
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射原稿及び透過原稿の読み取りが可能な画像読み取り装置であって、
　原稿台と、
　前記原稿台の所定領域を上方から照射可能な照明ユニットが設けられた原稿押圧手段と
、
　前記原稿押圧手段の、前記照明ユニットが設けられた面を覆うように配置された、シー
ト部材と、
　前記シート部材を、前記照明ユニットが露出する位置と、前記照明ユニットが隠れる位
置との間で移動可能な移動手段と

ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　透過原稿の読み取り指示が与えられた場合に前記照明ユニットが露出する位置に前記シ
ート部材を位置させ、反射原稿の読み取り指示が与えられた場合に前記照明ユニットが隠
れる位置に前記シート部材を位置させるように前記移動手段を制御する制御手段を有する
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】
　透過原稿の読み取り指示及び反射原稿の読み取り指示に応じて、前記駆動源の動力が前
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、
　原稿を給装する原稿給送手段を有し、
　前記移動手段は、前記原稿給装手段の駆動源の動力を用いて前記シート部材を移動させ
る



記移動部材又は前記原稿給送手段の一方に選択的に伝達されるように動力伝達を制御する
制御手段を有することを特徴とする請求項 記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記移動手段が、前記シート部材を挟持するローラ対又は前記シート部材を巻き取る巻
き取りローラを有することを特徴とする請求項１記載の画像読取装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項 のいずれか１項に記載の画像読取装置を用いた画像形成装置。
【請求項６】
　反射原稿及び透過原稿の読み取りが可能な画像読み取り装置の制御方法であって、
　前記画像読み取り装置は、原稿台と、 前記原稿台の所
定領域を上方から照射可能な照明ユニットが設けられた原稿押圧手段と、前記原稿押圧手
段の、前記照明ユニットが設けられた面を覆うように配置され ート部材を、

移動させる移動手段とを備え、
　前記照明ユニットが露出する位置と前記照明ユニットが隠れる位置との間で、前記移動
手段により、前記シート部材を移動させる工程を有することを特徴とする画像読み取り装
置の制御方法。
【請求項７】
　前記シート部材を移動させる工程では、透過原稿の読み取り指示が与えられた場合に前
記照明ユニットが露出する位置に前記シート部材を位置させ、反射原稿の読み取り指示が
与えられた場合に前記照明ユニットが隠れる位置に前記シート部材を位置させるように前
記移動手段を制御することを特徴とする請求項 記載の画像読み取り装置の制御方法。
【請求項８】
　コンピュータに、請求項 又は 記載の画像読み取り装置の制御方法を実行させるプロ
グラム。
【請求項９】
　請求項 記載のプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イメージスキャナなどの画像読取装置に関し、特に、反射原稿及び透過原稿
の両方を読みとり可能な画像読取装置に関する。本発明はまた、このような画像読取装置
を具備した画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の画像読取装置の一例として、反射原稿、透過原稿の両方を読みとり可能なフラッ
トベッドスキャナが知られている（例えば特許文献１参照）。このようなフラットベッド
スキャナの例を図９に示す。
【０００３】
　原稿台ガラス２に置かれた反射（紙）原稿を読取る場合、原稿台ガラス２の内側に配置
された、１ライン単位で読み取り可能な光学ユニット３をガイド軸４等のガイド部材を利
用して直線的にスキャン方向に移動させる。
【０００４】
　光学ユニット３は、駆動モータ５と係合したタイミングベルト６に取り付けられており
、駆動モータ５の回転により光学ユニット３はスキャン方向に沿って移動する。
【０００５】
　原稿の画像は図４に示すように光学ユニット３内部の複数のミラー７ａ，７ｂ，７ｃ，
