
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の搬送方向に沿って並置され、光透過体で構成される第１搬送ガイドおよび第２搬
送ガイドと、
　 第１搬送ガイドの一方側に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される
原稿の一表面を読み取る第１の読取手段と、
　 第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬送ガイドに沿って搬送される
原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取装置 て、
　

第１搬送ガイドと第２搬送ガイ
ドとの間 光の通過を妨げる遮光手段が設けられることを特徴とする両面画像読取装置。
【請求項２】
　

　

　

　
ることを特徴とす
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光源を有し、

光源を有し、
であっ

第１搬送ガイドと第２搬送ガイドとの間に臨む第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドの
それぞれの端面に塗布された光吸収体によって形成され、

の

原稿の搬送方向に沿って並置され、光透過体で構成される第１搬送ガイドおよび第２搬
送ガイドと、

第１搬送ガイドの一方側に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面
を読み取る第１の読取手段と、

第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬送ガイドに沿って搬送される原稿の他表面
を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取装置であって、

第１搬送ガイドと第２搬送ガイドとの間に設けられ、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガ
イド間の光の通過を妨げ、かつ原稿をガイドするガイド部材を備え る両



面画像読取装置。
【請求項３】
　

であることを特徴とする請求
項 記載の両面画像読取装置。
【請求項４】
　
　

　

　

ことを特徴とす
面画像読取装置。

【請求項５】
　 ことを特徴とする

両面画像読取装置。
【請求項６】
　
　
　

ることを特徴とする請求項 ５記載の両面画像読取装置。
【請求項７】
　
　
　

　

　
ることを特徴とす 面画像読取装置。

【請求項８】
　

　 ることを特徴とする
両面画像読取装置。

【請求項９】
　 ることを特徴とする請求項８記載の両面画像読取装置。
【請求項１０】
　
　 ることを特徴とする請求項
９記載の両面画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、原稿の一表面と他表面との両面の画像を同時に読み取る両面画像読取装置に関
する。
【０００２】
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前記ガイド部材は、第１搬送ガイドと第２搬送ガイドとの間に臨む第１または第２搬送
ガイドの端面に接着され、原稿をガイドする可撓性シート体

２

原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガイドと、
光源を有し、前記搬送ガイドの一方側で、搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面

を読み取る第１の読取手段と、
前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、前記搬送ガイドの他方側で、搬送ガ

イドに沿って搬送される原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取
装置であって、

前記第２の読取手段は、搬送される原稿に照射する光源と、原稿からの反射光を採光す
る採光口とを有し、前記第１の読取手段の光源から第２の読取手段の採光口を見込んだ見
込み角が小さくなるように第２の読取手段側の搬送ガイドを傾斜させた る
両

前記搬送ガイドの傾斜に合わせて第２の読取手段を傾斜させる 請求項
４記載の

前記第１の読取手段は、画像を縮小して読み取り、
前記第２の読取手段は、画像を等倍で読み取り、
前記第１の読取手段を搬送ガイドの下方に配置し、前記第２の読取手段は搬送ガイドの

上側に配置され ４または

原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガイドと、
搬送ガイドに沿って原稿を一方向に搬送する搬送手段と、
光源を有し、前記搬送ガイドの一方側に配置され、搬送ガイドに沿って搬送される原稿

の一表面を読み取る第１の読取手段と、
光源を有し、前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、搬送ガイドに沿って搬

送される原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取装置であって、
搬送手段は、原稿の搬送方向に対して第１の読取手段と第２の読取手段との間に配置さ

れ、光を遮 る両

前記搬送ガイドは、第１の読取手段に対する領域と第２の読取手段に対する領域とで分
割して配置され、

前記搬送手段は、原稿を挟んで搬送する一対のローラであ 請求項７
記載の

前記ローラは、光吸収体を有す

第１の読取手段または第２の読取手段は移動走査する２つの走査ユニットを有し、
両ユニットの光路を前記ローラ対が遮らない位置に配置され



【従来の技術】
従来の画像読取装置では、両面に画像を有する原稿を読み取る場合、原稿を自動で反転さ
せる自動反転機構や人手によって原稿を裏返すことによって片面ずつ原稿を読み取ってい
る。このような画像読取装置では片面ずつ画像を読み取るので操作が面倒であり、また原
稿の読み取りを高速で行うことができなかった。
【０００３】
このような問題に鑑み、原稿の両面に画像を読み取る読取手段を配置して、原稿を裏返す
ことなく両面の画像を読み取る両面画像読取装置が、たとえば特開平２－２５４８５７号
公報などに開示されている。
【０００４】
原稿の両面を読み取る機能を有した両面画像読取装置では、原稿の搬送路を挟んで両側に
読取手段が配置される。読取手段は、それぞれの読取手段に対向した原稿の面を照射する
ための光源と、この光源からの光が原稿面で反射した光を受光するための光電変換手段と
を備えている。
【０００５】
しかしながら、原稿の一表面を読み取る読取手段（以下、一方側の読取手段と記す）の光
源からの光が、この読取手段に対向した原稿面の画像に応じた光量差を伴って原稿を透過
して、原稿の他表面を読み取る読取手段（以下、他方側の読取手段と記す）の光電変換手
段に受光される。このため、他方側の読取手段の光電変換手段は、この他方側の読取手段
に対向した本来読み取るべき原稿面からの反射光以外に、一方側の読取手段に対向した原
稿面の画像情報を含んだ光を受光する、いわゆる裏写りが生じるといった問題があった。
【０００６】
また、一方側の読取手段の光源からの光が、他方側の読取手段に入射するので、一方の面
側の読み取りが完了していないにもかかわらず、先行して読み取りが完了した他方側の読
取手段の光源を消灯すると、他方側の読み取り画像データが同じ原稿のすでに読み取った
部分よりも光量の変化した分だけ変位することとなる。したがって、読み取られた画像デ
ータが光量の変化した所を境に変わってしまうといった問題があった。
【０００７】
また、一方側の読取手段の光源からの光が、他方側の読取手段の光電変換手段に至る光路
に走行中の原稿があるか否か、すなわち、原稿に遮られるときと遮られないときで他方側
の読取手段の光電変換手段が受光する光量が変化し、読み取られた画像データが光量の変
化した所を境に変わってしまうといった問題があった。
【０００８】
上述の裏写りおよび一方側の読取手段の読み取り中における他方側の光源からの光量の変
化による他方側の読取手段への影響は薄手の原稿で特に問題になっていた。
【０００９】
以上のように、一方側の読取手段からの光が他方側の読取手段の光電変換手段に受光され
ると、他方側の読取手段の光電変換手段で読み取られるデータに対して影響を受けるとい
う問題がある。本明細書では、この問題を光学的干渉と呼称する。
【００１０】
以上のような問題に鑑み、光学的干渉を防止する技術がたとえば特開平９－３２１９４７
号公報、特開平１－１９８１７４号公報、特開平３－１０７２７６号公報および実開平３
－９４８６８号公報などに開示されている。
【００１１】
特開平９－３２１９４７号公報では、原稿の両面を読み取るため２つの読取手段の光電変
換手段を原稿搬送路の両側に配置して、両者の読取手段の光源の点灯と消灯とを走査ライ
ン単位で交互に制御するとともに、原稿の一表面および他表面の読み取りを光源の点灯お
よび消灯に連動して交互に行うことで、対向側の光源による透過光および裏写りなどを防
いでいる。
【００１２】

10

20

30

40

50

(3) JP 3771148 B2 2006.4.26



また、特開平１－１９８１７４号公報では、原稿の両面を読み取るため２つの読取手段の
光電変換手段を原稿の搬送路に沿って配置するとともに、この２つの光電変換手段が読み
取る搬送路上のそれぞれの領域で搬送ガイドを黒色不透明として、薄手の原稿においても
裏写りを防止している。
【００１３】
また、特開平３－１０７２７６号公報では、原稿搬送路の両側にそれぞれ配置した一方側
の読取手段の光源と他方側の読取手段の光源との間に、対面側の光源の照射光が透過しな
いようにスリットが設けられている。
【００１４】
また、実開平３－９４８６９号公報では、一対の読取手段を斜め向かいに配置し、その間
に原稿搬送路を兼ねた反射板によって原稿搬送路に段差部を設けることによって光学的干
渉を防止している。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平９－３２１９４７号公報に開示される技術では、原稿の表面を照射
する光源および原稿の裏面を照射する光源が走査ライン毎に点灯と消灯とを繰り返すこと
によって光学的干渉を防止しているので、光源の応答性によって原稿の読取速度および解
像度が制約を受けるといった問題がある。つまり光源は、消灯した状態から原稿を読み取
れる程度に露光する点灯状態に至るまでの間の時間、この点灯状態から消灯状態に至るま
での間の時間に所定の時間の応答遅れが存在する。したがって、走査ライン毎に交互に制
御するとともに原稿の一表面と他表面の読み取りを光源の点灯と消灯とに連動して交互に
行うためには、原稿の搬送速度を上げさせたり、高解像度の読み取ったりする場合、前記
光源の応答遅れのために制約を受ける。
【００１６】
また、特開平１－１９８１７４号公報および特開平３－１０７２７６号公報では、読取手
段のシェーディングを行う場合、読取手段を移動させて白色の基準となる基準白板を読み
取らせるなどの機構が必要である。しかしながら、読取手段として焦点深度の浅い密着型
イメージセンサを用いる場合は機構の精度が読み取りに大きく影響する。したがって、密
着型イメージセンサを固定してシェーディングと原稿の読み取りを行う方法が考えられる
。この場合、原稿搬送路を挟んで読取手段が配置される側とは反対側にコンタクトガラス
などの透明な搬送ガイド部材を配置し、透明な搬送ガイド部材の面の反対側にシェーディ
ング用の基準白板を配置する必要がある。このような構成とすると、透明な搬送ガイドの
中を光が透過し光学的干渉が発生する。
【００１７】
また、実開平３－９４８６８号公報に開示される技術では、光学的干渉は防止できるが、
クランク状の原稿搬送路に原稿を通すと用紙詰まり（ジャム）が発生しやすく、また原稿
へのダメージが大きい。
【００１８】
本発明の目的は、搬送ガイドを挟んで配置され、原稿の両面を同時に読み取る読取手段の
光学的干渉を防止することができる両面画像読取装置を提供することである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、原稿の搬送方向に沿って並置され、光透過体で構成される第１搬送ガイドお
よび第２搬送ガイドと、
　 第１搬送ガイドの一方側に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される
原稿の一表面を読み取る第１の読取手段と、
　 第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬送ガイドに沿って搬送される
原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取装置 て、
　

第１搬送ガイドと第２搬送ガイ
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光源を有し、

光源を有し、
であっ

第１搬送ガイドと第２搬送ガイドとの間に臨む第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドの
それぞれの端面に塗布された光吸収体によって形成され、



