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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿検出手段によって原稿載置部に載置された原稿が検出される限り、先の原稿に引き
続いて次の原稿を連続して給紙する原稿給送部と、当該原稿給送部によって給送された原
稿を読み取る原稿読取部と、当該原稿読取部によって読み取られた画像データに基づいて
記録紙に印刷を行う本体部とを備えた画像形成装置であって、
　前記原稿検出手段による原稿の検出を不可能とする原稿検出防止手段を具備し、
　前記本体部において記録紙のジャムが発生すると、前記原稿給送部における原稿の給送
を中断させると共に、前記本体部における前記ジャムが解消されると、前記原稿検出防止
手段によって前記原稿検出手段による原稿の検出を不可能とした後に、前記原稿給送部に
おける原稿の給送を再開させることを特微とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記原稿検出防止手段は、一端部が回動可能に支持された原稿リフトアップアームを備
え、
　前記原稿リフトアップアームを回動させて原稿を移動させることで、前記原稿検出手段
による原稿の検出を不可能とすることを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記ジャムの解消後の給送による原稿の給送距離と、前記原稿読取部による原稿の読み
取り状況とに応じた案内を報知する報知手段を具備することを特徴とすることを特微とす
る請求項１又は２記載の画像形成装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿を１枚ずつ給紙する原稿給紙部と、給紙された原稿を読み取る原稿読取
部とを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、原稿給紙部と原稿読取部とを備えた画像形成装置において、画像形成を行う本体
部で記録紙のジャムが発生した場合、原稿給紙部内の原稿の滞溜を低減し、未処理の原稿
の再セットを容易にする技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２４９３４７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、近年は、画像形成装置のデジタル化に伴い、原稿給紙部及び原稿読取部
での原稿の給送及び読み取りと、本体部での画像形成とを独立で制御することが一般的で
あり、それぞれで処理速度の向上を目指している。従って、原稿給紙部における原稿給紙
制御は、原稿検出センサーによって原稿載置部に載置された原稿が検出される限り、先の
原稿に引き続いて次の原稿を連続して給紙するという、単純なものが採用されている。こ
のような原稿給紙制御下において、本体部での記録紙のジャムが発生した時点で、原稿給
紙部で給送中の原稿のみを排出させる場合には、「次の原稿の給送開始を止める」、「給
送中の原稿のみ排出する」という、ジャム時対応の煩雑な特別制御が必要になってしまい
、ソフト開発にかかるコストが高価なものになってしまう。
【０００５】
　本発明の目的は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、画
像形成を行う本体部において記録紙のジャムが発生した場合に、原稿給紙部における原稿
給紙制御を変更することなく、原稿給送部で給送中の原稿のみを排出させることができる
画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の画像形成装置は、原稿検出手段によって原稿載置部に載置された原稿が検出さ
れる限り、先の原稿に引き続いて次の原稿を連続して給紙する原稿給送部と、当該原稿給
送部によって給送された原稿を読み取る原稿読取部と、当該原稿読取部によって読み取ら
れた画像データに基づいて記録紙に印刷を行う本体部とを備えた画像形成装置であって、
前記原稿検出手段による原稿の検出を不可能とする原稿検出防止手段を具備し、前記本体