７ｄによりレンズ８に導かれ、レンズ８は例えばＣＣＤである光電変換素子９に原稿の画
像を結像している。結像された原稿の画像は光電変換素子９により電気信号に変換される
。
【０００６】
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　図９に示すフラットベッドスキャナは、透過原稿を読み取るための照明ユニット１４が
原稿圧板１３に内蔵されている。図５は、照明ユニット１４の構成例を示す断面図である
。照明ユニット１４は原稿圧板１３裏面に固定され、照明ランプ１５、反射シート１６、
導光体１７、光拡散シート１８、図示しないインバータ回路等と共に構成される。このよ
うに、照明ユニット１４はサイドライト型の面光源装置として周知の構成を有している。
そして、照明ランプ１５から発せされた光束は、最終的に導光板１７の発光面に設けられ
た拡散シート１８で拡散されて下方に出射し、面状の照明光が形成される。
【０００７】
　透過原稿（ネガ、ポジフィルム）を読み取る場合には、まず、照明ユニット１４を覆う
様に取り付けられている反射原稿読み取り用の原稿圧板白地１１を取り外し、照明ユニッ
ト１４の下部に位置するように透過原稿１０を置く。そして、照明ユニット１４から面状
の光を透過原稿上方から照射し、その原稿を透過した光をプラテンガラス２の内部に配置
された光学ユニット３にて光電変換する。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－３１３７８４号公報
【特許文献２】特開２００３－７５９４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このように、従来の画像読取装置において、フィルム等の透過原稿１０を読取る場合は
その都度ユーザ自身で原稿圧板白地１１を外す必要が生じ、非常に煩雑であるという問題
があった。
【００１０】
　脱着の手間を軽減するため、図９に示すように原稿圧板白地１１に引っ掛け穴１１ａを
数箇所あけて、圧板１３裏側には、引っかけ穴１１ａに対応した突起１２を設けることも
行われている。このような構成により、引っかけ穴１１ａに突起１２を係合させることに
より、原稿圧板白地１１（以下、単に白地１１ともいう）の着脱を比較的容易に行うこと
が可能となるが、何回も原稿圧板白地１１の脱着を繰り返すと引っ掛け穴１１ａが破れて
しまうという問題があった。
【００１１】
　また、白地１１の裏あてとして厚さ２ｍｍ程度のベースとなる樹脂材を設け、それを圧
板裏側に設けた装着用の嵌合部にはめ込むという提案もなされている（例えば特許文献２
参照）。しかしベースを設けるためのコストが必要となる上、圧板の外形も大きくなり、
装置全体が大型化するという問題があった。
【００１２】
　また、白地１１が着脱式である場合、外した白地１１を不用意に汚れた机等に置いてし
まうと、白地が汚れてしまうという問題もあり、さらにユーザがうっかり鋭利な突起物の
上に白地１１を置いてしまうと白地の表面を傷つけ、最悪破損してしまうという問題もあ
った。
【００１３】
　以上の問題に鑑み、本発明の主な目的は、透過原稿と反射原稿の読み取りが可能な画像
読取装置において、読み取る原稿の種別に応じて原稿圧板裏側に装着している白地を脱着
する手間を省くことが可能な画像読取装置及び、このような画像読取装置を用いた画像形
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】
【００１４】
　このような目的は、反射原稿及び透過原稿の読み取りが可能な画像読み取り装置であっ
て、原稿台と、原稿台の所定領域を上方から照射可能な照明ユニットが設けられた原稿押
圧手段と、原稿押圧手段の、照明ユニットが設けられた面を覆うように配置された、シー
ト部材と、シート部材を、照明ユニットが露出する位置と、照明ユニットが隠れる位置と
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の間で移動可能な移動手段と
ことを特徴とする画像読取装置に

よって達成される。
【００１５】
　また、反射原稿及び透過原稿の読み取りが可能な画像読み取り装置の制御方法であって
、画像読み取り装置は、原稿台と、 原稿台の所定領域を
上方から照射可能な照明ユニットが設けられた原稿押圧手段と、原稿押圧手段の、照明ユ
ニットが設けられた面を覆うように配置され ート部材を、

