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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像が記録されている媒体が搬送される搬送路と、
　前記搬送路上に予め設定された読取位置を通過する媒体に対して光を照射する光源部材
と、
　前記読取位置からの光を受光して、媒体上の画像を読み取る読取部材と、
　前記搬送路に配置され、媒体を検出する検出部材と、
　前記検出部材の検出結果に基づいて、媒体が詰まった場合に利用者に媒体が詰まったこ
とを告知する告知部材と、
　前記検出部材の検出結果に基づいて、媒体が詰まった場合に点灯される前記光源部材で
あって、媒体が詰まった場合に、画像を読み取る場合に比べて小さい光量で点灯される前
記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　媒体が詰まり且つ前記搬送路が開放されていない場合に、媒体が詰まり且つ前記搬送路
が開放されている場合に比べて、光量が大きく設定された前記光源部材、
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記読取部材を有する装置本体と、
　前記装置本体に支持され、前記読取部材が読み取る媒体が配置される読取台と、
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　前記搬送路が形成された搬送装置であって、媒体の搬送方向に沿った方向を回転中心と
して前記装置本体に開閉可能に支持された前記搬送装置と、
　前記読取位置に対応して、前記搬送装置が閉じた場合に前記読取台に対向する開口が形
成された前記搬送路と、
　前記装置本体に支持された前記光源部材であって、前記読取位置に対して媒体の搬送方
向の上流側から光を照射する上流の発光部と、下流側から光を照射する下流の発光部と、
を有する前記光源部材と、
　媒体が詰まった場合に、前記上流の発光部と前記下流の発光部とについて、前記読取台
の中央から離れる方向に光を照射する発光部は点灯され且つ前記読取台の中央に近づく方
向に光を照射する発光部は消灯される前記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記読取位置の清掃が必要か否か、を判別する清掃の判別手段と、
　前記読取位置の清掃が必要な場合に前記読取位置の清掃を利用者に促す告知をする前記
告知部材と、
　前記読取位置の清掃が必要な場合に点灯される前記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の画像読取装置。
【請求項５】
　媒体の搬送方向に沿って、前記搬送路上に設定された第１の読取位置と、前記第１の読
取位置の下流側に設定された第２の読取位置と、を有する前記読取位置と、
　前記第１の読取位置に対応して配置された第１の光源部材と、前記第２の読取位置に対
応して配置された第２の光源部材と、を有する前記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記搬送路が形成された搬送装置と、
　前記第２の読取位置に対して媒体の搬送方向の上流側から光を照射する上流の発光部と
、下流側から光を照射する下流の発光部と、を有する前記第２の光源部材と、
　前記第２の読取位置よりも媒体の搬送方向の上流側と下流側との少なくとも一方に設け
られて、前記搬送路を開閉可能に支持された開閉部材と、
　媒体が詰まった場合に、前記上流の発光部と前記下流の発光部とについて、前記開閉部
材から離れる方向に光を照射する発光部は点灯され且つ前記開閉部材に近づく方向に光を
照射する発光部は消灯される前記第２の光源部材と、
　を備えたことを特徴とする請求項５に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　画像が記録されている媒体が搬送される搬送路と、
　前記搬送路上に予め設定された読取位置を通過する媒体に対して光を照射する光源部材
と、
　前記読取位置からの光を受光して、媒体上の画像を読み取る読取部材と、
　前記搬送路に配置され、媒体を検出する検出部材と、
　前記検出部材の検出結果に基づいて、前記搬送路に媒体が詰まったか否かを判別する判
別手段と、
　前記搬送路に媒体が詰まった場合に、画像を読み取る場合に比べて小さい光量で前記光
源部材を点灯させる点灯手段と、
　を備えたことを特徴とする画像読取装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の画像読取装置と、
　前記画像読取装置が読み取った画像に基づいて、媒体に画像を記録する画像記録装置と
、
　を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置および画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像読取装置や画像形成装置などに備えられた光源の制御に関し、以下の特許文献１～
３に記載の技術が知られている。
【０００３】
　特許文献１としての特開平１０－２６９０６号公報には、記録用の用紙（Ｐ）が搬送さ
れる搬送路（５４）に沿って配置され且つ用紙詰まりを検出する複数のジャムセンサ（Ｓ
Ａ～ＳＣ，Ｓ１～Ｓ６）と、用紙詰まりの位置をユーザに報知するためのＬＥＤパネル（
２１０）が備えられた操作パネル（２００）と、を有する複写装置（２）が記載されてい
る。特許文献１の操作パネル（２００）が有するＬＥＤパネル（２１０）上には、搬送路
（５４）を模倣した概略図が形成されており、ジャムセンサ（ＳＡ～ＳＣ，Ｓ１～Ｓ６）
の配置位置に対応してＬＥＤランプ（２０２～２１０）が配置されている。特許文献１で
は、ジャムセンサの検出結果に基づいて、対応する操作パネル（２００）のＬＥＤランプ
（２０２～２１０）を点灯させている。また、特許文献１では、複数の位置で用紙詰まり
が検出された場合には、優先して処理すべき位置のＬＥＤランプが操作パネル（２００）
上で点滅されたりして、ユーザの注目を惹きつけ易くしている。
【０００４】
　特許文献２としての特開２０１２－８０１６９号公報には、原稿の下面を読み取る第２
読取部（１１）を備えた下側筐体（３）と、下側筐体（３）の上方に配置され且つ原稿の
上面を読み取る第１読取部（１０）を備えた上側筐体（２）と、の間を原稿が搬送され画
像が読み取られる画像読取装置（１）が記載されている。特許文献２では、上側筐体（２
）が下側筐体（３）に対して回転可能且つ開閉可能に支持されており、上側筐体（２）が
開いた場合に、第１読取部（１０）と第２読取部（１１）とが外部に開放され、各読取部
（１０，１１）のコンタクトガラス（１０Ｂ，１１Ｂ）等が清掃可能となる。ここで、特
許文献２に記載の技術では、上側筐体（２）が開いた場合に、上側筐体（２）の第１読取
部（１０）の光源（１０Ａ）を点灯させている。また、この際に、ユーザ操作用の発光ス
イッチ（１６）が押された場合には、押される度に、読取部（１０，１１）の光源（１０
Ａ，１１Ａ）間で点灯、消灯を切り替えている。これにより、特許文献２では、原稿照明
用の光源（１０Ａ，１１Ａ）の光を利用して、コンタクトガラス（１０Ｂ，１１Ｂ）上の
埃などを目立たせている。よって、特許文献２では、埃などをユーザに見つけ易くする構
成が記載されており、埃などの位置に関わらず、光源の制御が行われている。
【０００５】
　特許文献３としての特開２００７－１０４４４４号公報には、原稿の非通過時に、読取
位置に対向する搬送ロールからの反射光に基づいて、読取位置の原稿台ガラス上に埃や紙
粉などの異物がないかを検出する画像読取装置が記載されている。特許文献３では、原稿
照明手段（１０３）として、主走査方向に沿って発光素子が複数配置されたＬＥＤアレー
が使用されている。ここで、特許文献３に記載の技術では、異物を検出した場合に操作パ
ネルの表示手段（１２８）に原稿台ガラスの清掃を促す画像を表示する。また、原稿搬送
装置（２０１）が持ち上げられて原稿台ガラスが開放された場合には、異物の検出位置に
対応する主走査方向の発光素子のみを点灯させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２６９０６号公報（「００４３」～「００５６」、図２、図
４）
【特許文献２】特開２０１２－８０１６９号公報（「００２２」～「００２７」、「００
３１」、「００４６」、図１～図５）
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【特許文献３】特開２００７－１０４４４４号公報（「００２７」～「００３６」、「０
１４８」～「０１５３」、図１５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、光源を消灯したままにする場合に比べて、利用者に原稿が詰まったことを告
知すると共に、画像読取装置の整備作業の作業性を向上させることを技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記技術的課題を解決するために、請求項１に記載の発明の画像読取装置は、
　画像が記録されている媒体が搬送される搬送路と、
　前記搬送路上に予め設定された読取位置を通過する媒体に対して光を照射する光源部材
と、
　前記読取位置からの光を受光して、媒体上の画像を読み取る読取部材と、
　前記搬送路に配置され、媒体を検出する検出部材と、
　前記検出部材の検出結果に基づいて、媒体が詰まった場合に利用者に媒体が詰まったこ
とを告知する告知部材と、
　前記検出部材の検出結果に基づいて、媒体が詰まった場合に点灯される前記光源部材で
あって、媒体が詰まった場合に、画像を読み取る場合に比べて小さい光量で点灯される前
記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像読取装置において、
　媒体が詰まり且つ前記搬送路が開放されていない場合に、媒体が詰まり且つ前記搬送路
が開放されている場合に比べて、光量が大きく設定された前記光源部材、
　を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の画像読取装置において、
　前記読取部材を有する装置本体と、
　前記装置本体に支持され、前記読取部材が読み取る媒体が配置される読取台と、
　前記搬送路が形成された搬送装置であって、媒体の搬送方向に沿った方向を回転中心と
して前記装置本体に開閉可能に支持された前記搬送装置と、
　前記読取位置に対応して、前記搬送装置が閉じた場合に前記読取台に対向する開口が形
成された前記搬送路と、
　前記装置本体に支持された前記光源部材であって、前記読取位置に対して媒体の搬送方
向の上流側から光を照射する上流の発光部と、下流側から光を照射する下流の発光部と、
を有する前記光源部材と、
　媒体が詰まった場合に、前記上流の発光部と前記下流の発光部とについて、前記読取台
の中央から離れる方向に光を照射する発光部は点灯され且つ前記読取台の中央に近づく方
向に光を照射する発光部は消灯される前記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載の画像読取装置において
、
　前記読取位置の清掃が必要か否か、を判別する清掃の判別手段と、
　前記読取位置の清掃が必要な場合に前記読取位置の清掃を利用者に促す告知をする前記
告知部材と、
　前記読取位置の清掃が必要な場合に点灯される前記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１３】
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　請求項５に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載の画像読取装置において
、
　媒体の搬送方向に沿って、前記搬送路上に設定された第１の読取位置と、前記第１の読
取位置の下流側に設定された第２の読取位置と、を有する前記読取位置と、
　前記第１の読取位置に対応して配置された第１の光源部材と、前記第２の読取位置に対
応して配置された第２の光源部材と、を有する前記光源部材と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の画像読取装置において、
　前記搬送路が形成された搬送装置と、
　前記第２の読取位置に対して媒体の搬送方向の上流側から光を照射する上流の発光部と
、下流側から光を照射する下流の発光部と、を有する前記第２の光源部材と、
　前記第２の読取位置よりも媒体の搬送方向の上流側と下流側との少なくとも一方に設け
られて、前記搬送路を開閉可能に支持された開閉部材と、
　媒体が詰まった場合に、前記上流の発光部と前記下流の発光部とについて、前記開閉部
材から離れる方向に光を照射する発光部は点灯され且つ前記開閉部材に近づく方向に光を
照射する発光部は消灯される前記第２の光源部材と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　前記技術的課題を解決するために、請求項７に記載の発明の画像読取装置は、
　画像が記録されている媒体が搬送される搬送路と、
　前記搬送路上に予め設定された読取位置を通過する媒体に対して光を照射する光源部材
と、
　前記読取位置からの光を受光して、媒体上の画像を読み取る読取部材と、
　前記搬送路に配置され、媒体を検出する検出部材と、
　前記検出部材の検出結果に基づいて、前記搬送路に媒体が詰まったか否かを判別する判
別手段と、
　前記搬送路に媒体が詰まった場合に、画像を読み取る場合に比べて小さい光量で前記光
源部材を点灯させる点灯手段と、
　を備えたことを特徴とする。
【００１８】
　前記技術的課題を解決するために、請求項８に記載の発明の画像形成装置は、
　請求項１ないし７のいずれかに記載の画像読取装置と、
　前記画像読取装置が読み取った画像に基づいて、媒体に画像を記録する画像記録装置と
、
　を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１，７，８に記載の発明によれば、光源を消灯したままにする場合に比べて、利
用者に原稿が詰まったことを告知すると共に、画像読取装置の整備作業の作業性を向上さ
せることができる。また、請求項１，７，８に記載の発明によれば、画像を読み取る場合
の光量で点灯させる場合に比べて、眩しさを低減させることができる。
　請求項２に記載の発明によれば、光量が小さい場合に比べて、搬送路から光を漏れ易く
して、媒体が詰まった位置を認識させ易くすることができる。
　請求項３に記載の発明によれば、読取台の中央に近づく方向に光を照射する場合に比べ
て、利用者の目に光が直接入射することを低減することができる。
　請求項４に記載の発明によれば、光源を消灯したままにする場合に比べて、清掃が必要
な読取位置を認識させ易くすることができる。
【００２０】
　請求項５に記載の発明によれば、複数の光源部材を使い分けて作業性を向上させること
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ができる。
　請求項６に記載の発明によれば、開閉部材に近づく方向に光を照射する場合に比べて、
利用者の目に光が直接入射することを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は実施例１の画像形成装置の全体説明図である。
【図２】図２は実施例１の可視像形成装置の拡大説明図である。
【図３】図３は実施例１の画像読取装置の全体説明図である。
【図４】図４は実施例１の画像読取装置の本体部の要部説明図である。
【図５】図５は実施例１の原稿搬送装置の開閉部材の説明図であり、図５Ａは開閉部材が
閉じた状態の説明図、図５Ｂはトップカバーが開放位置に移動した状態の説明図、図５Ｃ
はアンダーカバーが開放位置に移動した状態の説明図である。
【図６】図６は実施例１の画像形成装置の制御部が備えている各機能をブロック図で示し
た図である。
【図７】図７は実施例１の画像形成装置の制御部が備えている各機能をブロック図で示し
た図であり、図６の続きの説明図である。
【図８】図８は実施例１のジャムの説明図である。
【図９】図９は実施例１の表示部にジャムが生じた場合に表示される画像の説明図であり
、図９Ａはトップカバーに注意を促す画像の説明図、図９Ｂはアンダーカバーに注意を促
す画像の説明図、図９Ｃはトップカバーとアンダーカバーに注意を促す画像の説明図であ
る。
【図１０】図１０は実施例１の表示部に清掃が必要な場合に表示される画像の説明図であ
り、図１０Ａは第１面の読取位置の清掃を促す画像の説明図、図１０Ｂは第２面の読取位
置の清掃を促す画像の説明図、図１０Ｃは第１面の読取位置および第２面の読取位置の清
掃を促す画像の説明図である。
【図１１】図１１は実施例１のジャムの検出処理のフローチャートの説明図である。
【図１２】図１２は実施例１のジャムの検出処理のフローチャートの説明図であり、図１
１の続きの説明図である。
【図１３】図１３は実施例１のジャム解消の判別処理のフローチャートの説明図である。
【図１４】図１４は実施例１の清掃要否の判別処理のフローチャートの説明図である。
【図１５】図１５は実施例１の清掃要否の判別処理のフローチャートの説明図であり、図
１４の続きの説明図である。
【図１６】図１６は実施例１の告知表示処理のフローチャートの説明図である。
【図１７】図１７は実施例１のジャム時の第１光源の制御処理のフローチャートの説明図
である。
【図１８】図１８は実施例１のジャム時の第２光源の制御処理のフローチャートの説明図
である。
【図１９】図１９は実施例１の清掃時の第１光源の制御処理のフローチャートの説明図で
ある。
【図２０】図２０は実施例１の清掃時の第２光源の制御処理のフローチャートの説明図で
ある。
【図２１】図２１は実施例１の作用説明図であり、図２１Ａは原稿搬送装置が読取可能位
置にあり読取台が閉鎖された状態の説明図、図２１Ｂは原稿搬送装置が読取可能位置にあ
りトップカバーが開放された状態の説明図、図２１Ｃは原稿搬送装置が作業位置に移動し
て読取台が開放された状態の説明図である。
