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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２枚の透明シートが周縁部の一部で接合されているキャリアシートの接合部に設けられ
た当該キャリアシートを個体毎に識別可能な識別情報を読み取る識別情報読取部と、
　原稿が挟まれた前記キャリアシートを搬送する搬送部と、
　搬送経路上で前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、
　前記識別情報読取部が読み取った識別情報と紐付けられた処理を行う処理部と
を備え、
　前記処理部は、前記処理として、前記キャリアシートの搬送回数を識別情報毎に計数す
ることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記キャリアシートの搬送回数が閾値回数以上であるときに当該キャリアシートが劣化
した旨を報知する報知部を更に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】
　前記キャリアシートの搬送回数に基づいて、当該キャリアシートの劣化度合を検出する
検出部を更に備え、
　前記処理部は、前記処理として、前記劣化度合に応じた処理を行うことを特徴とする請
求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　２枚の透明シートが周縁部の一部で接合されているキャリアシートの接合部に設けられ
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た当該キャリアシートを個体毎に識別可能な識別情報を読み取る識別情報読取部と、
　光源の光が、前記キャリアシートの透明部分を透過した透過光を受光する受光部と、
　前記識別情報読取部が読み取った識別情報と紐付けられた処理を行う処理部と
を備え、
　前記処理部は、前記受光部が受光して得た受光データに基づいて前記キャリアシートの
劣化度合を検出する検出部を含むことを特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　前記検出部が検出した劣化度合が閾値以上になると、前記キャリアシートが劣化した旨
を報知する報知部を更に備えたことを特徴とする請求項４に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記受光部は、前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部であり、
　前記検出部は、前記読取部が初期の前記キャリアシートの透明部分をカラーで読み取っ
て得た第１の色値と、現状の前記キャリアシートの透明部分をカラーで読み取って得た第
２の色値との色差に基づいて、前記キャリアシートの劣化度合を検出することを特徴とす
る請求項４又は５に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記読取部が読み取った読取データの色補正に用いられる基準色を呈する色基準部が前
記読取部により読取り可能な位置に設けられ、
　前記検出部は、前記キャリアシートを介さず前記色基準部を読み取った画像と初期のキ
ャリアシートを介して前記色基準部を読み取った画像とに基づく前記第１の色値と、
　現状のキャリアシートを介さず前記色基準部を読み取った画像と、前記現状のキャリア
シートを介して前記色基準部を読み取った画像とに基づく前記第２の色値との色差に基づ
いて、当該キャリアシートの劣化度合を検出することを特徴とする請求項６に記載の画像
読取装置。
【請求項８】
　前記検出部は、前記受光データに基づいて前記キャリアシートの傷を含む欠点を検出す
る欠点検出部を含むことを特徴とする請求項４又は５に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　前記検出部は、前記欠点検出部が検出した前記欠点の総面積が前記キャリアシートの前
記透明部分の面積に占める欠点占有率に基づいて前記劣化度合を検出することを特徴とす
る請求項８に記載の画像読取装置。
【請求項１０】
　前記受光部は、原稿を読取り可能な読取部であり、
　前記検出部は、原稿を挟まないキャリアシートの読取対象領域を透明部分として当該読
取対象領域を透過した透過光を受光して得た受光データに基づいて前記キャリアシートの
劣化度合を検出することを特徴とする請求項４乃至９のいずれか一項に記載の画像読取装
置。
【請求項１１】
　前記検出部は、前記受光データに基づき、前記キャリアシートの透過率と、前記キャリ
アシートの一様性と、前記キャリアシートの変色とのうち少なくとも１つを検出し、当該
少なくとも１つに基づいて前記劣化度合を検出することを特徴とする請求項４又は５に記
載の画像読取装置。
【請求項１２】
　前記処理部が行う前記処理は、前記読取部が読み取った原稿の画像を前記キャリアシー
トの前記劣化度合に応じて補正する画像補正処理を含むことを特徴とする請求項３、６、
７及び１０のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１３】
　前記画像補正処理は、ガンマ補正処理と欠点除去処理とのうち少なくとも一方を含むこ
とを特徴とする請求項１２に記載の画像読取装置。
【請求項１４】
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　前記搬送部に前記キャリアシートを搬送させるときの搬送速度を、前記キャリアシート
の搬送回数に応じて補正する搬送制御部を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１５】
　前記搬送制御部は、前記搬送回数が多くなるほど、前記搬送部に前記キャリアシートを
搬送させるときの前記搬送速度を速くする補正を行うことを特徴とする請求項１４に記載
の画像読取装置。
【請求項１６】
　前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部を備え、
　前記処理部は、前記処理として、前記キャリアシートに挟まれた原稿を、前記識別情報
と紐付けられたタスク条件で前記読取部に読み取らせることを特徴とする請求項１乃至１
５のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１７】
　前記タスク条件は、読取条件と、画像処理条件と、読取データ保存条件とのうち少なく
とも１つの条件を含むことを特徴とする請求項１６に記載の画像読取装置。
【請求項１８】
　前記処理の内容を、受け付けた入力情報に基づいて設定する設定部を更に備えたことを
特徴とする請求項１乃至１７のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のいずれか一項に記載の前記画像読取装置と、前記画像読取装置に対
して読取指示を与えるホストドライバーとを備えた画像読取システムであって、
　前記ホストドライバーは、前記処理の内容を、受け付けた入力情報に基づいて設定する
設定部を備え、
　前記ホストドライバーは、前記設定部が設定した前記処理の内容と、当該処理の内容と
紐付けられた識別情報とを含む登録情報のうち少なくとも前記識別情報を、コードとして
前記キャリアシートの接合部に印刷可能な印刷情報を生成可能な印刷処理部を備えたこと
を特徴とする画像読取システム。
【請求項２０】
　請求項１乃至１８のいずれか一項に記載の前記画像読取装置と、前記画像読取装置に対
して読取指示を与えるホストドライバーとを備えた画像読取システムであって、
　前記ホストドライバーは、前記処理の内容を、受け付けた入力情報に基づいて設定する
設定部を備え、
　前記キャリアシートの接合部には、近距離無線通信タグが設けられ、
　前記画像読取装置は、
　前記設定部が設定した前記処理の内容と、当該処理の内容と紐付けられた識別情報とを