移動させる移動手段とを備え、照明ユニットが露出する位置と照明ユニットが
隠れる位置との間で、移動手段により、シート部材を移動させる工程を有することを特徴
とする画像読み取り装置の制御方法によっても達成される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、反射原稿と透過原稿を読み取り可能な画像読取装置において、原稿押
圧手段に設けられるシート部材を装置の使用者が脱着する手間を省くことができる。また
、着脱が不要となるため、着脱により発生するシート部材の汚損を防止することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づき詳細に説明する。なお、
以下の実施形態において記載される特定の構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置な
どは、限定的な記載がない限り例示的なものであり、本発明の範囲を限定するものではな
い。
【００１８】
　また、以下の図面において、前述の従来技術の説明で用いた図面に記載された部材、及
び既述の図面に記載された部材と同様の部材には同じ番号を付す。
【００１９】
●（第１の実施形態）
　図１及び図２は、本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の概略構造例を示す図で
ある。
　本実施形態の画像読取装置も上述の画像読み取り装置と同様、図４に示すような照明ユ
ニット１４を有している。導光体１７の裏面には反射シート１６を配し、照射面側には光
拡散シート１８を配している。そして、例えば冷陰極ランプである照明ランプ１５から出
た光線は導光体１７、反射シート１６、光拡散シート１８を経て原稿台としてのプラテン
ガラス２上に置かれる透過原稿を均一に照射する。
【００２０】
　照明ユニット１４は原稿圧板１３の裏面に取り付けされ、圧板白地１１裏面には原稿を
ガラス２面に密着させるためのスポンジが貼られている。
　また、原稿給送装置２０は、複数枚の原稿を載置可能な給紙トレイ２１と、給紙トレイ
２１上の原稿を１枚づつ原稿台としてのプラテンガラス２上に給送する給送部と、原稿を
プラテンガラス２上面に沿って通過させる搬送部と、プラテンガラス２上面を通過した原
稿を受け取って排出する排出部と、この排出部から排出される、読み取り済み原稿を収納
する排紙積載部２２と、を備えている。これら原稿の給送、搬送及び排出は原稿給送装置
に設けられたモータＭ（図６）によって行われる。
【００２１】
　図１及び図２において、１は画像読取装置、２０は画像読取装置１の上部に取り付けら
れた原稿給送装置である。ここで、原稿給送装置２０は画像読取装置１の上部に開閉回動
自在に取り付けられており、原稿給送装置２０、特にその排紙積載部２２はプラテンガラ
ス２に原稿を置いて原稿を読み取る際には、原稿の押圧板としても機能する。
【００２２】
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、原稿を給装する原稿給送手段を有し、移動手段は、原稿給
装手段の駆動源の動力を用いてシート部材を移動させる

原稿を給装する原稿給送手段と、

たシ 原稿給装手段の駆動源の動
力を用いて



　また、排紙積載部２２は上述の照明ユニット１４を内蔵している。また、原稿給送装置
２０の内部には、略Ｕ字状の原稿搬送ガイド（以下、Ｕターンパスという）２３が設けら
れている。なお、このＵターンパス２３の上流端側に接続するように原稿載置トレイ２１
が設けられ、Ｕターンパス２３の下流端側に接続するように排紙積載部２２が設けられて
いる。
【００２３】
　また、このＵターンパス２３の上流部には原稿載置トレイ２１に積載された原稿の最上
位の原稿に当接してこれを引き込むピックアップローラ２４と、ピックアップローラ２４
により引き出された原稿を１枚ずつ分離する分離部を構成する分離パット２５及び、この
分離パット２５に圧接する分離搬送部材である分離ローラ２６と、原稿載置トレイ２１に
積載された原稿の先端位置を規制する原稿ストッパ（図示しない）と、原稿の有無を検知
する原稿有無センサ（図示しない）とが設けられている。
【００２４】
　さらに、このＵターンパス２３の下流端側には、原稿を排紙積載部２２に排出するため
の原稿排出ローラ対３０と、原稿の先端部及び後端部を検出する原稿エッジセンサ（図示
しない）が設けられている。
