
JP 2012-209623 A 2012.10.25

10

(57)【要約】
【課題】コストアップを招くことなく、簡単な構成で光
学フレーム内への異物の侵入を防ぐことができる画像読
取装置を提供すること。
【解決手段】原稿を光照明する照明手段と、原稿からの
反射光を結像させる結像レンズと、前記結像レンズによ
って結像された潜像を電気信号に変換する撮像素子を光
学フレーム５１内に収容して成る画像読取装置５０にお
いて、前記光学フレーム５１に形成された切欠き６３や
孔６４，６５を塞ぐ防塵フィルム６６，６７を前記光学
フレーム５１に貼付する。又、前記防塵フィル６７ムを
取り外しする光学フレーム５１の箇所には前記防塵フィ
ルム６６をマジックテープによって貼付し、防塵フィル
ム６７を取り外ししない光学フレーム５１の箇所には前
記防塵フィルム６７を両面テープによって貼付する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を光照明する照明手段と、原稿からの反射光を結像させる結像レンズと、前記結像
レンズによって結像された潜像を電気信号に変換する撮像素子を光学フレーム内に収容し
て成る画像読取装置において、
　前記光学フレームに形成された切欠きや孔を塞ぐ防塵フィルムを該光学フレームに貼付
したことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記防塵フィルムを取り外しする前記光学フレームの箇所には前記防塵フィルムを取り
外し可能なテープによって貼付し、防塵フィルムを取り外ししない前記光学フレームの箇
所には前記防塵フィルムを両面テープによって貼付したことを特徴とする請求項１記載の
画像読取装置。
【請求項３】
　前記防塵フィルムを取り外しする前記光学フレームの箇所には前記防塵フィルムをマジ
ックテープによって貼付し、防塵フィルムを取り外ししない前記光学フレームの箇所には
前記防塵フィルムを両面テープによって貼付したことを特徴とする請求項１記載の画像読
取装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の画像読取装置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、原稿画像を光学的に読み取るための画像読取装置とこれを備えた画像形成装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式によって用紙等の記録材に画像を形成する複写機やプリンター等の画像形
成装置には原稿画像を光学的に読み取るための画像読取装置が備えられている。この画像
読取装置は、原稿を光照明する照明手段と、原稿からの反射光を結像させる結像レンズと
、前記結像レンズによって結像された潜像を電気信号に変換する撮像素子を光学フレーム
内に収容して構成されている。
【０００３】
　ところで、画像読取装置の光学フレームには読取光学系の組み立てや調整のための切欠
きや孔が形成されており、その外側に外装カバーが設けられている。
【０００４】
　しかし、上記構成では、外装カバーと光学フレームの間の隙間と光学フレームに形成さ
れた切欠きや孔から光学フレーム内に異物が侵入し、この異物が光路を塞ぐことによって
筋状の画像が発生する可能性がある。一般的に通常の環境下での異物の大きさは０．３ｍ
ｍ程度であると言われている。このため、外装カバーと光学フレームの間の隙間が０．３
ｍｍ以上であると、その隙間から異物が侵入し、この異物が光学フレームの切欠きや孔か
ら光学フレーム内に侵入するために筋状の画像が発生する可能性がある。
【０００５】
　そこで、特許文献１には、ミラー取付部の隙間をポリエステルシートによって密閉する
構成が提案されている。
【０００６】
　又、特許文献２には、シートガイドにスリットを有する原稿搬送装置と読取ユニットの
間にシャッターを設け、このシャッターを読取ユニットの移動に連動して開閉させる構成
が提案されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平５－１３６９３９号公報
【特許文献２】特開２００６－１４０５７７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、特許文献１において提案された構成では、光学フレーム内への異物の侵