【図２２】図２２は実施例１の作用説明図であり、図２２Ａは原稿搬送装置が読取可能位
置にあり且つアンダーカバーが閉鎖位置にある状態の説明図、図２２Ｂは原稿搬送装置が
作業位置に移動し且つアンダーカバーが開放位置にある状態の説明図である。
【図２３】図２３は実施例１の作用説明図であり、図２３Ａは原稿が第１の搬送路と第２
の搬送路とに跨った状態で詰まった場合の一例の説明図、図２３Ｂは図２３Ａの状態から
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第２の搬送路の原稿が除去された場合の説明図、図２３Ｃは図２３Ａの状態からトップカ
バーが開放された場合の比較の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に図面を参照しながら、本発明の実施の形態の具体例（以下、実施例と記載する）を
説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
　なお、以後の説明の理解を容易にするために、図面において、前後方向をＸ軸方向、左
右方向をＹ軸方向、上下方向をＺ軸方向とし、矢印Ｘ，－Ｘ，Ｙ，－Ｙ，Ｚ，－Ｚで示す
方向または示す側をそれぞれ、前方、後方、右方、左方、上方、下方、または、前側、後
側、右側、左側、上側、下側とする。
　また、図中、「○」の中に「・」が記載されたものは紙面の裏から表に向かう矢印を意
味し、「○」の中に「×」が記載されたものは紙面の表から裏に向かう矢印を意味するも
のとする。
　なお、以下の図面を使用した説明において、理解の容易のために説明に必要な部材以外
の図示は適宜省略されている。
【実施例１】
【００２３】
　図１は実施例１の画像形成装置の全体説明図である。
　図２は実施例１の可視像形成装置の拡大説明図である。
　図１において、画像形成装置の一例としての複写機Ｕは、操作部ＵＩ、画像読取装置の
一例としてのスキャナ部Ｕ１、媒体供給装置の一例としてのフィーダ部Ｕ２、画像記録装
置の一例としての作像部Ｕ３、および媒体処理装置Ｕ４を有している。
【００２４】
　（操作部ＵＩの説明）
　操作部ＵＩは、複写開始や複写枚数の設定などに用いられる入力ボタンＵＩａを有する
。また、前記操作部ＵＩは、前記入力ボタンＵＩａにより入力された内容や、複写機Ｕの
状態が表示される表示部ＵＩｂを有する。
【００２５】
　（スキャナ部Ｕ１の説明）
　図３は実施例１の画像読取装置の全体説明図である。
　図１、図３において、スキャナ部Ｕ１は、画像読取装置の本体部の一例として、上端に
透明な原稿台ＰＧを有するスキャナ本体Ｕ１ｂを有する。スキャナ本体Ｕ１ｂの上面には
、原稿搬送装置Ｕ１ａが配置されている。原稿搬送装置Ｕ１ａは、原稿台ＰＧを開閉可能
に支持されている。
　前記原稿搬送装置Ｕ１ａは、原稿の積載部の一例として、複写しようとする複数の原稿
Ｇｉが重ねて収容される原稿給紙トレイＵ１ａ１を有する。原稿給紙トレイＵ１ａ１の左
方には、原稿搬送部Ｕ１ａ２が設けられている。原稿搬送部Ｕ１ａ２は、原稿給紙トレイ
Ｕ１ａ１の原稿Ｇｉを前記原稿台ＰＧ上に搬送する。原稿給紙トレイＵ１ａ１の下方には
、原稿排出部の一例としての原稿排紙トレイＵ１ａ３が配置されている。原稿排紙トレイ
Ｕ１ａ３には、原稿台ＰＧを通過した原稿Ｇｉが原稿搬送部Ｕ１ａ２から排出される。
【００２６】
　図３において、原稿台ＰＧの左端部には、第１の読取面の一例としての原稿の通過する
読取窓ＰＧ１が配置されている。読取窓ＰＧ１は、原稿搬送装置Ｕ１ａの搬送路上に予め
設定された第１面の読取位置Ｐ１に対応して形成されている。読取窓ＰＧ１は、原稿搬送
装置Ｕ１ａにより搬送される原稿Ｇｉが通過する。読取窓ＰＧ１の右方には、利用者が設
置した原稿Ｇｉが支持されるプラテンガラスＰＧ２が配置されている。前記読取窓ＰＧ１
と、プラテンガラスＰＧ２との間には、案内部の一例としての原稿ガイドＰＧ３が支持さ
れている。原稿ガイドＰＧ３は、読取窓ＰＧ１を通過した原稿Ｇｉを原稿搬送装置Ｕ１ａ
内に案内する。
【００２７】
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　前記スキャナ本体Ｕ１ｂの内部には、露光光学系Ａが支持されている。露光光学系Ａは
、第１光源Ｌ１を有する。第１光源Ｌ１は、読取窓ＰＧ１上を通過する原稿Ｇｉ、又は、
プラテンガラスＰＧ２上に設置された原稿Ｇｉに光を照射する。原稿Ｇｉからの反射光は
、露光光学系Ａの複数の光学部材を介して、第１の読取部材の一例としての固体撮像素子
ＣＣＤで赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂの電気信号に変換されて、画像処理部ＧＳに入力される。
【００２８】
　前記画像処理部ＧＳは、固体撮像素子ＣＣＤから入力される前記ＲＧＢの電気信号を黒
Ｋ、イエローＹ、マゼンタＭ、シアンＣの画像情報に変換して一時的に記憶し、前記画像
情報を、予め設定された時期に、潜像形成用の画像情報として、作像部Ｕ３の潜像形成装
置の駆動回路Ｄに出力する。
　なお、原稿画像が単色画像、いわゆる、モノクロの場合は、黒Ｋのみの画像情報が潜像
形成装置の駆動回路Ｄに入力される。
　前記原稿台ＰＧ、露光光学系Ａ、固体撮像素子ＣＣＤ及び画像処理部ＧＳにより、実施
例１のスキャナ本体Ｕ１ｂが構成される。
【００２９】
　（フィーダ部Ｕ２の説明）
　図１において、フィーダ部Ｕ２は、媒体の収容容器の一例としての給紙トレイＴＲ１，
ＴＲ２，ＴＲ３，ＴＲ４を有している。また、フィーダ部Ｕ２は、前記各給紙トレイＴＲ
１～ＴＲ４に収容された媒体の一例としての記録用紙Ｓを取り出して、作像部Ｕ３に搬送
する媒体供給路ＳＨ１等を有している。
【００３０】
　（作像部Ｕ３及び媒体処理装置Ｕ４の説明）
　図１、図２において、作像部Ｕ３では、潜像形成装置の駆動回路Ｄが、スキャナ部Ｕ１
から入力された画像情報などに基づいて、駆動信号を各色の潜像形成装置ＲＯＳｙ～ＲＯ
Ｓｋに出力する。各潜像形成装置ＲＯＳｙ～ＲＯＳｋの下方には、像保持体Ｐｙ～Ｐｋや
、帯電器ＣＲｙ～ＣＲｋなどが配置されている。像保持体Ｐｙ～Ｐｋの表面には潜像形成
装置ＲＯＳｙ～ＲＯＳｋにより静電潜像が形成され、現像装置Ｇｙ～Ｇｋにより可視像の
一例としてのトナー像に現像される。なお、現像装置Ｇｙ～Ｇｋには、現像剤補給装置Ｕ
３ｂに装着されたトナーカートリッジＫｙ～Ｋｋから現像剤が補給される。像保持体Ｐｙ
～Ｐｋ表面上のトナー像は、１次転写器Ｔ１ｙ～Ｔ１ｋにより、中間転写体の一例として
の中間転写ベルトＢ上に１次転写領域Ｑ３ｙ～Ｑ３ｋで転写される。１次転写後の像保持
体Ｐｙ～Ｐｋは、清掃器ＣＬｙ～ＣＬｋにより清掃される。
【００３１】
　前記潜像形成装置ＲＯＳｙ～ＲＯＳｋの下方には、中間転写装置ＢＭが支持されている
。中間転写装置ＢＭは、中間転写部材の一例としての中間転写ベルトＢと、中間転写部材
の支持部材Ｒｄ＋Ｒｔ＋Ｒｗ＋Ｒｆ＋Ｔ２ａとを有する。中間転写ベルトＢは、矢印Ｙａ
方向に回転移動可能に支持されている。対向部材Ｔ２ａの下方には、２次転写ユニットＵ
ｔが配置されている。前記２次転写ユニットＵｔは、２次転写部材Ｔ２ｂを有する。２次
転写部材Ｔ２ｂは、中間転写ベルトＢと接触して２次転写領域Ｑ４を形成する。また、対
向部材Ｔ２ａには、給電部材Ｔ２ｃが接触している。前記給電部材Ｔ２ｃには、トナーの
帯電極性と同極性の２次転写電圧が印加される。
【００３２】
　中間転写装置ＢＭの下方には、フィーダ部Ｕ２からの記録用紙Ｓが搬送される搬送路Ｓ
Ｈ２が配置されている。搬送路ＳＨ２では、搬送部材の一例としての搬送ロールＲａによ
り、記録用紙Ｓが、搬送時期の調節部材の一例としてのレジロールＲｒに搬送される。レ
ジロールＲｒは、中間転写ベルトＢ上のトナー像が２次転写領域Ｑ４に搬送される時期に
合わせて、記録用紙Ｓを２次転写領域Ｑ４に搬送する。
　中間転写ベルトＢ上のトナー像は、２次転写領域Ｑ４を通過する際に、２次転写器Ｔ２
により記録用紙Ｓに転写される。なお、２次転写後の中間転写ベルトＢは、中間転写体の
清掃器ＣＬＢにより清掃される。トナー像が転写された記録用紙Ｓは、搬送部材の一例と
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しての媒体搬送ベルトＢＨに送られ、定着装置Ｆに搬送される。定着装置Ｆでは、トナー
像が転写された記録用紙Ｓが、加熱部材Ｆｈと加圧部材Ｆｐとが接触する領域である定着
領域Ｑ５を通過して定着される。
【００３３】
　トナー像が定着された記録用紙Ｓは、排出される場合には、搬送路ＳＨ３から媒体処理
装置Ｕ４の搬送路ＳＨ５に搬送される。媒体処理装置Ｕ４には、反りの補正部材Ｕ４ａが
配置されており、記録用紙Ｓの反り、いわゆる、カールが補正され、排出部材Ｒｈにより
排出トレイＴＨ１に排出される。また、２面目に画像が記録される場合には、トナー像が
定着された記録用紙Ｓは、搬送路ＳＨ３から、反転路ＳＨ４、循環路ＳＨ６に搬送され、
表裏が逆転されて、給紙路ＳＨ１を通って２次転写領域Ｑ４に再送される。なお、搬送先
の切り替えは、切り替え部材ＧＴ１～ＧＴ３で行なわれる。前記符号ＳＨ１～ＳＨ７で示
された要素により用紙搬送路ＳＨが構成されている。また、前記符号ＳＨ，Ｒａ，Ｒｒ，
Ｒｈ，ＳＧｒ，ＳＧ１，ＳＧ２，ＢＨ、ＧＴ１～ＧＴ３で示された要素により、実施例１
の用紙搬送装置ＳＵが構成されている。
【００３４】
（スキャナ本体Ｕ１ｂの説明）
　図４は実施例１の画像読取装置の本体部の要部説明図である。
　図３、図４において、スキャナ本体Ｕ１ｂの上面には、開口の一例としてのガラス支持
口１が形成されている。実施例１のガラスの支持口１は、四角形状に形成されている。ガ
ラスの支持口１の左部には、仕切り部の一例としてのガイドの支持部２が設けられている
。ガイドの支持部２は、前後方向に延びる板状に形成されている。
【００３５】
　よって、ガイドの支持部２によりガラスの支持口１は、左端側の前後方向に延びる長方
形状の自動の読取口１ａと、予め設定された読取可能な最大サイズの原稿よりも大きな四
角形状の右側の手動の読取口１ｂとに仕切られている。自動の読取口１ａには、読取窓Ｐ
Ｇ１が支持されており、手動の読取口１ｂには、プラテンガラスＰＧ２が支持されている
。なお、実施例１の読取窓ＰＧ１およびプラテンガラスＰＧ２は、透明なガラスで形成さ
れている。
　また、ガイドの支持部２には、原稿ガイドＰＧ３が支持されている。実施例１の原稿ガ
イドＰＧ３は、前後方向に延びると共に、左端の高さが読取窓ＰＧ１の上面の高さよりも
低く設定され且つ右側に進むに連れて上方に傾斜する形状に形成されている。
【００３６】
　図３、図４において、原稿台ＰＧの下方の空間Ｖには、第１の移動部材の一例としての
フルレートキャリッジ１１が配置されている。フルレートキャリッジ１１は、スキャナ本
体Ｕ１ｂにより原稿台ＰＧの下面に沿って、左右方向に移動可能に支持されている。
　ここで、実施例１では、読取窓ＰＧ１の左右方向中央部に対応して、第１の読取位置の
一例としての第１面の読取位置Ｐ１が設定されている。また、プラテンガラスＰＧ２に対
して、手動読取領域ＳＥが予め設定されている。手動読取領域ＳＥは、プラテンガラスＰ
Ｇ２に置くことが可能な最大の媒体の一例としての原稿Ｇｉに応じて設定されている。よ
って、実施例１のフルレートキャリッジ１１は、第１面の読取位置Ｐ１に対応して、左端
位置Ｑ１１に移動可能に構成されている。また、実施例１のフルレートキャリッジ１１は
、手動読取領域ＳＥの右端に対応して、右端位置Ｑ１２に移動可能に構成されている。な
お、実施例１のフルレートキャリッジ１１については、初期位置の一例としてのホームポ
ジションＱ１０が、手動読取領域ＳＥの左端に対応して設定されている。すなわち、実施
例１のフルレートキャリッジ１１は、ホームポジションＱ１０と、左端位置Ｑ１１や右端
位置Ｑ１２との間で移動可能に支持されている。
【００３７】
　フルレートキャリッジ１１には、第１の光源部材の一例としての第１光源Ｌ１が支持さ
れている。前記第１光源Ｌ１は、読取窓ＰＧ１およびプラテンガラスＰＧ２上の原稿Ｇｉ
に向けて光を照射する。左端位置Ｑ１１に移動した図３に示すフルレートキャリッジ１１
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において、実施例１の第１光源Ｌ１は、左右一対の発光部１２,１３を有する。上流の発
光部の一例としての左発光部１２は、第１面の読取位置Ｐ１に対して左下から光を照射す
る。また、下流の発光部の一例としての右発光部１３は、第１面の読取位置Ｐ１に対して
右下から光を照射する。よって、原稿Ｇｉが搬送される場合に、左発光部１２は、第１面
の読取位置Ｐ１に対して原稿の搬送方向の上流側から光を照射し、右発光部１３は、第１
面の読取位置Ｐ１に対して原稿の搬送方向の下流側から光を照射する。なお、実施例１の
左発光部１２では、発光素子の一例としての白色ＬＥＤ：Light Emitting Diodeが主走査
方向に沿って複数配置されている。そして、左発光部１２では、各白色ＬＥＤが独立に点
灯可能に構成されている。また、実施例１の右発光部１３も、左発光部１２と同様に構成
されている。したがって、実施例１では、各発光部１２，１３は互いに独立に点灯可能に
構成されている。
【００３８】
　各発光部１２，１３の周りには、遮蔽部１４,１６が形成されている。遮蔽部１４,１６
は、第１面の読取位置Ｐ１から外れた方向に向かう各発光部１２,１３の光を遮蔽する。
各発光部１２，１３の間の下方には、第１の反射板１７が支持されている。第１の反射板
１７は、第１面の読取位置Ｐ１の原稿Ｇｉから反射された光を左方に反射する。前記フル
レートキャリッジ１１、発光部１２，１３、遮蔽部１４,１６、第１の反射板１７により
、実施例１の光源ユニット１８が構成されている。
【００３９】
　光源ユニット１８の左方には、第２の移動部材の一例としてのハーフレートキャリッジ
２１が配置されている。ハーフレートキャリッジ２１は、原稿台ＰＧの下面に沿って、左
右方向に移動可能に支持されている。ハーフレートキャリッジ２１は、フルレートキャリ
ッジ１１に連動して移動し、フルレートキャリッジ１１の半分の割合で移動するように構
成されている。ハーフレートキャリッジ２１には、第２の反射板２２が支持されている。
第２の反射板２２は、第１の反射板１７から反射された光を下方に反射する。第２の反射
板２２の下方には、第３の反射板２３が支持されている。第３の反射板２３は、第２の反
射板２２が反射した光を右方に反射する。ハーフレートキャリッジ２１と、第２の反射板
２２と、第３の反射板２３とにより、実施例１の反射ユニット２４が構成されている。
【００４０】
　図３において、反射ユニット２４に対して右方には、結像部材２６が配置されている。
結像部材２６には、第３の反射板２３から反射された光が入射する。結像部材２６の右方
には、第１の読取部材の一例としての固体撮像素子ＣＣＤが配置されている。固体撮像素
子ＣＣＤには、画像処理部ＧＳが電気的に接続されている。
　発光部１２,１３と、第１の反射板１７と、第２の反射板２２と、第３の反射板２３と
、結像部材２６とにより、実施例１の露光光学系Ａが構成されている。
【００４１】
　空間Ｖの左上部には、ユニットの位置検出部材の一例としての第１のユニットセンサＳ
ｐ０が配置されている。第１のユニットセンサＳｐ０は、ホームポジションＱ１０に移動
した光源ユニット１８を検出する。また、第１のユニットセンサＳｐ０の左方には、第２
のユニットセンサＳｐ１が配置されている。第２のユニットセンサＳｐ１は、左端位置Ｑ
１１に移動した光源ユニット１８を検出する。さらに、空間Ｖの右上部には、第３のユニ
ットセンサＳｐ２が配置されている。第３のユニットセンサＳｐ２は、右端位置Ｑ１２に
移動した光源ユニット１８を検出する。
【００４２】
（原稿搬送装置Ｕ１ａの説明）
　原稿搬送装置Ｕ１ａは、スキャナ本体Ｕ１ｂの後部に設けられた左右方向に延びる回転
中心を中心として開閉可能に支持されている。すなわち、原稿搬送装置Ｕ１ａは、原稿台
ＰＧが開放された作業位置と、原稿台ＰＧが閉鎖された図３に示す読取可能位置と、の間
を移動可能に支持されている。
　図３において、原稿搬送装置Ｕ１ａの原稿給紙トレイＵ１ａ１は、左右方向に延びる底
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部３１と、底部３１の左端から上方に延びる左壁３２とを有する。底部３１には、昇降部
材の一例としての昇降プレート３３が支持されている。昇降プレート３３は、前後方向に
延びる回転中心３３ａを中心として回転可能に支持されている。昇降プレート３３の上面
には、原稿の積載面３３ｂが形成されている。
【００４３】
　底部３１の左端部には、昇降用の駆動部材の一例としての昇降ロッド３４が支持されて
いる。昇降ロッド３４は、前後方向に延びる回転軸３４ａに支持されている。昇降ロッド
３４は、回転軸３４ａから径方向に延びた形状をしており、自重で下がる昇降プレート３
３の下面左部に接触している。回転軸３４ａには、図示しない駆動源からの駆動が伝達可
能に構成されている。従って、回転軸３４ａに駆動が伝達され昇降ロッド３４が回転する
ことで、昇降プレート３３の左端が昇降する。
【００４４】
　昇降プレート３３の前方には、原稿量の検出部材の一例としての原稿量センサ３６が配
置されている。原稿量センサ３６は、昇降プレート３３や原稿Ｇｉの有無を検出すること
で、原稿Ｇｉの量を検出する。すなわち、昇降プレート３３が上昇した場合に、原稿Ｇｉ
の量が少なければ、原稿量センサ３６の高さよりも昇降プレート３３が上方に移動して、
昇降プレート３３が検出されない。一方、原稿Ｇｉの量が多ければ、原稿量センサ３６の
高さよりも昇降プレート３３が下方に位置して、昇降プレート３３または原稿Ｇｉが原稿
量センサ３６で検出される。
【００４５】
　よって、昇降プレート３３の上昇時の原稿量センサ３６の検出結果に基づいて、原稿の
量が、予め設定された量よりも多いか少ないかが検出可能に構成されている。
　昇降プレート３３の左端部の上方には、原稿の取り出し部材の一例としての、ナジャー
ロール３７が配置されている。ナジャーロール３７の左方には、原稿の捌き部材の一例と
しての捌きロール４１が配置されている。
【００４６】
　また、原稿搬送装置Ｕ１ａの原稿搬送部Ｕ１ａ２の内部には、原稿Ｇｉが搬送される原