含む登録情報のうち少なくとも前記識別情報を前記近距離無線通信タグに書込み可能なラ
イター部と、前記識別情報読取部とを備え、
　前記識別情報読取部は、前記近距離無線通信タグから少なくとも前記識別情報のデータ
を読み取るリーダー部を備えたことを特徴とする画像読取システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の画像を読み取るスキャナー等の画像読取装置及び画像読取システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像読取装置には、原稿を１枚ずつ搬送経路に沿って搬送可能な搬送部を備え、
搬送中の原稿を搬送経路の途中の所定位置に配置された読取部が読み取るシートフィード
方式と、原稿台に載置された原稿に対してキャリッジが相対移動しながらキャリッジに設
けられた読取部が原稿を読み取るフラットベッド方式とが知られている。
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【０００３】
　ところで、シートフィード方式の画像読取装置では、パスポートや通帳等の複数枚から
なる冊子原稿や、履歴書等の二つ折り原稿の画像を読み取りたいニーズがある。二つ折り
原稿は広げてセットすれば読み取りができる場合もあるが、二つ折りサイズまでしか対応
していない画像読取装置では、二つ折りのまま原稿を読み取らせる必要がある。
【０００４】
　ところで、搬送部には、原稿トレイに積載された複数枚の原稿を１枚ずつ分離する分離
機構が設けられている。そのため、パスポート等の冊子原稿や履歴書等の二つ折り原稿は
、搬送時に分離機構から１枚ずつに分離させようと加わる力によって、斜めにずれるなど
して適切な画像を読み取ることができなくなる場合がある。そのため、パスポートや通帳
等の冊子原稿や履歴書等の二つ折り原稿の読み取りを行うとき、２枚の無色透明シートの
一端部が接合されてなるキャリアシートを用いられる場合がある。この場合、原稿を挟ん
だキャリアシートを原稿トレイにセットすることで、分離機構による妨げなしでキャリア
シートを搬送することができ、キャリアシートに挟まれた原稿の画像を読み取ることがで
きる。
【０００５】
　例えば特許文献１には、転送プロトコルや利用者識別情報が記載されたキャリアシート
が開示されている。このキャリアシートに挟んで原稿を読み取るときに、画像読取装置は
、利用者識別情報を読み取り、その利用者識別情報に基づく利用者毎の設定に応じた原稿
の読み取りを行う。
【０００６】
　また、特許文献２には、読み込んだガイドマークの変位量に応じて、搬送手段を制御す
る画像読取装置が開示されている。
　さらに特許文献３には、キャリアシートにキャリアシートマークが記載され、キャリア
シートに挟んだ原稿の読取位置をキャリアシートマークから判断する画像読取装置が開示
されている。この場合、キャリアシートに挟んだ原稿を適切な読取位置で読み取ることが
できる。
【０００７】
　また、特許文献４には、折り原稿をキャリアシートに挟んで両面を読み取り、表面の画
像と裏面の画像とを１枚の画像に結合する処理がなされる場合、キャリアシートの縁部の
マークを使って、折り原稿の折り目の方向であるステッチング方向を特定し、特定したス
テッチング方向で２つの画像を結合する画像読取装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－２３６７０２号公報
【特許文献２】特開昭６３－２９９６７１号公報
【特許文献３】特開２０１１－１６６５３７号公報
【特許文献４】特開２００５－２６０３８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　キャリアシートの表面に傷が付いたり、キャリアシートが黄ばむなど変色したりすると
、原稿の画像を適切に読み取ることができなくなる。しかし、ユーザーは使用しているキ
ャリアシートの傷や黄ばみが画像に影響を及ぼすレベルかどうかの判別は画像に現れる筋
等の不良からしか認識できない。画像読取装置の機種にも依るが、読取画質が保証される
キャリアシートの搬送回数（寿命）が、一例として５００～３０００回程度である。しか
し、例えば３０００回の搬送が可能な仕様であっても、キャリアシートを何回使用したか
を記録することができないので、ユーザーは仕様の寿命に到達しているか否かを把握でき
なかった。その結果、保証される使用回数を超えても、キャリアシートが使用され続ける
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場合があった。しかし、保証される使用回数を超えてキャリアシートが使用され続けてい
ると、画像読取装置で読み取った原稿の画像に、キャリアシートの傷や変色等の劣化に起
因する影響が出て、原稿の画質が低下するという課題がある。また、この種の傷や変色等
はキャリアシートの個体毎に違う。また、キャリアシートを使用して原稿を読み取るとき
の読取条件や読取データの保存形式等を含むタスク条件が個体毎に決めてある場合もある
。しかし、特許文献１～４に記載のキャリアシートは、キャリアシートを使用したときの
必要な情報と紐付けられているが、キャリアシートの個体毎に情報が紐付けられているも
のではなかった。
【００１０】
　本発明の目的は、キャリアシートの個体に合った適切な処理を行うことができる画像読
取装置及び画像読取システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
　上記課題を解決する画像読取装置は、原稿を挟むための２枚の透明シートが周縁部の一
部で接合されているキャリアシートの接合部に設けられた当該キャリアシートを個体毎に
識別可能な識別情報が記録された被読取部から読み取って前記識別情報を取得する識別情
報読取部と、前記識別情報読取部が読み取った識別情報と紐付けられた処理を行う処理部
とを備えている。
【００１２】
　この構成によれば、キャリアシートの接合部に設けられた被読取部からキャリアシート
を個体毎に識別可能な識別情報が、識別情報読取部により読み取られて取得される。そし
て、処理部が、識別情報読取部により取得された識別情報と紐付けられた処理を行う。よ
って、キャリアシートの個体に合った適切な処理を行うことができる。
【００１３】
　上記画像読取装置では、前記キャリアシートを搬送する搬送部と、搬送経路上で前記キ
ャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、を更に備え、前記処理部は、前記処理
として、前記キャリアシートの搬送回数を識別情報毎に計数することが好ましい。
【００１４】
　上記課題を解決する画像読取装置は、２枚の透明シートが周縁部の一部で接合されてい
るキャリアシートの接合部に設けられた当該キャリアシートを個体毎に識別可能な識別情
報を読み取る識別情報読取部と、原稿が挟まれた前記キャリアシートを搬送する搬送部と
、搬送経路上で前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部と、前記識別情報読
取部が読み取った識別情報と紐付けられた処理を行う処理部とを備え、前記処理部は、前
記処理として、前記キャリアシートの搬送回数を識別情報毎に計数する。
　この構成によれば、処理部は、キャリアシートの搬送回数を識別情報ごとに計数する。
よって、キャリアシートの搬送回数を個体毎に管理できる。
　上記画像読取装置では、前記キャリアシートの搬送回数が閾値回数以上であるときに当
該キャリアシートが劣化した旨を報知する報知部を更に備えていることが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、キャリアシートの搬送回数が閾値回数以上であるときに、報知部に
よりキャリアシートが劣化した旨が報知される。よって、搬送回数が閾値回数に達してい
るキャリアシートとは知らずユーザーがそのキャリアシートを使用し続けることを回避し
易くなる。
【００１６】
　上記画像読取装置では、前記キャリアシートの搬送回数に基づいて、当該キャリアシー