入を防ぐ防塵対策が施されていないため、光学フレーム内に異物が侵入するという問題が
ある。又、異物は粉塵であるため、ポリエステルシートをミラー取付部のリブに貼り付け
ても、異物がミラーに付着する可能性がある。
【０００９】
　又、特許文献２において提案された構成では、シャッターを開閉させる機構が必要であ
るためにコストアップを免れず、原稿載置用コンタクトガラスの付近には異物侵入防止構
造が設けられていないため、隙間から光学フレーム内に異物が侵入する可能性がある。
【００１０】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とする処は、コストアップを招く
ことなく、簡単な構成で光学フレーム内への異物の侵入を防ぐことができる画像読取装置
及びこれを備えた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】
【００１１】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明は、原稿を光照明する照明手段と、原稿
からの反射光を結像させる結像レンズと、前記結像レンズによって結像された潜像を電気
信号に変換する撮像素子を光学フレーム内に収容して成る画像読取装置において、前記光
学フレームに形成された切欠きや孔を塞ぐ防塵フィルムを前記光学フレームに貼付したこ
とを特徴とする。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記防塵フィルムを取り外しす
る前記光学フレームの箇所には前記防塵フィルムを取り外し可能なテープによって貼付し
、防塵フィルムを取り外ししない前記光学フレームの箇所には前記防塵フィルムを両面テ
ープによって貼付したことを特徴とする。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記防塵フィルムを取り外しす
る前記光学フレームの箇所には前記防塵フィルムをマジックテープ（登録商標）によって
貼付し、防塵フィルムを取り外ししない前記光学フレームの箇所には前記防塵フィルムを
両面テープによって貼付したことを特徴とする。
【００１４】
　請求項４記載の画像形成装置は、請求項１～３の何れかに記載の画像読取装置を備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１記載の発明によれば、光学フレームに形成された切欠きや孔が光学フレームに
貼付された防塵フィルムによって塞がれるため、これらの切欠きや孔から光学フレーム内
への異物の侵入が確実に防がれる。そして、このような効果は単に防塵フィルムを光学フ
レームに貼付するだけの簡単な構成によって得られるため、コストアップを招くことがな
い。
【００１６】
　請求項２記載の発明によれば、防塵フィルムを取り外しする光学フレームの箇所には前
記防塵フィルムを取り外し可能なマジックテープ（登録商標）等によって貼付するため、
製造ラインや市場で読取光学部品を交換した後に組み立てや調整のために光学フレームに



(4) JP 2012-209623 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

形成された切欠きや孔を再び使用するときには、マジックテープ（登録商標）等で貼付さ
れた防塵フィルムを光学フレームから簡単に剥がすことができ、組み立てや調整が済んだ
後にはマジックテープ（登録商標）等によって防塵フィルムを光学フレームに再び簡単に
貼付して切欠きや孔を塞ぐことができる。又、読取光学部品の組み立てや調整の際に再び
使用されない切欠きや孔が形成された光学フレームの箇所は防塵フィルムを剥がす必要が
ないため、この防塵フィルムを両面テープによって光学フレームに簡単に貼り付けること
ができる。
【００１７】
　請求項３記載の発明によれば、画像読取装置の光学フレーム内への異物に侵入が防がれ
るため、異物が光路を塞ぐことによる筋状の画像の発生が防がれ、高質画像を安定的に得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る画像形成装置（複合機）の縦断面図である。
【図２】本発明に係る画像読取装置の副走査方向断面図である。
【図３】本発明に係る画像読取装置の光学フレームに斜視図である。
【図４】図３のＡ部拡大詳細図である。