稿の搬送路ＧＨが形成されている。原稿の搬送路ＧＨは、捌きロール４１から第１面の読
取位置Ｐ１に向かって、弧状に湾曲する第１の搬送路ＧＨ１と、第１面の読取位置Ｐ１か
ら原稿排紙トレイＵ１ａ３まで延びる第２の搬送路ＧＨ２とを有する。第１の搬送路ＧＨ
１には、原稿の搬送方向に対して、捌きロール４１の下流側の位置に、原稿の搬送部材の
一例としての搬送ロール４３が配置されている。搬送ロール４３の下流側には、補正手段
の一例としてのプレレジロール４４が配置されている。プレレジロール４４の下流側には
、原稿の搬送時期の調整部材の一例としてのレジロール４７が配置されている。
【００４７】
　図３、図４において、第１の搬送路ＧＨ１には、レジロール４７の下流側であって、ス
キャナ本体Ｕ１ｂの読取窓ＰＧ１に対向する位置に、読取の案内部材の一例としての読取
ガイド５１が設けられている。読取ガイド５１には、反射部材の一例としてのガイド反射
板５２が支持されている。ガイド反射板５２は、下方に向けて突出する半円状に形成され
ている。実施例１のガイド反射板５２は、前後方向に延びる板状に形成されている。
　また、第１の原稿搬送路ＧＨ１には、原稿の搬送方向に対して、読取ガイド５１の上流
部に対向する位置に、搬出口５３が設けられている。搬出口５３の下流側には、読取窓Ｐ
Ｇ１に対向する位置に、前後方向に延びる開口部５４が形成されている。
【００４８】
　第２の搬送路ＧＨ２には、原稿の搬送方向に対して、読取ガイド５１の下流部に対向す
る位置に、搬入口５５が設けられている。第２の搬送路ＧＨ２には、原稿の搬送方向に対
して、搬入口５５の下流側に、原稿の搬送部材の一例としての原稿搬送ロール５６が配置
されている。
　原稿搬送ロール５６の下流側には、第２の読取位置の一例としての第２面の読取位置Ｐ
２が設定されている。第２面の読取位置Ｐ２は、第２の搬送路ＧＨ２上に予め設定されて
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いる。第２の搬送路ＧＨ２には、第２の読取位置Ｐ２に対応して、読取ユニット５７が配
置されている。読取ユニット５７は、原稿Ｇｉの第２面側に配置されている。
【００４９】
　読取ユニット５７は、第２の光源部材の一例としての第２光源Ｌ２を有する。第２光源
Ｌ２は、第２面の読取位置Ｐ２に向けて光を照射する。実施例１の第２光源Ｌ２は、第２
面の読取位置Ｐ２に対して搬送方向に一対配置された発光部５８,５９を有する。すなわ
ち、実施例１の第２光源Ｌ２は、上流の発光部の一例としての上流発光部５８と、下流の
発光部の一例としての下流発光部５９とを有する。実施例１の各発光部５８，５９は、そ
れぞれの配置位置から第２面の読取位置Ｐ２に向けて光を照射する点以外は、前記発光部
１２,１３と同様に構成されている。よって、各発光部５８，５９についての詳細な説明
は省略する。
【００５０】
　上流発光部５８と下流発光部５９との間には、第２の読取部材の一例としての読取セン
サ６１が配置されている。読取センサ６１は、第２面の読取位置Ｐ２からの光を受光して
原稿Ｇｉの第２面の画像を読み取る。読取センサ６１の下部には、被覆部材の一例として
の読取面６２が支持されている。読取面６２は光を透過可能な材質で構成されている。読
取面６２は、読取センサ６１を被覆している。なお、実施例１の読取センサ６１は、ＣＩ
Ｓ：Contact Image Sensorにより構成されている。前記第２光源Ｌ２，読取センサ６１、
読取面６２により、読取ユニット５７が構成されている。読取ユニット５７の下流側には
、読取の補助部材の一例としての読取ロール６３が配置されている。読取ロール６３の下
流側には、原稿Ｇｉを、原稿排紙トレイＵ１ａ３に排出する排出ロール６４が配置されて
いる。
【００５１】
（搬送路のセンサ）
　原稿の搬送路ＧＨには、媒体の検出部材の一例としてセンサＳＮ１, ＳＮ２, ＳＮ３, 
ＳＮ４が配置されている。
　第１の媒体の検出部材の一例としての原稿の有無センサＳＮ１はナジャーロール３７の
下流部近傍に配置されている。原稿の有無センサＳＮ１は原稿給紙トレイＵ１ａ１上に原
稿Ｇｉがあるか否かを検出する。
　また、第２の媒体の検出部材の一例としてのレジセンサＳＮ２は、レジロール４７の上
流部近傍に配置されている。さらに、第３の媒体の検出部材の一例としての搬入センサＳ
Ｎ３は搬入口５５に配置されている。また、第４の媒体の検出部材の一例としての排出セ
ンサＳＮ４は排出ロール６４の近傍に配置されている。各センサＳＮ１～ＳＮ４は、原稿
Ｇｉの有無を検出する。
【００５２】
（トップカバー）
　図５は実施例１の原稿搬送装置の開閉部材の説明図であり、図５Ａは開閉部材が閉じた
状態の説明図、図５Ｂはトップカバーが開放位置に移動した状態の説明図、図５Ｃはアン
ダーカバーが開放位置に移動した状態の説明図である。
　図５において、原稿搬送部Ｕ１ａ２は、第１の開閉部材の一例としてのトップカバー７
１を有する。トップカバー７１は、第１の搬送路ＧＨ１に対応して配置されている。トッ
プカバー７１は、レジロール４７に対して左上部に設けられた前後方向に延びる回転中心
７２を中心に開閉可能に支持されている。すなわち、トップカバー７１は、閉鎖位置の一
例としての図５Ａに示す通常位置と、図５Ｂに示す開放位置と、の間を開閉可能に支持さ
れている。
【００５３】
　実施例１のトップカバー７１には、ナジャーロール３７が支持されている。また、捌き
ロール４１については、捌きロール４１を構成する一対の対向するロールのうち、原稿搬
送部Ｕ１ａ２の外側に配置されたロール４１ａがトップカバー７１に支持されている。同
様に、搬送ロール４３、プレレジロール４４についても、一対の対向するロールのうち、
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外側のロール４３ａ，４４ａがトップカバー７１に支持されている。また、トップカバー
７１には、第１の搬送路ＧＨ１を形成する搬送壁についても、原稿搬送部Ｕ１ａ２の外側
の搬送壁ＧＨ１ａが支持されている。よって、実施例１では、トップカバー７１が開放位
置に移動すると、第１の搬送路ＧＨ１は、上流端Ｐ１１からレジロール４７の上流部Ｐ１
２までが開放される。なお、原稿搬送部Ｕ１ａ２には、第１の開閉の検出部材の一例とし
てのトップセンサＳＮ１１が支持されている。トップセンサＳＮ１１は、トップカバー７
１の有無を検出する。
【００５４】
（アンダーカバー）
　図５において、原稿搬送部Ｕ１ａ２は、第２の開閉部材の一例としてのアンダーカバー
８１を有する。アンダーカバー８１は、第２の搬送路ＧＨ２に対応して設けられている。
アンダーカバー８１は、読取ロール６３の下方に設けられた前後方向に延びる回転中心８
２を中心に開閉可能に支持されている。すなわち、アンダーカバー８１は、閉鎖位置の一
例としての図５Ａに示す通常位置と、図５Ｃに示す開放位置と、の間を開閉可能に支持さ
れている。実施例１のアンダーカバー８１の開閉に関する構成は、特開２０１３－８０１
８９号公報に記載の構成を適用可能である。よって、アンダーカバー８１の開閉に関する
構成の詳細な説明は省略する。
【００５５】
　実施例１のアンダーカバー８１には、搬送ロール５６を構成する一対の対向するロール
のうち、原稿搬送部Ｕ１ａ２の外側に配置されたロール５６ａが支持されている。また、
アンダーカバー８１には、第２の搬送路ＧＨ２を形成する搬送壁のうち、原稿搬送部Ｕ１
ａ２の外側の搬送壁ＧＨ２ａが支持されている。なお、アンダーカバー８１の外面および
原稿排紙トレイＵ１ａ３の下面には、スキャナ本体Ｕ１ｂのプラテンガラスＰＧ２に応じ
て、白色板８６が支持されている。実施例１では、アンダーカバー８１が開放位置に移動
すると、第２の搬送路ＧＨ２は、搬入口５５の位置Ｐ２１から補助ロール６４の下流部Ｐ
２２までが開放される。なお、原稿搬送部Ｕ１ａ２には、第２の開閉の検出部材の一例と
してのアンダーセンサＳＮ１２が支持されている。アンダーセンサＳＮ１２は、アンダー
カバー８１の有無を検出する。
【００５６】
（スキャナ本体Ｕ１ｂおよび原稿搬送装置Ｕ１ａの機能）
　前記構成を備えたスキャナ本体Ｕ１ｂでは、プラテンガラスＰＧ２上に配置された原稿
Ｇｉの画像を読み取る場合には、光源ユニット１８が原稿Ｇｉの左端から右端まで走査す
る。すなわち、光源ユニット１８は、ホームポジションＱ１０から右端位置Ｑ１２に向け
て移動しながら、原稿Ｇｉに向けて光を照射し原稿Ｇｉからの反射光を受ける。また、反
射ユニット２４は、光源ユニット１８に連動して移動して、光源ユニット１８からの光を
結像部材２６に向けて反射する。結像部材２６は、反射ユニット２４からの光を結像する
。固体撮像素子ＣＣＤは、結像部材２６を通過した光を受光して原稿Ｇｉの画像を読み取
る。
【００５７】
　また、原稿搬送装置Ｕ１ａが搬送する原稿Ｇｉの画像を読み取る場合には、光源ユニッ
ト１８は、ホームポジションＱ１０から左端位置Ｑ１１に移動する。このとき、原稿搬送
装置Ｕ１ａでは、図３に示すように、原稿Ｇｉの上面がナジャーロール３７に接触するま
で昇降プレート３３が上昇する。そして、ナジャーロール３７が回転して、原稿Ｇｉが送
り出される。ナジャーロール３７で送り出された原稿Ｇｉは、捌きロール４１で１枚ずつ
分離されて捌かれる。捌かれた原稿Ｇｉは、搬送ロール４３でプレレジロール４４に搬送
される。搬送ロール４３により送られた原稿Ｇｉは、プレレジロール４４で下流側に搬送
される。
【００５８】
　プレレジロール４４により搬送された原稿Ｇｉは、レジロール４７で、タイミングを合
わせて、第１面の読取位置Ｐ１に搬送される。第１面の読取位置Ｐ１を通過する原稿Ｇｉ
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には、スキャナ本体Ｕ１ｂの光源ユニット１８から読取窓ＰＧ１を通じて光が照射される
。原稿Ｇｉからの反射光は、光源ユニット１８、反射ユニット２４、結像部材２６を介し
て、固体撮像素子ＣＣＤに受光され、原稿Ｇｉの画像が読み取られる。第１面の読取位置
Ｐ１を通過した原稿Ｇｉは、搬送ロール５６で搬送され、第２面の読取位置Ｐ２に送られ
る。原稿Ｇｉの両面が読み取られる場合には、読取センサ６１は、第２面の読取位置Ｐ２
を通過する原稿Ｇｉに対して、固体撮像素子ＣＣＤで読み取られた第１面とは反対側の第
２面の画像を読み取る。
【００５９】
　なお、実施例１では、読取センサ６１で画像が読み取られる際に、読取ロール６３が原
稿Ｇｉを押さえており、原稿Ｇｉと読取センサ６１との間隔が安定し易くなっている。第
２面の読取位置Ｐ２を通過した原稿Ｇｉは、排出ローラ６４により、原稿排紙トレイＵ１
ａ３に排出される。
　また、原稿の搬送路ＧＨでは、センサＳＮ２～ＳＮ４が原稿Ｇｉの有無を検出している
。よって、センサＳＮ２～ＳＮ４の検出結果に基づいて、原稿Ｇｉが詰まったこと、いわ
ゆる、ジャムが検出される。ジャムが検出された場合には、トップカバー７１やアンダー
カバー８１などが開放されて、詰まった原稿Ｇｉが原稿の搬送路ＧＨから除去可能である
。なお、トップカバー７１やアンダーカバー８１などは、原稿搬送部Ｕ１ａ２の保守、点
検などでも開放される。
【００６０】
（実施例１の制御部の説明）
　図６は実施例１の画像形成装置の制御部が備えている各機能をブロック図で示した図で
ある。
　図７は実施例１の画像形成装置の制御部が備えている各機能をブロック図で示した図で
あり、図６の続きの説明図である。
　図６、図７において、複写機Ｕの制御部Ｃは、外部との信号の入出力等を行う入出力イ
ンターフェースＩ／Ｏを有する。また、制御部Ｃは、必要な処理を行うためのプログラム
および情報等が記憶されたＲＯＭ：リードオンリーメモリを有する。また、制御部Ｃは、
必要なデータを一時的に記憶するためのＲＡＭ：ランダムアクセスメモリを有する。また
、制御部Ｃは、ＲＯＭ等に記憶されたプログラムに応じた処理を行うＣＰＵ：中央演算処
理装置を有する。したがって、実施例１の制御部Ｃは、小型の情報処理装置、いわゆるマ
イクロコンピュータにより構成されている。よって、制御部Ｃは、ＲＯＭ等に記憶された
プログラムを実行することにより種々の機能を実現することができる。
【００６１】
（作像部Ｕ３の制御部Ｃに接続された信号出力要素）
　前記作像部Ｕ３の制御部Ｃは、操作部ＵＩや、固体撮像素子ＣＣＤ、読取センサ６１、
センサＳｐ０～Ｓｐ２、３６、ＳＮ１～ＳＮ４，ＳＮ１０～ＳＮ１２等の信号出力要素か
らの出力信号が入力されている。
　操作部ＵＩは、印刷枚数や矢印等の入力を行う入力ボタンＵＩａや、告知部材の一例と
しての表示部ＵＩｂ、複写動作や原稿Ｇｉの読取動作を開始するための入力を行う入力部
材の一例としてのコピースタートキーＵＩｃ等を備えている。
【００６２】
　固体撮像素子ＣＣＤは、第１面の読取位置Ｐ１を通過する原稿Ｇｉの第１面の画像を読
み取る。
　読取センサ６１は、第２面の読取位置Ｐ２を通過する原稿Ｇｉの第２面の画像を読み取
る。
【００６３】
　各ユニットセンサＳｐ０～Ｓｐ２は、光源ユニット１８の有無を検出して、ユニット１
８，２４がユニットセンサＳｐ０～Ｓｐ２の検出位置に移動したか否かを検出する。
　原稿量センサ３６は、昇降プレート３３や原稿Ｇｉの有無を検出して、原稿Ｇｉの量を
検出する。
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　原稿の有無センサＳＮ１は、昇降プレート３３上の原稿Ｇｉの有無を検出する。
　レジセンサＳＮ２や、搬入センサＳＮ３、排出センサＳＮ４は、原稿Ｇｉの有無を検出
する。
　閉鎖センサＳＮ１０は、原稿搬送装置Ｕ１ａが原稿台ＰＧを閉鎖した読取可能位置にあ
るか否かを検出する。
　トップセンサＳＮ１１は、トップカバー７１の有無を検出して、トップカバー７１の開
閉を検出する。
　アンダーセンサＳＮ１２は、アンダーカバー８１の有無を検出して、アンダーカバー８
１の開閉を検出する。
【００６４】
（作像部Ｕ３の制御部Ｃに接続された被制御要素）
　作像部Ｕ３の制御部Ｃは、主駆動源の駆動回路Ｄ１や、原稿搬送の駆動回路Ｄ２、スキ
ャン駆動回路Ｄ３、光源の駆動回路Ｄ４，Ｄ５、電源回路Ｅ、その他の図示しない制御要
素に接続されている。制御部Ｃは、各回路Ｄ１～Ｄ５，Ｅ等へ、それらの制御信号を出力
している。
Ｄ１：主駆動源の駆動回路
　主駆動源の駆動回路Ｄ１は、主駆動源の一例としてのメインモータＭ１を介して、像保
持体の一例としての感光体ドラムＰｙ～Ｐｋや中間転写ベルトＢ等を回転駆動する。
Ｄ２：原稿搬送の駆動回路
　原稿搬送装置の駆動回路の一例としての原稿搬送の駆動回路Ｄ２は、原稿搬送用の駆動
源の一例としての搬送ロールモータＭ２を駆動することにより、原稿の搬送路ＧＨに配置
された捌きロール４１や搬送ロール４３などを回転駆動する。
Ｄ３：スキャン駆動回路
　走査駆動回路の一例としてのスキャン駆動回路Ｄ３は、走査駆動源の一例としてのスキ
ャンモータＭ３を駆動することにより、図示しないギア等を介して、光源ユニット１８や
反射ユニット２４を原稿台ＰＧの下面に沿って左右方向に移動させる。
【００６５】
Ｄ４：第１光源の駆動回路
　第１の光源部材の駆動回路の一例としての第１光源の駆動回路Ｄ４は、第１光源Ｌ１の
左発光部１２と右発光部１３とに電力を供給する。なお、実施例１では、第１光源の駆動
回路Ｄ４は、各発光部１２，１３の白色ＬＥＤ毎に電力を供給し、ＯＮ，ＯＦＦの白色Ｌ
ＥＤの個数の割合で、発光部１２，１３の光量が調節可能に構成されている。
Ｄ５：第２光源の駆動回路
　第２の光源部材の駆動回路の一例としての第２光源の駆動回路Ｄ５は、第２光源Ｌ２の
上流発光部５８と下流発光部５９とに電力を供給する。なお、実施例１では、第２光源の
駆動回路Ｄ５は、各発光部５８，５９の白色ＬＥＤ毎に電力を供給し、ＯＮ，ＯＦＦの白
色ＬＥＤの個数の割合で、発光部５８，５９の光量が調節可能に構成されている。
【００６６】
Ｅ：電源回路
　前記電源回路Ｅは、現像用の電源回路Ｅａ、帯電用の電源回路Ｅｂ、転写用の電源回路
Ｅｃ、定着用の電源回路Ｅｄ等を有している。
Ｅａ：現像用の電源回路
　現像用の電源回路Ｅａは、現像装置Ｇｙ～Ｇｋの現像ロールに現像電圧を印加する。
Ｅｂ：帯電用の電源回路
　帯電用の電源回路Ｅｂは、帯電ロールＣＲｙ～ＣＲｋそれぞれに感光体ドラムＰｙ～Ｐ
ｋ表面を帯電させるための帯電電圧を印加する。
Ｅｃ：転写用の電源回路
　転写用の電源回路Ｅｃは、１次転写ロールＴ１ｙ～Ｔ１ｋやコンタクトロールＴ２ｃを
介して２次転写ロールＴ２ｂに転写電圧を印加する。
Ｅｄ：定着用の電源回路
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　定着用の電源回路Ｅｄは、定着装置Ｆの加熱ロールＦｈにヒータ加熱用の電力を供給す
る。
【００６７】
（作像部Ｕ３の制御部Ｃの機能）
　作像部Ｕ３の制御部Ｃは、前記信号出力要素からの入力信号に応じた処理を実行して、
前記各制御要素に制御信号を出力する機能を有している。すなわち、制御部Ｃは次の機能
を有している。
Ｃ１：画像形成の制御手段
　画像形成の制御手段Ｃ１は、スキャナ部Ｕ１の固体撮像素子ＣＣＤや読取センサ６１か
ら入力された画像情報に応じて、複写機Ｕの各部材の駆動や各電圧の印加時期等を制御し
て、画像形成動作であるジョブを実行する。
Ｃ２：駆動源の制御手段
　駆動源の制御手段Ｃ２は、主駆動源の駆動回路Ｄ１を介して、メインモータＭ１の駆動
を制御し、感光体ドラムＰｙ～Ｐｋ等の駆動を制御する。
【００６８】
Ｃ３：電源回路の制御手段
　電源回路の制御手段Ｃ３は、各電源回路Ｅａ～Ｅｄを制御して、各部材へ印加される電
圧や、各部材へ供給される電力を制御する。
Ｃ４：読取動作の判別手段
　読取動作の判別手段Ｃ４は、原稿の有無センサＳＮ１の検出結果に基づいて、コピース
タートキーＵＩｃが入力された場合に実行する読取動作を、「自動読取動作」と「手動読
取動作」とのいずれであるかを判別する。実施例１の読取動作の判別手段Ｃ４は、コピー
スタートキーＵＩｃが入力された場合に、原稿の有無センサＳＮ１が昇降プレート３３上
の原稿Ｇｉを検出した場合には、「自動読取動作」を実行するものと判別する。また、実
施例１の読取動作の判別手段Ｃ４は、コピースタートキーＵＩｃが入力された場合に、原
稿の有無センサＳＮ１が原稿Ｇｉを検出しない場合、すなわち、昇降プレート３３上に原