【００２５】
　なお、同図において、２７，２８は原稿を搬送するようＵターンパス２３に設けられた
第１及び第２搬送ローラ対、３１は軸３８の周りに開閉自在に設けられた上カバーであり
、例えば原稿が詰まった場合に、詰まった原稿を除去するために開放できるようになって
いる。
【００２６】
　また、３２はピックアップローラ２４を回転自在に、かつ原稿載置トレイ２１に積載さ
れた原稿に接離自在に保持するピックアップアームであり、原稿を引き込む際は、このピ
ックアップアーム３２を下方回動させてピックアップローラ２４を原稿に当接させるよう
にしている。なお、このようにピックアップアーム３２が下方回動すると、図示しない原
稿ストッパがピックアップアーム３２により押し下げられるようになっている。
【００２７】
　一方、図１，２において、画像読取部１はプラテンガラス２の下方を図中で左右に移動
可能に設けられ、プラテンガラス２上に置かれた原稿を読み取るための光学ユニット３を
備えている。
【００２８】
　ここで、光学ユニット３は、プラテンガラス２の幅方向（紙面に垂直な方向）渡って比
較的狭い幅の領域（ライン）単位での読み取りが可能な構成を有している。そして、固定
原稿（原稿給送装置２０を使わずにプラテンガラス２上に置かれた原稿）を読み取る場合
には、内蔵する線状光源で反射原稿を照射し、図中左右方向に移動しながら原稿画像を読
み取り、原稿給送装置２０から搬送される原稿（移動原稿）を読み取る場合は、図２に示
す位置（読取位置）で停止した状態で同様にして原稿を読み取る。
【００２９】
　なお、本実施形態における原稿給送装置２０は、原稿を原稿給送装置２０の図中左側が
上端となるよう、かつ画像面が見えるように（図中上向きに）セットする構成であり、上
述のように原稿の先端位置が図示しない原稿ストッパの原稿規制面によって規制され、ま
た図示しない原稿有無センサにより原稿の有無が検知可能に構成されている。
【００３０】
　そして、このような画像読取装置１において、操作者が不図示の操作部もしくは画像読
取装置１に接続されたコンピュータ等の外部装置を通じて反射原稿の読取開始を指示する
と、まず不図示の駆動部が回転してピックアップアーム３２が下方回動し、これにより原
稿ストッパがピックアップアーム３２により押し下げられる。この後、ピックアップロー
ラ２４が原稿載置トレイ２１に積載された原稿の最上位の原稿に当接し、この最上位の原
稿を引き込む。
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【００３１】
　次に、この最上位の原稿は原稿ストッパの傾斜面を通り、分離ローラ２６及び分離パッ
ト２５によって他の原稿から分離され、Ｕターンパス２３の内部へと送り込まれる。さら
に、このようにＵターンパス２３の内部へと送り込まれた原稿は、第１搬送ローラ対２７
によってＵターンパス２３に沿って搬送され、さらに第２搬送ローラ対２８によって光学
ユニット３により画像情報が読み取られる読取位置に向かって搬送される。
【００３２】
　そして、この後、原稿エッジセンサにより原稿の先端部が検知されると、その位置から
所定量搬送されたところで、光学ユニット３による画像の読み取りが開始される。なお、
この時、原稿は、読取白地板２９に押圧されている。また、読取開始後、原稿はジャンプ
台３３によりすくい上げられ、原稿排出ローラ対３０に向かう。
【００３３】
　次に、原稿エッジセンサにより原稿の後端部が検知されると、その位置から所定量搬送
されたところで、光学ユニット３による画像の読み取りが終了する。そして、このように
読取りが終了した原稿は、原稿排出ローラ対３０によって排紙積載部２２に向けて搬送さ
れ、排紙積載部２２へと排出される。
【００３４】
　なお、排出された原稿は、その後端部が原稿排出ローラ対３０を通過すると自由落下し
、排紙積載部２２に収容されるようになる。なお、このようにして画像読取装置１は、原
稿有無センサが原稿無しを検知するまで上述した読取動作を繰り返す。
【００３５】
　次に、図６～図８を参照して原稿給送装置２０の駆動系配置について詳しく説明する。
図６に示すように駆動系は原稿給送装置２０の幅方向両端に配置されている。図中２００
が読取搬送制御駆動部で、１００が分離搬送駆動部で、Ｍは駆動モータである。即ち、図
６から明らかなように、読取搬送制御駆動部２００は駆動モータＭが配置された側の駆動