ドとの間 光の通過を妨げる遮光手段が設けられることを特徴とする両面画像読取装置で
ある。
【００２０】
本発明に従えば、原稿の搬送方向に沿って並置され、光透過体で構成される第１搬送ガイ
ドと第２搬送ガイドとの間に光の通過を妨げる遮光手段を配置するので、第１搬送ガイド
の一方側に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面を読み取る第１の
読取手段と、第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬送ガイドに沿って搬送される原
稿の他表面を読み取る第２の読取手段とが原稿を読み取るときに発せられる光が第１搬送
ガイドおよび第２搬送ガイドにそれぞれ侵入し、この第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイ
ド中で多重反射したり、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドの中に入った後に原稿を搬
送する搬送路に出て多重反射したりして、搬送ガイドを挟んで反対側に配置される他方の
読取手段に侵入することがない。したがって、光学的干渉を防止することができる。
【００２２】
　 、遮光部材を第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドとの間に臨む第１搬送ガイドお
よび第２搬送ガイドの端面に塗布された光を吸収する光吸収体とするので、たとえば、黒
塗料を前記端面に塗布することによって遮光部材の形成を容易に行うことができる。また
、前記端面には塗布によって遮光部材が形成されるので、前記第１搬送ガイドおよび第２
搬送ガイドの隙間が狭くても遮光手段の配置が可能である。
【００２３】
　また本発明は、

　

　

　
ることを特徴とする

。
【００２４】
　本発明に従えば、

前記第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドがずれていてもガイ
ド部材によって原稿がガイドされ設計が容易である。
【００２５】
また本発明は、前記ガイド部材は、第１搬送ガイドと第２搬送ガイドとの間に臨む第１ま
たは第２搬送ガイドの端面に接着され、原稿をガイドする可撓性シート体であることを特
徴とする。
【００２６】
本発明に従えば、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドとの間に臨む第１搬送ガイドまた
は第２搬送ガイドの端面に接着される可撓性シート体であるので、遮光手段を容易に設計
できる。また、遮光手段が可撓性シート体であるので、光学的干渉を防止することができ
るとともに、この可撓性シート体を接着された側のガイドから他方側のガイドに向かう方
向に曲げることによって原稿のガイドを行うことができる。

10

20

30

40

50

(5) JP 3771148 B2 2006.4.26

の

また

原稿の搬送方向に沿って並置され、光透過体で構成される第１搬送ガイ
ドおよび第２搬送ガイドと、

第１搬送ガイドの一方側に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面
を読み取る第１の読取手段と、

第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬送ガイドに沿って搬送される原稿の他表面
を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取装置であって、

第１搬送ガイドと第２搬送ガイドとの間に設けられ、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガ
イド間の光の通過を妨げ、かつ原稿をガイドするガイド部材を備え 両
面画像読取装置である

原稿の搬送方向に沿って並置され、光透過体で構成される第１搬送ガ
イドと第２搬送ガイドとの間に光の通過を妨げ、かつ原稿をガイドするガイド部材を配置
するので、第１搬送ガイドの一方側に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される原稿
の一表面を読み取る第１の読取手段と、第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬送ガ
イドに沿って搬送される原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とが原稿を読み取るとき
に発せられる光が第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドにそれぞれ侵入し、この第１搬送
ガイドおよび第２搬送ガイド中で多重反射したり、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイド
の中に入った後に原稿を搬送する搬送路に出て多重反射したりして、搬送ガイドを挟んで
反対側に配置される他方の読取手段に侵入することがない。したがって、光学的干渉を防
止することができる。また



【００２７】
また本発明は、原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガイドと、
光源を有し、前記搬送ガイドの一方側で、搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面を
読み取る第１の読取手段と、
前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、前記搬送ガイドの他方側で、搬送ガイ
ドに沿って搬送される原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取装
置において、
前記第２の読取手段は、搬送される原稿に照射する光源と、原稿からの反射光を採光する
採光口とを有し、前記第１の読取手段の光源から第２の読取手段の採光口を見込んだ見込
み角が小さくなるように第２の読取手段側の搬送ガイドを傾斜させたことを特徴とする両
面画像読取装置である。
【００２８】
本発明に従えば、原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガイドの
一方側で、搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面を読み取る第１の読取手段の光源
から、前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、搬送ガイドに沿って搬送される
原稿の他表面を読み取る第２の読取手段の採光口を見込んだ見込み角が小さくなるように
第２の読取手段側の搬送ガイド、つまり第２の読取手段に対向し、この第２読取手段が読
み取る原稿が搬送される部分の搬送ガイドを傾斜させることによって２つの読取手段の光
学的干渉を防止することができる。
【００２９】
また本発明は、前記搬送ガイドの傾斜に合わせて第２の読取手段を傾斜させることを特徴
とする。
【００３０】
本発明に従えば、搬送ガイドの傾斜に合わせて第２の読取手段を傾斜させるので、第１の
読取手段と第２の読取手段の光学的干渉をさらに防止することができるとともに、第１の
読取手段は傾斜させる必要がないので、たとえば第１の読取手段を平行移動させて、静止
原稿を読み取らせる構成とすることが可能である。
【００３１】
また本発明は、前記第１の読取手段は、画像を縮小して読み取り、
前記第２の読取手段は、画像を等倍で読み取り、
前記第１の読取手段を搬送ガイドの下方に配置し、前記第２の読取手段は搬送ガイドの上
側に配置されることを特徴とする。
【００３２】
本発明に従えば、第１読取手段は画像を縮小して読み取り、第２読取手段は画像を等倍で
読み取る構成とし、配置に大きなスペースが必要な、画像を縮小して読み取る第１の読取
手段を搬送ガイドの下方に配置し、配置に小さなスペースでよい、画像を等倍で読み取る
第２の読取手段を搬送ガイドの上方に配置するので、装置を小型化することができる。
【００３３】
　また本発明は、原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガイドと
、
　搬送ガイドに沿って原稿を一方向に搬送する搬送手段と、
　 前記搬送ガイドの一方側に配置され、搬送ガイドに沿って搬送される原稿
の一表面を読み取る第１の読取手段と、
　 前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、搬送ガイドに沿って搬
送される原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とを備える両面画像読取装置 、
　搬送手段 、原稿の搬送方向に対して第１の読取手段と第２の読取手段との間に配置