稿Ｇｉがないことが検出された場合には、「手動読取動作」を実行するものと判別する。
【００６９】
Ｃ５：原稿搬送の制御手段
　原稿搬送の制御手段Ｃ５は、原稿搬送の駆動回路Ｄ２を介して、昇降ロッド３４や、捌
きロール４１、搬送ロール４３等の駆動を制御する。実施例１の原稿搬送の制御手段Ｃ５
は、「自動読取動作」を実行すると判別された場合には、昇降ロッド３４を駆動して昇降
プレート３３を上昇させる。また、原稿搬送の制御手段Ｃ５は、原稿の搬送路ＧＨの捌き
ロール４１や搬送ロール４３などを駆動する。そして、予め設定された時期にナジャーロ
ール３７を駆動して、原稿給紙トレイＵ１ａ１から原稿Ｇｉを搬送する。なお、原稿搬送
の制御手段Ｃ５は、昇降プレート３３上の原稿Ｇｉがなくなった場合には、上昇させた昇
降プレート３３を下降させて元の位置に戻す。
【００７０】
Ｃ６：ジャムの判別手段
　詰まりの発生の判別手段の一例としてのジャムの判別手段Ｃ６は、タイマＴＭ１～ＴＭ
４を有する。ジャムの判別手段Ｃ６は、センサＳＮ２～ＳＮ４の検出結果と、タイマＴＭ
１～ＴＭ４の計時結果とに基づいて、原稿の搬送路ＧＨに原稿Ｇｉが詰まったか否かを判
別する。実施例１のジャムの判別手段Ｃ６は、計時を開始したタイマＴＭ１～ＴＭ４がタ
イムアップした場合に、原稿の搬送路ＧＨに原稿Ｇｉが詰まった状態、すなわち、ジャム
が生じたと判別する。
ＴＭ１：レジタイマ
　第１の計時手段の一例としてのレジタイマＴＭ１は、原稿Ｇｉが、搬送されてからレジ
センサＳＮ２に到達するまでの予定時間と、余裕、いわゆる、マージンとに基づいて予め
設定された時間を計時する。レジタイマＴＭ１は、ナジャーロール３７が駆動する度に、
計時を開始する。なお、レジタイマＴＭ１は、原稿ＧｉがレジセンサＳＮ２に到達すると



(17) JP 6435873 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

、計時を中止する。
【００７１】
ＴＭ２：搬入タイマ
　第２の計時手段の一例としての搬入タイマＴＭ２は、原稿Ｇｉが、レジセンサＳＮ２を
通過してから搬入センサＳＮ３に到達するまでの予定時間とマージンとに基づいて予め設
定された時間を計時する。搬入タイマＴＭ２は、レジセンサＳＮ２が原稿Ｇｉを検出する
度に、計時を開始する。なお、搬入タイマＴＭ２は、原稿Ｇｉが搬入センサＳＮ３に到達
すると、計時を中止する。
ＴＭ３：排出タイマ
　第３の計時手段の一例としての排出タイマＴＭ３は、原稿Ｇｉが、搬入センサＳＮ３を
通過してから排出センサＳＮ４に到達するまでの予定時間とマージンとに基づいて予め設
定された時間を計時する。排出タイマＴＭ３は、搬入センサＳＮ３が原稿Ｇｉを検出する
度に、計時を開始する。なお、排出タイマＴＭ３は、原稿Ｇｉが排出センサＳＮ４に到達
すると、計時を中止する。
【００７２】
ＴＭ４：完了タイマ
　第４の計時手段の一例としての完了タイマＴＭ４は、原稿Ｇｉの搬送方向の前端が、排
出センサＳＮ４を通過してから、原稿搬送装置Ｕ１ａの読取可能な最大の原稿の後端が排
出センサＳＮ４を通過するまでの予定時間とマージンとに基づいて予め設定された時間を
計時する。完了タイマＴＭ４は排出センサＳＮ４が原稿Ｇｉを検出する度に、計時を開始
する。なお、完了タイマＴＭ４は、原稿Ｇｉの後端が排出センサＳＮ４を通過すると、計
時を中止する。
【００７３】
　図８は実施例１のジャムの説明図である。
Ｃ７：ジャムの特定手段
　詰まりの判別手段の一例としてのジャムの特定手段Ｃ７は、ジャムの位置を特定する。
実施例１のジャムの特定手段Ｃ７では、第１面の読取位置Ｐ１の近傍に予め設定された第
１の範囲で原稿Ｇｉが詰まったか否かと、第２面の読取位置Ｐ２の近傍に予め設定された
第２の範囲で原稿Ｇｉが詰まったか否かと、が判別される。なお、図８において、実施例
１では、第１の範囲の一例として、搬入センサＳＮ３の検出位置に対して上流側の搬送路
、すなわち、第１の搬送路ＧＨ１、が設定されている。また、第２の範囲の一例として、
搬入センサＳＮ３の検出位置に対して下流側の搬送路、すなわち、第２の搬送路ＧＨ２、
が設定されている。
【００７４】
　図８において、実施例１のジャムの特定手段Ｃ７は、レジタイマＴＭ１がタイムアップ
した場合には、レジセンサＳＮ１に到達前のジャムＪ１と判別する。
　また、ジャムの特定手段Ｃ７は、搬入タイマＴＭ２がタイムアップした場合には、レジ
センサＳＮ２がＯＮか否かを判別する。レジセンサＳＮ２がＯＮの場合には、搬入センサ
ＳＮ３に到達前で且つレジセンサＳＮ２を跨いだジャムＪ２と判別する。一方、レジセン
サＳＮ２がＯＦＦの場合には、レジセンサＳＮ２と搬入センサＳＮ３との間で生じたジャ
ムＪ３と判別する。
　さらに、ジャムの特定手段Ｃ７は、排出タイマＴＭ３がタイムアップした場合には、搬
入センサＳＮ３がＯＮか否かを判別する。搬入センサＳＮ３がＯＮの場合には、排出セン
サＳＮ４に到達前で且つ搬入センサＳＮ３を跨いだジャムＪ４と判別する。一方、搬入セ
ンサＳＮ３がＯＦＦの場合には、搬入センサＳＮ３と排出センサＳＮ４との間で生じたジ
ャムＪ５と判別する。
【００７５】
　また、ジャムの特定手段Ｃ７は、完了タイマＴＭ４がタイムアップした場合には、搬入
センサＳＮ３がＯＮで且つ排出センサＳＮ４がＯＮか否かを判別する。搬入センサＳＮ３
がＯＮで且つ排出センサＳＮ４がＯＮの場合には、一部が原稿の搬送路ＧＨから排出され
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且つ搬入センサＳＮ３に跨ったジャムＪ６と判別する。一方、搬入センサＳＮ３がＯＦＦ
で且つ排出センサＳＮ４がＯＮの場合には、一部が原稿の搬送路ＧＨから排出され且つ搬
入センサＳＮ３を通過済みのジャムＪ７と判別する。
　よって、実施例１のジャムの特定手段Ｃ７では、ジャムＪ１～Ｊ３と特定された場合に
、第１の搬送路ＧＨ１で原稿Ｇｉが詰まったと判別されている。また、実施例１のジャム
の特定手段Ｃ７では、ジャムＪ５,Ｊ７と特定された場合に、第２の搬送路ＧＨ２で原稿
Ｇｉが詰まったと判別されている。さらに、実施例１のジャムの特定手段Ｃ７では、ジャ
ムＪ４，Ｊ６と特定された場合に、第１の搬送路ＧＨ１と第２の搬送路ＧＨ２とに原稿Ｇ
ｉが跨って詰まったと判別されている。
【００７６】
Ｃ８：搬送部の開閉判別手段
　搬送部の開閉判別手段Ｃ８は、閉鎖センサＳＮ１０がＯＮの場合には、原稿搬送装置Ｕ
１ａが読取可能位置にあると判別する。また、搬送部の開閉判別手段Ｃ８は、閉鎖センサ
ＳＮ１０がＯＦＦの場合には、原稿搬送装置Ｕ１ａが作業位置にあると判別する。
Ｃ９：トップの開閉判別手段
　トップの開閉判別手段Ｃ９は、トップセンサＳＮ１１がＯＮの場合には、トップカバー
７１が通常位置にあると判別する。また、トップの開閉判別手段Ｃ９は、トップセンサＳ
Ｎ１１がＯＦＦの場合には、トップカバー７１が開放位置にあると判別する。
Ｃ１０：アンダーの開閉判別手段
　アンダーの開閉判別手段Ｃ１０は、アンダーセンサＳＮ１２がＯＮの場合には、アンダ
ーカバー８１が通常位置にあると判別する。また、アンダーの開閉判別手段Ｃ１０は、ア
ンダーセンサＳＮ１２がＯＦＦの場合には、アンダーカバー８１が開放位置にあると判別
する。
【００７７】
Ｃ１１：ジャム解消の判別手段
　詰まりの除去の判別手段の一例としてのジャム解消の判別手段Ｃ１１は、ジャムが解消
されたか否かを判別する。実施例１のジャム解消の判別手段Ｃ１１は、センサＳＮ２～Ｓ
Ｎ４を跨いだジャムＪ２，Ｊ４，Ｊ６，Ｊ７については、センサＳＮ２～ＳＮ４の全てが
ＯＦＦになった場合に、ジャムが解消されたと判別する。また、実施例１のジャム解消の
判別手段Ｃ１１は、センサＳＮ２～ＳＮ４を跨がないジャムＪ１，Ｊ３，Ｊ５については
、ジャムＪ１，Ｊ３，Ｊ５の位置に対応する開閉部材Ｕ１ａ,７１,８１が開閉され、且つ
、センサＳＮ２～ＳＮ４の全てがＯＦＦの場合に、ジャムが解消されたと判別する。
【００７８】
　すなわち、図８において、実施例１のジャム解消の判別手段Ｃ１１は、レジセンサＳＮ
２に到達する前にジャムＪ１が生じた場合には、トップカバー７１が、開放位置に移動さ
れた後に通常位置に移動され、且つ、センサＳＮ２～ＳＮ４の全てがＯＦＦの場合に、ジ
ャムＪ１が解消されたと判別する。また、実施例１のジャム解消の判別手段Ｃ１１は、レ
ジセンサＳＮ２と搬入センサＳＮ３の間でジャムＪ３が生じた場合には、原稿搬送装置Ｕ
１ａが、作業位置に移動された後に読取可能位置に移動され、且つ、センサＳＮ２～ＳＮ
４の全てがＯＦＦの場合に、ジャムＪ３が解消されたと判別する。さらに、実施例１のジ
ャム解消の判別手段Ｃ１１は、搬入センサＳＮ３と排出センサＳＮ４の間でジャムＪ５が
生じた場合には、アンダーカバー８１が開放位置に移動された後に、原稿搬送装置Ｕ１ａ
が読取可能位置に移動され、且つ、センサＳＮ２～ＳＮ４が全てＯＦＦの場合に、ジャム
Ｊ５が解消されたと判別する。
【００７９】
ＦＬ１：ジャムフラグ
　詰まりの識別子の一例としてのジャムフラグＦＬ１は、初期値は「０００」である。そ
して、ジャムフラグＦＬ１は、図８に示すように、ジャムがＪ１の場合に「００１」にな
る。同様に、ジャムフラグＦＬ１は、Ｊ２の場合に「０１０」に、Ｊ３の場合に「０１１
」に、Ｊ４とＪ６の場合に「１００」に、Ｊ５の場合に「１０１」に、Ｊ７の場合に「１
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１０」になる。そして、ジャムフラグＦＬ１は、ジャムが解消された場合に「０００」に
なる。
【００８０】
Ｃ１２：ユニット位置の判別手段
　ユニット位置の判別手段Ｃ１２は、ユニットセンサＳｐ０～Ｓｐ２の検出信号に基づい
て、光源ユニット１８と反射ユニット２４の位置を判別する。実施例１では、ユニット位
置の判別手段Ｃ１２は、第１のユニットセンサＳｐ０が光源ユニット１８を検出した場合
には、ユニット１８，２４がホームポジションＱ１０に移動したと判別する。また、第２
のユニットセンサＳｐ１が光源ユニット１８を検出した場合には、ユニット１８，２４が
、第１面の読取位置Ｐ１に対応する左端位置Ｑ１１に移動したと判別する。さらに、第３
のユニットセンサＳｐ２が光源ユニット１８を検出した場合には、ユニット１８，２４が
手動読取領域ＳＥの右端に対応する右端位置Ｑ１２に移動したと判別する。
【００８１】
Ｃ１３：移動制御手段
　ユニット位置の制御手段の一例としての移動制御手段Ｃ１３は、スキャンモータＭ３を
制御して、光源ユニット１８と反射ユニット２４とを、副走査方向の一例としての左右方
向に移動させる。実施例１の移動制御手段Ｃ１３は、ユニット位置の判別手段Ｃ１２の判
別結果に基づいてユニット１８，２４の移動を制御する。実施例１では、移動制御手段Ｃ
１３は、「自動読取動作」や、後述する「異物判別動作」、「告知動作」を実行する場合
には、ユニット１８，２４を左端位置Ｑ１１に移動させる。そして、移動制御手段Ｃ１３
は、画像の読取や告知が終了した場合に、ユニット１８，２４をホームポジションＱ１０
に移動させる。また、移動制御手段Ｃ１３は、「手動読取動作」を実行する場合には、ユ
ニット１８，２４をホームポジションＱ１０から右端位置Ｑ１２に向けて移動させ、原稿
Ｇｉを走査させる。そして、移動制御手段Ｃ１３は、原稿の走査が終了した場合に、ユニ
ット１８，２４をホームポジションＱ１０に移動させる。
【００８２】
Ｃ１４：画像の読取手段
　画像の読取手段Ｃ１４は、固体撮像素子ＣＣＤや読取センサ６１の出力に基づいて、原
稿Ｇｉの画像や読取位置Ｐ１，Ｐ２の画像を読み取る。実施例１の画像の読取手段Ｃ１４
は、原稿Ｇｉの第１面および第２面を読み取る両面読取の設定がされた「自動読取動作」
を実行する場合には、固体撮像素子ＣＣＤの出力に基づいて原稿Ｇｉの第１面の画像を読
み取り、読取センサ６１の出力に基づいて原稿Ｇｉの第２面の画像を読み取る。また、実
施例１の画像の読取手段Ｃ１４は、原稿Ｇｉの第１面の画像のみを読み取る片面読取の設
定がされた「自動読取動作」や、「手動読取動作」を実行する場合には、固体撮像素子Ｃ
ＣＤの出力に基づいて、原稿Ｇｉの画像を読み取る。さらに、実施例１の画像の読取手段
Ｃ１４は、「異物判別動作」を実行する場合には、固体撮像素子ＣＣＤの出力に基づいて
、第１面の読取位置Ｐ１の画像を読み取り、読取センサ６１の出力に基づいて第２面の読
取位置Ｐ２の画像を読み取る。
【００８３】
ＦＬ２：電源投入フラグ
　電源の識別子の一例としての電源投入フラグＦＬ２は、初期値は「０」である。また、
電源投入フラグＦＬ２は、複写機Ｕの電源が投入されてＯＮになると、「１」になる。そ
して、電源投入フラグＦＬ２は、複写機Ｕの電源がＯＦＦになった場合には、「０」にリ
セットされる。
【００８４】
Ｃ１５：異物判別動作の判別手段
　清掃の判別時期の判別手段の一例としての異物判別動作の判別手段Ｃ１５は、原稿カウ
ンタＣＴを有する。異物判別動作の判別手段Ｃ１５は、「異物判別動作」を行うか否かを
判別する。実施例１の異物判別動作の判別手段Ｃ１５は、複写機Ｕの電源が投入された場
合、すなわち、電源投入フラグＦＬ２が「０」の場合に「異物判別動作」を行うと判別す
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る。また、実施例１の異物判別動作の判別手段Ｃ１５は、原稿Ｇｉの搬送枚数ｃｔが予め
設定された閾値ｃｔ０以上の場合に、「異物判別動作」を行うと判別する。さらに、実施
例１の異物判別動作の判別手段Ｃ１５は、ジャムが解消された場合、すなわち、ジャムフ
ラグＦＬ１が「０００」に変化した場合に、「異物判別動作」を行うと判別する。
【００８５】
ＣＴ：原稿カウンタ
　媒体の搬送枚数の計測手段の一例としての原稿カウンタＣＴは、原稿搬送装置Ｕ１ａで
搬送された原稿Ｇｉの搬送枚数ｃｔを計測する。実施例１の原稿カウンタＣＴは、ナジャ
ーロール３７が駆動した回数を、原稿Ｇｉの搬送枚数ｃｔとして計測する。なお、原稿カ
ウンタＣＴは、閾値ｃｔ０以上と判別された場合には０にリセットされる。また、複写機
Ｕの電源がＯＦＦになった場合には０にリセットされる。
【００８６】
Ｃ１６：異物の検出手段
　清掃の判別手段の一例としての異物の検出手段Ｃ１６は、読取位置Ｐ１，Ｐ２の清掃が
必要か否かを判別する。実施例１の異物の検出手段Ｃ１６は、読取位置Ｐ１，Ｐ２に異物
を検出した場合には、読取位置Ｐ１，Ｐ２の清掃が必要であると判別する。また、異物の
検出手段Ｃ１６は、読取位置Ｐ１，Ｐ２に異物が検出されない場合には、読取位置Ｐ１，
Ｐ２の清掃は不要であると判別する。実施例１では、異物の検出手段Ｃ１６は、画像の読
取手段Ｃ１４が「異物判別動作」の際に読み取った画像に基づいて、読取位置Ｐ１，Ｐ２
に、紙粉や埃、利用者の指紋などの異物が有るか否かを検出する。なお、実施例１の異物
の検出手段Ｃ１６は、読取位置Ｐ１，Ｐ２毎に判別する。また、異物の検出手段Ｃ１６が
画像に基づいて異物を検出する構成は、例えば、特許文献２に記載のように、主走査方向
の出力が閾値を超えたか否かに基づいて異物を検出するなど、従来公知の構成を適用可能
である。したがって、異物の検出手段Ｃ１６が異物を検出する構成については、詳細な説
明を省略する。
【００８７】
ＦＬ３：清掃フラグ
　清掃要否の識別子の一例としての清掃フラグＦＬ３は、初期値は「００」である。そし
て、清掃フラグＦＬ３は、第１面の読取位置Ｐ１の清掃が必要で、且つ、第２面の読取位
置Ｐ２の清掃が不要と判別された場合に、「０１」になる。また、清掃フラグＦＬ３は、
第１面の読取位置Ｐ１の清掃が不要で、且つ、第２面の読取位置Ｐ２の清掃が必要と判別
された場合に、「１０」になる。さらに、清掃フラグＦＬ３は、第１面の読取位置Ｐ１と
第２面の読取位置Ｐ２の両方の清掃が必要と判別された場合に、「１１」になる。そして
、清掃フラグＦＬ３は、清掃が終了したことを示す入力が操作部ＵＩに対してされた場合
に、「００」になる。
【００８８】
　図９は実施例１の表示部にジャムが生じた場合に表示される画像の説明図であり、図９
Ａはトップカバーに注意を促す画像の説明図、図９Ｂはアンダーカバーに注意を促す画像
の説明図、図９Ｃはトップカバーとアンダーカバーに注意を促す画像の説明図である。
　図１０は実施例１の表示部に清掃が必要な場合に表示される画像の説明図であり、図１
０Ａは第１面の読取位置の清掃を促す画像の説明図、図１０Ｂは第２面の読取位置の清掃
を促す画像の説明図、図１０Ｃは第１面の読取位置および第２面の読取位置の清掃を促す
画像の説明図である。
Ｃ１７：表示手段
　告知手段の一例としての表示手段Ｃ１７は、ジャム表示手段Ｃ１７Ａと、清掃表示手段
Ｃ１７Ｂとを有する。図９、図１０において、実施例１の表示手段Ｃ１７は、告知部材の
一例としての操作部ＵＩの表示部ＵＩｂに対して、ジャムの発生を告知したり、利用者に
清掃を促したりする告知画像を表示する。
【００８９】
Ｃ１７Ａ：ジャム表示手段



(21) JP 6435873 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

　ジャム表示手段Ｃ１７Ａは、表示センサＳＮ２～ＳＮ４の検出結果に基づいてジャムＪ
１～Ｊ７が検出された場合に、ジャムＪ１～Ｊ７に応じた告知画像２０１～２０４を表示
する。具体的には、実施例１のジャム表示手段Ｃ１７Ａは、ジャムＪ１，Ｊ２の場合には
、図９Ａに示すように、利用者にジャムが生じたことを告知する文字画像２０１と、トッ
プカバー７１に注意を促す画像２０２とを表示する。また、ジャム表示手段Ｃ１７Ａは、
ジャムＪ３の場合や、ジャムＪ５，Ｊ７の場合には、図９Ｂに示すように、文字画像２０
１と、アンダーカバー８１に注意を促す画像２０３を表示する。さらに、ジャム表示手段
Ｃ１７Ａは、ジャムＪ４，Ｊ６が生じた場合には、図９Ｃに示すように、文字画像２０１
と、トップカバー７１およびアンダーカバー８１に注意を促す画像２０４とを表示する。
【００９０】
Ｃ１７Ｂ：清掃表示手段
　清掃表示手段Ｃ１７Ｂは、読取位置Ｐ１，Ｐ２の清掃が必要と判別された場合に、読取
位置Ｐ１，Ｐ２の清掃を利用者に促す告知画像２１１～２１４を表示する。具体的には、
実施例１の清掃表示手段Ｃ１７Ｂは、第１面の読取位置Ｐ１のみの清掃が必要な場合には
、図１０Ａに示すように、清掃を促す文字画像２１１と、第１面の読取位置Ｐ１を示す画