トの劣化度合を検出する検出部を更に備え、前記処理部は、前記劣化度合に応じた前記処
理を行うことが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、キャリアシートの搬送回数に基づいて当該キャリアシートの劣化度
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合が検出部により検出される。そして、処理部によりキャリアシートの劣化度合に応じた
処理が行われる。よって、キャリアシートの劣化度合に応じた処理が行われることで、キ
ャリアシートの劣化度合が比較的高いにも拘らず、劣化度合が低いときと同様の処理しか
行われず、劣化度合が高くなったときにその劣化の影響が読取データに現れることを回避
し易くなる。
【００１８】
　上記画像読取装置では、前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る読取部を更に備
え、前記処理部は、前記処理として、前記キャリアシートに挟まれた原稿を、前記識別情
報と紐付けられたタスク条件で前記読取部に読み取らせることが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、処理部は、キャリアシートに挟まれた原稿を、キャリアシートを個
体毎に識別可能な識別情報と紐付けられたタスク条件で読取部に読み取らせる。よって、
ユーザーはそのキャリアシートの個体に合った適切なタスク条件で原稿を読み取らせるこ
とができる。
【００２０】
　上記画像読取装置では、前記タスク条件は、読取条件と、画像処理条件と、読取データ
保存条件とのうち少なくとも１つの条件を含むことが好ましい。
　この構成によれば、ユーザーはキャリアシートに挟んで原稿を画像読取装置に読み取ら
せる際に、そのキャリアシートの個体毎の識別情報で紐付けされた、読取条件と画像処理
条件と読取データ保存条件とのうち少なくとも１つの条件で、原稿の読取データを提供で
きる。
【００２１】
　上記画像読取装置では、光源の光が、前記キャリアシートの透明部分を透過した透過光
を受光する受光部を備え、前記処理部は、前記受光部が受光して得た受光データに基づい
て前記キャリアシートの劣化度合を検出する検出部を含むことが好ましい。
　上記課題を解決する画像読取装置は、２枚の透明シートが周縁部の一部で接合されてい
るキャリアシートの接合部に設けられた当該キャリアシートを個体毎に識別可能な識別情
報を読み取る識別情報読取部と、光源の光が、前記キャリアシートの透明部分を透過した
透過光を受光する受光部と、前記識別情報読取部が読み取った識別情報と紐付けられた処
理を行う処理部とを備え、前記処理部は、前記受光部が受光して得た受光データに基づい
て前記キャリアシートの劣化度合を検出する検出部を含む。
【００２２】
　この構成によれば、検出部により、光源の光が、キャリアシートの透明部分を透過した
透過光を受光部が受光して得られる受光データに基づいて、キャリアシートの劣化度合が
検出される。よって、キャリアシートの搬送回数に基づき劣化度合を検出する場合に比べ
、キャリアシートごと個別の使われ方に応じた実際の劣化度合をより適切に取得できる。
例えば、ユーザーが、光透過率が低下して寿命に達したキャリアシートを使用し続けるこ
とを回避し易くなったり、原稿の画像に劣化度合に応じた画像補正処理を施したりするこ
とが可能になる。
【００２３】
　上記画像読取装置では、前記検出部が検出した劣化度合が閾値以上になると、前記キャ
リアシートが劣化した旨を報知する報知部を更に備えていることが好ましい。
　この構成によれば、検出部が検出した劣化度合が閾値以上になると、報知部によって、
キャリアシートが劣化した旨が報知される。よって、キャリアシートが劣化したことを知
らずに、ユーザーがそのキャリアシートを使用し続けることを回避し易くなる。
【００２４】
　上記画像読取装置では、前記受光部は、前記キャリアシートに挟まれた原稿を読み取る
読取部であり、前記検出部は、前記読取部が初期の前記キャリアシートの透明部分をカラ
ーで読み取って得た第１の色値と、現状の前記キャリアシートの透明部分をカラーで読み
取って得た第２の色値との色差に基づいて、前記キャリアシートの劣化度合を検出するこ
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とが好ましい。
【００２５】
　この構成によれば、読取部がキャリアシートの使用開始初期にそのキャリアシートの透
明部分をカラーで読み取って得た第１の色値と、現状のキャリアシートをカラーで読み取
って得た第２の色値との色差に基づいて、キャリアシートの劣化度合が検出される。よっ
て、キャリアシートの劣化度合を取得できる。例えば変色したキャリアシートとは知らず
にユーザーがキャリアシートを使用し続けることを回避し易くなったり、原稿の画像に劣
化度合に応じた画像補正処理を施したりすることが可能になる。
【００２６】
　上記画像読取装置では、前記読取部が読み取った読取データの色補正に用いられる基準
色を呈する色基準板が前記読取部により読取り可能な位置に設けられ、前記検出部は、前
記キャリアシートを介さず前記色基準部を読み取った画像と初期のキャリアシートを介し
て色基準部を読み取った画像とに基づく前記第１の色値と、現状のキャリアシートを介さ
ず色基準部を読み取った画像と、前記現状のキャリアシートを介して色基準部を読み取っ
た画像とに基づく前記第２の色値との色差に基づいて、当該キャリアシートの劣化度合を
検出することが好ましい。
【００２７】
　この構成によれば、キャリアシートの使用開始初期に、読取部によりキャリアシートを
介さず色基準部が読み取られた画像と初期のキャリアシートを介して色基準部を読み取っ
た画像とに基づき第１の色値が取得される。そして、現状の読取部によりキャリアシート
を介さず色基準部が読み取られた画像と、現状のキャリアシートを介して色基準部が読み
取られた画像とに基づき第２の色値が取得される。そして、検出部によって、第１の色値
と第２の色値とに基づいて、現状のキャリアシートの劣化度合が検出される。よって、キ
ャリアシートの黄ばみ等の変色に関する劣化度合を、読取部の経年劣化の影響が相殺され
た比較的高い精度で個体毎に検出することができる。
【００２８】
　上記画像読取装置では、前記受光部は、原稿を読取り可能な読取部であり、前記検出部
は、原稿を挟まないキャリアシートの読取対象領域を透明部分として当該読取対象領域を
透過した透過光を受光して得た受光データに基づいて前記キャリアシートの劣化度合を検
出することが好ましい。
【００２９】
　この構成によれば、原稿を挟まないキャリアシートの読取対象領域を透明部分として読
取対象領域を透過した透過光を読取部が受光して得た受光データに基づいてキャリアシー
トの劣化度合が検出される。原稿に隠れることなくキャリアシートの相対的に広い領域を
透過した透過光を受光した受光データに基づいて、キャリアシートの劣化度合をより正確
に検出できる。例えば原稿を挟んだキャリアシートでは原稿を避けた透明部分で受光デー
タを取得することになるが、原稿を挟まない場合は本来原稿が挟まれる領域も透明部分と
して受光データを取得できるので、より正確に劣化度合を検出することができる。
【００３０】
　上記画像読取装置では、前記検出部は、前記受光データに基づき、前記キャリアシート
の透過率と、前記キャリアシートの一様性と、前記キャリアシートの変色とのうち少なく
とも１つを検出し、当該少なくとも１つに基づいて前記劣化度合を検出することが好まし
い。
【００３１】
　この構成によれば、検出部により、受光データに基づき、キャリアシートの透過率と、
キャリアシートに一様性と、キャリアシートの変色とのうち少なくとも１つが検出され、
その少なくとも１つに基づいて劣化度合が検出される。よって、キャリアシートの搬送回
数に基づき劣化度合を検出する場合に比べ、キャリアシートごと個別の使われ方に応じた
実際の劣化度合をより適切に取得できる。
【００３２】
