した操作に基づき上記の
設定を受け付ける。受付部１０４は、当該受け付けた設定を設定データとして記憶部８７
に記憶させる。例えば、受付部１０４は、異物の検出感度に関する設定として入力された
感度に対応するしきい値（画素値）を記憶部８７に記憶させる。動作制御部１０２は、記
憶部８７に記憶された設定データに示される照射形態で発光部４１に光を照射させる。ま
た、動作制御部１０２は、記憶部８７に記憶された設定データに示されるタイミングで警
告報知処理を行う。また、動作制御部１０２は、記憶部８７に記憶された設定データに示
されるしきい値を用いて第１のコンタクトガラス３２１上の異物の検出処理を行う。
【００５７】
　このように、変形例２にかかる画像形成装置１では、発光部４１の照射形態、警告報知
処理を行うタイミング、および異物の検出感度について、ユーザーが所望の設定を行うこ
とができる。
【符号の説明】
【００５８】
１     画像形成装置
１０   画像読取部
１１   筐体
１３   開口部
２０   原稿搬送部
２１   原稿載置台
３０   読取部
３２   コンタクトガラス
４０   読取ユニット
４１   発光部
５０   読取ユニット駆動部
６０   導光体
８４   画像形成部
８５   操作部
８７   記憶部
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８８   排出トレイ
１００ 制御ユニット
１０１ 制御部
１０２ 動作制御部
１０３ 異物検出部
１０４ 受付部
１０５ 表示制御部
８５２ 表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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