像２１２と、清掃が終了した場合に入力されるボタン画像２１３とを表示する。また、清
掃表示手段Ｃ１７Ｂは、第２面の読取位置Ｐ２のみの清掃が必要な場合には、図１０Ｂに
示すように、文字画像２１１と、第２面の読取位置Ｐ２を示す画像２１４と、ボタン画像
２１３と表示する。さらに、実施例１の清掃表示手段Ｃ１７Ｂは、第１面と第２面の読取
位置Ｐ１，Ｐ２の両方の清掃が必要な場合には、図１０Ｃに示すように、文字画像２１１
と、第１面と第２面の読取位置Ｐ１，Ｐ２を示す画像２１６と、ボタン画像２１３と表示
する。
【００９１】
Ｃ１８：光源の制御手段
　光源部材の制御手段の一例としての光源の制御手段Ｃ１８は、読取時の制御手段Ｃ１８
Ａと、ジャム時の制御手段Ｃ１８Ｂと、清掃時の制御手段Ｃ１８Ｃとを有する。光源の制
御手段Ｃ１８は、光源の駆動回路Ｄ４，Ｄ５を介して、光源Ｌ１，Ｌ２を制御する。すな
わち、光源の制御手段Ｃ１８は、光源Ｌ１，Ｌ２の点灯や消灯、点灯時の光量を制御する
。なお、実施例１の光量の制御では、各光源Ｌ１，Ｌ２の各発光部１２，１３，５８，５
９をＯＮとする際に、各発光部１２～５９を構成するＬＥＤ素子のうち、一部をＯＦＦに
して残りをＯＮにすることで、光量が小さくされる。
【００９２】
Ｃ１８Ａ：読取時の制御手段
　読取時の制御手段Ｃ１８Ａは、画像の読取手段Ｃ１４が画像を読み取る場合に、予め設
定された読取用の光量で第１光源Ｌ１や第２光源Ｌ２を点灯させる。実施例１の読取時の
制御手段Ｃ１８Ａは、固体撮像素子ＣＣＤの出力に基づいて画像を読み取る場合には、第
１光源Ｌ１を点灯させる。また、実施例１の読取時の制御手段Ｃ１８Ａは、読取センサ６
１の出力に基づいて画像を読み取る場合には、第２光源Ｌ２を点灯させる。なお、実施例
１では、光源Ｌ１，Ｌ２を読取用の光量で点灯させる場合には、各発光部１２～５９の各
ＬＥＤ素子を全てＯＮにする。
【００９３】
Ｃ１８Ｂ：ジャム時の制御手段
　媒体が詰まった場合の光源部材の点灯手段の一例としてのジャム時の制御手段Ｃ１８Ｂ
は、第１光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１と、第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２とを有する。ジャ
ム時の制御手段Ｃ１８Ｂは、第１の搬送路ＧＨ１に原稿Ｇｉが詰まった場合に、第１光源
Ｌ１を点灯させる。また、ジャム時の制御手段Ｃ１８Ｂは、第２の搬送路ＧＨ２に原稿Ｇ
ｉが詰まった場合に、第２光源Ｌ２を点灯させる。さらに、ジャム時の制御手段Ｃ１８Ｂ
は、第１の搬送路ＧＨ１と第２の搬送路ＧＨ２との両方に跨って原稿Ｇｉが詰まった場合
に、除去を優先すべき第２の搬送路に対応する第２光源Ｌ２は点滅させ且つ除去を後にす
べき第１の搬送路ＧＨ１に対応する第１光源Ｌ１は点灯させる。ここで、除去の優先順序
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は、原稿搬送装置Ｕ１ａの構成において、原稿Ｇｉを除去する利用者の作業性や、除去時
の原稿Ｇｉの破れ難さ等に基づいて、予め設定されている。実施例１では、搬送路ＧＨ１
，ＧＨ２の両方に原稿Ｇｉが跨っている場合、第２の搬送路ＧＨ２を優先して除去し且つ
第１の搬送路ＧＨ１を後に除去する順序が予め設定されている。
【００９４】
Ｃ１８Ｂ１：第１光源の制御手段
　第１光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１は、ジャムＪ１～Ｊ４，Ｊ６が生じた場合に、第１光源
Ｌ１を制御する。第１光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１は、画像を読み取る場合に比べて小さい
光量で第１光源Ｌ１を点灯する。実施例１では、第１光源Ｌ１の各発光部１２，１３のＬ
ＥＤ素子を一部ＯＮにして、第１光源Ｌ１の光量を小さくする。また、第１光源の制御手
段Ｃ１８Ｂ１は、閉鎖センサＳＮ１０の検出結果に基づいて、原稿搬送装置Ｕ１ａが開放
されていない場合には、開放されている場合に比べて、第１光源Ｌ１の光量を大きくする
。実施例１では、原稿搬送装置Ｕ１ａの開放時には、片方の発光部１３のみを一部ＯＮと
し、原稿搬送装置Ｕ１ａの閉鎖時には、両方の発光部１２，１３を一部ＯＮとして第１光
源Ｌ１の光量を大きくする。
【００９５】
　具体的には、実施例１の第１光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１は、第１の搬送路ＧＨ１内でジ
ャムＪ１～Ｊ３が生じた場合と、第１の搬送路ＧＨ１と第２の搬送路ＧＨ２とに跨ったジ
ャムＪ４，Ｊ６が生じた場合とに、左端位置Ｑ１１に移動させた光源ユニット１８におい
て、各発光部１２，１３を一部ＯＮにする。そして、第１光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１は、
原稿搬送装置Ｕ１ａが作業位置に移動された場合には、左の発光部１２をＯＦＦにし且つ
右の発光部１３は一部ＯＮのままにする。さらに、第１光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１は、ジ
ャムが解消されたと判別された場合に、各発光部１２，１３をＯＦＦにする。なお、第１
光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１は、ジャムが解消されずに、原稿搬送装置Ｕ１ａが読取可能位
置に移動された場合には、左の発光部１２を一部ＯＮにし且つ右の発光部１３は一部ＯＮ
のままにする。
【００９６】
Ｃ１８Ｂ２：第２光源の制御手段
　第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、ジャムＪ４～Ｊ７が生じた場合に、第２光源Ｌ２を
制御する。第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、画像を読み取る場合に比べて小さい光量で
第２光源Ｌ２を点灯する。実施例１では、第２光源Ｌ２の各発光部５８，５９のＬＥＤ素
子を一部ＯＮにして、第２光源Ｌ２の光量を小さくする。また、第２光源の制御手段Ｃ１
８Ｂ２は、アンダーセンサＳＮ１２の検出結果に基づいて、アンダーカバー８１が開放さ
れていない場合には、開放されている場合に比べて、第２光源Ｌ２の光量を大きくする。
実施例１では、アンダーカバー８１の開放時には、片方の発光部５８のみを一部ＯＮとし
、アンダーカバー８１の閉鎖時には、両方の発光部５８，５９を一部ＯＮとして第２光源
Ｌ２の光量を大きくする。
【００９７】
　具体的には、実施例１の第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、第２の搬送路ＧＨ２内でジ
ャムＪ５，Ｊ７が生じた場合に、各発光部５８，５９を一部ＯＮにする。この場合、第２
光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、アンダーカバー８１が開放位置に移動された場合に、上流
発光部５８を一部ＯＮのままにし且つ下流発光部５９はＯＦＦにする。また、第２光源の
制御手段Ｃ１８Ｂ２は、ジャムが解消されたと判別された場合に、各発光部５８，５９を
ＯＦＦにする。なお、第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、ジャムが解消されずに、アンダ
ーカバー８１が通常位置に移動された場合には、上流発光部５８を一部ＯＮのままにし且
つ下流発光部５９は一部ＯＮにする。
【００９８】
　また、実施例１の第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、第１の搬送路ＧＨ１と第２の搬送
路ＧＨ２とに跨ったジャムＪ４，Ｊ６が生じた場合に、第２光源Ｌ２の各発光部５８，５
９を点滅させる。なお、各発光部５８，５９の点滅は、利用者に十分知覚できる周期で一
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部ＯＮとＯＦＦを繰り返して実行されている。また、第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、
アンダーカバー８１が開放位置に移動された場合には、上流発光部５８を点滅から一部Ｏ
Ｎにし且つ下流発光部５９はＯＦＦにする。さらに、第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、
搬入センサＳＮ３がＯＦＦになった場合に、各発光部５８，５９をＯＦＦにする。なお、
第２光源の制御手段Ｃ１８Ｂ２は、搬入センサＳＮ３がＯＮのまま、アンダーカバー８１
が通常位置に移動された場合には、上流発光部５８を一部ＯＮから点滅にし、且つ、下流
発光部５９はＯＦＦから点滅にする。
【００９９】
Ｃ１８Ｃ：清掃時の制御手段
　読取位置の清掃が必要な場合の点灯手段の一例としての清掃時の制御手段Ｃ１８Ｃは、
第１光源の制御手段Ｃ１８Ｃ１と、第２光源の制御手段Ｃ１８Ｃ２とを有する。清掃時の
制御手段Ｃ１８Ｃは、第１面の読取位置Ｐ１の清掃が必要な場合に、第１光源Ｌ１を点灯
させる。また、清掃時の制御手段Ｃ１８Ｃは、第２面の読取位置Ｐ２の清掃が必要な場合
に、第２光源Ｌ２を点灯させる。
【０１００】
Ｃ１８Ｃ１：第１光源の制御手段
　第１光源の制御手段Ｃ１８Ｃ１は、第１面の読取位置Ｐ１の清掃が必要な場合に、第１
光源Ｌ１を制御する。第１光源の制御手段Ｃ１８Ｃ１は、画像を読み取る場合に比べて小
さい光量で第１光源Ｌ１を点灯する。第１光源の制御手段Ｃ１８Ｃ１は、閉鎖センサＳＮ
１０の検出結果に基づいて、原稿搬送装置Ｕ１ａが開放されていない場合には、開放され
ている場合に比べて、第１光源Ｌ１の光量を大きくする。
　具体的には、実施例１の第１光源の制御手段Ｃ１８Ｃ１は、第１面の読取位置Ｐ１の清
掃のみが必要な場合と、第１面の読取位置Ｐ１と第２面の読取位置Ｐ２との両方の清掃が
必要な場合とに、左端位置Ｑ１１に移動した光源ユニット１８において、第１光源Ｌ１の
各発光部１２，１３を一部ＯＮにする。また、第１光源の制御手段Ｃ１８Ｃ１は、清掃の
終了の入力がされた場合に、各発光部１２，１３をＯＦＦにする。なお、第１光源の制御
手段Ｃ１８Ｃ１では、最初に一部ＯＮにしてからＯＦＦにするまでの間に、原稿搬送装置
Ｕ１ａの開閉に基づいて各発光部１２，１３を制御する構成については、ジャムが生じた
場合の第１光源の制御手段Ｃ１８Ｂ１が行う制御と同様に制御する。よって、清掃時の第
１光源の制御手段Ｃ１８Ｃ１について、これ以上の詳細な説明は省略する。
【０１０１】
Ｃ１８Ｃ２：第２光源の制御手段
　第２光源の制御手段Ｃ１８Ｃ２は、第２面の読取位置Ｐ２の清掃が必要な場合に、第２
光源Ｌ２を制御する。第２光源の制御手段Ｃ１８Ｃ２は、画像を読み取る場合に比べて小
さい光量で第２光源Ｌ２を点灯する。第２光源の制御手段Ｃ１８Ｃ２は、アンダーセンサ
ＳＮ１２の検出結果に基づいて、アンダーカバー８１が開放されていない場合には、開放
されている場合に比べて、第２光源Ｌ２の光量を大きくする。
　具体的には、実施例１の第２光源の制御手段Ｃ１８Ｃ２は、第２面の読取位置Ｐ２の清
掃のみが必要な場合と、第１面の読取位置Ｐ１と第２面の読取位置Ｐ２との両方の清掃が
必要な場合とに、第２光源Ｌ２の各発光部５８，５９を一部ＯＮにする。また、第２光源
の制御手段Ｃ１８Ｃ２は、清掃の終了の入力がされた場合に、各発光部５８，５９をＯＦ
Ｆにする。なお、第２光源の制御手段Ｃ１８Ｃ２では、最初に一部ＯＮにしてからＯＦＦ
にするまでの間に、アンダーカバー８１の開閉に基づいて各発光部５８，５９を制御する
構成については、第２の搬送路ＧＨ２内でジャムＪ５，Ｊ７が生じた場合の第２光源の制
御手段Ｃ１８Ｂ２が行う制御と同様に制御する。よって、清掃時の第２光源の制御手段Ｃ
１８Ｃ２について、これ以上の詳細な説明は省略する。
【０１０２】
（実施例１の流れ図の説明）
　次に、実施例１の複写機Ｕにおける制御の流れを流れ図、いわゆるフローチャートを使
用して説明する。
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【０１０３】
（ジャムの検出処理のフローチャートの説明）
　図１１は実施例１のジャムの検出処理のフローチャートの説明図である。
　図１２は実施例１のジャムの検出処理のフローチャートの説明図であり、図１１の続き
の説明図である。
　図１１、図１２のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記
憶されたプログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行
して実行される。
　図１１、図１２に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１０４】
　図１１のＳＴ１において、コピースタートキーＵＩｃが入力されたか否かを判別する。
イエス（Ｙ）の場合はＳＴ２に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１を繰り返す。
　ＳＴ２において、原稿の有無センサＳＮ１がＯＮか否か、すなわち、原稿給紙トレイＴ
Ｒ１上に原稿Ｇｉがあるか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ４に進み、ノー（
Ｎ）の場合はＳＴ３に進む。
　ＳＴ３において、「手動読取動作」が終了したか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合
はＳＴ１に戻り、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ３を繰り返す。
　ＳＴ４において、ナジャーロール３７が駆動したか否か、すなわち、原稿Ｇｉが給紙さ
れたか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ４
を繰り返す。
【０１０５】
　ＳＴ５において、レジタイマＴＭ１をセットする。そして、ＳＴ６に進む。
　ＳＴ６において、レジタイマＴＭ１がタイムアップしたか否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ７に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１１に進む。
　ＳＴ７において、ジャムフラグＦＬ１を「００１」にする。すなわち、ジャムＪ１が生
じたことを識別可能とする。そして、ＳＴ８に進む。
　ＳＴ８において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」か否か、すなわち、ジャムの解消処
理が終了したか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ１に戻り、ノー（Ｎ）の場合
はＳＴ８を繰り返す。
【０１０６】
　ＳＴ１１において、レジセンサＳＮ２がＯＮか否か、すなわち、原稿Ｇｉの前端がレジ
センサＳＮ２に到達したか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ１２に進み、ノー
（Ｎ）の場合はＳＴ６に戻る。
　ＳＴ１２において、搬入タイマＴＭ２をセットする。そして、ＳＴ１３に進む。
　ＳＴ１３において、搬入タイマＴＭ２がタイムアップしたか否かを判別する。イエス（
Ｙ）の場合はＳＴ１４に進み、ノー（Ｎ）の場合は図１２のＳＴ２１に進む。
　ＳＴ１４において、レジセンサＳＮ２がＯＮか否か、すなわち、原稿Ｇｉがレジセンサ
ＳＮ２の通過途中か否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ１５に進み、ノー（Ｎ）
の場合はＳＴ１６に進む。
　ＳＴ１５において、ジャムフラグＦＬ１を「０１０」にする。すなわち、ジャムＪ２が
生じたことを識別可能とする。そして、ＳＴ８に進む。
　ＳＴ１６において、ジャムフラグＦＬ１を「０１１」にする。すなわち、ジャムＪ３が
生じたことを識別可能とする。そして、ＳＴ８に進む。
【０１０７】
　図１２のＳＴ２１において、搬入センサＳＮ３がＯＮか否か、すなわち、原稿Ｇｉの前
端が搬入センサＳＮ３に到達したか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ２２に進
み、ノー（Ｎ）の場合は図１１のＳＴ１３に戻る。
　ＳＴ２２において、排出タイマＴＭ３をセットする。そして、ＳＴ２３に進む。
　ＳＴ２３において、排出タイマＴＭ３がタイムアップしたか否かを判別する。イエス（
Ｙ）の場合はＳＴ２４に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ３１に進む。



(25) JP 6435873 B2 2018.12.12

10

20

30

40

50

　ＳＴ２４において、搬入センサＳＮ３がＯＮか否か、すなわち、原稿Ｇｉが搬入センサ
ＳＮ３を通過途中か否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ２５に進み、ノー（Ｎ）
の場合はＳＴ２６に進む。
　ＳＴ２５において、ジャムフラグＦＬ１を「１００」にする。すなわち、ジャムＪ４が
生じたことを識別可能とする。そして、図１１のＳＴ８に進む。
　ＳＴ２６において、ジャムフラグＦＬ１を「１０１」にする。すなわち、ジャムＪ５が
生じたことを識別可能とする。そして、図１１のＳＴ８に進む。
【０１０８】
　ＳＴ３１において、排出センサＳＮ４がＯＮか否か、すなわち、原稿Ｇｉの前端が排出
センサＳＮ４に到達したか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ３２に進み、ノー
（Ｎ）の場合はＳＴ２３に戻る。
　ＳＴ３２において、完了タイマＴＭ４をセットする。そして、ＳＴ３３に進む。
　ＳＴ３３において、完了タイマＴＭ４がタイムアップしたか否かを判別する。イエス（
Ｙ）の場合はＳＴ３４に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ４１に進む。