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　上記画像読取装置では、前記処理部が行う前記処理は、前記読取部が読み取った原稿の
画像を前記キャリアシートの前記劣化度合に応じて補正する画像補正処理であることが好
ましい。
【００３３】
　この構成によれば、処理部により、読取部が読み取った原稿の画像をキャリアシートの
劣化度合に応じて補正する画像補正処理が行われる。よって、キャリアシートが劣化して
いても、その劣化の影響が低減又は無くなった原稿の適切な画像を取得できる。
【００３４】
　上記画像読取装置では、前記画像補正処理は、ガンマ補正処理と欠点除去処理とのうち
少なくとも一方を含むことが好ましい。
　この構成によれば、画像補正処理として、ガンマ補正処理と欠点除去処理とのうち少な
くとも一方が施される。よって、キャリアシートが劣化していても、キャリアシートの劣
化度合の影響の小さい原稿の画像を取得できる。
【００３５】
　上記画像読取装置では、前記搬送部に前記キャリアシートを搬送させるときの搬送速度
を、前記キャリアシートの搬送回数に応じて補正する搬送制御部を備えていることが好ま
しい。
【００３６】
　この構成によれば、搬送部がキャリアシートを搬送するときの搬送速度が、搬送制御部
によってキャリアシートの搬送回数に応じて補正される。よって、キャリアシートの外面
が搬送部との接触で摩耗し、キャリアシートと搬送部との間に摩擦抵抗の変化に起因する
滑りが発生したり、逆に摩耗によって摩擦抵抗が大きくなったりしても、搬送部によって
、キャリアシートを所望の搬送速度で搬送させることができる。
【００３７】
　上記画像読取装置では、前記搬送制御部は、前記搬送回数が多くなるほど、前記搬送部
に前記キャリアシートを搬送させるときの前記搬送速度を速くする補正を行うことが好ま
しい。
【００３８】
　この構成によれば、搬送制御部は、搬送回数が多くなるほど、搬送部にキャリアシート
を搬送させるときの搬送速度を速く補正する。例えばキャリアシートがその外面の摩耗に
よって搬送部に対して滑っても、その割にキャリアシートの搬送速度が遅くならない。よ
って、キャリアシートの摩耗に起因する滑りが発生する割に、キャリアシートを適正な搬
送速度で搬送して原稿を比較的高い画質で読み取ることができる。
【００３９】
　上記画像読取装置では、前記処理の内容を、受け付けた入力情報に基づいて設定する設
定部を更に備えていることが好ましい。
　この構成によれば、設定部は、識別情報に紐付けされた処理の内容を、受け付けた入力
情報に基づき設定できる。よって、ユーザーは処理部が行う識別情報に紐付けされた処理
に対して所望の内容を設定することができる。
【００４０】
　上記課題を解決する画像読取システムは、上記の画像読取装置と、前記画像読取装置に
対して読取指示を与えるホストドライバーとを備えた画像読取システムであって、前記ホ
ストドライバーは、前記処理の内容を、受け付けた入力情報に基づいて設定する設定部を
備えたことを特徴とする画像読取システム。
【００４１】
　この構成によれば、ホストドライバーに備えられた設定部により、受け付けた入力情報
に基づいて処理の内容が設定される。よって、ユーザーは処理部の処理を所望の内容に設
定することができる。
【００４２】
　上記画像読取システムでは、前記ホストドライバーは、前記設定部が設定した前記処理
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の内容と、当該処理の内容と紐付けられた識別情報とを含む登録情報のうち少なくとも前
記識別情報を、コードとして前記キャリアシートの接合部に印刷可能な印刷情報を生成可
能な印刷処理部を更に備えていることが好ましい。
【００４３】
　この構成によれば、設定部が設定した処理の内容と識別情報とを含む登録情報のうち少
なくとも識別情報を、キャリアシートの接合部にコードとして印刷可能な印刷情報が印刷
処理部により生成される。よって、印刷処理部は、生成した印刷情報を印刷装置に出力す
ることで、キャリアシートの接合部に登録情報のコードを被読取部として印刷させること
ができる。つまり、ユーザーは所望の処理の内容と識別情報とをコードとして印刷された
被読取部を有するキャリアシートを作製することができる。
【００４４】
　上記画像読取システムでは、前記キャリアシートの接合部には、近距離無線通信タグが
設けられ、前記画像読取装置は、前記設定部が設定した前記処理の内容と、当該処理の内
容と紐付けられた識別情報とを含む登録情報のうち少なくとも前記識別情報を前記近距離
無線通信タグに書込み可能なライター部と、前記識別情報読取部とを備え、前記識別情報
読取部は、前記近距離無線通信タグから前記識別情報のデータを読み取るリーダー部を備
えていることが好ましい。
【００４５】
　この構成によれば、設定部が設定した処理の内容と、処理の内容と紐付けられた識別情
報とを含む登録情報のうち少なくとも識別情報が、ライター部より近距離無線通信タグに
書き込まれる。識別情報読取部は、キャリアシートの接合部に設けられた近距離無線通信
タグからリーダー部により少なくとも識別情報を読み取る。よって、ユーザーが所望の処
理の内容と識別情報とを含む登録情報のうち少なくとも識別情報を近距離無線通信タグに
書き込んで、画像読取装置のリーダー部により、キャリアシートの接合部に設けられた近
距離無線通信タグから少なくとも識別情報を読み取らせ、処理部に識別情報に紐付けされ
た処理を行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】一実施形態における画像読取装置を示す斜視図。
【図２】画像読取装置を示す模式側断面図。
【図３】本体部の搬送面部を示す模式平面図。
【図４】２次元コード付きのキャリアシートを示す模式平面図。
【図５】原稿を挟んだキャリアシートを示す一部破断した模式平面図。
【図６】ＮＦＣ付きのキャリアシートを示す模式平面図。
【図７】原稿を挟んだキャリアシートを示す模式平面図。
【図８】画像読取装置の電気的構成及び機能的構成を示すブロック図。
【図９】キャリアシートの劣化による欠点を説明する模式平面図。
【図１０】キャリアシートの欠点を検出する処理を説明するグラフ。
【図１１】キャリアシートの欠点を検出する処理を説明するグラフ。
【図１２】変色検出処理を説明するグラフ。
【図１３】キャリアシートの変色による劣化判定を説明する模式側面図。
【図１４】画像補正用マップを示す模式図。
【図１５】キャリアシート劣化検出処理を示すフローチャート。
【図１６】キャリアシート劣化度合判定処理ルーチンを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下、画像読取装置の一実施形態を、図面を参照して説明する。
　図１に示すように、本実施形態の画像読取装置１１は、側面視が略台形形状を有する装
置本体１２（以下、単に「本体１２」という。）と、画像読取対象である原稿Ｄ及び原稿
Ｄを挟んだ後述するキャリアシートＣＳが載置（セット）される載置面１３Ａを有する原
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稿サポート１３とを備える。原稿サポート１３に載置された原稿Ｄは、本体１２の上部に
開口する給送口１２Ａへ１枚ずつ給送される。給送された原稿Ｄは、本体１２内を所定の
搬送経路３２（図２参照）に沿って搬送され、その搬送途中の読取位置で画像が読み取ら
れた後、本体１２の前側下部に開口する排出口１２Ｂから排出され、例えば排出トレイ１
８Ａ（図２参照）に積載される。本実施形態では、パスポートや通帳等の冊子原稿及びＡ
３判サイズを二つ折りにした履歴書等の折り原稿などの原稿Ｄは、後述する無色透明なキ
ャリアシートＣＳに挟んだ状態で、キャリアシートＣＳごと原稿サポート１３にセットさ
れる。
【００４８】
　原稿サポート１３は、本体１２に対してその基端部（下端部）で回動可能に連結された
第１サポート部１４と、第１サポート部１４における原稿の給送方向Ｙ（以下「搬送方向