【図５】図３のＡ部の防塵フィルム貼付前の状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２０】
　［画像形成装置］
　図１は本発明に係る画像形成装置の縦断面図であり、図示の画像形成装置は、複写機能
とプリンター機能及びファクシミリ機能を兼備したカラー複合機であって、用紙の両面に
カラー画像を形成することができる装置である。このカラー複合機は、装置本体１００と
その上部に配された自動原稿搬送装置４０及び原稿読取装置５０を備えており、装置本体
１００の内部上方には画像形成部１が配置されている。又、装置本体１００内の下半部に
は用紙収納部７０が配され、装置本体１００内の画像形成部１と用紙収納部７０の間には
転写搬送ユニット８０と両面搬送ユニット９０が配されている。
【００２１】
　前記画像形成部１は、電子写真方式によって画像を形成するものであって、タンデムに
配置されたマゼンタ画像形成ユニット１Ｍ、シアン画像形成ユニット１Ｃ、イエロー画像
形成ユニット１Ｙ及びブラック画像形成ユニット１Ｋを備えている。
【００２２】
　上記各画像形成ユニット１Ｍ，１Ｃ，１Ｙ，１Ｋには、像担持体である感光ドラム２ａ
，２ｂ，２ｃ，２ｄがそれぞれ配置されており、各感光ドラム２ａ～２ｄの周囲には、露
光装置３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄ、帯電器４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ、現像装置５ａ，５ｂ，
５ｃ，５ｄ、一次転写ローラー６ａ，６ｂ，６ｃ，５ｄ及びクリーニング装置７ａ，７ｂ
，７ｃ，７ｄがそれぞれ配置されている。
【００２３】
　ここで、前記感光ドラム２ａ～２ｄは、ドラム状の感光体であって、不図示の駆動モー
ターによって図示矢印方向（反時計方向）に所定のプロセススピードで回転駆動される。
又、前記露光装置３ａ～３ｄは各色の画像信号に対応するレーザー光を各感光ドラム２ａ
～２ｄに向けて照射することによって各感光ドラム２ａ～２ｄ上に静電潜像を形成するも
のであり、前記帯電器４ａ～４ｄは、不図示の帯電バイアス電源から印加される帯電バイ
アスによって感光ドラム２ａ～２ｄの表面を所定の電位に均一に帯電させるものである。
【００２４】
　更に、前記現像装置５ａ～５ｄは、マゼンタ（Ｍ）トナー、シアン（Ｃ）トナー、イエ
ロー（Ｙ）トナー、ブラック（Ｋ）トナーをそれぞれ収容しており、各感光ドラム２ａ～
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２ｄ上に形成された各静電潜像に各色のトナーを付着させて各静電潜像を各色のトナー像
として可視像化するものである。
【００２５】
　又、前記一次転写ローラー６ａ～６ｄは、各一次転写部にて無端状の中間転写ベルト８
を介して各感光ドラム２ａ～２ｄに当接可能に配置されている。ここで、中間転写ベルト
８は、二次転写対向ローラー９と駆動ローラー１０及び複数のテンションローラー１１，
１２，１３との間に張設されて各感光ドラム２ａ～２ｄの下面側に図示矢印方向（時計方
向）に走行可能に配置されており、前記二次転写対向ローラー９は、二次転写部において
中間転写ベルト８を介して二次転写ローラー１４に当接可能に配置されている。
【００２６】
　前記用紙収納部７０は、複数枚の用紙が積層収容された着脱可能な３つの給紙カセット
７１，７２，７３を備えており、各給紙カセット７１～７３の近傍には、各給紙カセット
７１～７３内の用紙を上位のものから順次取り出すピックローラー１５と、取り出された
用紙を１枚ずつ分離して送り出すフィードローラー１６とリタードローラー１７がそれぞ
れ配設されている。又、バイパストレイ７４の近傍には、バイパス搬送手段としてのピッ
クローラー１５、フィードローラー１６、リタードローラー１７及び搬送ローラー１８が
設けられている。尚、図１において１９は搬送ローラーである。
【００２７】
　前記転写搬送ユニット８０は、用紙収納部７０から送り出された用紙を適当なタイミン
グで画像形成部１へと搬送するとともに、画像形成部１において画像が形成された用紙を
不図示の排紙トレイへと排出するものであって、用紙収納部７０から二次転写部（二次転
写対向ローラー９と二次転写ローラー１４の当接部）に至る第１搬送経路Ｌ１に配置され
たレジストローラー２０、前記二次転写ローラー１４、二次転写部から排紙手段としての