伝達部であり、分離搬送駆動部１００は駆動モータＭ側とは反対側の駆動伝達部である。
【００３６】
　図７を用いて読取搬送制御駆動部２００について説明する。図７は図１、図２において
見えない、裏側の端部に相当する。図中破線は第２搬送ローラ２８と原稿排出ローラ３０
で、読取白地板２９のある読取部（読取位置）に最も近接して、その上流側、下流側にそ
れぞれ配置されたローラである。この２本のローラ２８，３０で読取搬送制御を行ってい
る。まず、第２搬送ローラ２８の駆動ギア２０４は、駆動モータＭのピニオンギア２０１
からクラッチ機構を内蔵した中間ギア２０２と中間ギア２０３を介して駆動されている。
また、原稿排出ローラ３０の駆動ギア２０６は、モータのピニオンギア２０１からクラッ
チ機構を内蔵した中間ギア２０２、中間ギア２０５を介して駆動されている。このように
、読取部に最も近接して上流側、下流側に配置された読取制御用のローラ２８，３０のみ
を駆動モータＭ側の駆動伝達部で駆動することにより、精細な読取搬送を実現している。
中間ギア２０２は内部にクラッチ機構を有し、駆動モータＭのピニオンギア２０１の回転
を中間ギア２０３、２０５に伝えたり、切ったりすることが可能になっている。
【００３７】
　図８を用いて分離搬送駆動部１００について説明する。図中破線は分離ローラ２６と第
１搬送ローラ２７と第２搬送ローラ２８である。第１搬送ローラ２７の駆動ギア１０３は
、第２搬送ローラ２８の第２の駆動ギア１０１から中間ギア１０２を介して駆動されてい
る。また、分離ローラ２６の駆動ギア１０６は、第１搬送ローラ２７の駆動ギア１０３か
ら中間ギア１０４，１０５を介して駆動されている。このように、読取制御を行わない、
分離搬送ローラ類の駆動を駆動モータＭと反対側の駆動伝達部で行っている。これにより
、読取制御を行うローラ類に影響を与えることなく分離搬送ローラ類の駆動を行うことが
できる。
【００３８】
　本実施形態の画像読取装置において、白板（白地シート）１１は例えば白色フィルムが
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貼り付けられた可撓性樹脂シートといった、少なくとも一方の面が白色で、可撓性を有す
るシート状の部材から構成され、図２に示すようにその一端が白地シート搬送ローラ３５
に挟持されている。また、白地シート１１の両側には図１０および図１０のＡ部を拡大し
た図１１に示すように切り込み１１ａが設けられ、排紙搭載部２２の裏面にも前記切り込
み部をガイドするようなレール２２ａが設けられている。また、レール２２ａの端部は図
１０および図１０のＢ部を拡大した図１２に示すように白地シート１１を白地シート搬送
ローラ３５にガイドするような形状となっている。白地シート搬送ローラ３５は排紙搭載
部２２表面（上面）の幅方向に渡って設けられており、図７に示すように白地シート搬送
ローラ３５の駆動ギア３０３は、モータＭのピニオンギア２０１からクラッチ機構を内蔵
した中間ギア２０２と、中間ギア３０１，３０２を介して駆動されている。なお、搬送ロ
ーラ３５はローラ対３０によって排紙される原稿が当たらない位置に設けられている。
【００３９】
　つまり、モータＭを所定量回転させることにより、白地シート１１が搬送ローラ３５に
よって搬送され、排紙搭載部２２裏面に設けられたレール２２ aに沿って排紙搭載部２２
の表面に退避し（図１）、排紙搭載部２２に内蔵された透過原稿用照明ユニット１４が露
出する。またモータＭの逆回転により、白地シート１１を元の位置（図２）まで戻すこと
が可能である。
【００４０】
　なお、白地シートをローラ対３５に挟持して搬送せずに、白地シート１１の端部をロー
ラに取り付け、ローラに巻き取るように構成しても同様の効果が得られる。
【００４１】
　図１３は、本実施形態に係る画像読取装置１の主要機能構成例を示すブロック図である
。画像読取装置１は、例えばホストコンピュータといった、画像読取り装置を利用する外
部装置５００とのやりとりや読取りデータの送信を行うための入出力部６１０と、画像読
取装置１全体の制御を行う制御部６２０と、ユーザが画像読取装置１に指示を与えるため
の、例えばキーやボタン、タッチパネルを有する操作部６３０と、制御部６２０の指示に
従って原稿給送装置２０の動作を制御する原稿給送装置制御部６４０と、制御部６２０の
指示に従って光学ユニット３を移動させる光学ユニット駆動部６５０と、原稿給送装置２