Ｙ」ともいう。）の上流側端部に対して回動可能に連結された第２サポート部１５とを備
える。第２サポート部１５の給送方向上流側端部には、スライドすることで出退可能な補
助サポート部１６が設けられている。原稿サポート１３は、図１に示す開位置に配置され
た状態では本体１２の後側上方へ斜めに延出し、原稿を載置可能なサポートとして機能す
る。原稿サポート１３は、ユーザーによって開位置から図１の紙面手前方向へ閉位置まで
回動されることにより、本体１２の上面部及び前面部１２Ｃを覆う状態にコンパクトに収
納される。
【００４９】
　原稿サポート１３の載置面１３Ａには、搬送方向Ｙに第１サポート部１４に相当する位
置に幅方向Ｘにスライド移動可能な一対のエッジガイド１７が設けられている。載置面１
３Ａ上に積載された原稿Ｄ又はキャリアシートＣＳを一対のエッジガイド１７で挟むこと
で、原稿Ｄは給送口１２Ａに対して幅方向Ｘに位置決めされる。なお、原稿サポート１３
上の原稿Ｄが画像読取り時に搬送される搬送方向Ｙと交差（特に直交）する方向が幅方向
Ｘとなる。この幅方向Ｘが、画像読取装置１１が原稿の画像を読み取るときの主走査方向
、搬送方向Ｙが副走査方向となる。
【００５０】
　図１及び図２に示すように、本体１２は、本体部１８と、本体部１８に対して前端部を
中心に回動可能に連結されたカバー部１９とを備える。カバー部１９が図１及び図２に示
す閉位置に配置された状態における本体部１８とカバー部１９との間には、図２に示すよ
うに、原稿Ｄ又はキャリアシートＣＳを、給送口１２Ａから排出口１２Ｂに至るまで搬送
可能な搬送経路３２（図２参照）が形成される。ユーザーがカバー部１９に設けられた図
１に示す操作部１９Ａを操作してカバー部１９と本体部１８との係止を解除し、カバー部
１９を図１に示す閉位置から図１の紙面手前方向へ開位置まで回動させると、搬送経路３
２を形成する搬送面部３９（図３参照）が露出する。このカバー部１９を開けて搬送面部
３９を露出状態とすることで、原稿Ｄの紙詰まり（ジャム）の除去や給送・搬送用のロー
ラー３３Ａ～３６Ａ等（図２参照）のメンテナンス等が行われる。
【００５１】
　図１に示すように、本体１２（カバー部１９）の前面部１２Ｃには、操作部２０が設け
られている。操作部２０は、画像読取装置１１に指示を与えるときにユーザーによって操
作される複数の操作スイッチ２１～２６を備える。詳しくは、操作部２０は、電源スイッ
チ２１、スタートスイッチ２２、ストップスイッチ２３、モード選択スイッチ２４、重送
検査無効スイッチ２５（重送検査スキップスイッチ）及び無線通信用スイッチ２６などの
各種のスイッチからなる。重送検査無効スイッチ２５は、原稿Ｄが複数枚重なって本体１
２内に給送される重送の有無を検査する重送検査を無効にする際に操作され、無効とされ
ているとき重送検査は行われない。操作部２０に隣接する位置には、例えばＬＥＤ等によ
り点灯と点滅の少なくとも一方と消灯とが可能、あるいは点灯時の点灯色の変更が可能な
表示灯からなる報知部２７が設けられている。報知部２７は、例えば電源のオン／オフ、
現在選択中のモード、重送検査の有効／無効などを表示灯の点灯・消灯あるいは点灯色の
変更によってユーザーに報知する。
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【００５２】
　図２に示すように、画像読取装置１１の本体１２内には、画像読取処理（スキャン処理
）を行う画像読取処理機構３０が設けられている。画像読取処理機構３０は、原稿Ｄを搬
送する搬送部３１を備える。搬送部３１は、原稿サポート１３に積載された複数枚の原稿
Ｄを、１枚ずつ給送口１２Ａから板状の給送ガイド３２Ａに沿って本体１２内へ案内しつ
つ給送し、給送した原稿Ｄを搬送経路３２に沿って一定の搬送速度で搬送する。
【００５３】
　搬送部３１は、本体１２内の搬送経路３２の上流端位置に配置された一対の給送ローラ
ー対３３と、給送ローラー対３３よりも搬送方向下流側に配置された一対の搬送ローラー
対３４と、搬送方向Ｙに原稿Ｄの読取位置を挟んで上流側に配置された一対の搬送ローラ
ー対３５と、下流側に配置された一対の搬送ローラー対３６とを備える。
【００５４】
　給送ローラー対３３は、駆動ローラー３３Ａと従動ローラー３３Ｂとにより構成される
。搬送ローラー対３４は、駆動ローラー３４Ａと従動ローラー３４Ｂとにより構成される
。また、搬送ローラー対３５，３６は、駆動ローラー３５Ａ，３６Ａと従動ローラー３５
Ｂ，３６Ｂとにより構成される。各従動ローラー３３Ｂ～３６Ｂは、それぞれが対をなす
駆動ローラー３３Ａ～３６Ａの回転により連れ回りする。
【００５５】
　複数のローラー対３３～３６を構成する各駆動ローラー３３Ａ～３６Ａは、それらの動
力源である搬送モーター３７の動力により回転駆動する。給送ローラー対３３を構成する
従動ローラー３３Ｂはリタードローラーとなっており、その外周面の原稿に対する摩擦係
数が、駆動ローラー３３Ａの外周面の原稿に対する摩擦係数よりも大きくなっている。こ
のため、給送ローラー対３３間を通るときに原稿は１枚ずつ分離される。よって、給送ロ
ーラー対３３の回転により原稿サポート１３に積載された複数枚の原稿Ｄは、例えば最下
位のものから順番に１枚ずつ給送口１２Ａから本体１２内へ給送される。冊子原稿や折り
原稿はそのまま給送されると、リタードローラーを有する分離機構３８の分離作用により
ずれて給送される虞がある。そのため、ユーザーは冊子原稿や折り原稿などの原稿Ｄをス
キャンする際は、原稿ＤをキャリアシートＣＳ（図４参照）に挟んで原稿サポート１３に
セットする。
【００５６】
　図２に示すように、本体１２内に給送ローラー対３３及び各搬送ローラー対３４～３６
により形成された搬送経路３２の途中の読取位置には、搬送経路３２を挟む両側に配置さ
れた一対の読取部４０が設けられている。すなわち、一対の読取部４０は、第１読取部４
０Ａと第２読取部４０Ｂとからなり、搬送経路３２を挟む両側に互いに対向しない程度に
搬送方向Ｙに少しずれた位置に配置されている。一対の読取部４０は、搬送中の原稿Ｄに
光を照射可能な光源４１と、主走査方向（幅方向Ｘ）に延びるイメージセンサー４２とに
より構成される。原稿Ｄの片面（表面）を読み取る通常読取モードのときは、第１読取部
４０Ａが読取動作を行い、原稿Ｄの両面（表裏面）を読み取る両面読取モードのときは、
第１読取部４０Ａと第２読取部４０Ｂとが共に読取動作を行う。
【００５７】
　光源４１は、例えばＬＥＤや蛍光ランプなどにより構成される。イメージセンサー４２
は、光源４１から射出された光が原稿Ｄ等で反射した反射光を受光し、受光した光を電気
信号に変換して受光量に応じた値の画素信号を出力する。イメージセンサー４２は、例え
ばリニアイメージセンサーである。画像読取装置１１は、カラースキャンとモノクロスキ
ャン（グレースケールスキャン）とが可能である。カラースキャン方式には、イメージセ
ンサーがモノクロで、ＲＧＢ各色の光源を時系列で順番に発光させてイメージセンサーか
らＲＧＢ各色の画素信号を順番に取得する方式と、イメージセンサーがカラーフィルター
で覆われたＲＧＢ各色の光電変換素子を備え、白色光源を発光させて各光電変換素子から
ＲＧＢの各画素信号を取得する方式とがある。カラースキャン方式はどちらの方式でもよ
い。なお、以下では、光源４１とイメージセンサー４２を、第１読取部４０Ａ側のものを
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指して、第１光源４１Ａ及び第１イメージセンサー４２Ａと記し、第２読取部４０Ｂ側の
ものを指して、第２光源４１Ｂ及び第２イメージセンサー４２Ｂと記す場合がある。
【００５８】
　さらに、イメージセンサー４２と搬送経路３２を挟んで対向する位置には、色基準部の
一例としての色基準板４３が配置されている。色基準板４３はシェーディング補正用の白
基準値を得るためのもので、白色を呈する白基準板又はグレー（灰色）を呈するグレー基
準板が用いられる。本例では、色基準板４３にグレー基準板を採用する。グレー基準板を
用いるのは、色基準板４３を原稿の背景として読み取った読取データにおける原稿と背景