後述の排紙ローラー２４に至る第２搬送経路Ｌ２に設けられた搬送ベルト２１、定着装置
２２と搬送ローラー２３及び排紙ローラー２４ーを備えている。ここて、定着装置２２は
、圧接状態で互いに回転する定着ローラー２２ａと加圧ローラー２２ｂを備えている。
【００２８】
　又、転写搬送ユニット８０は、画像形成装置本体１００に対して着脱可能であって、前
記転写搬送ユニット８０には、第２搬送経路Ｌ２から分岐して両面搬送ユニット９０の反
転ローラー２５と反転コロ２６に至る横Ｕ字状の第３搬送経路Ｌ３が設けられており、そ
の途中には搬送ローラー２７が設けられている。又、転写搬送ユニット８０には前記第３
搬送経路Ｌ３とは別に反転搬送経路Ｌ３’が第２搬送経路Ｌ２から分岐して下方に延びて
おり、その途中には搬送ローラー２８が設けられている。そして、第２搬送経路Ｌ２と第
３搬送経路Ｌ３との分岐部には、用紙の搬送方向を切り換えるためのフラッパ２９が回動
可能に設けられている。
【００２９】
　前記両面搬送ユニット９０は、画像形成部１において画像が形成された用紙の表裏を反
転させるものであって、前記第３搬送経路Ｌ３と反転搬送経路Ｌ３に連なる中間トレイ３
０とその下方に配された第４搬送経路Ｌ４を備えており、中間トレイ３０には、正逆転可
能な前記反転ローラー２５と、前記反転ローラー２５に対して圧接／離間する前記反転コ
ロ２６が設けられている。
【００３０】
　又、両面搬送ユニット９０には大径の再給紙ローラー３２が回転可能に設けられており
、この再給紙ローラー３２の外周には小径のローラー３３，３４が回転可能に当接してい
る。尚、再給紙ローラー３２には不図示の一方向クラッチが設けられている。そして、反
転手段を構成する前記反転ローラー２５と反転コロ２６からは第１搬送経路Ｌ４が延びて
おり、この第４搬送経路Ｌ４は前記第１搬送経路Ｌ１に合流している。
【００３１】
　上記第４搬送経路Ｌ４には、搬送ローラー３５が用紙搬送方向に沿って複数設けられて
いる。又、再給紙ローラー３２の近傍には、中間トレイ３０に一旦引き込まれた用紙の搬
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送方向を切り換えるためのフラッパ３６が回動可能に設けられている。尚、本実施の形態
では、両面搬送ユニット９０の第４搬送経路Ｌ４には、２枚以上の用紙を保留可能な２つ
以上の用紙保留位置が備えられている。
【００３２】
　次に、以上の構成を有するカラー複合機の画像形成動作について説明する。
【００３３】
　例えば、自動原稿搬送装置４０の原稿トレイ４１にセットされた図２に示す原稿が原稿
読取部であるコンタクトガラス５０ａ（図２参照）上に自動的に搬送され、その原稿Ｇの
画像が原稿読取装置５０によって光学的に読み取られる。
【００３４】
　上述のように原稿の画像が画像読取装置５０によって光学的に読み取られると、画像形
成部１においては、各画像形成ユニット１Ｍ，１Ｃ，１Ｙ，１Ｋにおいて各感光ドラム２
ａ～２ｄが図示矢印方向（反時計方向）に所定のプロセススピードで回転駆動され、これ
らの感光ドラム２ａ～２ｄは、帯電器４ａ～４ｄによって一様に帯電される。又、露光装
置３ａ～３ｄは、原稿読取装置６０によって読み取られた画像の各色毎の信号によって変
調されたレーザー光を出射し、そのレーザー光を各感光ドラム２ａ～２ｄの表面に照射し
、各感光ドラム２ａ～２ｄ上に各色のカラー画像信号に対応した静電潜像をそれぞれ形成
する。
【００３５】
　そして、先ず、マゼンタ画像形成ユニット１Ｍの感光ドラム２ａ上に形成された静電潜
像に、前記感光ドラム２ａの帯電極性と同極性の現像バイアスが印加された現像装置５ａ
によってマゼンタトナーを付着させ、前記静電潜像をマゼンタトナー像として可視像化す
る。このマゼンタトナー像は、感光ドラム２ａと一次転写ローラー６ａとの間の一次転写
部（転写ニップ部）において、トナーと逆極性の一次転写バイアスが印加された一次転写
ローラー６ａの作用によって、図示矢印方向に回転駆動されている中間転写ベルト８上に
一次転写される。
【００３６】
　上述のようにしてマゼンタトナー像が一次転写された中間転写ベルト８は、次のシアン
画像形成ユニット１Ｃへと移動する。そして、シアン画像形成ユニット１Ｃにおいても、
前記と同様にして、感光ドラム２ｂ上に形成されたシアントナー像が一次転写部において
中間転写ベルト８上のマゼンタトナー像に重ねて転写される。