ことを特徴とする両面画像読取装置である。
【００３４】
　本発明に従えば、原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガイド
の一方側に搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面を読み取る第１の読取手段を配置
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し、前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、搬送ガイドに沿って搬送される原
稿の他表面を読み取る第２の読取手段を配置し、原稿の搬送ガイド搬送方向に対して第１
の読取手段と第２の読取手段との間に原稿を一方向に搬送 る搬送手段を配置す
ることによって、第１の読取手段または第２の読取手段からの光が他方の読取手段に読み
取られる光学的干渉を防止することができる。また、たとえば搬送手段をローラとすると
、ローラによって原稿を搬送ガイドに押さえつけながら搬送することができ、原稿が原稿
ガイドから浮くことがないので原稿をより忠実に読み込むことができる。
【００３５】
また本発明は、前記搬送ガイドは、第１の読取手段に対する領域と第２の読取手段に対す
る領域とで分割して配置され、
前記搬送手段は、原稿を挟んで搬送する一対のローラであることを特徴とする。
【００３６】
本発明に従えば、搬送ガイドは第１の読取手段の対向する部分と第２の読取手段の対向す
る部分の２つの部分で別々に構成され、第１の読取手段と第２の読取手段との間に一対の
ローラを配置して２つの読取手段の間を遮光することができるので、一方の読取手段の光
が他方の読取手段で読み取られると言った光学的干渉を防止することができる。また、原
稿ガイド内を透過する迷光などによる光学的干渉も防止できる。また、一対のローラで挟
んで原稿を搬送することによって、安定した搬送が可能である。また、前記一対のローラ
によって原稿が搬送ガイドから浮くことを押さえることができるので、原稿をより忠実に
読み込むことができる。
【００３７】
また本発明は、前記ローラは、光吸収体を有することを特徴とする。
本発明に従えば、前記ローラは光吸収体を有するので、ローラに照射された光を吸収する
ことができる。
【００３８】
また本発明は、第１の読取手段または第２の読取手段は移動走査する２つの走査ユニット
を有し、
両ユニットの光路を前記ローラ対が遮らない位置に配置されることを特徴とする。
【００３９】
本発明に従えば、第１の読取手段または第２の読取手段は移動走査する２つの走査ユニッ
トを有していても、両ユニットの光路を遮らない位置に前記ローラが配置されるので、た
とえば第１の読取手段および第２の読取手段に画像を縮小して読み取る縮小光学系を用い
た読取手段を用いることができる。
【００４０】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の一形態である両面画像読取装置１の概略断面図である。両面画像
読取装置１は、下部筐体２および上部筐体３および排紙トレイ４を備える。上部筐体３は
下部筐体２の上に配置され、排紙トレイ４は下部筐体３の側部に配置される。上部筐体３
は、図１の紙面に垂直な方向の奥側でヒンジによって下部筐体２と接合され、このヒンジ
を回動支点として上方に回動する。これによって下部筐体３の上部筐体２に対向する面、
つまり上面を図１の紙面に垂直な方向の手前側から開放できるようになっている。
【００４１】
両面画像読取装置１は、原稿を静止させて読み取る静止読取モードと、原稿を搬送させな
がら読み取る走行読取モードとの２つの読取方法で原稿を読み取ることができる。走行読
取モードでは、原稿の片面を読み取る片面読取モードと、原稿の両面の画像を読み取る両
面読取モードとの２つの読取方法で原稿を読み取ることができる。
【００４２】
下部筐体２は、原稿の一表面の画像を読み取る第１の読取手段である第１読取部２０を備
え、上部筐体３は原稿の他表面の画像を読み取る第２の読取手段である第２読取部３０を
備える。前記静止読取モードおよび走行読取モードの片面読取モードでは、下部筐体２の
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内部に配置される第１読取部２０によって原稿の片面の画像を読み取る。前記走行読取モ
ードの両面読取モードでは、下部筐体２の内部に配置される第１読取部２０および上部筐
体３の内部に配置される第２読取部３０の両者を用いて原稿の両面の画像を読み取る。本
実施形態では、走行読取モードの片面読取モードでは下部筐体２の第１読取部２０によっ
て原稿を読み取る。また、本実施形態の両面画像読取装置１では、走行読取モードの片面
読取モードでは、下部筐体２の第１読取部２０を用いて原稿を読み取るが、上部筐体３の
第２読取部３０を用いて原稿を読み取る構成としてもよい。
【００４３】
以下に、両面画像読取装置１の具体的な構成について説明する。
下部筐体２は、第１読取部２０の他に、走行読取モードで原稿を読み取るときに原稿が搬
送される搬送路を形成する第１搬送ガイドとなる第１コンタクトガラス２１および第２搬
送ガイドとなる第２コンタクトガラス２２を備える。第１コンタクトガラス２１は、板状
の光透過体であり、下部筐体２の上部筐体３に臨む面に配置される。静止読取モードで原
稿を読み取る場合、この第１コンタクトガラス２１の上に原稿を載置する。
【００４４】
第２コンタクトガラス２２は、板状の光透過体であり、下部筐体２の上部筐体３に臨む面
に第１コンタクトガラス２１とともに並置される。この第２コンタクトガラス２２は、第
１コンタクトガラス２１と下部筐体２の側部に配置される排紙トレイ４との間に配置され
る。前記第１コンタクトガラス２１の第２コンタクトガラス２２側の端部および第２コン
タクトガラス２２は、走行読取モードで原稿を読み取る際に原稿が搬送される原稿搬送路
３７を形成するためのガイドとなる。走行読取モードでは第１コンタクトガラス２１側か
ら第２コンタクトガラス２２側に向かう方向に原稿が搬送される。このため、原稿が第１
コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２の間隙で引っかからないように第
１のコンタクトガラス２１の上面を第２コンタクトガラス２２の上面よりも上側となるよ
うに２つのコンタクトガラスを配置している。
【００４５】
第１コンタクトガラス２１の第２コンタクトガラス２２との間に臨む端面、および第２コ
ンタクトガラス２２の第１コンタクトガラス２１との間に臨む端面には、図２に示すよう
に光の通過を妨げる遮光手段として光吸収体である黒色の塗料１２１，１２２が塗布され
ている。
【００４６】
第１コンタクトガラス２１は、原稿を載置する位置を示す原稿基準板２１０を上面に備え
る。原稿基準板２１０は、第１コンタクトガラス２１の第２コンタクトガラス２２が並置
される側に配置される。原稿基準板２１０は、第１コンタクトガラス２１に載置する原稿
のサイズおよび載置方向を示す指標を備える。したがって、利用者はこの指標に従って第
１コンタクトガラス２１の上に原稿を容易に載置することができる。
【００４７】
原稿基準板２１０の第１コンタクトガラス２１を挟んで反対側には、後述する第１読取部
２０のＣＣＤ２６のシェーディングを実施するため、つまり白レベルの決定を行うため、
白色の基準となる板状部材である第１基準白板２１１が設けられている。
【００４８】
第２コンタクトガラス２２の上部筐体３に臨む面とは反対側の面には、後述する第２読取
部３０のイメージセンサ８２のシェーディングを実施するための白色の基準となる板状部
材である第２基準白板２１２が設けられている。また、第２基準白板２１２の第２コンタ
クトガラス２２に臨む面とは反対側の面には、光の通過を妨げる遮光部材２１３が設けら
れている。
【００４９】
第１読取部２０は、第１走査ユニット２３、第２走査ユニット２４、結像レンズ２５およ
び光を電気信号に変換する光電変換手段であるＣＣＤ（ Charge Coupled Device）２６を
備える。第１読取部２０は、第１コンタクトガラス２１上に載置された原稿の画像を縮小
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して読み取る縮小光学系の読取手段である。
【００５０】
以下に、第１読取部２０に関して詳細に構成を説明する。
第１走査ユニット２３は、光源２３０、第１反射ミラー２３１およびこれらを保持するフ
レーム２３２とを備える。光源２３０は、キセノンランプなどからなる露光ランプ２３３
とリフレクタ２３４とから構成される。第１走査ユニット２３は第１コンタクトガラス２
１に沿って、下部筐体２の排紙トレイ４が配置される側面から他方側の側面に向かう方向
（図１の左から右）に一定速度Ｖで移動しながら第１コンタクトレンズ２１の上に載置さ
れる原稿の画像を読み取る。光源２３０からの光は原稿で反射し、フレーム２３２に形成
されたスリット２３５を通過して第１反射ミラー２３１に到達する。第１反射ミラー２３
１に到達した反射光は、第２走査ユニット２４に導かれる。
【００５１】
第２走査ユニット２４は、第２反射ミラー２４０および第３反射ミラー２４１を備える。
第２走査ユニット２４は、第１走査ユニット２３に追随してＶ／２の速度で移動する。第
１走査ユニット２３の第１反射ミラー２３１からの光は、第２反射ミラー２４０および第
３反射ミラー２４１で反射されて結像レンズ２５に導かれる。
【００５２】
結像レンズ２５は、第２走査ユニット２４の第３反射ミラー２４１によって反射された光
をＣＣＤ２６上で結像させる。ＣＣＤ２６は、結像レンズ２５からの光を電気的画像信号
（以下、画像信号と呼称する）に変換する。ＣＣＤ２６によって生成された画像信号はア
ナログの画像データであり、この画像データは図示しない画像処理手段によってディジタ
ルの画像データに変換して記憶手段に記憶される。このＣＣＤ２６によって生成された画
像信号の処理については後述する。
【００５３】
なお、第１走査ユニット２３および第２走査ユニット２４には、これらの各走査ユニット
を同期させて同じ方向に移動させるため、図示しないワイヤが巻きかけられている。そし
て、このワイヤを介して図示しないステッピングモータによって、各走査ユニットを移動
させる。
【００５４】
第１読取部２０の第１走査ユニット２３は、原稿の読み取りに使用されていない待機中に
は、原稿基準板２１０の下方位置（図１中の pos１の位置）とこの pos１の位置よりも排紙
トレイ４側である第１コンタクトガラス２１の一方端部の下方位置（図１中の pos３の位
置）との中間の位置に停止している。この位置をホームポジション（図１中の pos０の位
置）とする。第１走査ユニット２３は静止読取モードで第１コンタクトガラス２１の上に
載置された原稿の読み取りに加えて、走行読取モードの場合に走行状態にある原稿から画
像を読み取る機能を有している。第１コンタクトガラス２１上の原稿を読み取る場合、第
１走査ユニット２３は、 pos０の位置から移動を開始して pos１の位置を通過して第１コン
タクトガラス２１の他方端部の下方位置（図１中の pos２の位置）の方向に、図示しない
原稿のサイズ検出手段で検出された原稿サイズに応じて所定距離だけ移動し、その後 pos
０の位置に戻るといった往復運動をする。一方、走行読取モードで走行状態の原稿を読み
取るときには、第１走査ユニット１２は pos０の位置から pos３の位置に移動して、 pos３
の位置に停止した状態で原稿を読み取る。
【００５５】
第１コンタクトガラス２１上の原稿搬送路３７では、図２に示すように第１コンタクトガ
ラス２１上を搬送される原稿を読み取る第１読取領域１５が設定されている。第１読取部
２０の読取光路が第１読取領域１５内に入るように、第１読取部２０の第１反射ミラー２
３１、第２反射ミラー２４０、第３反射ミラー２４１、結像レンズ２５およびＣＣＤ２６
の各光学部品の位置関係が設定されている。各光学部品の位置関係によってＣＣＤ２６が
結像レンズ２５を介して読み取ることができる読取光路の中心面が第１走査ユニット２３
のフレーム２３２に形成されたスリット２３５のほぼ中心を通過するように配置される。
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ここで読取光路とは、図２の紙面に垂直な方向、つまり主走査方向に走行原稿の最大幅以
上に延びる細長い光路である。また、読取光路の中心面とは、光路の光が移動する方向の
各断面の中心線を光路方向に連続的につなげて形成される面である。このように、光学部
品を配置することによって読取光路の傾きによって原稿を読み取ることができないといっ
た問題を防止できる。
【００５６】
このように、第１読取部２０の読取光路が第１読取領域１５中に入り、第１読取部２０の
中心面が、第１読取部２０のフレーム２３２に形成されたスリット２３５のほぼ中心を通
過するように、第１読取部２０の各光学部品が設定された状態で第１走査ユニット２３の
位置を pos３の位置とする。第１走査ユニットが pos３の位置で露光ランプ２３２を点灯さ
せて、露光ランプ２３２からの直接光と、露光ランプ２３２の光がリフレクタ２３４で反
射した間接光とで第１読取領域１５を通過する原稿を照射して、原稿の第１読取部２０に
対向する面の画像を読み取る。このため、第１読取領域１５近傍は、光の通過を妨げない
ように他の部材が配置されない。
【００５７】
また、下部筐体２の排紙トレイ４側端部には、回転自在な下部排出ローラ５０が下部筐体
２に一体となって取り付けられている。下部排出ローラ５０は、走行読取モードの場合に
、原稿の排出に用いられる。
【００５８】
次に、図１を再び参照して上部筐体３について詳細な構成を説明する。
上部筐体３は第２読取部３０の他に、ＯＣマット３１、原稿セットトレイ３２、開放扉３
３および原稿搬送部３４を備える。ＯＣマット３１は、下部筐体２の第１コンタクトガラ
ス２１に対向する面に設けられ、上部筐体３を下部筐体２に密着させた状態で原稿を第１
コンタクトガラス２１に押し付ける位置に配置される。ＯＣマット３１は、第１コンタク
トガラス２１上に載置される原稿に接触する白色のシート体と、この白色のシート体と上
部筐体３との間に配置されるスポンジなどの弾性発泡体によって構成される。
【００５９】
原稿セットトレイ３２は、走行読取モードで読み取る原稿を載置するための台であり、上
部筐体３の外装に一体的に設けられている。本実施形態では、走行読取モードの片面読取
モードでは下部筐体２の第１読取部２０を用いるので、原稿の表面が上部筐体３側、つま
り下側となり、原稿の裏面が上側となるように原稿が原稿セットトレイ３２に載置される
。
【００６０】
開放扉３３は、第２読取部３０の上部筐体３への取り付け、および第２読取部３０の取り
付け状態を調整するために上部筐体３の上面に設けられている開閉自在の扉である。
【００６１】
第２読取部３０は、原稿を等倍で読み取る等倍光学系の読取手段であり、イメージセンサ
ユニット３５などを備える。第２読取部３０は、原稿セットトレイ３２に載置された原稿
が搬送されている状態で原稿の他表面の画像、本実施形態では原稿の裏面の画像を読み取
る。第２読取部３０は、下部筐体２の第１読取部２０が原稿搬送モードの時に配置される
pos３の位置よりも、原稿が搬送される原稿搬送方向の下流側となる位置で、第２コンタ
クトガラス２２の上方となる位置に配置される。第２読取部３０は、図２に示すように原
稿搬送路３７の第２読取領域１６を読み取る。
【００６２】
原稿搬送部３４は、原稿を搬送する原稿搬送路３７を形成する上部筐体上部搬送ガイド３
８Ａ、上部筐体下部搬送ガイド３８Ｂ、上部筐体原稿ガイド３８Ｃおよび前記原稿搬送路
３７に沿って原稿を搬送する原稿搬送手段３９を備える。原稿搬送部３４は、排紙トレイ
４が配置される側に配置され、原稿を原稿セットトレイ３２から排紙トレイ４へと搬送す
る。原稿搬送手段３９は、原稿セットトレイ３２に載置された原稿を原稿搬送路３７に取
り入れて、原稿搬送路３７を搬送中に第１読取部２０および第２読取部３０に原稿を読み
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取らせた後に、排紙トレイ４に原稿を排出する。
【００６３】
以下に、原稿搬送部３４について詳細な構成を説明する。
図３は、原稿搬送部３４の近傍を拡大して示す概略断面図である。原稿搬送部３４の原稿
搬送手段３９は、原稿セット検出センサ４０、給紙補助ローラ４１、原稿抑え板４２、摩
擦パッド４３、給送ローラ４４、給送タイミングセンサ４５、整合ローラ対４６および原
稿排出部４７を備える。
【００６４】
原稿セット検出センサ４０は、原稿セットトレイ３２に原稿が載置されているか否かを検
出する。
【００６５】
給送補助ローラ４１および原稿抑え板４２は、原稿セット検出センサ４０の検出結果に基
づき、原稿セットトレイ３２に載置されている原稿を原稿搬送路３７に取り込む。原稿抑
え板４２は、上方から給送補助ローラ４１に接触し、補助ローラ４１が図３の紙面に垂直
な方向に延びる回転軸を中心に矢符Ａの方向に回転することによって、原稿は補助給送ロ
ーラ４１および原稿抑え板４２間に挟持されて搬送される。
【００６６】
摩擦パッド４３および給送ローラ４４は、給送補助ローラ４１および原稿抑え板４２の原
稿搬送方向下流側に配置され、前記給送補助ローラ４１および原稿抑え板４２によって原
稿搬送路３７に取り込まれた原稿を一枚ずつ分離して原稿を搬送する。摩擦パッド４３は
、上方から給送ローラ４４に圧接し、給送ローラ４４が図３の紙面に垂直な方向に延びる
回転軸を中心に矢符Ｂの方向に回転駆動することによって、摩擦パッド４３と給送ローラ
４４との圧接部で原稿が１枚ずつ分離される。
【００６７】
給送タイミングセンサ４５は、摩擦パッド４３および給送ローラ４４の原稿搬送方向下流
側に配置され、原稿を読み取るタイミングを計るために原稿搬送路３７内部の原稿の有無
を検出する。
【００６８】
整合ローラ対４６は、給送タイミングセンサ４５の原稿搬送方向下流側に配置される。整
合ローラ対４６は、上側に配置される上整合ローラ４６Ａおよびこの上整合ローラ４６Ａ
の下側で、上整合ローラ４６Ａに接触して配置される下整合ローラ４６Ｂとから構成され
る。上整合ローラ４６Ａが図３の紙面に垂直な方向に延びる回転軸を中心に矢符Ｃの方向
に回転することによって、下整合ローラ４６Ｂが図３の紙面に垂直な方向に延びる回転軸
を中心に矢符Ｄの方向に従動回転し、この上整合ローラ４６Ａおよび下整合ローラ４６Ｂ
の間に原稿を挟持して搬送する。整合ローラ対４６は、給送タイミングセンサ４５の検出
結果に基づいて、摩擦パッド４３および給送ローラ４４によって一枚ずつ分離して送られ
てくる原稿の搬送方向端部が、原稿の搬送方向に対して直角となるように原稿の傾きを修
正して搬送する。
【００６９】
前記給送補助ローラ４１、給送ローラ４４および上整合ローラ４６Ａは、その回転軸に電
磁クラッチ（図示せず）を備えており、駆動モータ（図示せず）からの駆動力が伝達され
ない停止状態と、駆動モータからの駆動力が伝達される動作状態とに切り替え制御できる
ようになっている。給送補助ローラ４１および給送ローラ４４は、原稿の搬送中は電磁ク
ラッチがオンになって回転し、原稿の搬送を停止する際には電磁クラッチがオフになって
回転を停止する。整合ローラ対４６は、整合ローラ対４６の搬送方向上流側に原稿がない
場合では、電磁クラッチがオフになって回転を停止した状態となっている。そして原稿の
先端が給送タイミングセンサ４５に接触すると、このセンサから所定の信号が発せられる
。その後原稿の先端が整合ローラ対４６のニップ部に突き当たり、原稿にたわみが形成さ
れ始める。給送タイミングセンサ４５から所定の信号が発せられると、所定の時間をセッ
トしたタイマーがスタートしている。このタイマーに合わせて整合ローラ対４６の電磁ク
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ラッチをオンにして整合ローラ対４６を回転させて原稿を搬送方向下流側に送り出す。原
稿が整合ローラ対４６のニップ部に突き当たった時点からタイマーが所定時間を計時する
までの間に原稿にたわみが形成される。この原稿のたわみによる弾性力によって、原稿の
先端が整合ローラ対４６のニップ部の原稿搬送方向上流側の縁に揃うように押し当てられ
る。整合ローラ対４６のニップ部の原稿搬送方向上流側の縁が原稿搬送路３７の搬送方向
に垂直な方向に平行となるように、整合ローラ対４６は予め上部筐体２に取り付けられて
いる。このようにして、整合ローラ対４６によって原稿搬送方向に対する原稿の傾きが修
正される。
【００７０】
原稿排出部４７は、上部排出ローラ４８および原稿排出センサ４９を備えている。上部排
出ローラ４８は、上部筐体３の排紙トレイ４の配置される一方側の端部で、上部筐体３に
一体的に設けられ、上部筐体３の内部に配置される駆動機構によって図２の紙面に垂直な
方向に延びる回転軸を中心に矢符Ｅの方向の回転駆動する。上部排出ローラ４８は、下部
筐体２および上部筐体３が密着している状態で、下部筐体２の下排出ローラ５０に接触し
、従動ローラである下部排出ローラ５０とともに原稿を挟持搬送する。原稿排出センサ４
９は、上部排出ローラ４８の原稿搬送方向下流側に配置されており、原稿が用紙トレイに
排出されると排出完了信号を後述する制御手段に伝達する。
【００７１】
原稿搬送路３７は、給送補助ローラ４１および原稿抑え板４２の接触部、摩擦パッド４３
および給送ローラ４４の圧接部、整合ローラ対４６のニップ部を経て、上排出ローラ４９
および下排出ローラ５０のニップ部に至るように延びている。原稿搬送路３７を所定の間
隙に規定するために、給送補助ローラ４１および原稿抑え板４２の接触部から整合ローラ
対４６のニップ部までの間の原稿搬送路３７の上側には上部筐体上部搬送ガイド３８Ａが
形成され、原稿搬送路３７の下側には上部筐体下部搬送ガイド３８Ｂが形成されている。