　ＳＴ３４において、搬入センサＳＮ３がＯＮか否か、すなわち、原稿Ｇｉが搬入センサ
ＳＮ３を通過途中か否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ３５に進み、ノー（Ｎ）
の場合はＳＴ３６に進む。
　ＳＴ３５において、ジャムフラグＦＬ１を「１００」にする。すなわち、ジャムＪ６が
生じたことを識別可能とする。そして、図１１のＳＴ８に進む。
　ＳＴ３６において、ジャムフラグＦＬ１を「１１０」にする。すなわち、ジャムＪ７が
生じたことを識別可能とする。そして、図１１のＳＴ８に進む。
【０１０９】
　ＳＴ４１において、排出センサＳＮ４がＯＦＦか否か、すなわち、原稿Ｇｉが排出セン
サＳＮ４を通過したかを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ４２に進み、ノー（Ｎ）の
場合はＳＴ３３に戻る。
　ＳＴ４２において、原稿の有無センサＳＮ１がＯＦＦか否か、すなわち、原稿給紙トレ
イＴＲ１上の原稿Ｇｉを全て搬送済みか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合は図１１の
ＳＴ１に戻り、ノー（Ｎ）の場合は図１１のＳＴ４に戻る。
【０１１０】
（ジャム解消の判別処理のフローチャートの説明）
　図１３は実施例１のジャム解消の判別処理のフローチャートの説明図である。
　図１３のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記憶された
プログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行して実行
される。
　図１３に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１１１】
　図１３のＳＴ５１において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」でないか否か、すなわち
、ジャムＪ１～Ｊ７が発生したか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ５２に進み
、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ５１を繰り返す。
　ＳＴ５２において、ジャムフラグＦＬ１が「００１」か否かを判別する。イエス（Ｙ）
の場合はＳＴ５３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ５５に進む。
　ＳＴ５３において、トップセンサＳＮ１１がＯＦＦか否か、すなわち、トップカバー７
１が開放されたか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ５４に進み、ノー（Ｎ）の
場合はＳＴ５３を繰り返す。
　ＳＴ５４において、トップセンサＳＮ１１がＯＮか否か、すなわち、トップカバー７１
が閉鎖されたか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ６１に進み、ノー（Ｎ）の場
合はＳＴ５４を繰り返す。
【０１１２】
　ＳＴ５５において、ジャムフラグＦＬ１が「０１１」か否かを判別する。イエス（Ｙ）
の場合はＳＴ５６に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ５８に進む。
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　ＳＴ５６において、閉鎖センサＳＮ１０がＯＦＦか否か、すなわち、原稿搬送装置Ｕ１
ａが開放されたか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ５７に進み、ノー（Ｎ）の
場合はＳＴ５６を繰り返す。
　ＳＴ５７において、閉鎖センサＳＮ１０がＯＮか否か、すなわち、原稿搬送装置Ｕ１ａ
が閉鎖されたか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ６１に進み、ノー（Ｎ）の場
合はＳＴ５７を繰り返す。
　ＳＴ５８において、ジャムフラグＦＬ１が「１０１」か否かを判別する。イエス（Ｙ）
の場合はＳＴ５９に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ６１に進む。
　ＳＴ５９において、アンダーセンサＳＮ１２がＯＦＦか否か、すなわち、アンダーカバ
ー８１が開放されたか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ５７に進み、ノー（Ｎ
）の場合はＳＴ５９を繰り返す。
【０１１３】
　ＳＴ６１において、レジセンサＳＮ２がＯＦＦか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合
はＳＴ６２に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ６１を繰り返す。
　ＳＴ６２において、搬入センサＳＮ３がＯＦＦか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合
はＳＴ６３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ６１に戻る。
　ＳＴ６３において、排出センサＳＮ４がＯＦＦか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合
はＳＴ６４に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ６１に戻る。
　ＳＴ６４において、ジャムフラグＦＬ１を「０００」とする。すなわち、ジャムが解消
されたものとみなす。そして、ＳＴ５１に戻る。
【０１１４】
（清掃要否の判別処理のフローチャートの説明）
　図１４は実施例１の清掃要否の判別処理のフローチャートの説明図である。
　図１５は実施例１の清掃要否の判別処理のフローチャートの説明図であり、図１４の続
きの説明図である。
　図１４、図１５のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記
憶されたプログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行
して実行される。
　図１４、図１５に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１１５】
　図１４のＳＴ１０１において、電源投入フラグＦＬ２が「０」か否か、すなわち、電源
が投入された場合か否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ１０２に進み、ノー（Ｎ
）の場合はＳＴ１０３に進む。
　ＳＴ１０２において、電源投入フラグＦＬ２を「１」にする。そして、図１５のＳＴ１
２１に進む。
　ＳＴ１０３において、コピースタートキーＵＩｃが入力されたか否かを判別する。イエ
ス（Ｙ）の場合はＳＴ１０４に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１０１に戻る。
　ＳＴ１０４において、原稿の有無センサＳＮ１がＯＮか否かを判別する。イエス（Ｙ）
の場合はＳＴ１０６に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１０５に進む。
　ＳＴ１０５において、「手動読取動作」が終了したか否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ１０１に戻り、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１０５を繰り返す。
【０１１６】
　ＳＴ１０６において、ナジャーロール３７が駆動したか否かを判別する。イエス（Ｙ）
の場合はＳＴ１０７に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１１１に進む。
　ＳＴ１０７において、搬送枚数ｃｔに１を加算する。そして、ＳＴ１０８に進む。
　ＳＴ１０８において、原稿の有無センサＳＮ１がＯＦＦか否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ１０９に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１０６に戻る。
　ＳＴ１０９において、搬送枚数ｃｔが閾値ｃｔ０以上か否かを判別する。イエス（Ｙ）
の場合はＳＴ１１０に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１０１に戻る。
　ＳＴ１１０において、搬送枚数ｃｔを０にする。そして、図１５のＳＴ１２１に進む。
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　ＳＴ１１１において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」でないか否かを判別する。イエ
ス（Ｙ）の場合はＳＴ１１２に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１０６に戻る。
　ＳＴ１１２において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合は図１５のＳＴ１２１に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１１２を繰り返す。
【０１１７】
　図１５のＳＴ１２１において、第２のユニットセンサＳｐ１がＯＮか否か、すなわち、
ユニット１８，２４が左端位置Ｑ１１に移動しているか否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ１２３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１２２に進む。
　ＳＴ１２２において、ユニット１８，２４を左端位置Ｑ１１に移動させる。そして、Ｓ
Ｔ１２１に戻る。
　ＳＴ１２３において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ１２４に進
む。
（１）固体撮像素子ＣＣＤで第１面の読取位置Ｐ１の画像を読み取る。
（２）読取センサ６１で第２面の読取位置Ｐ２の画像を読み取る。
　ＳＴ１２４において、読み取った画像に基づいて、読取位置Ｐ１，Ｐ２の異物の検出を
行う。そして、ＳＴ１２５に進む。
　ＳＴ１２５において、第１面の読取位置Ｐ１の清掃が必要か否かを判別する。イエス（
Ｙ）の場合はＳＴ１２６に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１２９に進む。
　ＳＴ１２６において、第２面の読取位置Ｐ２の清掃が必要か否かを判別する。イエス（
Ｙ）の場合はＳＴ１２７に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１２８に進む。
　ＳＴ１２７において、清掃フラグＦＬ３を「１１」にする。すなわち、両方の読取位置
Ｐ１，Ｐ２の清掃が必要であることを識別可能とする。そして、ＳＴ１３１に進む。
　ＳＴ１２８において、清掃フラグＦＬ３を「０１」にする。すなわち、第１面の読取位
置Ｐ１のみ清掃が必要であることを識別可能とする。そして、ＳＴ１３１に進む。
　ＳＴ１２９において、第２面の読取位置Ｐ２の清掃が必要か否かを判別する。イエス（
Ｙ）の場合はＳＴ１３０に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１３１に進む。
　ＳＴ１３０において、清掃フラグＦＬ３を「１０」にする。すなわち、第２面の読取位
置Ｐ２のみ清掃が必要であることを識別可能とする。そして、ＳＴ１３１に進む。
　ＳＴ１３１において、清掃フラグＦＬ３が「００」か否か、すなわち、清掃が終了また
は清掃が不要な状態か否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合は図１４のＳＴ１０１に戻り
、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１３１を繰り返す。
【０１１８】
（告知表示処理のフローチャートの説明）
　図１６は実施例１の告知表示処理のフローチャートの説明図である。
　図１６のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記憶された
プログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行して実行
される。
　図１６に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１１９】
　図１６のＳＴ１５１において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」でないか否かを判別す
る。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ１５２に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１７１に進む。
　ＳＴ１５２において、ジャムフラグＦＬ１が「１００」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ１５３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１５４に進む。
　ＳＴ１５３において、第１の搬送路ＧＨ１と第２の搬送路ＧＨ２に原稿Ｇｉが跨って詰
まっていることを表示部Ｕ１ｂに表示する。そして、ＳＴ１５８に進む。
　ＳＴ１５４において、ジャムフラグＦＬ１が「００１」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ１５６に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１５５に進む。
【０１２０】
　ＳＴ１５５において、ジャムフラグＦＬ１が「０１０」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ１５６に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１５７に進む。
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　ＳＴ１５６において、第１の搬送路ＧＨ１の開放を促す画像を表示部Ｕ１ｂに表示する
。そして、ＳＴ１５８に進む。
　ＳＴ１５７において、第２の搬送路ＧＨ２の開放を促す画像を表示部Ｕ１ｂに表示する
。そして、ＳＴ１５８に進む。
　ＳＴ１５８において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」になったか否かを判別する。イ
エス（Ｙ）の場合はＳＴ１５１に戻り、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１５８を繰り返す。
【０１２１】
　ＳＴ１７１において、清掃フラグＦＬ３が「００」でないか否か、すなわち、清掃が必
要か否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合はＳＴ１７２に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ
１５１に戻る。
　ＳＴ１７２において、清掃フラグＦＬ３が「０１」か否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ１７３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１７４に進む。
　ＳＴ１７３において、第１面の読取位置Ｐ１の清掃が必要であることを表示部Ｕ１ｂに
表示する。そして、ＳＴ１７７に進む。
　ＳＴ１７４において、清掃フラグＦＬ３が「１０」か否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ１７５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１７６に進む。
【０１２２】
　ＳＴ１７５において、第２面の読取位置Ｐ２の清掃が必要であることを表示部Ｕ１ｂに
表示する。そして、ＳＴ１７７に進む。
　ＳＴ１７６において、第１面の読取位置Ｐ１と第２面の読取位置Ｐ２の両方の清掃が必
要であることを表示部Ｕ１ｂに表示する。そして、ＳＴ１７７に進む。
　ＳＴ１７７において、清掃終了の入力があったか否かを判別する。イエス（Ｙ）の場合
はＳＴ１７８に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ１７７を繰り返す。
　ＳＴ１７８において、清掃フラグＦＬ３を「００」にする。すなわち、清掃が終了した
ことを識別可能とする。そして、ＳＴ１５１に戻る。
【０１２３】
（ジャム時の第１光源の制御処理のフローチャートの説明）
　図１７は実施例１のジャム時の第１光源の制御処理のフローチャートの説明図である。
　図１７のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記憶された
プログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行して実行
される。
　図１７に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１２４】
　図１７のＳＴ２０１において、ジャムフラグＦＬ１が「００１」か否かを判別する。イ
エス（Ｙ）の場合はＳＴ２０５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２０２に進む。
　ＳＴ２０２において、ジャムフラグＦＬ１が「０１０」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２０５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２０３に進む。