０のモータＭ及び中間ギア２０２のクラッチ機構６６０とを有する。制御部６２０は、例
えば制御プログラムが記憶されたＲＯＭと、この制御プログラムを実行するＣＰＵと、作
業用のＲＡＭを含み、制御プログラムに従って各部を制御することによって画像読取装置
１の動作を制御する。
【００４２】
　以下、本実施形態の画像読取装置１の原稿読取時の動作について、図１４に示すフロー
チャートを用いてさらに説明する。
　画像読取装置１において、操作者が例えば操作部６３０もしくは外部装置５００からフ
ィルム等の透過原稿の読取開始を指示すると、制御部６２０がその読み取り指示を検出す
る（Ｓ１０１）。制御部６２０は、白地シート１１が現在どの位置にあるかを確認し（Ｓ
１０３）、移動していない（図２の位置にある）場合には、Ｓ１０５へ進み、検出した読
み取り指示が透過原稿の読み取り指示であるかどうかを調べる。ここでは透過原稿の読み
取り指示であるため、Ｓ１０９へ進み、白地シート１１の移動処理を行う。
【００４３】
　すなわち、制御部６２０は原稿給送装置制御部６４０へ、中間ギア２０２内部に設けら
れたクラッチ機構６６０を、モータＭのピニオンギア２０１の回転が中間ギア３０１には
伝達され、中間ギア２０３、２０５には伝達されない状態にし、モータＭを白地シート１
１を移動させる方向に所定量回転させるよう指示する。そして、原稿給送装置制御部６４
０はこの指示に従い、白地シート１１を透過原稿用照明ユニット１４が露出する位置まで
移動させる。また同時に光学ユニット３を、透過原稿用照明ユニット１４下部の透過原稿
読み取り位置まで移動させる（図１）。
【００４４】
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　ここで、操作者に透過原稿をセットさせるため、例えば操作部６３０に設けられた表示
部や、外部装置５００の表示装置に、原稿セットを促すメッセージを出力する。操作者は
画像読取装置１の上部に開閉回動自在に取り付けられている原稿給送装置２０を開放し、
露出した照明ユニット１４の照射範囲に含まれるプラテンガラス２の領域上にフィルムガ
イド３４に取り付けたフィルム１０をセットする。そして、セット完了を操作部６３０又
は外部装置５００から指示する。
【００４５】
　制御部６２０はセット完了指示を確認すると、Ｓ１１３へ進み、透過原稿の読み取り処
理を行う。すなわち、排紙積載部２２に内蔵された照明ユニット１４を点灯させて光束を
フィルムに照射し、光学ユニット駆動部６５０を制御して光学ユニット３を順次移動させ
ながら、透過画像を原稿台ガラス２の内部に配置された光学ユニット３にて光電変換した
画像データを取得する。所定範囲の読み取りが終了すると、処理を終了する。透過原稿読
み取り時には光学ユニット３に内蔵される反射原稿用光源は使用しない。
【００４６】
　一方、Ｓ１０３において既に白地シート１１が移動していた場合、読み取り指示が透過
原稿読み取り指示であれば、白地シート１１を移動させる必要がないため、直ちに読み取
り処理を行う（Ｓ１０３→Ｓ１０７→Ｓ１１３）。
【００４７】
　また、白地シート１１が移動していて、読み取り指示が反射原稿読み取り指示の場合に
は、Ｓ１１１において、白地シート１１の復帰処理を行う。復帰処理はＳ１０９で説明し
た移動処理とモータＭの回転方向が逆になる以外同じである。
【００４８】
　その後、Ｓ１１５において、反射原稿の読み取り処理を行う。原稿給送装置２０を用い
て反射原稿の読み取りを行う場合には、制御部６２０は原稿給送装置制御部６４０に対し
、中間ギア２０２内部に設けられたクラッチ機構を、モータのピニオンギア２０１の回転
を中間ギア２０３、２０５に伝達するが、中間ギア３０１には伝達しない状態にした後、
原稿搬送を行うよう指示する。そして、光学ユニット駆動部６５０を制御して光学ユニッ
ト３を読み取り位置に固定し、反射原稿用光源で原稿を照射して、反射画像の読み取りを
行う。全ての原稿を読み取りしたら処理を終了する。
【００４９】
　このように、原稿給送装置２０を用いて反射原稿の読み取りを行う場合には、白地シー
ト搬送ローラ３５への駆動を遮断しているので、原稿を搬送するときには白地１１の移動
は行われない。
【００５０】
　なお、Ｓ１０３において白地シート１１が移動しておらず、読み取り指示が反射原稿読
み取り指示であれば、白地シート１１を復帰させる必要がないため、直ちに読み取り処理
を行う（Ｓ１０３→Ｓ１０５→Ｓ１１５）。