部において記録紙のジャムが発生すると、前記原稿給送部における原稿の給送を中断させ
ると共に、前記本体部における前記ジャムが解消されると、前記原稿検出防止手段によっ
て前記原稿検出手段による原稿の検出を不可能とした後に、前記原稿給送部における原稿
の給送を再開させることを特微とする。
　さらに、本発明の画像形成装置において、前記原稿検出防止手段は、一端部が回動可能
に支持された原稿リフトアップアームを備え、前記原稿リフトアップアームを回動させて
原稿を移動させることで、前記原稿検出手段による原稿の検出を不可能とするようにして
も良い。
　さらに、本発明の画像形成装置において、前記ジャムの解消後の給送による原稿の給送
距離と、前記原稿読取部による原稿の読み取り状況とに応じた案内を報知する報知手段を
具備しても良い。
【発明の効果】
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【０００７】
　本発明によれば、画像形成を行う本体部において記録紙のジャムが解消され、原稿給送
部による原稿の給送が再開されると、原稿載置部に原稿が載置されていても、原稿検出手
段によって原稿載置部に載置された原稿が検出されないため、原稿給紙部における原稿給
紙制御を変更することなく、原稿給送部で給送中の原稿のみを排出させることができると
いう効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る画像形成装置の実施の形態の内部構成を示す概略模式側断面図であ
る。
【図２】図１に示す原稿給送部の内部構成を示す概略模式側断面図である。
【図３】図２に示す原稿載置部の構成を示す側面図である。
【図４】図２に示す原稿載置部の構成を示す上面図である。
【図５】本発明に係る画像形成装置の実施の形態の概略構成を示すブロック図である。
【図６】本発明に係る画像形成装置の実施の形態における給紙動作について説明するため
のフローチャートである。
【図７】図２に示す原稿載置部におけるジャム検出時の原稿の配置例を示す図である。
【図８】図２に示す原稿載置部におけるジャム検出時の原稿の配置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　次に、本発明の実施の形態を、図面を参照して具体的に説明する。
　本実施の形態の画像形成装置１は、複写機であり、図１を参照すると、原稿読取部２と
、原稿給送部３と、本体部５と、操作部６とを備えている。原稿読取部２は、本体部５の
上部に配設され、原稿読取部２と本体部５との間には、記録紙排出トレイ５１が形成され
ている。原稿給送部３は、原稿読取部２の上部に配設されている。また、原稿給送部３は
、可倒式に構成され、原稿給送部３を上方に開くことで、原稿読取部２の上面を開放させ
ることができる構成になっている。操作部６は、画像形成装置１の手前側に配設されてい
る。なお、本件の画像形成装置１は、複写機で説明したが、スキャナー、複合機等が含ま
れるのは、言うまでもない。
【００１０】
　操作部６には、液晶表示部６１、操作ボタン６２が設けられている。ユーザーは操作部
６を操作して指示を入力することで、画像形成装置１の各種の設定をし、画像形成等の各
種機能を実行させる。液晶表示部６１は、画像形成装置１の状態を示したり、画像形成状
況や印刷部数を表示したり、タッチパネルとして、両面印刷や白黒反転等の機能や倍率設
定、濃度設定など各種設定を行えるようになっている。操作ボタン６２としては、画像形
成を開始するようにユーザーが指示するスタートボタン、画像形成を中止する際等に使用
するストップ／クリアボタン、画像形成装置１の各種設定をデフォルト状態にする際に使
用するリセットボタン、テンキー等が設けられている。
【００１１】
　原稿読取部２は、スキャナー２１と、プラテンガラス２２と、原稿読取スリット２３と
を備える。スキャナー２１は、露光ランプ及びＣＣＤ(Charge Coupled Device)センサー
等から構成され、原稿給送部３による原稿の給送方向に移動可能に構成されている。プラ
テンガラス２２は、ガラス等の透明部材により構成された原稿台である。原稿読取スリッ