【００３７】
　以下同様にして、中間転写ベルト８上に重畳転写されたマゼンタ及びシアントナー像の
上に、イエロー及びブラック画像形成ユニット１Ｙ，１Ｋの各感光ドラム２ｃ，２ｄ上に
それぞれ形成されたイエロー及びブラックトナー像が各一次転写部において順次重ね合わ
せられ、中間転写ベルト８上にはフルカラーのトナー像が形成される。尚、中間転写ベル
ト８上に転写されないで各感光ドラム２ａ～２ｄ上に残留する転写残トナーは、各クリー
ニング装置７ａ～７ｄによって除去され、各感光ドラム２ａ～２ｄは次の画像形成に備え
られる。
【００３８】
　他方、用紙収納部７０の例えば給紙カセット７２内に収容された用紙は、ピックローラ
ー１５によって最上位のものから１枚ずつピックアップされ、フィードローラー１６とリ
タードローラー１７によって１枚ずつ分離されて搬送ローラー１９によって第１搬送経路
路Ｌ１をレジストローラー２０へと搬送される。そして、レジストローラー２０において
は、用紙は、一時待機状態とされた後、中間転写ベルト８上のトナー像に同期する所定の
タイミングで二次転写対向ローラー９と二次転写ローラー１４との当接部である二次転写
部へと供給される。
【００３９】
　二次転写部においては、転写ベルト８上に担持されたフルカラーのトナー像が二次転写
ローラー１４の作用によって用紙の表面（第１面）上に一括転写される。そして、トナー
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像が転写された用紙は、搬送ベルト２１によって定着装置２２へと搬送され、この定着装
置２２の定着ローラー２２ａと加圧ローラー２２ｂ間の定着ニップを通過する過程で加熱
及び加圧されてトナー像の定着を受ける。
【００４０】
　而して、定着装置２２にて表面にトナー像が定着された用紙は、フェースアップ排紙（
ＦＵ排紙）が選択されている場合には、フラッパ２９によってその搬送方向が決定され、
用紙は第２搬送経路Ｌ２をそのまま排紙ローラー２４に向かって搬送され、排紙ローラー
２４によって画像面を上にして不図示の排紙トレイへと排出される。
【００４１】
　一方、フェースダウン排紙（ＦＤ排紙）又は両面画像モードが選択された場合には、フ
ラッパ２９が動作して用紙の搬送方向が切り換えられ、定着装置２２を通過した用紙は横
Ｕ字状の第３搬送経路Ｌ３を通って両面搬送ユニット９０へと搬送される。
【００４２】
　両面搬送ユニット９０においては、反転コロ２６は反転ローラー２５から離間した状態
で待機しており、用紙が両面搬送ユニット９０に或る一定以上送られると、反転コロ２６
は反転ローラー２５に圧接される。このように反転コロ２６が反転ローラー２５に圧接さ
れると、反転ローラー２５が正転されて用紙が送られてきた方向に引き込まれ、用紙が或
る一定以上引き込まれると反転ローラー２５が逆転されて用紙がスイッチバックされて反
転搬送経路Ｌ３’又は第４搬送経路Ｌ４へと送られる。即ち、フェースダウン排紙が選択
されている場合には、フラッパ３６によって用紙の搬送方向が反転搬送経路Ｌ３’へと切
り換えられ、用紙は画像面を下にした状態で排紙ローラー２４によって不図示の排紙トレ
イへと排出される。
【００４３】
　又、用紙の両面に画像を形成する場合には、フラッパ３６によって用紙の搬送方向が第
４面搬送経路Ｌ４の方向に切り換えられ、用紙は、再給紙ローラー３２と搬送ローラー３
５によって第４搬送経路Ｌ４を画像面を上にして搬送され、第４搬送経路Ｌ４から第１搬
送経路Ｌ１へと受け渡されることによって表裏が反転されて画像面を下にした状態でレジ
ストローラー２０へと送られる。そして、以後は前述と同様のプロセスを経て用紙の反対
面（第２面）にトナー像が形成され、このトナー像が形成された用紙は、定着装置２２に
よってトナー像の定着を受けた後に排紙ローラー対２４によって不図示の排紙トレイへと
排出され、前記用紙の両面に画像が形成される。
【００４４】
　尚、以上はカセット給紙を行う場合について説明したが、手差し給紙を行う場合には、
バイパストレイ７４上にセットされた用紙は、ピックローラー１５によって最上位のもの
から１枚ずつピックアップされ、フィードローラー１６とリタードローラー１７によって
１枚ずつ分離されて搬送ローラー１８によって第１搬送経路Ｌ１をレジストローラー２０
へと搬送され、以後は前記と同様のプロセスを経て前記用紙に画像が形成される。