との色の違い（例えば色差）又は輝度値の違いを基に、読取データから原稿Ｄを検出する
ためである。なお、原稿検出専用のセンサーを設けて原稿の検出を行う構成とした場合は
、色基準板４３を白基準板としてもよい。
【００５９】
　イメージセンサー４２は、複数の光電変換素子を主走査方向Ｘに沿って一列に配置した
、例えばコンタクト型イメージセンサーである。さらにイメージセンサー４２は、具体的
にはＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサーである。
イメージセンサー４２は、各光電変換素子が受光した光を光電変換して受光量に応じた値
の画素信号を出力する。
【００６０】
　搬送モーター３７、読取部４０（４０Ａ，４０Ｂ）を構成する光源４１及びイメージセ
ンサー４２は、本体１２内に設けられたコントローラー５０により制御される。また、コ
ントローラー５０は、ユーザーが操作する操作部２０からの操作信号を入力し、その操作
信号により与えられた指示に基づき画像読取装置１１を制御する。
【００６１】
　次に図３を参照して、原稿の搬送経路のうちの下側の面部を形成する搬送面部３９につ
いて説明する。図３に示すように、本体部１８の上面によって形成される搬送経路３２の
下側の面部となる搬送面部３９は、本体部１８の上面を覆うと共に搬送方向Ｙに沿って互
いに平行に延びる複数本のリブ１８Ｃが上面に有する搬送板１８Ｂを備える。搬送面部３
９における幅方向Ｘの略中央部には、搬送方向Ｙの上流側から順に、給送ローラー対３３
を構成する駆動ローラー３３Ａ、搬送ローラー対３４～３６を構成する各駆動ローラー３
４Ａ～３６Ａが、それぞれ幅方向Ｘに少しの間隔を隔てて一対ずつ配置されている。一対
の駆動ローラー３３Ａの間には、原稿センサー４４が配置されている。原稿センサー４４
は、例えばレバーを有する接触式センサーであり、原稿サポート１３にセットされた原稿
Ｄ又はキャリアシートＣＳによってレバーが押されることで、読取対象の原稿Ｄ等の有無
を検知する。
【００６２】
　また、一対の駆動ローラー３４Ａの間には、キャリアシートセンサー４５（以下単に「
ＣＳセンサー４５」ともいう。）が配置されている。ＣＳセンサー４５は、例えば光学式
センサーであり、原稿ＤとキャリアシートＣＳとを光学的に区別してキャリアシートＣＳ
を検知する。
【００６３】
　さらに搬送方向Ｙにおいて駆動ローラー３４Ａと駆動ローラー３５Ａとの間の位置には
、ＣＳセンサー４５よりも少し下流側の位置に重送センサー４６が配置されている。重送
センサー４６は、例えば超音波式センサーであり、超音波を発信可能な発信器と、発信器
に対して搬送経路３２を挟んで対向配置され、超音波を受信可能な受信器とを備える。重
送センサー４６は、発信器から受信器へ伝播される超音波が、重送した２枚の原稿Ｄの間
の隙間で減衰する原理を利用して、原稿Ｄの重送を検知する。２枚以上の原稿を通過した
ときの超音波の減衰度合は大きいので、重送と検出される。一方、１枚の原稿Ｄが搬送さ
れたときは、原稿を通過したときの超音波の減衰度合が小さいので、重送ではないと検出
される。また、キャリアシートＣＳの接合部５１以外のシート部５２は２枚からなり、２
枚のシート部５２の隙間で超音波が減衰する減衰度合が大きいため、重送センサー４６は
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キャリアシートＣＳを、原稿の重送と誤検出する。そのため、ユーザーはキャリアシート
ＣＳに挟んで原稿Ｄを読み取るときは、重送検査無効スイッチ２５を操作して重送検査を
無効にする。また、本実施形態では、重送検査無効スイッチ２５を事前に操作することな
く重送検査が有効であっても、ＣＳセンサー４５がキャリアシートＣＳを検知したときは
、コントローラー５０により重送検査は無効にされる。
【００６４】
　また、搬送ローラー対３５を構成する一対の駆動ローラー３５Ａの間には、原稿有無セ
ンサー４７が配置されている。原稿有無センサー４７は、例えばレバーを有する接触式セ
ンサーであり、原稿Ｄ又はキャリアシートＣＳの先端がレバーを押して非検知状態から検
知状態に切り換わることをもって先端を検知し、その後端がレバーを通り過ぎてレバーが
押されなくなって、検知状態から非検知状態に切り換わることをもって後端を検知する。
原稿有無センサー４７の検知結果は、その搬送方向Ｙ下流側に配置された読取部４０（４
０Ａ，４０Ｂ）の読取動作の開始と終了のタイミングの制御に用いられる。
【００６５】
　次に図４及び図５を参照してキャリアシートＣＳについて説明する。図４に示すように
、キャリアシートＣＳは、無色透明の合成樹脂からなる２枚の四角形状のシートを周縁部
の一部で接合する接合部５１と、接合部５１から延出する２枚のシート部５２とを有する
。キャリアシートＣＳは、図５に示すように２枚のシート部５２の間に原稿Ｄを挟んで使
用される。また、キャリアシートＣＳは、接合部５１側が搬送方向Ｙの先頭となる向きで
原稿サポート１３上にセットして使用される。つまり、原稿Ｄを挟んだキャリアシートＣ
Ｓは、接合部５１側の先端部を給送口１２Ａに差し込んだ状態にセットされ、接合部５１
側から本体１２内へ給送される。
【００６６】
　図４及び図５に示すように、キャリアシートＣＳの接合部５１には、キャリアシートＣ
Ｓの個体を識別可能な識別情報（個体識別情報）を含む登録情報が読み取り可能な形態で
記録された被読取部５３が設けられている。図４及び図５は、被読取部５３が２次元コー
ド５４である例である。２次元コードは例えば印刷又はシールの貼付により接合部５１に
設けられている。本例では、２次元コード５４として、例えばＱＲコード（登録商標）を
採用している。被読取部５３としての２次元コード５４は読取部４０により読み取られる
。読み取った２次元コードはコントローラー５０により解読される。コントローラー５０
は２次元コードを解読して識別情報を含む登録情報を取得する。
【００６７】
　また、本実施形態のキャリアシートＣＳにおける接合部５１とシート部との境界部に相
当する部分には透明窓部５５が設けられている。透明窓部５５は、接合部５１から窓の幅
分を離れた位置でシート部５２同士を線状に接合してその線状の接合箇所と接合部５１と
の間の領域に形成されている。なお、被読取部５３は、ＱＲコード以外の公知の２次元コ
ード５４でもよいし、例えばバーコード等の１次元コードでもよい。また、被読取部５３
は、キャリアシートＣＳの接合部５１の片面のみに設けられてもよいし、両面に設けられ
ていてもよい。また、被読取部５３は、キャリアシートＣＳの片面当たりに複数設けられ
ていてもよい。
【００６８】
　また、図６及び図７に示すキャリアシートＣＳの例では、接合部５１に被読取部５３と
して近距離無線通信タグの一例としてのＮＦＣタグ５６が設けられている。被読取部５３
がＮＦＣタグ５６である場合、画像読取装置１１の搬送経路３２の途中の位置には、ＮＦ
Ｃタグ５６を読み取り可能なリーダー部の一例としてのＮＦＣリーダー５７（図８参照）
が設けられている。ＮＦＣリーダー５７はキャリアシートＣＳの搬送中にＮＦＣタグ５６
からキャリアシートＣＳの個体の識別情報を含む登録情報を読み取り可能である。本実施
形態の画像読取装置１１には、ＮＦＣタグ５６に情報を書き込み可能なライター部の一例
としてのＮＦＣライター５８（図８参照）が、例えば搬送経路３２の途中の位置に設けら
れている。ＮＦＣライター５８は、本体１２の外周面の所定箇所に設けられていてもよい
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。なお、ＮＦＣライター５８は無くてもよい。また、図４に示すキャリアシートＣＳにの
み対応する機種では、ＮＦＣリーダー５７も無くてもよい。
【００６９】
　次に図８を参照して、画像読取装置１１の電気的構成について説明する。図８に示すよ
うに、コントローラー５０は、マイクロプロセッサー等からなるコンピューター６０と、
記憶部６１と、外部のホスト装置１００から各種のデータや信号を入力する入力インター