ト２３は、原稿給送部３による原稿ＭＳの給送方向と直交方向に形成されたスリットを有
する。
【００１２】
　プラテンガラス２２に載置された原稿ＭＳを読み取る場合には、スキャナー２１は、プ
ラテンガラス２２に対向する位置に移動され、プラテンガラス２２に載置された原稿を走
査しながら原稿ＭＳを読み取って画像データを取得し、取得した画像データを本体部５に
出力する。また、原稿給送部３により給送された原稿ＭＳを読み取る場合には、スキャナ
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ー２１は、原稿読取スリット２３と対向する位置に移動され、原稿読取スリット２３を介
し、原稿給送部３による原稿ＭＳの給送動作と同期して原稿ＭＳを読み取って画像データ
を取得し、取得した画像データを本体部５に出力する。
【００１３】
　原稿給送部３は、ＡＤＦ（Auto Document Feeder）であり、原稿載置部３１と、原稿排
出トレイ３２と、原稿給送機構３３とを備えている。原稿載置部３１に載置された原稿Ｍ
Ｓは、原稿給送機構３３によって、１枚ずつ順に繰り出されて原稿読取スリット２３に対
向する位置へ給送され、その後、原稿排出トレイ３２に排出される。
【００１４】
　原稿給送機構３３は、図２を参照すると、ピックアップローラー３４と、原稿給送ロー
ラー３５と、レジストローラー３６と、原稿給紙センサー３７と、原稿押圧部３８と、原
稿排出ローラー３９とを備えており、各ローラーは、図示しないステッピングモーターに
よって回転駆動される。また、図３及び図４を参照すると、原稿載置部３１には、図示し
ないバネ等の付勢手段によって上向きに付勢され、原稿載置部３１にセットされた原稿Ｍ
Ｓをピックアップローラー３４に所定の圧力で押圧するセット原稿押さえ部材４０と、原
稿載置部３１に載置された原稿ＭＳの有無を検知する原稿検出センサー４１と、原稿リフ
トアップアーム４２と、原稿リフトアップアーム４２を駆動するソレノイド４３とが設け
られている。なお、本実施の形態では、図４に示すように、複数（２個）の原稿給紙セン
サー３７、原稿リフトアップアーム４２及びソレノイド４３を設けたが、原稿給紙センサ
ー３７及び原稿リフトアップアーム４２は単数（１個）であっても良い。
【００１５】
　原稿検出センサー４１は、原稿載置部３１に載置された原稿ＭＳを検出するために、原
稿載置部３１の原稿載置面に設けられている。原稿検出センサー４１としては、例えば、
原稿載置部３１に載置された原稿ＭＳに向けて光を照射し、その反射光を受光する光セン
サーや、原稿載置部３１に載置された原稿ＭＳに当接する機械的スイッチを用いることが
できる。
【００１６】
　原稿検出センサー４１によって原稿ＭＳが検出されない状態で、操作部６の操作ボタン
６２によってコピー動作（原稿ＭＳの読み取り）が指示されると、原稿読取部２は、プラ
テンガラス２２に載置された原稿ＭＳを読み取るフラット読取モードとなり、プラテンガ
ラス２２に載置された原稿ＭＳを読み取る。フラット読取モードにおいて原稿読取部２は
、スキャナー２１がプラテンガラス２２に対向する位置に移動させ、スキャナー２１を主
走査方向と直交する副走査方向に移動させながら１ラインずつ画像データを取得し、取得
した画像データを本体部５に出力する。
【００１７】
　原稿検出センサー４１によって原稿ＭＳが検出された状態で、操作部６の操作ボタン６
２によってコピー動作（原稿ＭＳの読み取り）が指示されると、原稿給送部３は、原稿Ｍ
Ｓを１枚ずつ順に繰り出して原稿読取スリット２３に対向する位置へ給送し、原稿読取部
２は、原稿給送部３により給送されてくる原稿をＭＳ原稿読取スリット２３の位置で読み
取るＡＤＦ読取モードとなる。ＡＤＦ読取モードにおいて原稿読取部２は、スキャナー２
１を原稿読取スリット２３と対向する位置に移動させ、原稿読取スリット２３を介し、原
稿給送部３による原稿ＭＳの給送動作と同期して原稿ＭＳを読み取って画像データを取得
し、取得した画像データを本体部５に出力する。
【００１８】
　原稿リフトアップアーム４２は、一端部が回動可能に支持されている板状の部材であり
、ソレノイド４３がオフの状態では、図３（ａ）に示すように、原稿載置部３１に載置さ