また、整合ローラ対４６の原稿搬送方向下流側から上部排出ローラ４８までの原稿搬送路
３７の上側には上部筐体原稿ガイド３８Ｃが上部筐体３に一体的に形成される。また、上
部筐体３では、上部原稿ガイド３８Ｃから上部排出ローラ４８までの間では上部筐体の壁
面に一体的に形成されている。上部筐体原稿ガイド３８Ｃは、下部筐体２の第 1コンタク
トガラス（第１搬送ガイド）２１および第２コンタクトガラス（第２搬送ガイド）２２、
第２コンタクトガラス２２から下部排出ローラ５０まで下部筐体２の上面に一体的に形成
されたガイドとともに原稿搬送路３７を形成する。なお、上部筐体原稿ガイド３８Ｃの原
稿搬送路３７側の面には黒い塗料が塗布されている。
【００７２】
上述の給送タイミングセンサ４５は一方側端部を支点として角変位する検出片４５ａを備
える。この検出片４５ａは、上部筐体上部搬送ガイド３８Ａに設けられる開口部から突出
し、上部筐体下部搬送ガイド３８Ｂに設けられる開口部に届くように構成される。原稿の
先端がこの検出片４５ａを押すと、上部筐体上部搬送ガイド３８Ａの原稿を搬送する側と
は反対側に配置された給送タイミングセンサ４５の本体中に配置されたフォトインタラプ
タ間の光を遮って給送タイミングセンサ４５が原稿の到来を検出する。
【００７３】
　原稿搬送路３７のうちで、摩擦パッド４３および給送ローラ４４との圧接部から整合ロ
ーラ対４６のニップ部との間の部分、および整合ローラ４６の原稿搬送方向下流側に所定
距離だけ離れた部分の原稿搬送路３７は、上部筐体３の上面に形成さ る原稿セットトレ
イ３２の原稿を下部筐体２の上面まで搬送するため下方に傾斜し、略直線状に形成されて
いる。さらに、原稿搬送路３７は、前記原稿搬送路３７の傾斜部の原稿搬送方向下流側端
部からは、略水平方向で略直線状に上部排出ローラ４８および下部排出ローラ５０のニッ
プ部まで延びている。
【００７４】
上部筐体原稿ガイド３８Ｃは、下部筐体２の第２コンタクトガラス２２に対向する位置に
光透過体である第３コンタクトガラス６０を備える。上部筐体原稿ガイド３８Ｃの第２コ
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ンタクトガラス２２に対する位置は、この上部筐体原稿ガイド３８Ｃから原稿搬送路３７
側に突出する複数の位置決め突起６１によって設定される。第３コンタクトガラス６０は
、上部筐体原稿ガイド３８Ｃの原稿搬送路３７側に形成される凹部に接着剤で接着されて
いる。第３コンタクトガラス６０は、上部筐体原稿ガイド３８Ｃの原稿搬送路３７側の面
と第３コンタクトガラス６０の第２コンタクトガラス２２に対向する面とが略水平になる
ように配置する。この第３コンタクトガラス６０の原稿搬送路３７とは反対側に第２読取
部３０が配置される。第３コンタクトガラス６０は、第２読取部３０と原稿との間の光透
過を実現させるとともに、原稿のジャムを防止する。
【００７５】
次に、図２を参照して第２読取部３０の構成を詳細に説明する。第２読取部３０は、イメ
ージセンサユニット３５、ユニット固定板６５およびユニット保持板６６を備え構成され
る。イメージセンサユニット３５は、上部筐体原稿ガイド３８Ｃに設けられた第３コンタ
クトガラス６０の上に配置される。このイメージセンサユニット３５は、原稿搬送方向に
対して直角となる方向に延びて上部筐体３に固定される取付基準板６７に対し、ユニット
固定板６５およびユニット保持基板６６を介して吊り下げられて設置している。
【００７６】
図４は、イメージセンサユニット３５の設置構成を示す斜視断面図である。取付基準板６
７は、中央部分に開口部６８を有する。開口部６８の原稿搬送方向の両端部は、上方に立
設して、その上方に立設する部分の端部から開口部６８の外側に向かってＬ字状に延びる
曲げ起こし部７０が設けられている。原稿搬送方向並んで配置される前記曲げ起こし部７
０に板状のユニット固定板６５が渡され、このユニット固定板６５がイメージセンサユニ
ット固定ビス７１によって固定される。
【００７７】
ユニット保持板６６は、中空の四角柱形状の部材であり、内部にユニット固定板６５を挿
通させた状態で、上方からイメージセンサユニット調整ビス７２によってユニット保持板
６６に固定されている。イメージセンサユニット３５は、ユニット保持板６６に堅固に固
定されている。また、取付基準板６７に対するユニット固定板６５の高さ位置および姿勢
は、複数のイメージセンサユニット固定ビス７１およびイメージセンサユニット調整ビス
７２を調整することによって所定範囲でずらすことが可能となっている。つまり、イメー
ジセンサユニット３５の姿勢および第３コンタクトガラス６０との相対的な距離である高
さ位置を、前記イメージセンサユニット固定ビス７１およびイメージセンサユニット調整
ビス７２を調整することによって微小単位で制御できる。これによって、イメージセンサ
ユニット３５を最適な姿勢、および最適な位置に厳密に配置することが容易となる。
【００７８】
また、図４に示すように上部筐体原稿ガイド３８Ｃは、取付基準板６７の原稿搬送方向と
は垂直な方向の両端部に段つきビス７２およびガイド付勢用ばね７３で固定されている。
これによって、原稿搬送路３７の高さ、つまり上部筐体原稿ガイド３８Ｃと第１コンタク
トガラス２１および第２コンタクトガラス２２との間の距離を、各部品の精度の相違があ
っても常に一定とすることができる。
【００７９】
また、上述したイメージセンサユニット固定ビス７１およびイメージセンサユニット調整
ビス７２の調整は、図５に示すように開放扉３３を開放することによって、上部筐体３の
上方から行うことができる。さらに、第２読取部３０は、図５に示すように開放扉３３を
開放することによって着脱可能な構成としている。
【００８０】
次に、第２読取部３０のイメージセンサユニット３５について詳細な構成を説明する。イ
メージセンサユニット３５は、その内部に原稿を照射する光源であるＬＥＤ（ Light Emit
ting Diode）アレイ８０、原稿からの反射光を集光する棒状レンズアレイ８１、受光の強
度に応じた画像信号を生成するイメージセンサ８２、および原稿搬送路３７に対抗する面
に前記ＬＥＤアレイ８０から原稿を照射し、原稿からの反射光を採光する採光口９５を有
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する。イメージセンサ８２は、密着型の光電変換素子（ＣＩＳ： Contact Image Sensor）
である。棒状レンズアレイ８１の焦点は原稿搬送路３７の高さの中央部、つまり上部筐体
３と第２コンタクトガラス２２との間の間隙の中央部よりも、やや第２コンタクトガラス
２２よりに合うように設定されている。これによって、棒状レンズアレイ８１の被写界深
度は、第２コンタクトガラス２２の表面から原稿搬送路３７の高さの大部分を占める。し
たがって、イメージセンサ８２が受光する第２基準白板２１２からの反射光は、第２コン
タクトレンズ２２の厚さを光が往復する際に、第２コンタクトガラス２２に光が吸収され
ることと、棒状レンズアレイの焦点距離がずれていることによって、原稿搬送路３３を通
過する原稿の白部からの反射光よりも低下することとなる。この反射光の低下分は、第２
基準白板２１２の読取値に対してルックアップテーブルに格納した予め定められる補正値
を参照して、補正されて白レベルが決定される。また、イメージセンサユニット３５の採
光口９５は、単に開口しているだけでもよいが、本実施形態では光透過体を採光口９５に
設置することによって、埃などのイメージセンサユニット３５の内部への侵入を防止して
いる。
【００８１】
次に、両面画像読取装置１の読取処理について図１を用いて説明する。
静止読取モードでは、下部筐体２の第１読取部２０のみを用いて原稿を読み取る。第１読
取部２０の第１走査ユニット２３は、まず、 pos０の位置に配置される。そして制御手段
の指示に応じて、 pos１の位置から第１コンタクトガラス２１上に載置された原稿を走査
しながら第２走査ユニット２４とともに pos２の位置に向かって移動する。これによって
、ＣＣＤ２６に原稿の画像に応じた反射光を受光させることが可能となる。このように、
第１読取部２０は第１コンタクトガラス２１上に載置した原稿の下側の面に形成されてい
る画像を読み取ることとなる。
【００８２】
一方、走行読取モードでは、原稿の片面を読み取る片面読取モードと原稿の両面を読み取
る両面読取モードとの選択が可能となる。双方読取モードの片面読取モードでは、第１読
取部２０だけが原稿の読み取りに用いられる。このモードの指示があると、第１読取部２
０の第１走査ユニット２３は、 pos０の位置から pos３の位置に移動して停止し、そのまま
停止状態を維持して、上部筐体３の原稿搬送手段３９によって搬送される原稿の読み取り
を行う。そして、制御手段の指示に応じて、ＣＣＤ２６が第１コンタクトガラス２１を介
して原稿を下側から読み取る。すなわち、第１読取部２０は原稿の下側に形成されている
画像、本実施形態では表側に形成されている画像を読み取る。
【００８３】
走行読取モードの両面読取モードでは、第１読取部２０および第２読取部３０の両者が原
稿の読み取りに用いられる。このとき、第１読取部２０の第１走査ユニット２３は、走行
読取モードの片面読取モードのときと同様に第１コンタクトガラス２１の端部の下方であ
る pos３の位置に停止する。そして、制御手段の指示に応じて第１読取部２０が第１コン
タクトガラス２１を介して搬送される原稿の画像を下側から読み取る。また、第２読取部
３０が第３コンタクトガラス６０を介して搬送される原稿の上側の面、本実施形態では裏
面に形成されている画像を読み取る。このように、両面読取モードでは第１読取部２０お
よび第２読取部３０が搬送される原稿の画像を上下方向から同時に読み取る。
【００８４】
第１読取部２０および第２読取部３０画像を読み取るときに原稿に光を照射するが、第１
コンタクトガラス２１の第２コンタクトガラス２２との間に臨む端面、および第２コンタ
クトガラス２２の第１コンタクトガラス２１との間に臨む端面には黒色の塗料１２１，１
２２がそれぞれ塗布されているので、第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガ
ラス２２の端面から一方の読取部の光が入射し、多重反射して他方の読取部に入って干渉
することを防止することができる。また、本実施形態では、黒色の塗料１２１および１２
２を第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２の端面に塗布するだけで
光学的干渉を防止することができるので、装置の構成が容易であり、また隙間が少なくて
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も遮光が可能である。また、遮光手段が搬送ガイドに一体となって形成されるので、組み
付けが容易であり、装置の部品点数を少なくできる。
【００８５】
以上のように、両面画像読取装置１では、第１読取部２０および第２読取部３０が原稿を
挟んで配置され、搬送される原稿の表裏の両面を一度に読み取る。したがって、１つの読
取部で一表面の画像を読み取り、後に原稿を反転して他表面の画像を読み取る構成とした
画像読取装置に比べて原稿の読み取りが迅速に行える。
【００８６】
また、上部筐体３に形成される原稿搬送手段３９によって原稿を搬送するだけで原稿の両
面を読み取れるので装置の構造を簡略化することができる。さらに、原稿の傾きを直すた
めの整合手段を一箇所だけ設ければよいので搬送制御が容易となる。したがって、静止読
取モードばかり使用して走行読取モードおよび両面読取モードの使用頻度が低い使用者で
あっても、装置構成が大きくなることがない。また装置構成が複雑になり、コストが高く
なるといった問題を解消することができる。
【００８７】
また、両面画像読取装置１では、上部筐体３の上部に設けられる開放扉３３を開放するこ
とによって、原稿搬送部３４の構成部材の少ない部分の上側から第２読取部３０を着脱す
ることができる。したがって、構成部材の設計度を高めることができる。
【００８８】
また、第２読取部３０のイメージセンサユニット３５の高さ位置および姿勢を原稿搬送路
３７に対して容易に調整することができるので、画像の劣化の原因となるイメージセンサ
ユニット３５の位置ずれを容易に解消することができる。
【００８９】
さらに、上部筐体原稿ガイド３８Ｃの高さ位置および姿勢も容易に調整することができ、
原稿搬送路３７を最適な高さで構成することができるので、原稿のジャムを防止すること
ができる。
【００９０】
また、下部筐体２で第１搬送ガイドである第１コンタクトガラス２１の下方に大きな設置
スペースが必要な原稿を縮小して読み取る第１読取手段２０を配置し、第２コンタクトガ
ラス２２の上方の上部筐体原稿ガイド３８Ｃの上に設置スペースが小さくてもよい原稿を
等倍で読み取る第２読取部３０を配置することによって装置の小型化を図ることができる
。
【００９１】
図６は、上述した両面画像読取装置１の電気的構成を示すブロックである。両面画像読取
装置１は、上述した各部の他に装置を制御する制御手段および原稿から読み取った画像信
号を処理する画像処理手段を備える。
【００９２】
制御手段は、システムコントローラ１００、通信制御部１０１、読取制御部１０２、シス
テムバス１０３、第１光源制御基板１０６、第１読取部駆動モータ制御基板１０８、第２
光源制御基板１０７、原稿搬送手段駆動モータ制御基板１１１および操作部１１５などを
備える。
【００９３】
画像処理手段は、画像処理部１２０，１３０、画像処理中継部１０４および画像メモリ１
０５などを備える。
【００９４】
システムコントローラ１００は、通信制御部１０１を介して読取制御部１０２を制御し、
さらにシステムバス１０３を介して画像処理中継部１０４と画像メモリ１０５とを制御す
る。これによって、システムコントローラ１００は、原稿の読み取り動作が適切に行われ
るように、装置全体を制御する。
【００９５】
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第１光源基板１０６は、読取制御部１０２の信号に基づいて第１読取部２０の光源２３０
の露光ランプ２３３を点灯または消灯する。第２光源基板１０７は、読取制御部１０２の
信号に基づいて第２読取部３０のＬＥＤアレイ８０を点灯または消燈する。
【００９６】
第１読取部駆動モータ制御基板１０８は、読取制御部１０２の信号に基づいて、第１読取
部駆動モータ１０９を制御して、第１走査ユニット２３および第２走査ユニット２４を移
動させる。
【００９７】
第１読取部位置センサ群１１０は、第１走査ユニット２３が pos０、 pos１、 pos３および p
os４の位置に配置されたときに読取制御部１０２に基準位置信号を出す。
【００９８】
読取制御部１０２は、第１読取部位置センサ群１１０の基準位置信号と第１読取部駆動モ
ータ１０９のステップ数とを基に、第１走査ユニット２３の位置を算出して、第１読取部
制御モータ１０９を正逆転制御して、第１走査ユニット２３および第２走査ユニット２４
を往復移動させる。
【００９９】
駆動モータ制御基板１１１は、読取制御部１０２の信号によって駆動モータ１１２である
ステッピングモータをオンオフ制御して、原稿搬送手段３９を駆動し、給紙補助ローラ４
１、給紙ローラ４４、上整合ローラ４６Ａおよび上部排出ローラ４８に駆動力を伝達する
。また、駆動モータ１１２は駆動モータ制御基板１１１からのパルスレイトによって回転
速度を変えることができる。
【０１００】
原稿セット検出センサ４０、給紙タイミングセンサ４５および原稿排出センサ４９である
原稿検出センサ群１１３は、原稿がセンサの位置に到達した時に信号を読取制御部１０２
に伝達する。これに対して、読取制御部１０２は、原稿セット検出センサ４０、給紙タイ
ミングセンサ４５および原稿排出センサ４９からの信号とタイマーとによって原稿が適切
なタイミングで搬送されているか否かを算出する。ここで、搬送が適切ではないと判断さ
れると、たとえば原稿が搬送路に詰まったことを示すジャムなどの信号を、システムバス
１０３を介してシステムコントローラ１０２に伝える。
【０１０１】
電磁クラッチ群１１４は、読取制御部１０２からの信号によってオンオフして、原稿搬送
手段３９のそれぞれの駆動系に対して接続または非接続に切り換えて駆動系を停止したり
、回転したりする。
【０１０２】
操作部１１５は、使用者が両面画像読取装置１に対して各種指示を与えるユニットであり
、操作キーなどを備え、たとえば走行読取モードで原稿を読み取る場合、片面読取モード
または両面読取モードなどを選択することができる。
【０１０３】
次に、片面読取モードおよび片面読取モードのときの読み取り走査によって得られる画像
信号の処理に関して説明する。
【０１０４】
ＣＣＤ２６およびイメージセンサ８２によって得られた画像信号は、画像処理部１２０、
１３０にそれぞれ送られてきた後、この画像処理部１２０，１３０で所定の画像処理が行
われる。そして、画像処理中継部１０４に送られ、さらに所定の画像処理を施された後、
システムバス１０３を介して１ページ毎に区別されて記憶手段である画像メモリ１０５に
記憶される。画像処理部１２０，１３０は、アナログ信号処理部１２１，１３１、Ａ／Ｄ
変換部１２２，１３２、シェーディング補正部１２３，１３３、フィルタ処理部１２４，
１３４および濃度変換部１２５，１３５からそれぞれ構成されている。
【０１０５】
アナログ信号処理部１２１，１３１は、ＣＣＤ２６およびイメージセンサ８２から入力さ
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れる画像信号に、レベル変換処理、サンプルホールド処理および信号増幅処理を施してＡ
／Ｄ変換部１２２，１３２に出力する。ＣＣＤ２６とイメージセンサ８２とでは、光源か
らの光量、光電変換効率および出力信号レベルなどが異なるので、ＣＣＤ２６およびイメ
ージセンサ８２用にそれぞれ専用のアナログ信号処理部１２１，１３１が設けられている
。
【０１０６】
Ａ／Ｄ変換部１２２，１３２は、アナログ信号処理部１２１，１３１から入力されるアナ
ログの画像信号をディジタル変換して、量子化した画像信号をシェーディング補正部１２
３，１３３に出力する。
【０１０７】
シェーディング補正部１２３，１３３は、Ａ／Ｄ変換部１２２，１３２から入力される量
子化された画像信号に対して黒再生および白再生を施してフィルタ処理部１２４，１３４
に出力する。ここで、黒再生とは、ＣＣＤ２６またはイメージセンサ８２の暗示出力をサ
ンプリングして記憶し、読み取りデータである原稿読み取り時のＣＣＤ２６またはイメー
ジセンサ８２の出力する画像信号から減算することによって暗示出力の影響を削減するこ
とである。また、白再生とは、反射率の均一な基準白板を読み取ったときの画素ごとの画
像信号に基づいて、原稿読み取り時の画像信号を各画素に正規化し、光量のむらや光学部
品の影響およびＣＣＤ２６やイメージセンサ８２の感度のばらつきを補正することである
。
【０１０８】
フィルタ処理部１２４，１３４は、シェーディング補正部１２３，１３３から入力される
画像信号に、読取制御部１０４から設定されるフィルタ特性を決定する係数に基づいて所
定のフィルタ処理を行う。具体的には、空間フィルタリング処理を施すことによって、画
像の高周波成分を強調し、画像のぼけの修復を行う。すなわち、ＣＣＤ２６およびイメー
ジセンサ８２の出力する画像信号には、レンズおよびミラーなどの光学部品、ＣＣＤ２６
およびイメージセンサ８２の受光面のアパーチャ開口度、ＣＣＤ２６およびイメージセン
サ８２の転送効率や残像、物理的な走査による積分効果および走査むらなどに起因するＭ
ＴＦ（ Modulation Transfer Function）の劣化があり、前記フィルタ処理部によってこの
ＭＴＦの劣化を補償している。
【０１０９】
ＭＴＦは、ＣＣＤ２６とイメージセンサ８２とでは劣化の具合も大きく異なるので、それ
ぞれに適切なフィルタ処理部も設けて、フィルタ処理を行っている。また、ＭＴＦの劣化
は高周波領域であるほど顕著であるので、フィルタ処理部は高周波領域の画像信号に対し
て、画像のエッジの強調処理を行うことによって、ぼけを修復して画像品質を向上させて
いる。
【０１１０】
濃度変換処理部１２５，１３５は、フィルタ処理部１２４，１３４でフィルタ処理された
画像信号に濃度変換を行う。たとえば、画像信号をファクシミリ送信する場合や印字条件
が２値化指定された印刷装置で印刷する場合などでは画像信号を２値化処理し、また、写
真画像などのように印字条件が多値の画像信号であれば、所定の濃度特性によって濃度変
換を行って画質を向上させている。
【０１１１】
濃度変換部１２５，１３５はＲＡＭ制御部およびＲＡＭなどを備え、ＲＡＭにセットされ
たデータ変換用のルックアップテーブルを入力画像信号のアドレスとして読み出すことに
よってデータ変換を行って濃度変換処理を行う。濃度変換処理が完了した画像信号は画像
メモリに記憶される。
【０１１２】
以上のように、本発明の両面画像読取装置１では、第１搬送ガイドである第１コンタクト
ガラス２１、および第２搬送ガイドであるおよび第２コンタクトガラス２２の中を透過す
る光を妨げるので光学的干渉を防止でき、原稿の読み取りを良好に行うことができる。
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【０１１３】
また、両面画像読取装置１では、第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス
２２の間に臨む端面に黒い塗料１２１，１２２を塗布することによって遮光しているが、
図７に示すように第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２の間に光の
通過を防ぎ、かつ原稿をガイドするガイド部材９０を配置する構成としてもよい。ガイド
部材９０の原稿搬送路３７側の面は第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラ
ス２２の上面と略平行であり、原稿搬送路３７を搬送される原稿をガイドする。
【０１１４】
このように、ガイド部材９０によって第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガ
ラス２２間の光を遮光することによって、光学的干渉を防止することができるとともに第
１コンタクトガラス２１と第２コンタクトガラス２２の原稿搬送路３７側の面が多少ずれ
ていてもガイド部材９０を配置することによって調整することができるので設計が容易と
なる。
【０１１５】
また、ガイド部材９０の原稿搬送路３７側の面を第１コンタクトガラス２１から第２コン
タクトガラス２２側に向かって上方に傾斜させ、ガイド部材９０の第１コンタクトガラス
２１側の端部が第１コンタクトガラス２１の上面よりも低い位置となり、ガイド部材９０
の第２コンタクトガラス２２側の端部が第２コンタクトガラス２２の上面よりも高い位置
となるように構成してもよく、このように構成することによって、搬送される原稿のジャ
ムを防止することができる。
【０１１６】
また、両面画像読取装置１では、第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス
２２の間に臨む端面に黒い塗料１２１，１２２を塗布することによって遮光しているが、
図８に示すように第１コンタクトガラス２１の第２コンタクトガラス２２に臨む端面に接
着され、原稿搬送路３７に沿って第２コンタクトガラス２２側に折れ曲がる可撓性シート
体９１を配置することによって遮光する構成としてもよい。
【０１１７】
このように、可撓性シート体９１によって第１コンタクトガラス２１および第２コンタク
トガラス２２間の光を遮光することによって、光学的干渉を防止することができる。また
、可撓性シート体９１はシート状の部材であるので、第１コンタクトガラス２１および第
２コンタクトガラス２２の間の間隙が狭くても配置することができる。さらに、可撓性シ
ート体９１を図８に示すように接着される側の搬送ガイドから原稿搬送路３７に沿って曲
げることによって、第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２の間の隙
間で原稿をガイドするガイド部材となる。また、可撓性シート体９１は第２コンタクトガ
ラス２２の第１コンタクトガラス２１に臨む端面に接着され、原稿搬送路３７に沿って第
１コンタクトガラス２１側に折れ曲がる構成としてもよい。
【０１１８】
図９は本発明の他の実施形態である両面画像読取装置５の概略断面図であり、図１０は両
面画像読取装置５の原稿搬送部３４の近傍を拡大して示す断面図である。両面画像読取装
置５は、前記実施形態の両面画像読取装置１と同様に、静止読取モードおよび走行読取モ
ードで原稿の読み取りが可能である。本実施形態の両面画像読取装置５で前記実施形態の
両面画像読取装置１と同様な部材には同一の符号を付し、その説明を省略する。図９に示
す両面画像読取装置５と図１に示す両面画像読取装置１とでは、第２読取部３０の近傍の
構成のみが異なる。
【０１１９】
具体的には、第１読取部２０の光源２３０から第２読取部３０のイメージセンサユニット
３５の採光口９５を見込んだ見込み角が小さくなるように第２コンタクトガラス２２およ
び第２読取部３０を第１コンタクトガラス２１に対して上方に約１０度傾斜させている。
本実施形態における見込み角は、イメージセンサユニット３５の採光口９５を外部の一点
から見たとき、この一点と採光口９５の開口縁を結ぶ立体角のことであり、イメージセン
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サユニット３５の採光口９５を正面から見たときに見込み角は最大となる。
【０１２０】
このように構成することによって、第１読取部２０の光源２３０および第２読取部３０の
光源であるＬＥＤアレイ８２の他方の読取部へ光の回り込みを少なくすることができ、光
学的干渉を防止することができる。
【０１２１】
図１１は、両面画像読取装置５の第２読取部３０の近傍の構成を示す断面図である。両面
画像読取装置５の上部筐体３の原稿搬送部３４では、上整合ローラ４６Ａから上部排出ロ
ーラ４８の間に原稿搬送方向に沿って原稿搬送路３７を形成する第１上部筐体原稿ガイド
１３８、第２上部筐体原稿ガイド１３９が順に設けられている。第１上部筐体原稿ガイド
１３８は、上整合ローラ４６Ａの原稿搬送方向下流側から第１コンタクトガラス２１の端
部まで延び、原稿搬送路３７側に突出する複数の位置決め突起６１によって第１コンタク
トガラス２１との間の間隙を所定の距離に保っている。
【０１２２】
第２上部筐体原稿ガイド１３９は、前記第１上部筐体原稿ガイド１３８の原稿搬送方向下
流側から、上部排出ローラ４８の原稿搬送方向上流側まで延びている。第２上部筐体原稿
ガイド１３９は、下部筐体２の第２コンタクトガラス２２に対向する位置に光透過体であ
る第３コンタクトガラス６０を備える。第２上部筐体原稿ガイド１３９の第２コンタクト
ガラス２２に対する位置は、この第２上部筐体原稿ガイド１３９から原稿搬送路３７側に
突出する複数の位置決め突起６１によって設定される。第３コンタクトガラス６０は、第
２上部筐体原稿ガイド１３９の原稿搬送路３７側に形成される凹部に接着剤で接着されて
いる。第３コンタクトガラス６０は、第２上部筐体原稿ガイド１３９の原稿搬送路３７側
の面と第３コンタクトガラス６０の第２コンタクトガラス２２に対向する面とが一致する
ように配置する。この第３コンタクトガラス６０の原稿搬送路３７とは反対側に第２読取
部３０が配置される。第３コンタクトガラス６０は、第２読取部３０と原稿との間の光透
過を実現させるとともに、原稿のジャムを防止する。
【０１２３】
本実施形態では第２読取部２２を第２コンタクトガラス２２とともに傾斜させて上部筐体
３に取り付けるため、原稿搬送方向に対して直角となる方向に延びて上部筐体３に固定さ
れる取付基準板６７を所定の角度で傾斜させている。
【０１２４】
第２読取部３０は、前記実施形態の両面画像読取装置５と同様な構成で取付基準板６７に
取り付けられており、図１２に示すように上部筐体３の上部に形成される開放扉３３から
着脱可能に設けられている。第２上部筐体原稿搬送ガイド１３９は、前記実施形態の上部
筐体原稿搬送ガイド３８Ｃと同様に取付基準板６７に段つきビスおよびガイド付勢用ばね
で固定されている。
【０１２５】
また、第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２の間にはガイド部材９
０を設けている。これによって、第１コンタクトガラス２１の上から傾斜する第２コンタ
クトガラス２２の上へ原稿をスムーズに移行させることができる。
【０１２６】
以上のように本実施形態の両面画像読取装置５では、原稿搬送経路３７を湾曲させること
によって光学的干渉を防止しているが、従来技術の実開平３－９４８６８号公報に記載両
面画像読取装置のように原稿搬送路をクランク状にする必要がないので、処理が早く、ま
たジャムの発生頻度も低減することができる。
【０１２７】
また、両面画像読取装置５の電気的構成は、図６に示す両面画像読取装置１の電気的構成
と同様であるので説明を省略する。
【０１２８】
図１３は本発明の他の実施形態である両面画像読取装置６の概略断面図であり、図１４は
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両面画像読取装置６の原稿搬送部３４の近傍を拡大して示す断面図である。両面画像読取
装置６は、前記実施形態の両面画像読取装置１と同様に、静止読取モードおよび走行読取
モードで原稿の読み取りが可能である。本実施形態の両面画像読取装置６で前記実施形態
の両面画像読取装置１と同様な部材には同一の符号を付し、その説明を省略する。図１３
に示す両面画像読取装置６と図１に示す両面画像読取装置１とでは、原稿搬送部３４、第
１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２の構成が異なる。
【０１２９】
以下、具体的な構成について説明する。本実施形態の両面画像読取装置６の下部筐体２で
は第１コンタクトガラス２１は原稿搬送路３７を形成しないで、第２コンタクトガラス２
２および第２コンタクトガラス２２の原稿搬送方向端部から下部排出ローラ５０までの下
部筐体２の上面に一体的に形成されるガイドのみが原稿搬送路３７を構成するように第２
コンタクトガラス２２を配置する。つまり第２コンタクトガラス２２の原稿搬送方向に沿
う長さを前記実施形態の両面画像読取装置６の長さよりも長くし形成し、第１読取部２０
は原稿を搬送する走行読取モードで第２コンタクトガラス２２の下方から原稿を読み取る
構成とする。
【０１３０】
また、原稿搬送方向に沿って第１読取部２０と第２読取部３０との間に原稿を第１読取部
２０側から第２読取部３０側に搬送する搬送手段である遮光ローラ９８を備える。
【０１３１】
以下、図１５を参照して第２読取部３０の近傍の構成について説明する。
第１コンタクトガラス２１に並置される第２コンタクトガラス２２の上面が原稿搬送路３
７の略水平に延びる原稿を案内する搬送ガイドを形成している。第２コンタクトガラス２
２上面の原稿搬送方向の略中央部には、原稿の通過域にわたって搬送手段である円柱状の
遮光ローラ９８が低い圧接力で圧接、または非接触状態であるが第２コンタクトガラス２
２の上面との間隙が非常に狭い状態、つまり間隙が原稿の厚さよりも狭い状態で配置され
ている。遮光ローラ９８は、光を吸収する光吸収体、たとえば黒いゴム部材で構成される
。遮光ローラ９８が第２コンタクトガラス２２と接触するように配置される場合、第２コ
ンタクトガラス２２と接触する遮光ローラ９８の周面は、第２コンタクトガラス２２の上
面との摩擦係数が低い材質で形成される。そして、第２コンタクトガラス２２と遮光ロー
ラ９８と接触部に原稿が到達するまでは、遮光ローラ９８はスリップさせる。また、遮光
ローラ９８の回転軸は、原稿搬送方向に直角となるように上部筐体３のフレームに回転自
在に支持されている。また、上部筐体３の背面側に設置された駆動手段によって、原稿を
原稿搬送方向下流側に搬送するように図１５の紙面に垂直に延びる回転軸を中心に矢符Ｆ
の方向に回転する。
【０１３２】
また、遮光ローラ９８は、上部筐体３の上部筐体原稿ガイド３８Ｃに設けられる開口部２
３８から突出するように配置される。このため、上部筐体原稿ガイド３８Ｃが振動しても
、遮光ローラ９８は振動しないように上部筐体３のフレームに保持されている。また、上
部筐体原稿ガイド３８Ｃの原稿搬送路３７側の面には突出する複数の位置決め突起６１が
設けられ、原稿搬送路３７を所定の間隙に規定している。また、第２コンタクトガラス２
２を挟んで遮光ローラ９８と反対側の位置まで、黒色のシート体から成る遮光部材２１３
が貼り付けられている。
【０１３３】
本実施形態の上部筐体原稿ガイド３８Ｃの原稿搬送路３７側の面で、第１読取部２０が原
稿を読み取る第１読取領域１５に対向する領域を含み、この領域の原稿搬送方向の前後は
白色であり、かつ平面となるように、上部筐体原稿ガイド３８Ｃの原稿搬送路３７側の面
を平面として、この面に白色の塗料が塗布されている。これは、原稿搬送路３７の読取部
が配置される側とは反対側の面が、原稿の下地に比して暗いと読取部が読み取ったデータ
からこの影響を除去する必要があるためである。また、原稿搬送路３７の読取部が配置さ
れる側とは反対側の面に凹凸があると、原稿を透過した光が上部筐体原稿ガイド３８Ｃで
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反射し、再度原稿を透過して読み取られると、読み取った画像に前記凹凸に起因する濃淡
が生じてしまうためである。また、第１読取領域１５の原稿搬送方向上流側の上部筐体原
稿ガイド３８Ｃの原稿搬送路３７側の面には、上部筐体原稿ガイド３８Ｃで反射した光が
第１読取部２０に読み取られないように、黒色のシート体が貼り付けられている。
【０１３４】
第１読取部２０の露光ランプ２３３のアパーチャ２３３Ａから出た光は、原稿搬送路３７
を搬送される原稿に直接当たる光と、リフレクタ２３４を介して間接的に当たる光とに分
かれるが、いずれの光も第１読取領域１５を照らすようになっている。ところで、第２コ
ンタクトガラス２２の面や上部筐体原稿ガイド３８Ｃの面で反射した光は、原稿搬送路３
７内を進んだり、第２コンタクトガラス２２内を反射して進んだりする。しかしながら、
原稿搬送路３７に沿って配置される第１読取部２０および第２読取部３０との間に遮光ロ
ーラ９８が配置されているので、原稿搬送路３７内を進む光は、遮光ローラ９８によって
遮られる。
【０１３５】
第２コンタクトガラス２２内部を反射して進む光で、反射角が全反射角よりも小さい光２
００の大部分は、図１６に示すように第２コンタクトガラス２２を通過して外に出て、遮
光ローラ９８、上部筐体原稿ガイド３８Ｃまたは遮光部材９０によって吸収される。第２
コンタクトガラス２２の面で内部側に反射した光は、さほどの量ではないが、これも第２
コンタクトガラス２２の反対側に出る際に、大部分の光が外部に出て、遮光ローラ９８、
上部筐体原稿ガイド３８Ｃまたは遮光部材９０とよって吸収される。このようにして、第
２コンタクトガラス２２内部で多数回反射しても、外部に出た光は急速に減衰して第２読
取部３０側で読み取られることがない。
【０１３６】
また、第２コンタクトガラス２２内を反射して進む光で反射角が全反射角に近いかそれよ
りも大きい光２０１の大部分は、図１７に示すように外部に出ないので、第２コンタクト
ガラス２２内部を多重反射しても第２読取部３０側で読み取られることがない。
【０１３７】
第２読取部３０の光源であるＬＥＤアレイ８０からの光も同様に第１読取部２０側で読み
取られることがない。
【０１３８】
以上のように両面画像読取装置では、第１読取部２０の光源２３０からの光と第２読取部
３０のＬＥＤアレイ８０からの光が、原稿搬送路３７を通じたり、第２コンタクトガラス
２２内を多重反射したりして光学的干渉が生じない。したがって、原稿の読み取りを良好
に行うことができる。
【０１３９】
また、原稿が遮光ローラ９８によって第２コンタクトガラス２２に押さえられるので、原
稿搬送時に原稿が第２コンタクトガラス２２に密着して浮かないので、原稿はバタツクこ
とがない。したがって、原稿の読み取りを正確に行うことができる。
【０１４０】
また、本実施形態の両面画像読取装置６の第２読取部３０は、図１８に示すように上部筐
体３の上部に設けられる開放扉３３を開放することによって着脱可能に構成されている。
また、両面画像読取装置６の電気的構成は、図６に示す両面画像読取装置１の電気的構成
とほぼ同様であるので説明を省略する。
【０１４１】
図１９は、本発明のさらに他の実施形態である両面画像読取装置７の第２読取部３０近傍
の概略断面図である。両面画像読取装置７は、前記実施形態の両面画像読取装置１と同様
に、静止読取モードおよび走行読取モードで原稿の読み取りが可能である。本実施形態の
両面画像読取装置６で前記実施形態の両面画像読取装置６と同様な部材には同一の符号を
付し、その説明を省略する。図１９に示す両面画像読取装置７と図１８に示す両面画像読
取装置６とでは、原稿搬送部３４、第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラ
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ス２２の構成が異なる。
【０１４２】
両面画像読取装置７では、前記実施形態の両面画像読取装置６と同様に、下部筐体２に配
置される第１読取部２０と上部筐体３に配置される第２読取部３０との間で、上部筐体３
に遮光ローラ９８が配置される。そして、遮光ローラ９８に対向する位置の下部筐体２１
に搬送ローラ９９が配置される。搬送ローラ９９を配置するため、第１コンタクトガラス
２１の第２コンタクトガラス２２側の端部が、搬送ローラ９９の原稿搬送方向上流側でこ
の搬送ローラ９９に近接する位置となるように構成し、第２コンタクトガラス２２の第１
コンタクトガラス２１側の端部が、前記搬送ローラ９９の原稿搬送方向下流側でこの搬送
ローラ９９に近接する位置となるように構成する。つまり、下部筐体２の上面の原稿搬送
路３７を形成する走行読取モードで第１読取部２０が第１コンタクトガラス２１の下方か
ら原稿を読み取るように第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２を構
成している。
【０１４３】
搬送ローラ９９は、円柱状の光吸収体であり、その回転軸が原稿搬送方向に直角に延び、
回転軸は下部筐体２のフレームに支持される。搬送ローラ９９は、上部筐体３の遮光ロー
ラ９８に接触する位置に配置される。搬送ローラ９９は、図１９の紙面に垂直な方向に延
びる回転軸を中心に回転自在に設けられ、上部筐体３の遮光ローラ９８が図１９の紙面に
垂直な方向に延びる回転軸を中心に矢符Ｇの方向に回転駆動することによって、回転力が
伝達されて矢符Ｈの方向に従動回転し、遮光ローラ９８との接触部で原稿を挟持搬送する
。
【０１４４】
搬送ローラ９９の原稿搬送方向上流側に位置する第１コンタクトガラス２１の端部および
搬送ローラ９９の原稿搬送方向下流側に位置する第２コンタクトガラス２２の端部には、
第１コンタクトガラス２１と搬送ローラ９９との間の間隙および第２コンタクトガラス２
２と搬送ローラ９９との間の間隙を塞ぎ、原稿をガイドする第１ガイドシート９６および
第２ガイドシート９７がそれぞれ設けられる。第１コンタクトガラス２１側に設けられる
第１ガイドシート９６は、第１コンタクトガラス２１の搬送ローラ９９に対向する端面に
接着され、遮光ローラ９８と搬送ローラ９９との接触部に原稿を搬送するように原稿搬送
路３７に沿って搬送ローラ９９側に屈曲して形成される。また、第１ガイドシート９６の
原稿搬送路３７に沿う面は、第１コンタクトガラス２１の上面よりも僅かに下方に位置す
る。これによって、原稿のジャムを防止することができる。
【０１４５】
また、第２コンタクトガラス２２側に設けられる第２ガイドシート９７は、第２コンタク
トガラス２２の搬送ローラ９９側に対向する端面に接着され、遮光ローラ９８と搬送ロー
ラ９９との接触部からの原稿を搬送するように原稿搬送路３７に沿って搬送ローラ９９側
に屈曲して形成される。また、第２ガイドシート９７の原稿搬送路３７に沿う面は、第２
コンタクトガラス２２側では第２コンタクトガラス２２の上面よりも僅かに上方に位置す
る。これによって、原稿のジャムを防止することができる。前記第１ガイドシート９６お
よび第２ガイドシート９７は光吸収体で形成されてもよい。
【０１４６】
このように、両面画像読取装置７では、原稿搬送方向で第１読取部２０と第２読取部３０
との間に遮光ローラ９８および搬送ローラ９９を配置することによって、第１読取部２０
の光源２３０からの光と第２読取部３０のＬＥＤアレイ８０からの光が、原稿搬送路３７
を通じたり、第１コンタクトガラス２１および第２コンタクトガラス２２内を多重反射し
たりして光学的干渉が生じない。
【０１４７】
また、遮光ローラ９８と搬送ローラ９９とは、第１読取部２０の第１走査ユニット２３お
よび第２走査ユニット２４のユニット間の光路を遮らないようにローラの直径を小さくし
ている。また、搬送ローラ９９を従動回転とすることによって、下部筐体２に駆動手段を
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新たに配置することがないので、製造コストの低減を図ることができる。
【０１４８】
また、原稿が遮光ローラ９８および搬送ローラ９９によって原稿が搬送されるので、原稿
はバタツクことがない。したがって、原稿の読み取りを正確に行うことができる。また、
両面画像読取装置７の電気的構成は、図６に示す両面画像読取装置１の電気的構成とほぼ
同様であるので説明を省略する。
【０１４９】
以上の両面画像読取装置１，５，６，７は、ファクシミリ装置および複写機などで原稿を
読み取る読取装置に適用することが可能である。
【０１５０】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、原稿の搬送方向に沿って並置される第１搬送ガイドと第２
搬送ガイドとの間に光の通過を妨げる遮光手段を配置するので、第１搬送ガイドの一方側
に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一表面を読み取る第１の読取手段
と、第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬送ガイドに沿って搬送される原稿の他表
面を読み取る第２の読取手段とが原稿を読み取るときに発せられる光が第１搬送ガイドお
よび第２搬送ガイドにそれぞれ侵入し、この第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイド中で多
重反射したり、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドの中に入った後に原稿を搬送する搬
送路に出て多重反射したりして、搬送ガイドの反対側に配置される他方の読取手段に侵入
することがない。したがって、光学的干渉を防止することができ、原稿の両面の画像の読
み取りを好適に行うことができる。
【０１５１】
　ま 遮光部材を第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドとの間に臨む第１搬送ガイドお
よび第２搬送ガイドの端面に塗布された光を吸収する光吸収体とするので、たとえば、黒
塗料を前記端面に塗布することによって遮光部材の形成を容易である。また、前記端面に
は塗布によって遮光部材が形成されるので、前記第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドの
隙間が狭くても遮光手段の配置が可能である。
【０１５２】
　また本発明によれば、