フェイスからなる入力部６２と、画像読取装置１１が読み取った読取データをホスト装置
１００に出力する出力インターフェイスからなる出力部６３とを備える。さらにコントロ
ーラー５０は、イメージセンサー４２Ａ，４２Ｂに対して画素信号の読出動作を含む各種
の動作タイミングを規定するパルス信号を出力するタイミングジェネレーター６４（以下
「ＴＧ６４」とも記す。）と、イメージセンサー４２Ａ，４２Ｂから入力した画素信号を
アナログ／デジタル変換（Ａ／Ｄ変換）するアナログフロントエンド６５（以下「ＡＦＥ
６５」とも記す。）とを備える。なお、記憶部６１は、例えば不揮発性メモリー及びＲＡ
Ｍからなる。
【００７０】
　画像読取装置１１は、通信ケーブルを通じてホスト装置１００と接続されている。ホス
ト装置１００は、例えばパーソナルコンピューター（以下「ＰＣ」ともいう。）により構
成され、入力部１０１と表示部１０２とを備えている。なお、ホスト装置１００は、ＰＣ
に限らず、携帯情報端末（ＰＤＡ（Personal Digital Assistants））、タブレットＰＣ
又はスマートフォン等のスマートデバイスなどでもよい。
【００７１】
　図８に示すように、ホスト装置１００はコンピューター１０３と記憶部１０４とを内蔵
する。コンピューター１０３は、読取ドライバー１０５と印刷ドライバー１０６とを備え
る。読取ドライバー１０５及び印刷ドライバー１０６は、ホスト装置１００にインストー
ルされたソフトウェアにより構成され、本実施形態ではホストドライバーの一例を構成す
る。
【００７２】
　読取ドライバー１０５は、設定部の一例としてのタスク設定部１１１と識別情報生成部
１１２とを備える。タスク設定部１１１は、ユーザーによる入力部１０１の操作で指定さ
れた条件を含む入力情報を受け付けて、画像読取装置１１に行わせる処理の内容を設定す
る。本例ではタスク設定部１１１は、処理の内容として、タスクの条件（タスク条件）を
設定する。タスク条件には、解像度、読取色（モノクロ／カラー）等を含む読取条件と、
傷等の欠点及び変色した色を低減又は無くす画像補正処理の条件や折り原稿の２つの画像
を結合する際のステッチ向き（折れ目の向き）を含む画像補正条件と、画像データの保存
形式及び保存先とを含む保存条件との少なくとも一つが含まれる。なお、タスク設定部１
１１を画像読取装置１１の例えばコンピューター６０内に設け、ユーザーによる操作部２
０又は入力部１０１の操作で指定された条件に基づいて、画像読取装置１１内のタスク設
定部１１１がタスクの条件（タスク条件）を設定する構成としてもよい。
【００７３】
　識別情報生成部１１２は、キャリアシートＣＳの個体を識別可能な識別情報を少なくと
も含む登録情報を生成する。識別情報生成部１１２が生成した識別情報を含む登録情報は
、ホスト装置１００から画像読取装置１１に送信される。
【００７４】
　ユーザーが識別情報を含む登録情報を２次元コードが未形成のキャリアシートＣＳに形
成したい旨を入力部１０１に入力すると、登録情報が読取ドライバー１０５から印刷ドラ
イバー１０６に送られる。印刷ドライバー１０６では、印刷処理部の一例としての識別情
報印刷処理部１１３が、識別情報を含む登録情報を基に２次元コードを生成し、２次元コ
ード５４をキャリアシートＣＳの接合部５１の所定箇所に印刷可能な印刷データを生成す
る。そして、その印刷データがホスト装置１００からキャリアシートＣＳがセットされた
プリンター１２０（印刷装置）に送信される。プリンター１２０は、印刷データに基づく
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２次元コード５４をキャリアシートＣＳの接合部５１に印刷することで、図４に示す２次
元コード５４を有するキャリアシートＣＳが生成される。なお、読取ドライバー１０５が
登録情報に基づき２次元コードを生成してもよい。また、ユーザーが識別情報を含む登録
情報を２次元コードが未形成のキャリアシートＣＳに形成したい旨及び必要な入力情報は
、画像読取装置１１の操作部２０の操作で入力してもよい。
【００７５】
　また、ユーザーが少なくとも識別情報を含む登録情報を図６に示すＮＦＣタグ５６に書
き込みたい旨を入力部１０１に入力すると、登録情報がホスト装置１００から画像読取装
置１１に送信される。ユーザーはホスト装置１００に表示されるメッセージに従って、登
録情報が未登録のキャリアシートＣＳを、画像読取装置１１に搬送させるか、本体１２の
所定箇所にタッチさせることにより、そのＮＦＣタグ５６をＮＦＣライター５８に近距離
無線通信可能な程度に接近させる。この結果、ＮＦＣライター５８とＮＦＣタグ５６との
間の近距離無線通信が確立され、画像読取装置１１内のコンピューター６０はＮＦＣライ
ター５８を制御してＮＦＣタグ５６に登録情報を書き込む。こうして図６に示すＮＦＣタ
グ５６に登録情報が書き込まれたキャリアシートＣＳが生成される。なお、登録情報をＮ
ＦＣタグ５６に書き込みたい旨及び必要な入力情報は、画像読取装置１１の操作部２０の
操作で入力してもよい。また、図４及び図６に示すキャリアシートＣＳは、上記の方法で
生成されたものに限定されず、識別情報を含む登録情報が被読取部５３に登録されたもの
であればよい。
【００７６】
　図８に示す記憶部６１には、図１５及び図１６にフローチャートで示された読取制御用
プログラムを含むプログラムＰＧ及びキャリブレーションデータＣＤが記憶されている。
キャリブレーションデータＣＤは、光源４１及びイメージセンサー４２の個体差や経年劣
化等の影響を除去するべく読取部４０の読取データを補正する際に使用される。また、記
憶部６１には、ＣＳ初期値ＣＩ、計数値データＫＤ及び劣化度合情報ＤＬなどがコンピュ
ーター６０により記憶される。ＣＳ初期値ＣＩは、使用開始時のキャリアシートＣＳを光
源４１からの光を透過させて色基準板４３を読み取らせて得られた初期の色データで与え
られる。ＣＳ初期値ＣＩは、キャリアシートＣＳの経年劣化等に起因する変色を検出する
際の基準に用いられる。計数値データＫＤは、キャリアシートＣＳを搬送経路３２に通し
た（搬送した）搬送回数（使用回数）を示す計数値である。劣化度合情報ＤＬは、判定さ
れたキャリアシートＣＳの劣化度合に関する情報である。
【００７７】
　図８に示すコンピューター６０は、プログラムＰＧを実行することで機能する機能部と
して、搬送制御部７１、読取制御部７２及び処理部７３を備えている。
　搬送制御部７１は、搬送部３１が動力源として備える搬送モーター３７を駆動制御する
。搬送制御部７１は、指示に従って搬送モーター３７を駆動し、複数のローラー対３３～
３６を回転させることで、原稿サポート１３にセットされた複数枚の原稿Ｄを１枚ずつ本
体１２内へ給送し搬送経路３２に沿って一定の搬送速度で搬送させる。
【００７８】
　読取制御部７２は、光源４１の発光を制御し、原稿Ｄに光を照射する。この搬送中に、
読取制御部７２は、読取部４０を制御し、原稿Ｄの画像を読み取らせる。詳しくは、読取
制御部７２は、ＴＧ６４を介してイメージセンサー４２に対して画素信号の読出動作の動
作タイミング等を制御するパルス信号を出力して読取動作を制御する。イメージセンサー
４２から入力したアナログの画素信号はＡＦＥ６５を介してデジタルの画素信号に変換さ
れて読取データとして処理部７３に入力される。
【００７９】
　処理部７３は、入力したデジタルの画素信号からなる読取データに対して、シェーディ
ング補正及びガンマ補正等の補正処理を施して、原稿Ｄの画像データを生成する。このと
き、処理部７３は、原稿Ｄの場合と、原稿Ｄが挟まれたキャリアシートＣＳの場合とで、
異なる画像補正処理を行う。例えば原稿Ｄの場合は、通常の画像補正処理を行って、原稿
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Ｄの画像データを生成する。一方、キャリアシートＣＳの場合は、読取データから原稿Ｄ
の領域を切り出し、切り出した原稿領域のデータからキャリアシートＣＳの影響を取り除
く画像補正処理を行って、原稿Ｄの画像データを生成する。