れた原稿ＭＳと干渉しない位置に配置されている。ソレノイド４３がオンされると、原稿
リフトアップアーム４２は、図３（ｂ）に示すように、原稿載置部３１に載置された原稿
ＭＳをリフトアップ（持ち上げる）方向に回動され、原稿載置部３１に載置された原稿Ｍ
Ｓが原稿検出センサー４１によって検出することができない位置まで移動（リフトアップ
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）される。すなわち、原稿リフトアップアーム４２及びソレノイド４３は、原稿検出セン
サー４１による原稿載置部３１に載置された原稿ＭＳの検出を妨げる原稿検出防止手段と
して機能する。
【００１９】
　本体部５は、記録部７を備えると共に、給紙部５２と、記録紙搬送路５３と、記録紙搬
送ローラー５４と、記録紙排出ローラー５５とを備えている。給紙部５２は、複数の給紙
カセット５２ａ１～５２ａｎと、給紙カセット５２ａ１～５２ａｎから記録紙を１枚ずつ
記録紙搬送路５３に繰り出す記録紙給紙ローラー５２ｂ１～５２ｂｎとを備えている。記
録紙給紙ローラー５２ｂ１～５２ｂｎ、記録紙搬送ローラー５４及び記録紙排出ローラー
５５が記録紙搬送部として機能し、記録紙が搬送される。記録紙給紙ローラー５２ｂ１～
５２ｂｎによって記録紙搬送路５３に繰り出された記録紙は、記録紙搬送ローラー５４に
よって記録部７に搬送される。そして、記録部７によって記録が施された記録紙は、記録
紙排出ローラー５５によって記録紙排出トレイ５１に排出される。また、本体部５の記録
紙搬送路５３には、記録紙のジャムを検出する図示しない各種センサーが設けられている
。
【００２０】
　記録部７は、感光体ドラム７１と、露光部７２と、画像形成部７３と、転写部７４と、
定着部７５とを備えている。露光部７２は、レーザー装置やミラー等を備えた光学ユニッ
トであり、画像データに基づいてレーザー光を出力して感光体ドラム７１を露光し、感光
体ドラム７１の表面に静電潜像を形成する。画像形成部７３は、トナーを用いて感光体ド
ラム７１に形成された静電潜像を現像する現像ユニットであり、静電潜像に基づいたトナ
ー像を感光体ドラム７１上に形成させる。転写部７４は、画像形成部７３によって感光体
ドラム７１上に形成されたトナー像を記録紙に転写させる。定着部７５は、転写部７４に
よってトナー像が転写された記録紙を加熱してトナー像を記録紙に定着させる。
【００２１】
　図５には、画像形成装置１の概略構成を示すブロック図が示されている。上述の原稿読
取部２、原稿給紙部３、搬送部（記録紙給紙ローラー５２ｂ１～５２ｂｎ、記録紙搬送ロ
ーラー５４、記録紙排出ローラー５５）、操作部６及び記録部７は、制御部８に接続され
、制御部８によって動作制御される。また、制御部８には、画像処理部９と、記憶部１０
とが接続されている。
【００２２】
　制御部８は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を備えたマイクロコンピュータ等の情報処理部である。
ＲＯＭには画像形成装置１の動作制御を行うための制御プログラムが記憶されている。制
御部８は、ＲＯＭに記憶されている制御プログラムを読み出し、制御プログラムをＲＡＭ
に展開させることで、操作部６から入力された所定の指示情報に応じて装置全体の制御を
行う。
【００２３】
　画像処理部９は、画像データに対して所定の画像処理を行う手段であり、例えば、拡大
縮小処理や、階調調整、濃度調整等の画像改善処理が行われる。
【００２４】
　記憶部１０は、半導体メモリやＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記憶手段であり、原稿
読取部２によって原稿ＭＳを読み取ることで取得された画像データが記憶されると共に、
各種の管理情報が記憶されている。
【００２５】
　次に、本実施の形態の画像形成装置１における給紙動作について図６乃至図８を参照し
て詳細に説明する。
　制御部８は、コピー行うコピーモード動作において、操作者によるスタートボタンの押
下を監視している（ステップＡ１）。コピーモード動作においてスタートボタンが押下さ
けると、制御部８は、原稿検出センサー４１の出力によって、原稿載置部３１に載置され