【００５１】
　本実施形態においては、透過原稿読み取り処理後に白地シート１１の復帰処理を行わな
い場合を説明したが、Ｓ１１３の後にＳ１１１と同様の復帰処理を行うようにすることも
もちろん可能である。この場合、読み取り処理開始時には常に白地シート１１が移動して
いない状態となるので、図１４におけるＳ１０３、Ｓ１０７及びＳ１１１の処理が不要と
なる。
【００５２】
　このように、本実施形態によれば、白地１１を可撓性を有するシート状部材で形成し、
自動給送装置の駆動源を利用して搬送することにより、ユーザが白地を着脱する必要が無
くなり、利便性が向上する。また、白地を取り外さないため、白地の汚損防止も実現され
る。また、白地シート１１の移動量は最小限であるため、移動に要する時間も短い。
【００５３】
　尚、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、記録媒体から直
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接、或いは有線／無線通信を用いて当該プログラムを実行可能なコンピュータを有するシ
ステム又は装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプログ
ラムを実行することによって同等の機能が達成される場合も本発明に含む。
【００５４】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。
【００５５】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【００５６】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、磁気テープ等の磁気記録媒体、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導
体メモリなどがある。
【００５７】
　有線／無線通信を用いたプログラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上
のサーバに本発明を形成するコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動イ
ンストール機能を含むファイル等、クライアントコンピュータ上で本発明を形成するコン
ピュータプログラムとなりうるデータファイル（プログラムデータファイル）を記憶し、
接続のあったクライアントコンピュータにプログラムデータファイルをダウンロードする
方法などが挙げられる。この場合、プログラムデータファイルを複数のセグメントファイ
ルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに配置することも可能である。
【００５８】
　つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムデータファイル
を複数のユーザに対してダウンロードさせるサーバ装置も本発明に含む。
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件を満たしたユーザに対して暗号化を解く鍵情報を、例えばインターネ
ットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給し、その鍵情報を使
用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて
実現することも可能である。
【００５９】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実
施形態の機能が実現され得る。
【００６０】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機
能が実現され得る。
【００６１】
●（第２の実施形態）
　図３は、本発明の第２の実施形態に係る画像読取装置の構造例を示す図である。
　本第２の実施形態が前述の第１の実施形態と異なる点は、白地シート１１の移動が原稿
給送装置２０の動力によるものではなく、手動により行われる点である。その他の構造及
び動作は同様であるためその詳細な説明を省略する。
【００６２】