前記第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドがずれていても
ガイド部材によって原稿がガイドされ設計が容易である。
【０１５３】
また本発明によれば、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドとの間に臨む第１搬送ガイド
または第２搬送ガイドの端面に接着される可撓性シート体であるので、遮光手段を容易に
設計できる。また、遮光部材が可撓性シート体であるので、この可撓性シート体を接着さ
れた側のガイドから他方側のガイドに向かう方向に曲げることによって原稿のガイドを行
うことができる。
【０１５４】
また本発明によれば、原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガイ
ドの一方側で、搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一方面側を読み取る第１の読取手段
の光源から、前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、搬送ガイドに沿って搬送
される原稿の他方面側を読み取る第２の読取手段の採光口を見込んだ見込み角が小さくな
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た、

原稿の搬送方向に沿って並置され、光透過体で構成される第１搬
送ガイドと第２搬送ガイドとの間に光の通過を妨げ、かつ原稿をガイドするガイド部材を
配置するので、第１搬送ガイドの一方側に配置され、第１搬送ガイドに沿って搬送される
原稿の一表面を読み取る第１の読取手段と、第２搬送ガイドの他方側に配置され、第２搬
送ガイドに沿って搬送される原稿の他表面を読み取る第２の読取手段とが原稿を読み取る
ときに発せられる光が第１搬送ガイドおよび第２搬送ガイドにそれぞれ侵入し、この第１
搬送ガイドおよび第２搬送ガイド中で多重反射したり、第１搬送ガイドおよび第２搬送ガ
イドの中に入った後に原稿を搬送する搬送路に出て多重反射したりして、搬送ガイドを挟
んで反対側に配置される他方の読取手段に侵入することがない。したがって、光学的干渉
を防止することができる。また