　ＳＴ２０３において、ジャムフラグＦＬ１が「０１１」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２０５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２０４に進む。
　ＳＴ２０４において、ジャムフラグＦＬ１が「１００」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２０５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２０１に戻る。
【０１２５】
　ＳＴ２０５において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２０６に進
む。
（１）左発光部１２を一部ＯＮにする。
（２）右発光部１３を一部ＯＮにする。
　ＳＴ２０６において、閉鎖センサＳＮ１０がＯＦＦか否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ２０７に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２０８に進む。
　ＳＴ２０７において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２０６に戻
る。
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（１）左発光部１２をＯＦＦにする。
（２）右発光部１３を一部ＯＮにする。
　ＳＴ２０８において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２０９に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２０５に戻る。
　ＳＴ２０９において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２０１に戻
る。
（１）左発光部１２をＯＦＦにする。
（２）右発光部１３をＯＦＦにする。
【０１２６】
（ジャム時の第２光源の制御処理のフローチャートの説明）
　図１８は実施例１のジャム時の第２光源の制御処理のフローチャートの説明図である。
　図１８のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記憶された
プログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行して実行
される。
　図１８に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１２７】
　図１８のＳＴ２５１において、ジャムフラグＦＬ１が「１０１」か否かを判別する。イ
エス（Ｙ）の場合はＳＴ２５３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２５２に進む。
　ＳＴ２５２において、ジャムフラグＦＬ１が「１１０」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２５３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２７１に進む。
　ＳＴ２５３において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２５４に進
む。
（１）上流発光部５８を一部ＯＮにする。
（２）下流発光部５９を一部ＯＮにする。
【０１２８】
　ＳＴ２５４において、アンダーセンサＳＮ１２がＯＦＦか否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２５５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２５６に進む。
　ＳＴ２５５において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２５４に戻
る。
（１）上流発光部５８を一部ＯＮにする。
（２）下流発光部５９をＯＦＦにする。
　ＳＴ２５６において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２５７に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２５３に戻る。
　ＳＴ２５７において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２５１に戻
る。
（１）上流発光部５８をＯＦＦにする。
（２）下流発光部５９をＯＦＦにする。
【０１２９】
　ＳＴ２７１において、ジャムフラグＦＬ１が「１００」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２７２に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２５１に戻る。
　ＳＴ２７２において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２７３に進
む。
（１）上流発光部５８を点滅にする。
（２）下流発光部５９を点滅にする。
　ＳＴ２７３において、アンダーセンサＳＮ１２がＯＦＦか否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２７４に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２７５に進む。
　ＳＴ２７４において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２７３に戻
る。
（１）上流発光部５８を一部ＯＮにする。
（２）下流発光部５９をＯＦＦにする。
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【０１３０】
　ＳＴ２７５において、搬入センサＳＮ３がＯＦＦか否か、すなわち、第１の搬送路ＧＨ
１と第２の搬送路ＧＨ２との原稿Ｇｉの跨がりが解消されたか否かを判別する。イエス（
Ｙ）の場合はＳＴ２７６に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２７２に戻る。
　ＳＴ２７６において、次の（１），（２）の処理を実行する。そして、ＳＴ２７７に進
む。
（１）上流発光部５８をＯＦＦにする。
（２）下流発光部５９をＯＦＦにする。
　ＳＴ２７７において、ジャムフラグＦＬ１が「０００」か否かを判別する。イエス（Ｙ
）の場合はＳＴ２５１に戻り、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２７７を繰り返す。
【０１３１】
（清掃時の第１光源の制御処理のフローチャートの説明）
　図１９は実施例１の清掃時の第１光源の制御処理のフローチャートの説明図である。
　図１９のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記憶された
プログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行して実行
される。
　図１９に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１３２】
　清掃時の第１光源の制御処理では、ジャム時の第１光源の制御処理のＳＴ２０１～ＳＴ
２０４に替えて、ＳＴ３０１，ＳＴ３０２が実行される。また、清掃時の第１光源の制御
処理では、ジャム時の第１光源の制御処理のＳＴ２０８に替えて、ＳＴ３０３が実行され
る。ＳＴ３０１～ＳＴ３０３以外のＳＴ２０５～ＳＴ２０７，ＳＴ２０９の処理は、ジャ
ム時の第１光源の制御処理と同様であるため、ＳＴ３０１～ＳＴ３０３についてのみ説明
する。
　図１９のＳＴ３０１において、清掃フラグＦＬ３が「０１」か否かを判別する。イエス
（Ｙ）の場合はＳＴ２０５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ３０２に進む。
　ＳＴ３０２において、清掃フラグＦＬ３が「１１」か否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ２０５に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ３０１に戻る。
　ＳＴ３０３において、清掃フラグＦＬ３が「００」か否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ２０９に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２０５に戻る。
【０１３３】
（清掃時の第２光源の制御処理のフローチャートの説明）
　図２０は実施例１の清掃時の第２光源の制御処理のフローチャートの説明図である。
　図２０のフローチャートの各ステップＳＴの処理は、複写機Ｕの制御部Ｃに記憶された
プログラムに従って行われる。また、この処理は複写機Ｕの他の各種処理と並行して実行
される。
　図２０に示すフローチャートは複写機Ｕの電源投入により開始される。
【０１３４】
　清掃時の第２光源の制御処理では、ジャム時の第２光源の制御処理のＳＴ２５１，ＳＴ
２５２に替えて、ＳＴ３５１，ＳＴ３５２が実行される。また、清掃時の第２光源の制御
処理では、ジャム時の第２光源の制御処理のＳＴ２５６に替えて、ＳＴ３５３が実行され
る。さらに、清掃時の第２光源の制御処理では、ジャム時の第２光源の制御処理のＳＴ２
７１～ＳＴ２７９が省略されている。ＳＴ３５１～ＳＴ３５３以外のＳＴ２５３～ＳＴ２
５５，ＳＴ２５７の処理は、ジャム時の第２光源の制御処理と同様であるため、ＳＴ３５
１～ＳＴ３５３についてのみ説明する。
　図２０のＳＴ３５１において、清掃フラグＦＬ３が「１０」か否かを判別する。イエス
（Ｙ）の場合はＳＴ２５３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ３５２に進む。
　ＳＴ３５２において、清掃フラグＦＬ３が「１１」か否かを判別する。イエス（Ｙ）の
場合はＳＴ２５３に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ３５１に戻る。
　ＳＴ３５３において、清掃フラグＦＬ３が「００」か否かを判別する。イエス（Ｙ）の
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場合はＳＴ２５７に進み、ノー（Ｎ）の場合はＳＴ２５３に戻る。
【０１３５】
（スキャナ本体Ｕ１ｂおよび原稿搬送装置Ｕ１ａの詳細な機能）
　前記構成を備えた実施例１の複写機Ｕでは、原稿給紙トレイＵ１ａ１に原稿Ｇｉが積載
された状態で、コピースタートキーＵＩｃが入力されると、「自動読取動作」が実行され
る。すなわち、原稿給紙トレイＵ１ａ１に積載されていた原稿Ｇｉは、原稿の搬送路ＧＨ
に給紙されて搬送される。原稿の搬送路ＧＨを搬送される原稿Ｇｉは、各読取位置Ｐ１，
Ｐ２において、第１面と第２面が光源Ｌ１，Ｌ２の発光部１２～５９で照らされる。第１
面と第２面からの反射光は、それぞれ、固体撮像素子ＣＣＤ、読取センサ６１に受光され
る。よって、自動で原稿Ｇｉの画像が読み取られる。ここで、原稿Ｇｉを原稿の搬送路Ｇ
Ｈを搬送させて自動で画像を読み取る場合、原稿Ｇｉが搬送路に詰まる状態、いわゆる、
ジャムが生じる場合がある。実施例１の複写機Ｕでは、ジャムが検出されると、ジャムが
生じた状況に基づいて、利用者にジャムが生じたことが告知される。
【０１３６】
　図２１は実施例１の作用説明図であり、図２１Ａは原稿搬送装置が読取可能位置にあり
読取台が閉鎖された状態の説明図、図２１Ｂは原稿搬送装置が読取可能位置にありトップ
カバーが開放された状態の説明図、図２１Ｃは原稿搬送装置が作業位置に移動して読取台
が開放された状態の説明図である。
　実施例１では、第１の搬送路Ｇ１内のジャムＪ１，Ｊ２が検出された場合には、トップ
カバー７１の開放を促す図９Ａに示す画像が表示部Ｕ１ｂに表示される。また、このとき
、左端位置Ｑ１１の光源ユニット１８では、第１光源Ｌ１の発光部１２，１３が一部ＯＮ
、すなわち、読取時の光量よりも小さい光量で点灯される。よって、図２１Ａに示すよう
に、原稿搬送装置Ｕ１ａが読取可能位置にある場合には、第１面の読取位置Ｐ１の読取窓
ＰＧ１から、開口部５４を介して第１の搬送路ＧＨ１内に、第１光源Ｌ１の照射する光が
入射する。
【０１３７】
　したがって、第１の搬送路ＧＨ１の内部が照らされて明るくなる。よって、利用者が、
トップカバー７１を開放させて原稿Ｇｉを除去しようとする際に、第１の搬送路ＧＨ１内
に詰まった原稿Ｇｉが照らされ易く、認識され易くなっている。すなわち、第１光源Ｌ１
を点灯させずに第１の搬送路ＧＨ１が暗いまま原稿Ｇｉを除去する場合に比べて、実施例
１では、原稿Ｇｉの位置や姿勢などを認識しながら除去し易くなっている。よって、詰ま
った原稿を闇雲に引き抜こうとして破ってしまったり、破れた原稿の紙片が搬送路に残留
したりする恐れが低減されている。
【０１３８】
　また、実施例１では、ジャムＪ１，Ｊ２が生じて、第１光源Ｌ１の発光部１２，１３を
点灯させる場合、一部ＯＮとして、読取時の光量よりも小さい光量で点灯している。ここ
で、読取時の光量と同じ光量で第１光源Ｌ１を点灯させると、明る過ぎる恐れがある。す
なわち、眩し過ぎて原稿Ｇｉが見に難くなり、作業性が悪化する恐れがある。よって、実
施例１では、第１光源Ｌ１の光量を読取時よりも小さくして点灯させており、眩しさが低
減された状態で第１の搬送路ＧＨ１が照らされ、原稿Ｇｉの除去がし易くなっている。
　なお、実施例１では、トップカバー７１が開放された後に、トップカバー７１が閉鎖さ
れ且つセンサＳＮ２～ＳＮ４が原稿を非検出の場合に、ジャムＪ１，Ｊ２の解消したこと
が検出される。
【０１３９】
　ここで、ジャムＪ１，Ｊ２が生じた場合に、表示部Ｕ１ｂの表示にも関わらず、トップ
カバー７１が開放されないで原稿搬送装置Ｕ１ａが開放される場合がある。すなわち、ジ
ャムＪ１，Ｊ２が解消されない状態で、読取台ＰＧが外部に露出される場合がある。この
とき、実施例１では、第１光源Ｌ１の左発光部１２をＯＦＦにし、且つ、右発光部１３を
一部ＯＮのままにする。したがって、外部に露出した読取台ＰＧにおいて、読取窓ＰＧ１
が照射されて明るくなる。また、読取窓ＰＧ１から、開口部５４を介して第１の搬送路Ｇ
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Ｈ１内に光が入射する。よって、開口部５４の近傍に詰まっている原稿Ｇｉは、第１光源
Ｌ１をＯＦＦにしている場合に比べて、視認され易くなっている。
【０１４０】
　特に、実施例１では、第１光源Ｌ１の右発光部１３のみを点灯させ、左発光部１２を消
灯している。よって、図２１Ｃにおいて、読取台ＰＧの左右方向中央から離れる方向に光
は照射されるが、読取台ＰＧの左右方向中央に近づく方向に光は照射されない。ここで、
実施例１の複写機Ｕでは、利用者が、複写機Ｕの左右方向中央に立って、原稿搬送装置Ｕ
１ａの開放作業や、原稿Ｇｉの確認作業などをすることが多い。このとき、左発光部１２
が点灯すると、利用者の目に、直接、左発光部１２の光が入射し易い。よって、利用者が
眩しくて作業がし難い恐れがある。これに対して、左発光部１２を消灯させる実施例１で
は、利用者の目に、第１光源Ｌ１が発する光が直接、入射し難くなっている。したがって
、読取台ＰＧが露出された場合に、第１光源Ｌ１を点灯させる構成であっても、実施例１
では、利用者の眩しさが低減されている。なお、第１光源Ｌ１の光量全体は、各発光部１
２，１３を一部ＯＮする場合よりも、さらに小さくなる。よって、眩しさは更に低減され
易い。
【０１４１】
　なお、実施例１では、第１の搬送路ＧＨ１内のジャムＪ３が検出された場合には、ジャ
ムＪ１，Ｊ２の場合と同様に、第１光源Ｌ１が制御される。その一方で、表示部Ｕ１ｂに
は、アンダーカバー８１の開放を促す図９Ｂに示す画像が表示される。よって、ジャムＪ
３が生じた場合に、アンダーカバー８１が開放されようとして原稿搬送装置Ｕ１ａが開放
された場合に、第１光源Ｌ１が点灯されており、開口部５４から第１の搬送路ＧＨ１内の
原稿Ｇｉが照らされ易くなっている。よって、原稿搬送装置Ｕ１ａを開放した利用者に、
第１の搬送路ＧＨ１内の原稿Ｇｉが認識され易くなっている。よって、ジャムＪ３の原稿
Ｇｉが、開口部５４などから除去され易くなっている。
【０１４２】
　図２２は実施例１の作用説明図であり、図２２Ａは原稿搬送装置が読取可能位置にあり
且つアンダーカバーが閉鎖位置にある状態の説明図、図２２Ｂは原稿搬送装置が作業位置
に移動し且つアンダーカバーが開放位置にある状態の説明図である。
　実施例１では、第２の搬送路ＧＨ２内のジャムＪ５，Ｊ７が検出された場合には、アン
ダーカバー８１の開放を促す図９Ｂに示す画像が表示部Ｕ１ｂに表示される。また、この
とき、図２２Ａに示すように、第２光源Ｌ２の各発光部５８，５９が一部ＯＮにされる。
よって、第２の搬送路ＧＨ２の内部が照らされて明るくなる。このとき、アンダーカバー
８１と原稿搬送装置Ｕ１ａの隙間や、第２の搬送路ＧＨ２の排出口ＧＨｈなどから、外部
に光が漏れ易い。よって、表示部ＵＩｂで告知するだけの場合に比べて、第２の搬送路Ｇ
Ｈ２に原稿Ｇｉが詰まっていることが利用者に認識され易くなっている。
【０１４３】
　ここで、実施例１の原稿搬送装置Ｕ１ａでは、第２の搬送路ＧＨ２の排出口ＧＨｈは、
原稿給紙トレイＵ１ａ１と原稿排紙トレイＵ１ａ３との間に配置されており、奥まった狭
い位置に配置されている。よって、第２の搬送路ＧＨ２の排出口ＧＨｈから原稿Ｇｉを除
去するのは難しい。したがって、実施例１では、第２の搬送路ＧＨ２の原稿Ｇｉを除去す
る場合、構成上、アンダーカバー８１が開放され、第２の搬送路ＧＨ２が開放されること
が多い。図２１、図２２Ｂにおいて、原稿搬送装置Ｕ１ａが開放されて、アンダーカバー
８１が開放された場合、実施例１では、第２光源Ｌ２の光量が、読取時の光量よりも小さ