［画像読取装置］
　次に、本発明に係る前記画像読取装置５０の構成を図２～図５に基づいて説明する。
【００４５】
　図２は本発明に係る画像読取装置の副走査方向断面図、図３は同画像読取装置の光学フ
レームに斜視図、図４は図３のＡ部拡大詳細図、図５は図３のＡ部の防塵フィルム貼付前
の状態を示す斜視図である。
【００４６】
　図２に示すように、画像読取装置５０は、筐体を構成する箱状構造体である光学フレー
ム５１を備えており、この光学フレーム５１の上面にはコンタクトガラス５０ａが設けら
れている。
【００４７】
　又、光学フレーム５１の内部には、副走査方向に移動可能な第１及び第２移動キャリッ
ジ５２，５３が収容されている。ここで、第１移動キャリッジ５２には、コンタクトガラ
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ス５０ａ上に載置された原稿Ｇを照明する照明部５４と、原稿Ｇにて反射した読取光（反
射光）を９０°方向に反射させる第１反射ミラー５５が設けられており、第２キャリッジ
５３には、第１反射ミラー５５にて反射した反射光を９０°方向に反射させる第２反射ミ
ラー５６と、前記第２反射ミラー５６にて反射した反射光を更に９０°方向に反射させる
第３反射ミラー５７が設けられており、これらの第１及び第２移動キャリッジ５２，５３
は、不図示のガイドレールに沿って副走査方向（図２の左右方向）に移動する。
【００４８】
　更に、光学フレーム５１の内部には結像レンズ５８と撮像素子であるＣＣＤ５９が収容
されており、前記第３反射ミラー５７にて反射した原稿Ｇからの読取光は、結像レンズ５
８によって収束した後にＣＣＤ５９に入射し、前記ＣＣＤ５９上に結像される。
【００４９】
　ところで、図２に示すように、前記照明部５４は、光源として主走査方向（図２の示す
垂直方向）に列状（アレイ状）に配設された発光素子である複数のＬＥＤ（発光ダイオー
ド）６０を使用するものであって、図示しないが、これらのＬＥＤ６０は主走査方向に細
長いＬＥＤ基板上に実装されている。そして、ＬＥＤ基板上のＬＥＤ６０の光出射方向前
方（図２の左方）には主走査方向に長い導光体６１が固定されている。この導光体６１は
、アクリル樹脂等の透明樹脂又はガラスによって構成されている。又、上記導光体６１に
対向する位置には、主走査方向に長いリフレクタ６２が斜めに配置されている。
【００５０】
　次に、以上のように構成された原稿読取装置５０の画像読取動作について説明する。
【００５１】
　例えば、図１に示す自動原稿搬送装置４０の原稿トレイ４１にセットされた原稿Ｇが原
稿読取部であるコンタクトガラス５０ａ上に自動的に搬送され、その原稿Ｇの画像が画像
読取装置５０によって光学的に読み取られる。
【００５２】
　即ち、第１移動キャリッジ５２と第２移動キャリッジ５３が不図示のガイドレールに沿
って副走査方向（図２の左右方向）に移動しながらコンタクトガラス５０ａ上に載置され
た原稿Ｇを走査すると、第１移動キャリッジ５２のＬＥＤ６０から出射する光は導光体６
１に入射する。この導光体６１内に入射した光は前記光体６１を通過するが、導光体６１
から出射する光の一部は原稿Ｇに直接向かい、他の光はリフレクタ６２にて反射した後に
原稿Ｇに向かい、原稿Ｇはこれらの光によって照明される。そして、これらの光は原稿Ｇ
にて反射し、その反射光は、第１移動キャリッジ５２の第１反射ミラー５５にて９０°方
向に反射した後、第２移動キャリッジ５３の第２反射ミラー５６と第３反射ミラー５７に
て９０°方向にそれぞれ反射し、結像レンズ５８によって収束した後にＣＣＤ５９に入射
し、前記ＣＣＤ５９によって読み取られて電気信号に変換される。
【００５３】
　上述のようにして原稿Ｇの画像が画像読取装置５０によって光学的に読み取られると、
その電気信号が各露光装置３ａ～３ｄへと送信され、各露光装置３ａ～３ｄは、電気信号
に基づくレーザー光を出力し、図１に示すカラー複合機において前述のような画像形成動
作が行われてカラー画像が形成される。
【００５４】
　ところで、図３に示すように、光学フレーム５１の上面の周囲には読取光学系の組み立
てや調整のための切欠き６３や孔６４、６５が形成されており、光学フレーム５１の外側
には不図示の外装カバーが設けれているが、この外装カバーと光学フレーム５１の間の隙
間から侵入した異物（大きさ約０．３ｍｍ以下の粉塵等）が光学フレーム５１の切欠き６