るように第２の読取手段側の搬送ガイド、つまり第２の読取手段が対向する搬送ガイドを
傾斜させることによって２つの読取手段の光学的干渉を防止することができるので、原稿
の両面の画像の読み取りを好適に行うことができる。
【０１５５】
また本発明によれば、搬送ガイドの傾斜に合わせて第２の読取手段を傾斜させるので、第
１の読取手段と第２の読取手段の光学的干渉をさらに防止することができるとともに、第
１の読取手段は傾斜させる必要がないので、たとえば第１の読取手段を平行移動させて、
静止原稿を読み取らせる構成とすることが可能である。
【０１５６】
また本発明によれば、配置に大きなスペースが必要な、画像を縮小して読み取る第１の読
取手段を搬送ガイドの下方に配置し、配置に大きなスペースが必要ではない、画像を等倍
で読み取る第２の読取手段を搬送ガイドの上方に配置するので、装置を小型化することが
できる。
【０１５７】
　また本発明によれば、原稿の搬送方向に沿って配置され、光透過体で構成される搬送ガ
イドの一方側に搬送ガイドに沿って搬送される原稿の一方面側を読み取る第１の読取手段
を配置し、前記第１の読取手段の搬送方向下流側に配置され、搬送ガイドに沿って搬送さ
れる原稿の他方面側を読み取る第２の読取手 配置し、原稿の搬送ガイド搬送方向に対
して第１の読取手段と第２の読取手段との間に原稿を一方向に搬送 る搬送手段
を配置することによって、第１の読取手段または第２の読取手段からの光が他方の読取手
段に読み取られる光学的干渉を防止することができ、原稿の両面の画像の読み取りを好適
に行うことができる。また、たとえば搬送手段をローラとすると、ローラによって原稿を
搬送ガイドに押さえつけながら搬送することができ、原稿が原稿ガイドから浮くことがな
いので原稿をより忠実に読み込むことができる。
【０１５８】
また本発明によれば、搬送ガイドは第１の読取手段の対向する部分と第２の読取手段の対
向する部分の２つの部分で別々に構成され、第１の読取手段と第２の読取手段との間に一
対のローラを配置して２つの読取手段の間を遮光することができるので、一方の読取手段
の光が他方の読取手段で読み取られると言った光学的干渉を防止することができる。また
、原稿ガイド内を透過する迷光などによる光学的干渉も防止でき、原稿の両面の画像の読
み取りを好適に行うことができる。また、一対のローラで挟んで原稿を搬送することによ
って、安定した搬送が可能である。また、前記一対のローラによって原稿が搬送ガイドか
ら浮くことを押さえることができるので、原稿をより忠実に読み込むことができる。
【０１５９】
また本発明によれば、前記ローラは光吸収体を有するので、ローラに照射された光を吸収
することができる。
【０１６０】
また本発明によれば、第１の読取手段または第２の読取手段は移動走査する２つの走査ユ
ニットを有していても、両ユニットの光路を遮らない位置に前記ローラが配置されるので
、たとえば第１の読取手段および第２の読取手段に画像を縮小して読み取る縮小光学系を
用いた読取手段を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態である両面画像読取装置１の概略断面図である。
【図２】両面画像読取装置１の第２読取部３０の近傍の構成を示す断面図である。
【図３】両面読取装置１の原稿搬送部３４の近傍を拡大して示す断面図である。
【図４】両面画像読取装置１のイメージセンサユニット３５の設置構成を示す斜視断面図
である。
【図５】第２読取部３０の取り付けの様子を示す図である。
【図６】両面画像読取装置１の電気的構成を示すブロックである。
【図７】両面画像読取装置１の原稿搬送走路３７の他の構成例を示す断面図である。
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段を
し、光を遮