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た原稿ＭＳの有無を判断し（ステップＡ２）、原稿検出センサー４１によって原稿ＭＳが
検出されない場合には、給紙動作を行うことなく処理を終了させる。
【００２６】
　ステップＡ２で原稿検出センサー４１によって原稿ＭＳが検出された場合には、制御部
８は、原稿給送部３に対して給紙動作を指示し、原稿給送部３は、給紙動作を開始する（
ステップＡ３）。
【００２７】
　原稿給送部３による給紙動作は、１次給紙動作と２次給紙動作とで構成されている。原
稿載置部３１に画像面を上向きにセットされた複数枚の原稿ＭＳは、１次給紙動作として
、ピックアップローラー３４によって上段の１枚が搬送ローラー３５に送られる。搬送ロ
ーラー３５に送られた原稿は、レジストローラー３６に向けて搬送される。レジストロー
ラー３６の原稿搬送方向手前側には、原稿給紙センサー３７が配置されている。搬送ロー
ラー３５及びピックアップローラー３４は、原稿給紙センサー３７によって原稿ＭＳの先
端が検出されてから所定の距離だけその原稿ＭＳを搬送した後、回転駆動が停止され、１
次給紙動作が終了される。１次給紙動作の終了時には、原稿ＭＳの先端がレジストローラ
ー３６のニップ部に当接された状態となる。なお、原稿給紙センサー３７としては、例え
ば、搬送される原稿ＭＳに向けて光を照射し、その反射光を受光する光センサーを用いる
ことができる。
【００２８】
　１次給紙動作が終了してから所定時間経過後、２次給紙動作が開始され、レジストロー
ラー３６及び原稿排出ローラー３９が回転駆動される。原稿ＭＳは、レジストローラー３
６により、原稿読取部２の原稿読取スリット２３と原稿押圧部３８との間の原稿読取位置
を経て原稿排出ローラー３９に向けて給送された後、原稿排出ローラー３９によって原稿
排出トレイ３２に排出される。
【００２９】
　２次給紙動作は、原稿給紙センサー３７によって後端が検出された原稿ＭＳが、原稿排
出ローラー３９によって原稿排出トレイ３２に排出されるまで行われ、レジストローラー
３６及び原稿排出ローラー３９は、原稿ＭＳが通過後に停止するように構成されている。
なお、原稿ＭＳが通過するタイミングは、例えば、レジストローラー３６及び原稿排出ロ
ーラー３９を回転駆動する図示しないステッピングモーターのステップ数で把握すること
ができる。
【００３０】
　また、原稿検出センサー４１によって原稿ＭＳが検出された状態で、原稿給紙センサー
３７によって原稿ＭＳの後端が検出されると、再び１次給紙動作が開始され、ピックアッ
プローラー３４によって次の１枚が給送ローラー３５に送られる。これにより、２次給紙
動作により先の原稿ＭＳが原稿給送機構３３から排出される前に、次の原稿ＭＳの１次給
紙動作が開始されることになる。従って、複数の原稿ＭＳを給送する際に、給送する原稿
の間隔を狭くした連続的な給紙を行うことができ、結果として原稿ＭＳの給送に係る線速
が速くなり、読み取り時間を短縮することが可能になる。なお、原稿検出センサー４１に
よって原稿ＭＳが検出されない状態で、原稿給紙センサー３７によって原稿ＭＳの後端が
検出された場合には、当然１次給紙動作が開始されることなく、原稿ＭＳが通過後にレジ
ストローラー３６及び原稿排出ローラー３９が停止され、給紙動作が終了されることにな
り、原稿給送部３は、給送動作終了を制御部８に通知する。
【００３１】
　原稿給送部３によって給紙動作が行われている間、制御部８は、本体部５におけるジャ
ム（以下、本体ジャムと称す）の検出と、給送動作終了の通知とを監視し（ステップＡ４
、ステップＡ５）、ステップＡ４で本体ジャムが検出されることなく、ステップＡ５で原
稿給送部３から給送動作終了を通知されると、給紙動作の処理を終了させる。
【００３２】
　ステップＡ３で本体ジャムが検出されると、制御部８は、原稿給送部３に対して給紙動
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作の停止を指示し、原稿給送部３は、給紙動作を中断させる（ステップＡ６）。次に、制
御部８は、本体ジャムの解消を監視し（ステップＡ７）、本体ジャムが解消されると、制