くされる。したがって、アンダーカバー８１が開かれた場合に、眩しさが低減された状態
で第２の搬送路ＧＨ２内が照らされている。
【０１４４】
　特に、実施例１の第２光源Ｌ２では、上流発光部５８のみが一部ＯＮにされ、下流発光
部５９が消灯される。よって、図２２Ｂにおいて、アンダーカバー８１の開放する部分か
ら離れる方向に光は照射されるが、アンダーカバー８１の開放する部分に近づく方向に光
は照射され難い。したがって、第２光源Ｌ２の発する光が、アンダーカバー８１が開放す
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る部分から覗いた利用者の目には、直接、入射し難くなっている。よって、実施例１では
、第２の搬送路ＧＨ２内の原稿Ｇｉを除去する場合にも、搬送路ＧＨ２内が照らされ且つ
眩しさが低減されており、第１の搬送路ＧＨ１内の原稿Ｇｉを除去する場合と同様に、作
業性が向上している。
　なお、実施例１では、アンダーカバー８１が開放された後に、原稿搬送装置Ｕ１ａが閉
鎖され且つセンサＳＮ２～ＳＮ４が原稿を非検出の場合に、ジャムＪ５，Ｊ７の解消した
ことが検出される。
【０１４５】
　図２３は実施例１の作用説明図であり、図２３Ａは原稿が第１の搬送路と第２の搬送路
とに跨った状態で詰まった場合の一例の説明図、図２３Ｂは図２３Ａの状態から第２の搬
送路の原稿が除去された場合の説明図、図２３Ｃは図２３Ａの状態からトップカバーが開
放された場合の比較の説明図である。
　また、図２３Ａに示すように、実施例１では、第１の搬送路ＧＨ１と第２の搬送路ＧＨ
２とに跨るジャムＪ４，Ｊ６が検出された場合には、トップカバー７１とアンダーカバー
８１の開放を促す図９Ｃに示す画像が表示部Ｕ１ｂに表示される。このとき、左端位置Ｑ
１１の光源ユニット１８では、第１光源Ｌ１の発光部１２，１３が一部ＯＮにされる。よ
って、開口部５４を介して、第１の搬送路ＧＨ１内が照らされる。また、第２光源Ｌ２で
は、発光部５８，５９の点滅が開始される。よって、第２の搬送路ＧＨ２内が、点滅光で
照らされる。したがって、排出口ＧＨｈなどからは点滅光が漏れ易く、第２の搬送路ＧＨ
２が目立ち易くなっている。よって、第２光源Ｌ２を非点滅の安定した光で点灯させる場
合に比べて、利用者の注意を、第２の搬送路ＧＨ２に向けさせ易くなっている。すなわち
、ジャムＪ４，Ｊ６が検出された場合には、第１の搬送路ＧＨ１よりも優先して原稿Ｇｉ
の除去をすべき第２の搬送路ＧＨ２に、利用者の注意を向けさせ易くなっている。
【０１４６】
　実施例１では、第２の搬送路ＧＨ２を開放する場合には、先に、原稿搬送装置Ｕ１ａが
開放される。原稿搬送装置Ｕ１ａが開放された場合、第１光源Ｌ１では、右発光部１３が
一部ＯＮのまま、左発光部１２がＯＦＦとなる。よって、原稿搬送装置Ｕ１ａを開放して
作業する利用者の目には、第１の搬送路ＧＨ１を照らす第１光源Ｌ１からの光は、直接は
、入射し難くなっている。そして、アンダーカバー８１が開放されて第２の搬送路ＧＨ２
が開放されると、第２光源Ｌ２では、上流発光部５８が点滅から一部ＯＮになり、下流発
光部５９が点滅からＯＦＦになる。よって、第２の搬送路ＧＨ２内が、非点滅の安定した
光で照らされる。したがって、点滅光で照らす場合に比べて、利用者は、点滅に伴う光の
刺激を受け難くなっている。また、第２の搬送路ＧＨ２内の原稿Ｇｉが見易くなっている
。なお、この際も、ジャムＪ５，Ｊ７と同様に、下流発光部５９はＯＦＦにされており、
第２光源Ｌ２からアンダーカバー８１に向かう光が照射されない。
【０１４７】
　図２３Ｂに示すように、第２の搬送路ＧＨ２から原稿Ｇｉが除去され、搬入センサＳＮ
３がＯＦＦとなると、実施例１では、第２光源Ｌ２がＯＦＦとなる。よって、第２の搬送
路ＧＨ２内が暗くなる。したがって、利用者には、第２の搬送路ＧＨ２内の原稿Ｇｉの除
去が終了したことが認識され易い。よって、アンダーカバー８１が閉鎖され易い。
　なお、第２の搬送路ＧＨ２内の原稿Ｇｉが除去されずに、搬入センサＳＮ３がＯＮのま
ま、アンダーカバー８１が閉鎖されると、実施例１では、第２光源Ｌ２の点滅が再開され
る。よって、第２の搬送路ＧＨ２から点滅光が漏れて、第２の搬送路ＧＨ２が目立ち易い
。したがって、利用者が点滅を停止させようとする場合には、アンダーカバー８１が開か
れ易い。よって、第２の搬送路ＧＨ２の原稿Ｇｉが詰まったままで放置され難く、優先し
て除去され易い。
【０１４８】
　第２の搬送路ＧＨ２の原稿Ｇｉが除去されて第２光源Ｌ２がＯＦＦになった場合に、第
１の搬送路ＧＨ１に原稿Ｇｉが残っている場合には、第１光源Ｌ１は点灯が制御される。
すなわち、第１光源Ｌ１は、ジャムＪ１～Ｊ３の場合と同様に、原稿搬送装置Ｕ１ａの開
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放に応じて点灯、消灯が制御される。よって、トップカバー７１が開放された場合には、
第１の搬送路ＧＨ１内が照らされて、原稿Ｇｉを見易い状態で第１の搬送路ＧＨ１の原稿
Ｇｉが除去される。したがって、利用者の作業性が向上した状態で、跨った残りの原稿Ｇ
ｉも除去される。
　なお、実施例１では、センサＳＮ２～ＳＮ４が非検出になると、跨った原稿Ｇｉの除去
が終了したと検出する。
【０１４９】
　ここで、実施例１の原稿搬送装置Ｕ１ａでは、第１の搬送路ＧＨ１の曲率は大きい。ま
た、第１の搬送路ＧＨ１にはロール４３，４４，４７が複数配置されており、ニップ部の
数が多い。よって、第１の搬送路ＧＨ１から原稿Ｇｉを除去する場合に、原稿Ｇｉを引っ
張ると、原稿Ｇｉが破れる恐れがある。すなわち、トップカバー７１を閉鎖した状態で、
上流側の給紙トレイＵ１ａ１側から引っ張ったり、下流側の開口部５４側から引っ張った
りすると、原稿Ｇｉが破れてしまう恐れがある。したがって、第１の搬送路ＧＨ１に原稿
Ｇｉが詰まった場合には、トップカバー７１を開放位置に移動させて、第１の搬送路ＧＨ
１を開放させた後に、原稿Ｇｉを除去することが望ましい。しかしながら、トップカバー
７１を開放して原稿Ｇｉを除去する場合、除去される原稿Ｇｉは、原稿搬送装置Ｕ１ａの
構成上、上方、すなわち、搬送路の上流側に向けて抜き取られ易い。
【０１５０】
　よって、図２３Ｃに示すように、下流側の第２の搬送路ＧＨ２に原稿Ｇｉの一部が残っ
ていると、第２の搬送路ＧＨ２に原稿Ｇｉが引っかかり、破れたり、破れた紙片が残留す
る恐れがある。したがって、実施例１では、原稿搬送装置Ｕ１ａの構成に応じて、第１の
搬送路ＧＨ１と第２の搬送路ＧＨ２とに跨るジャムＪ４，Ｊ６が検出された場合には、第
２の搬送路ＧＨ２の原稿Ｇｉが優先して除去されるように設定されている。なお、一般に
、点灯のような静的な光よりも、点滅のような動的な光の方が人間の注意を引きつけ易い
。よって、実施例１では、優先すべき第２の光源Ｌ２を点滅させている。
【０１５１】
　さらに、実施例１では、複写機Ｕの電源が投入された直後や、予め設定された枚数の原
稿が搬送された場合、ジャムが解消された場合に、読取位置Ｐ１，Ｐ２に異物がないか否
を検出している。そして、読取位置Ｐ１，Ｐ２に異物があると検出した場合には、読取位
置Ｐ１，Ｐ２を清掃すべきであると判別する。
　読取位置Ｐ１，Ｐ２の清掃が必要であると判別されると、表示部Ｕ１ｂには、清掃が必
要な読取位置Ｐ１，Ｐ２に応じて図１０Ａ～図１０Ｃに示すいずれかの画像が表示される
。
　このとき、第１面の読取位置Ｐ１の清掃が必要な場合には、図２１Ａ，図２１Ｃに示す
ように、左端位置Ｑ１１の第１光源Ｌ１が点灯される。よって、読取台ＰＧのうち、第１
面の読取位置Ｐ１に対応する読取窓ＰＧ１が照らされて明るくなる。したがって、清掃す
べき読取窓ＰＧ１の位置が認識され易くなっている。清掃時の第１光源Ｌ１の各発光部１
２，１３の一部ＯＮとＯＦＦの制御は、ジャムＪ１～Ｊ４，Ｊ６の検出時と同様に、原稿
搬送装置Ｕ１ａの開閉に応じて制御される。よって、読取窓ＰＧ１の清掃中の眩しさが低
減され易くなっている。
【０１５２】
　また、第２面の読取位置Ｐ２に対応する読取面６２の清掃が必要な場合には、図２２に
示すように、第２光源Ｌ２が点灯される。よって、読取面６２などが照らされて、清掃す
べき読取面６２が認識され易くなっている。清掃時の第２光源Ｌ２の各発光部５８，５９
の一部ＯＮとＯＦＦの制御は、ジャムＪ５，Ｊ７の検出時と同様に、アンダーカバー８１
の開閉に応じて制御される。よって、読取面６２の清掃中の眩しさが低減され易くなって
いる。
　なお、原稿Ｇｉを除去する際に、利用者は、読取窓ＰＧ１や読取面６２に触れてしまう
場合がある。よって、利用者の指紋や汗などが読取窓ＰＧ１や読取面６２に残る恐れがあ
る。したがって、実施例１では、ジャムＪ１～Ｊ７が解消された場合にも、異物の判別を
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行っている。
【０１５３】
（変更例）
　以上、本発明の実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく
、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲で、種々の変更を行うことが可能であ
る。本発明の変更例（Ｈ01）～（Ｈ015）を下記に例示する。
（Ｈ01）前記実施例において、画像形成装置の一例としての複写機Ｕによる構成を例示し
たが、これに限定されず、ＦＡＸ、あるいはこれら複数の機能を備えた複合機等に適用可
能である。また、電子写真方式の画像形成装置に限定されず、インクジェット記録方式や
サーマルヘッド方式などをはじめリソグラフ等の印刷機等任意の画像形成方式の画像形成
装置に適用可能である。また、多色現像の画像形成装置に限定されず、単色、いわゆるモ
ノクロの画像形成装置により構成することも可能であり、いわゆるタンデム式の画像形成
装置に限定されず、ロータリ式等の画像形成装置にも適用可能である。
【０１５４】
（Ｈ02）前記実施例において、画像読取装置の一例として、複写機Ｕが有するスキャナ部
Ｕ１の構成を例示したが、これに限定されず、スキャナ部Ｕ１単体の構成にも本発明は適
用可能である。
（Ｈ03）前記実施例において、「自動読取動作」および「手動読取動作」が実行可能なス
キャナ部Ｕ１の構成を例示したが、これに限定されず、「手動読取動作」が省略された構
成も可能である。すなわち、例えば、ユニット１８，２４が固定された構成も可能である
。
（Ｈ04）前記実施例において、原稿搬送装置Ｕ１ａは、読取部材ＣＣＤ，６１により、２
つの読取位置Ｐ１，Ｐ２で原稿Ｇｉの画像を読み取る構成が望ましいが、これに限定され
ない。例えば、読取センサ６１を省略して、読取位置Ｐ１のみで原稿Ｇｉの画像を読み取
る構成に対しても、本願発明を適用可能である。
【０１５５】
（Ｈ05）前記実施例において、ジャム時や清掃時に光源Ｌ１，Ｌ２を点灯させる場合には
、白色光源を、一部ＯＮや点滅させる構成を例示したが、これに限定されない。例えば、
白色ＬＥＤ素子を、ＲＧＢの三色のＬＥＤ素子を組み合わせて構成し、ジャム時や清掃時
には、Ｒ色の素子のみを点灯させ且つＧ色、Ｂ色の素子は消灯して、Ｒ色の光で、原稿の
搬送路ＧＨや、読取位置Ｐ１，Ｐ２を照らす構成などが可能である。また、ジャム時には
Ｒ色、清掃時には、Ｇ色など、色を使い分けて点灯させる構成も可能である。
（Ｈ06）前記実施例において、光源として、白色ＬＥＤの構成を例示したが、これに限定
されず、蛍光ランプや、有機ＥＬ光源（ＥＬ：Electro Luminescence）など、従来公知の
光源を使用可能である。
【０１５６】
（Ｈ07）前記実施例において、点灯させる素子の割合を変えて光源Ｌ１，Ｌ２の光量を変
化させる構成を例示したが、これに限定されない。例えば、短周期のＯＮ、ＯＦＦの割合
を調整して点灯させる制御、いわゆる、ＰＷＭ：pulse width modulationにより、光源Ｌ
１，Ｌ２の全ての素子を点灯させながら、光量を変化させる構成も可能である。
（Ｈ08）前記実施例において、第１光源Ｌ１の発光部１２，１３のうち右発光部１３のみ
を点灯する場合や、第２光源Ｌ２の発光部５８，５９のうち上流発光部５８のみを点灯す
る場合には、点灯する発光部１３，５８を一部ＯＮとする構成が望ましいが、これに限定
されない。例えば、点灯する発光部１３，５８を、読取時と同様のＯＮにする構成が可能
である。なお、この場合には、各光源Ｌ１，Ｌ２において、もう一方の発光部１２，５９
は消灯している。よって、各光源Ｌ１，Ｌ２において、両方の発光部をＯＮとする場合に
比べると光量が小さくなっている。
【０１５７】
（Ｈ09）前記実施例において、開閉部材Ｕ１ａ，８１が開いた場合には、利用者に向かい
易い光を発する発光部１２，５９は、利用者の目に直接光が入射しないように、消灯させ
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る構成が望ましいが、例えば、光量を落として点灯させるなど、消灯させない構成も可能
である。
（Ｈ010）前記実施例において、ジャム時や清掃時に光源Ｌ１，Ｌ２を点灯させる場合に
は、開閉部材Ｕ１ａ，８１が閉じている場合にも、一部ＯＮとして光量を小さくすること
が望ましいが、これに限定されない。例えば、開閉部材Ｕ１ａ，８１が閉じている場合に
は、読取時と同様、すなわち、単にＯＮとして、光を漏れ易くして、利用者に気付かせ易
い構成とすることが可能である。なお、この場合には、第１光源Ｌ１は、原稿搬送装置Ｕ
１ａやトップカバー７１が開放された場合に光量を小さくすることが望ましい。また、第
２光源Ｌ２は、アンダーカバー８１が開放された場合には光量を小さくすることが望まし
い。
【０１５８】
（Ｈ011）前記実施例において、ジャムＪ１～Ｊ３，Ｊ５，Ｊ７が生じた場合や、異物が
あると判別された場合に、一つの光源Ｌ１，Ｌ２のみを点灯させる場合には、一部ＯＮに
する構成を例示したが、点滅にする構成も可能である。
（Ｈ012）前記実施例において、搬送路ＧＨ１，ＧＨ２に跨るジャムＪ４，Ｊ６の場合に
は、優先すべき第２の搬送路ＧＨ２の第２光源Ｌ２を点滅させ、原稿の除去を後にすべき
第１の搬送路ＧＨ１の光源Ｌ１は点灯させる構成を例示したが、これに限定されない。例
えば、搬送路ＧＨ１，ＧＨ２に跨るジャムＪ４，Ｊ６が検出された場合には、第２光源Ｌ
２を点滅させ、第１光源Ｌ１はＯＦＦとする。そして、第２の搬送路ＧＨ２の原稿が除去
された場合には、第２光源Ｌ２をＯＦＦとし、第１光源Ｌ１を一部ＯＮとする構成などが
可能である。
【０１５９】
（Ｈ013）前記実施例において、異物判別動作の判別時期は、電源が投入された場合と、
予め設定された原稿枚数が搬送された場合と、ジャムが解消された場合とに設定された構
成を例示したが、これに限定されない。例えば、省エネモードからの復帰時や、操作部Ｕ
Ｉから直接入力された場合などを、異物判別動作の判別時期に設定した構成が可能である
。
（Ｈ014）前記実施例において、画像読取装置として、原稿Ｇｉの画像を読み取る画像読
取装置の構成を例示したがこれに限定されない。例えば、画像形成装置の内部に組み込ま
れた画像読取装置に対して本発明の構成を適用することも可能である。例えば、定着領域
Ｑ５よりも、記録シートＳの搬送方向の下流側に読取位置が設定され、記録シートＳに記
録された画像を読み取って、記録された画像の欠陥の有無を調べる画像読取装置などに対
しても本願発明の構成を適用することが可能である。
（Ｈ015）前記実施例において、ジャムが検出されたことや、異物が検出されたことを告
知する場合に、表示部ＵＩｂに文字画像と位置を示す画像とを表示する構成を例示したが
、これに限定されない。例えば、表示部ＵＩｂに文字画像のみを示す構成が可能である。
また、例えば、告知部材としては、表示部に替えて音源を使用して、光源Ｌ１，Ｌ２の制
御とともに、ブザー音でジャムが検出されたことや、異物が検出されたことを告知する構
成も可能である。
【０１６０】
（Ｈ016）前記実施例において、複写機Ｕでは、制御部Ｃにおいて、異物の検出処理を実
行する構成を例示したが、これに限定されない。例えば、異物の検出手段Ｃ１６の機能を
、遠隔地に設置され且つ通信回線で接続された情報処理装置に持たせるなど、複数の情報
処理装置で処理を分散させることが可能である。そして、複写機Ｕが読み取った異物判別
用の画像データを遠隔地の情報処理装置に送信する。遠隔地の情報処理装置では、受信し
た画像データに基づいて、異物の判別処理を行う。そして、異物が検出された場合には、
前記複写機Ｕに信号を送信して、読取位置Ｐ１，Ｐ２の光源Ｌ１，Ｌ２を点灯させる。こ
のようにして、異物の検出処理の分散処理が可能である。なお、この際に、読取位置Ｐ１
，Ｐ２に異物があるか否かの情報を、応答作業者の端末、いわゆる、コールセンタのオペ
レータの端末に送信させることも可能である。よって、利用者がオペレータに問い合わせ
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遭遇した不具合に応じた応答を得られ易くなる。なお、異物の検出処理に限定されず、ジ
ャムＪ１～Ｊ７の位置検出を分散処理させるなど、任意の処理を、複数の情報処理装置で
分散させることが可能である。
【符号の説明】
【０１６１】
１２…上流の発光部、読取台の中央に近づく方向に光を照射する発光部、
１３…下流の発光部、読取台の中央から離れる方向に光を照射する発光部、
５４…開口、
５８…上流の発光部、開閉部材から離れる方向に光を照射する発光部、
５９…下流の発光部、開閉部材に近づく方向に光を照射する発光部、
６１，ＣＣＤ…読取部材、
８１…開閉部材、
Ｃ６…媒体が詰まったか否かを判別する判別手段、
Ｃ７…詰まりの判別手段、
Ｃ１６…清掃の判別手段、
Ｃ１８…点灯手段、
Ｇｉ…媒体、
ＧＨ…搬送路、
ＧＨ１…搬送路、第１の範囲、
ＧＨ２…搬送路、第２の範囲、
Ｌ１…光源部材、第１の光源部材、
Ｌ２…光源部材、第２の光源部材、
Ｐ１…読取位置、第１の読取位置、
Ｐ２…読取位置、第２の読取位置、
ＰＧ…読取台、
ＳＮ２，ＳＮ３，ＳＮ４…媒体を検出する検出部材、
Ｕ…画像形成装置、
Ｕ１…画像読取装置、
Ｕ１ａ…搬送装置、
Ｕ１ｂ…装置本体、
Ｕ３…画像記装置、
ＵＩ…告知部材。
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