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　具体的には、図３に示すように、搬送ローラ対３５の代わりに、白地シート１１を巻き
上げる巻き上げローラ３６と同軸上にあるノブ３７が設けられている。巻き上げローラ３
６には白地シート１１の一端が取り付けられており、ノブ３７を矢印方向に回すことによ
り、白地１１シートをローラ３６に巻き付けるとともに移動させ、透過原稿照明ユニット
１４を露出させることができる。
【００６３】
　ユーザはフィルム等の透過原稿をスキャンさせたいときには、白板１１を取り外す代わ
りにノブ３７を回転し、白地シート１１を移動させて透過原稿照明ユニット１４を露出さ
せて読み取りを行う。また、反射原稿読み取り時にはノブ３７を逆方向に回転させること
で、白地シート１１を元の位置に戻すことが可能である。
【００６４】
　本実施形態によれば、白地シート１１を着脱する必要がないため、着脱によって発生す
る白地の汚損を防止することができる。また、駆動源を必要としないため、原稿給送装置
をもたない画像読取装置に対しても容易に適用可能である。
　また、本実施形態によれば、白地シート１１を移動させる手段としてモータを使用しな
い構成であるため、原稿給送装置の無い図９に示すような読取装置であっても実現可能で
ある。原稿圧板１３の裏面にも前記切り込み部をガイドするようなレール２２ aを設け、
巻き上げローラ３６、ノブ３７を原稿圧板１３に設けることにより、白地シート１１を移
動させることができる。
【００６５】
●（画像形成装置の実施形態）
　なお、上述した本発明に係る画像読み取り装置は、単体で利用することはもちろん、他
の装置に組み込んで使用することも可能である。このような他の装置の例としては、上記
第１の実施形態乃至第２の実施形態として示された画像読取装置により原稿の画像を読み
取り、この読み取った画像情報に基づいて記録部材に画像形成を行なう画像形成手段を備
える画像形成装置、より具体的には、プリンタ、ファクシミリ装置、複写機等を挙げるこ
とができる。
【００６６】
　画像形成手段としては、電子写真方式の画像形成手段や、インクジェット式の画像形成
手段等が適用できるが、これらに限定されるものではなくその他適宜な画像形成手段を適
用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】、
【図２】本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の概略断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る画像読取装置の概略断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る画像読取装置の光学ユニットの概略断面図である。
【図５】本発明の実施形態に係る画像読取装置の照明ユニットの概略断面図である。
【図６】第１の実施形態における原稿給送装置の駆動系配置図である。
【図７】第１の実施形態における原稿給送装置の読取制御駆動部の図である。
【図８】第１の実施形態における原稿給送装置の分離搬送駆動部の図である。
【図９】従来の画像読取装置の概略斜視図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の斜視図である。
【図１１】、
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の拡大斜視図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の機能構成例を示すブロック図で
ある。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係る画像読取装置の動作を説明するフローチャート
である。
【符号の説明】
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【００６８】
　１　スキャナユニット
　２　プラテンガラス
　３　光学ユニット
　１１　白地シート
　１４　照明ユニット
　２０　原稿給送装置
　３５　白地シート搬送ローラ
　３６　巻き上げローラ
　３７　ノブ 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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