御部８は、原稿給送部３のソレノイド４３をオンさせて原稿リフトアップアーム４２を回
動させることで、原稿載置部３１に載置された原稿ＭＳをリフトアップさせた後（ステッ
プＡ８）、原稿給送部３に対して給紙動作の再開を指示し、原稿給送部３は、給紙動作を
再開させる（ステップＡ９）。なお、本実施の形態では、本体ジャムが解消後、自動的に
次の処理が行われるように構成したが、本体ジャムが解消後、操作部６の操作ボタン６２
（例えば、スタートボタン）が操作により、次の処理が行われるようにしても良い。
【００３３】
　ステップＡ９での給紙動作の再開は、ステップＡ８で原稿ＭＳがリフトアップされてい
るため、載置部３１に原稿ＭＳが載置されてしても、原稿検出センサー４１によって原稿
ＭＳが検出されることがない。従って、新たに１次給紙動作が開始されることがなく、ス
テップＡ６の給紙動作中断時点で原稿給送機構３３内に存在している１枚又は２枚の原稿
ＭＳが原稿給送機構３３から原稿排出トレイ３２に排出されると、給紙動作が終了される
ことになり、原稿給送部３から制御部８に給送動作終了が通知される（ステップＡ１０）
。
【００３４】
　制御部８は、ステップＡ１０で給送動作終了が通知されると、原稿給送部３のソレノイ
ド４３をオフさせて原稿ＭＳをリフトダウンさせる（ステップＡ８）。次に、制御部８は
、ステップＡ９の給紙動作の再開によって排出された原稿ＭＳの枚数（１枚ｏｒ２枚）を
判定すると共に（ステップＡ１２）、記憶部１０に記憶された画像データを参照すること
で、直近の画像データの読み取りが完了しているか否かを判定する（ステップＡ１３、ス
テップＡ１４）。
【００３５】
　ステップＡ１２における排出された原稿ＭＳの枚数は、例えば、給紙動作のステップＡ
９の再開からステップＡ１０の終了までの原稿ＭＳの給送距離（原稿給送部３の各ローラ
ーを回転駆動するステッピングモーターのステップ数）と、本体ジャム発生時点での原稿
読取部２による原稿ＭＳの読み取り状況（読み取って記憶部１０に記憶された画像データ
）とに基づいて判定することができる。原稿給送機構３３から原稿排出トレイ３２への排
出口に排出センサーを設け、排出口を通過する原稿ＭＳを直接検出して枚数を判定するよ
うにしても良い。
【００３６】
　ステップＡ１２で排出された原稿ＭＳの枚数が１枚と判定され、ステップＡ１３で直近
の画像データの読み取りが完了している場合には、制御部８は、「そのままの再開」を促
すメーセージを操作部６の液晶表示部６１に表示させ、ユーザーに再開方法を報知し（ス
テップＡ１５）、（ステップＡ１）の処理に戻る。このケースは、図７（ａ）に示すよう
に、載置部３１に載置された最後の原稿ＭＳの読み取りが完了した後に、ステップＡ４で
本体ジャムが検出された場合に生じる。
【００３７】
　また、ステップＡ１２で排出された原稿ＭＳの枚数が１枚と判定され、ステップＡ１３
で直近の画像データの読み取りが完了していない場合には、制御部８は、排出された「１
枚（の原稿ＭＳ）を再セットしての再開」を促すメーセージを操作部６の液晶表示部６１
に表示させ、ユーザーに再開方法を報知し（ステップＡ１６）、（ステップＡ１）の処理
に戻る。このケースは、図７（ｂ）に示すように、載置部３１に載置された最後の原稿Ｍ
Ｓの読み取りが完了していない状態や、図７（ｃ）に示すように、先の原稿ＭＳの後端が
原稿給紙センサー３７に到達しておらず、次の原稿ＭＳの１次給紙動作が開始されていな
い状態で、ステップＡ４で本体ジャムが検出された場合に生じる。
【００３８】
　さらに、ステップＡ１２で排出された原稿ＭＳの枚数が１枚と判定されず、２枚と判定
され、ステップＡ１３で直近の画像データの読み取りが完了している場合にも、制御部８
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は、排出された「１枚（の原稿ＭＳ）を再セットしての再開」を促すメーセージを操作部
６の液晶表示部６１に表示させ、ユーザーに再開方法を報知し（ステップＡ１６）、（ス
テップＡ１）の処理に戻る。このケースは、図８（ａ）に示すように、先の原稿ＭＳの読
み取りが完了し、次の原稿ＭＳの１次給紙動作が開始された状態で、ステップＡ４で本体