３や孔６４、６５から光学フレーム５１に入ると光路を塞いで筋状の画像が発生する可能
性があることは前述の通りである。
【００５５】
　そこで、本実施の形態では、光学フレーム５１に形成された切欠き６３や孔６４、６５
を塞ぐ防塵フィルム６６，６７を前記光学フレーム５１に貼り付ける構成を採用している
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。ここで、光学フレーム５１に形成された切欠き６３や孔６４（図３のＡ部）は、製造ラ
インや市場で読取光学部品を交換した後に組み立てや調整のために再び使用されるもので
あって、これらが形成された光学フレーム５１の箇所は図５に示す状態から図４に示すよ
うに防塵フィルム６６が不図示のマジックテープ（登録商標）によって取り外し可能に貼
り付けられる。
【００５６】
　他方、光学フレーム５１に形成された孔６５は調整治具を嵌め込むためのものであって
、再び使用されるものではないため、これらの孔６５を塞ぐ防塵フィルム６７は光学フレ
ーム５１に不図示の両面テープによって取り外し不能に貼り付けられる。
【００５７】
　以上のように、本実施の形態では、光学フレーム５１に形成された切欠き６３や孔６４
、６５が光学フレーム５１に貼付された防塵フィルム６６、６７によって塞がれるため、
これらの切欠き６３や孔６４、６５から光学フレーム５１内への異物の侵入が防がれ、光
学フレーム５１の内部に浸入した異物が光路を塞ぐことによる筋状画像の発生が確実に防
がれる。そして、このような効果は単に防塵フィルム６６、６７を光学フレーム５１に貼
り付けるだけの簡単な構成によって得られるため、コストアップを招くことがない。
【００５８】
　又、本実施の形態では、防塵フィルム６６を取り外しする光学フレーム５１の箇所には
前記防塵フィルム６６をマジックテープ（登録商標）によって貼り付けるため、製造ライ
ンや市場で読取光学部品を交換した後に組み立てや調整のために光学フレーム５１に形成
された切欠き６３や孔６４を再び使用するときには、マジックテープ（登録商標）で貼り
付けられた防塵フィルム６６を光学フレーム５１から簡単に剥がすことができ、組み立て
や調整が済んだ後にはマジックテープ（登録商標）によって防塵フィルム６６を光学フレ
ーム５１に再び簡単に貼り付けて切欠き６３や孔６４を塞ぐことができる。
【００５９】
　そして、読取光学部品の組み立てや調整の際に再び使用されない孔６５が形成された光
学フレーム５１の箇所は防塵フィルム６７を剥がす必要がないため、この防塵フィルム６
７を両面テープによって光学フレーム５１に簡単に貼り付けることができる。
【００６０】
　尚、本実施の形態では、本発明をカラー複合機及びこれに備えられた画像読取装置に対
して適用した例について説明したが、本発明は、単体としての複写機、プリンター、ファ
クシミリ等、他の任意の画像形成装置及びこれに備えられた画像読取装置に対しても同様
に適用可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　　　　　　画像形成部
　１Ｍ　　　　　　マゼンタ画像形成ユニット
　１Ｃ　　　　　　シアン画像形成ユニット
　１Ｙ　　　　　　イエロー画像形成ユニット
　１Ｋ　　　　　　ブラック画像形成ユニット
　４０　　　　　　自動原稿搬送装置
　５０　　　　　　原稿読取装置
　５０ａ　　　　　コンタクトガラス
　５１　　　　　　光学フレーム
　５２　　　　　　第１キャリッジ
　５３　　　　　　第２キャリッジ
　５４　　　　　　照明部(照明手段)
　５５　　　　　　第１反射ミラー
　５６　　　　　　第２反射ミラー
　５７　　　　　　第３反射ミラー
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　５８　　　　　　結像レンズ
　５９　　　　　　ＣＣＤ（撮像素子）
　６０　　　　　　ＬＥＤ（光源）
　６１　　　　　　導光体
　６２　　　　　　リフレクタ
　６３　　　　　　光学フレームの切欠き
　６４，６５　　　光学フレームの孔
　６６，６７　　　防塵フィルム
　７０　　　　　　用紙収納部
　８０　　　　　　転写搬送ユニット
　９０　　　　　　両面搬送ユニット
　１００　　　　　画像形成装置本体
 

【図１】 【図２】
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