【図８】両面画像読取装置１の原稿搬送走路３７のさらに他の構成例を示す断面図である
。
【図９】本発明の他の実施形態である両面画像読取装置５の概略断面図である。
【図１０】両面画像読取装置５の原稿搬送部３４の近傍を拡大して示す断面図である。
【図１１】両面画像読取装置５の第２読取部３０の近傍の構成を示す断面図である。
【図１２】両面画像読取装置５の第２読取部３０の取り付けの様子を示す図である。
【図１３】本発明のさらに他の実施形態である両面画像読取装置６の概略断面図である。
【図１４】両面画像読取装置６の原稿搬送部３４の近傍を拡大して示す断面図である。
【図１５】両面画像読取装置６の第２読取部３０の近傍の構成を示す断面図である。
【図１６】両面画像読取装置６の第１読取部２０の光源２３０からの光の一例を示す図で
ある。
【図１７】両面画像読取装置６の第１読取部２０の光源２３０からの光の他の例を示す図
である。
【図１８】両面画像読取装置６の第２読取部３０の取り付けの様子を示す図である。
【図１９】本発明のさらに他の実施形態である両面画像読取装置７の原稿搬送部の構成を
示す断面図である。
【符号の説明】
１，５，６，７　両面画像読取装置
２０　第１読取部
３０　第２読取部
２１　第１コンタクトガラス
２２　第２コンタクトガラス
３４　原稿搬送部
３７　原稿搬送路
３８Ａ　上部筐体上部搬送ガイド
３８Ｂ　上部筐体下部搬送ガイド
３８Ｃ　上部筐体原稿ガイド
３９　原稿搬送手段
８０　ＬＥＤアレイ
９０　ガイド部材
９１　可撓性シート体
９５　採光口
１２１，１２２　黒色の塗料
９８　遮光ローラ
９９　搬送ローラ
２３０　光源
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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