ジャムが検出された場合に生じる。
【００３９】
　さらにまた、ステップＡ１２で排出された原稿ＭＳの枚数が１枚と判定されず、２枚と
判定され、ステップＡ１３で直近の画像データの読み取りが完了していない場合には、制
御部８は、排出された「２枚（の原稿ＭＳ）を再セットしての再開」を促すメーセージを
操作部６の液晶表示部６１に表示させ、ユーザーに再開方法を報知し（ステップＡ１７）
、（ステップＡ１）の処理に戻る。このケースは、図８（ｂ）に示すように、先の原稿Ｍ
Ｓの読み取りが完了する前に、次の原稿ＭＳの１次給紙動作が開始された状態で、ステッ
プＡ４で本体ジャムが検出された場合に生じる。
【００４０】
　なお、本実施の形態では、原稿リフトアップアーム４２を回動させて原稿ＭＳを移動（
リフトアップ）させることで、原稿検出センサー４１による原稿載置部３１に載置された
原稿ＭＳの検出を妨げるように構成したが、原稿検出センサー４１自体を移動させたり、
原稿載置部３１ごと原稿ＭＳを移動させたりして、原稿検出センサー４１による原稿ＭＳ
の検出を妨げるようにしても良い。
【００４１】
　以上説明したように本実施の形態は、原稿検出センサー４１によって原稿載置部３１に
載置された原稿ＭＳが検出される限り、先の原稿ＭＳに引き続いて次の原稿ＭＳを連続し
て給紙する原稿給送部３と、原稿給送部３によって給送された原稿ＭＳを読み取る原稿読
取部２と、原稿読取部２によって読み取られた画像データに基づいて記録紙に印刷を行う
本体部５とを備えた画像形成装置１であって、原稿検出センサー４１による原稿ＭＳの検
出を妨げる原稿検出防止手段（原稿リフトアップアーム４２及びソレノイド４３）を具備
し、本体部５において記録紙のジャムが発生すると、原稿給送部３における原稿ＭＳの給
送を中断させると共に、本体部５におけるジャムが解消されると、原稿検出防止手段（原
稿リフトアップアーム４２及びソレノイド４３）によって原稿検出センサー４１による原
稿ＭＳの検出を妨げた後に、原稿給送部３における原稿ＭＳの給送を再開させるように構
成されている。この構成によって、画像形成を行う本体部５において記録紙のジャムが解
消され、原稿給送部３による原稿ＭＳの給送が再開されると、原稿載置部３１に原稿ＭＳ
が載置されていても、原稿検出センサー４１によって原稿載置部３１に載置された原稿Ｍ
Ｓが検出されないため、原稿給紙部３における原稿給紙制御を変更することなく、原稿給
送部３で給送中の原稿ＭＳのみを排出させることができる。
【００４２】
　なお、本発明が上記各実施の形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、
各実施の形態は適宜変更され得ることは明らかである。また、上記構成部材の数、位置、
形状等は上記実施の形態に限定されず、本発明を実施する上で好適な数、位置、形状等に
することができる。なお、各図において、同一構成要素には同一符号を付している。
【符号の説明】
【００４３】
　１　画像形成装置
　２　原稿読取部
　３　原稿給送部
　５　本体部
　６　操作部
　７　記録部
　８　制御部
　９　画像処理部



(9) JP 5701794 B2 2015.4.15

10

20

30

　１０　記憶部
　２１　スキャナー
　２２　プラテンガラス
　２３　原稿読取スリット
　３１　原稿載置部
　３２　原稿排出トレイ
　３３　原稿給送機構
　３４　ピックアップローラー
　３５　原稿給送ローラー
　３６　レジストローラー
　３７　原稿給紙センサー
　３８　原稿押圧部
　３９　原稿排出ローラー
　４０　セット原稿押さえ部材
　４１　原稿検出センサー
　４２　原稿リフトアップアーム
　４３　ソレノイド
　５１　記録紙排出トレイ
　５２　給紙部
　５２ａ１～５２ａｎ　給紙カセット
　５２ｂ１～５２ｂｎ　記録紙給紙ローラー
　５３　記録紙搬送路
　５４　記録紙搬送ローラー
　５５　記録紙排出ローラー
　６１　液晶表示部
　６２　操作ボタン
　７１　感光体ドラム
　７２　露光部
　７３　画像形成部
　７４　転写部
　７５　定着部
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