【００８０】
　また、処理部７３は、キャリアシートＣＳの被読取部５３を読み取って得たキャリアシ
ートＣＳの識別情報と紐付けられた処理を行う。処理部７３は、キャリアシートＣＳの識
別情報と紐付けられたタスク条件で、キャリアシートＣＳに挟まれた原稿Ｄを読取部４０
に読み取らせる読取処理を行う。つまり、ユーザーは、予め決まったタスク条件で原稿Ｄ
をキャリアシートＣＳに挟んで読み取らせたい場合は、それ専用の被読取部５３を有する
キャリアシートＣＳを使用して、原稿Ｄを読み取らせる。この被読取部５３には、そのタ
スク条件と紐付けされた識別情報が少なくとも登録されている。よって、ユーザーはその
キャリアシートＣＳの個体に合った適切なタスク条件で原稿Ｄを読み取らせることができ
る。
【００８１】
　また、処理部７３は、キャリアシートＣＳが搬送される度にそのキャリアシートＣＳの
被読取部５３を読み取って取得される識別情報と紐付けされたそのキャリアシートＣＳの
劣化度合の情報（劣化度合情報）を取得する。劣化度合の取得方法には２種類ある。１つ
の方法は、キャリアシートＣＳが搬送される度にカウンターが「１」ずつ計数することで
使用開始時からの累積の搬送回数を取得し、その計数値で示される搬送回数が多いほど高
くなる劣化度合を取得する。他の１つの方法は、キャリアシートＣＳの透明部分を読取部
４０が読み取って得た読取データに基づいて、キャリアシートＣＳの光透過率、一様性、
変色に関する情報のうち少なくとも１つを取得し、それらの少なくとも１つに基づいてキ
ャリアシートＣＳの劣化度合を取得する。特に本例では、光透過率、一様性、変色に関す
る３つの情報を総合的に勘案してキャリアシートＣＳの劣化度合を取得する。
【００８２】
　処理部７３は、読取対象がキャリアシートＣＳである場合、キャリアシートＣＳの劣化
度合に応じた各種の処理を行う。この種の処理の１つとして、処理部７３は、劣化度合が
閾値に達していれば、ユーザーに交換時期である旨を報知部２７により報知したり、ホス
ト装置１００の表示部１０２に交換時期である旨のメッセージの表示により報知したりす
る。また、キャリアシートＣＳの劣化度合を必要に応じて報知する場合もある。また、処
理部７３は、劣化度合が閾値以上になると、交換時期（寿命）である旨を表示灯の点灯又
は点滅、及びホスト装置１００の表示部１０２にメッセージを表示することによってユー
ザーに報知する。さらに処理部７３は、この種の処理の他の１つの例として、読取データ
に画像からキャリアシートＣＳの劣化の影響を取り除く画像補正処理を行う。
【００８３】
　図８に示すように、処理部７３は、上記の各種の処理を行うために、キャリブレーショ
ン処理部８１、識別情報取得部８２、搬送回数カウンター８３、タスク取得部８４、第１
劣化判定部８５、第２劣化判定部８６、画像補正部８７及び報知処理部８８を備えている
。キャリアシートＣＳの傷、転写汚れあるいはゴミなどの欠点を検出する欠点検出部９２
と、キャリアシートＣＳの透明なシート部５２の変色を検出する変色検出部９３とを備え
ている。なお、本実施形態では、読取部４０、ＮＦＣリーダー５７及び識別情報取得部８
２により、識別情報読取部の一例が構成される。また、搬送回数カウンター８３及び第１
劣化判定部８５により、検出部の一例が構成される。また、第２劣化判定部８６により、
検出部の一例が構成される。
【００８４】
　キャリブレーション処理部８１は、画像読取装置１１の電源投入時に、光源４１とイメ
ージセンサー４２とで色基準板４３を読み取って、光源４１とイメージセンサー４２との
特性の温度依存性や経時変化に起因する劣化の進行度等に応じてキャリブレーションをす
る。キャリブレーション処理部８１は、次のようにキャリブレーションを行う。画像読取
装置１１の出荷検査で設定された白基準データとグレー基準データと、画像読取装置１１
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の電源投入の度に読取部４０が色基準板４３（例えばグレー基準板）を読み取って得た色
データ（例えばグレーデータ）とを用いて、光源４１及びイメージセンサー４２の現在の
温度及び経年劣化の程度に応じたキャリブレーションを行う。
【００８５】
　記憶部６１には、キャリブレーション処理時に用いるキャリブレーションデータＣＤが
記憶されている。キャリブレーションデータＣＤには、グレーデータＧＲ及び白色データ
ＷＲが含まれる。これらのデータＧＲ，ＷＲは、工場出荷時に以下のように取得される。
イメージセンサー４２に色基準板４３を読み取らせて色基準データ（グレー基準データＧ
Ｓ０）を取得し、白基準チャートをイメージセンサー４２に読み取らせて白基準データＷ
Ｓ０を取得する。光源４１の消灯状態でイメージセンサー４２が読取動作を行って黒基準
データＫＳ０を取得する。そして、これらのデータから、色データ（グレーデータＧＲ０
（＝ＧＳ０－ＫＳ０））と、白色データＷＲ０（＝ＷＳ０－ＫＳ０）とを取得する。こう
して取得したキャリブレーションデータＣＤが記憶部６１に予め記憶されている。
【００８６】
　キャリブレーション処理部８１は、画像読取装置１１の電源投入直後に、色基準板４３
をイメージセンサー４２に読み取らせて現在のグレー基準データＧＳ１を取得すると共に
、光源４１の消灯状態でイメージセンサー４２に読取動作を行わせて現在の黒基準データ
ＫＳ１を取得する。そして、これらのデータを用いて、現在のグレーデータＧＲ１（＝Ｇ
Ｓ１－ＫＳ１）を取得する。次にキャリブレーション処理部８１は、現在の白色データＷ
Ｒ１を、式　ＷＲ１＝ＧＲ１・ＷＲ０／ＧＲ０により算出する。また、キャリブレーショ
ン処理部８１は、キャリアシートＣＳの初回使用時においては、画像読取装置１１の電源
投入時にキャリブレーションを行ったキャリブレーション結果を、キャリアシートの識別
情報と紐付けてＣＳ初期値ＣＩとして記憶部６１に記憶する。
【００８７】
　識別情報取得部８２は、キャリアシートＣＳの被読取部５３が２次元コード５４（図４
参照）である場合、読取部４０が２次元コード５４を読み取った２次元コード情報を解読
して識別情報を含む登録情報を取得する。また、キャリアシートＣＳの被読取部５３がＮ
ＦＣタグ５６（図６参照）である場合、ＮＦＣリーダー５７がＮＦＣタグ５６からデータ
を読み取ることで、そのデータ中の識別情報を含む登録情報を取得する。
【００８８】
　搬送回数カウンター８３は、キャリアシートＣＳが搬送経路３２を通るときに識別情報
を取得する度に、「１」をインクリメントする計数処理を行う。この搬送回数カウンター
８３の計数値は、画像読取装置１１の電源が切断されるときの終了処理として記憶部６１
の所定記憶領域に、識別情報と紐付けされた状態で記憶される。そのため、画像読取装置
１１の電源投入時には、搬送回数カウンター８３には、前回の電源切断時における計数値
がセットされる。なお、搬送回数カウンター８３は、識別情報が切り換わる度にそれまで
の計数値を識別情報と紐付けて記憶部６１の所定記憶領域に書き込むと共に、切り換わっ
た識別情報に紐付けされた搬送回数を読み出してその値を搬送回数カウンター８３にセッ
トする。
【００８９】
　タスク取得部８４は、識別情報と紐付けされたタスク条件を取得する。被読取部５３に
登録された登録情報には、キャリアシートＣＳの個体を識別可能な識別情報と、その識別
情報と紐付けされたタスク条件に係る情報（タスク条件情報）とを含む場合と、タスク条
件情報は含まない場合とがある。タスク条件情報を含まない場合は、識別情報に紐付けさ
れたタスク条件情報は、記憶部６１の所定記憶領域に識別情報ごとに記憶される。タスク
取得部８４は、識別情報取得部８２が取得した識別情報に紐付けされたタスク条件情報を
、被読取部５３から読み取られた登録情報中から取得するか、記憶部６１の所定記憶領域
から読み出して取得する。ここで、タスク条件は、読取解像度、読取色、折り原稿である
場合はステッチ向き（折目の向き）、画像データの保存形式及び保存先のうち少なくとも
１つを含む。特に本実施形態では、タスク条件として、読取解像度、読取色、折り原稿で



(18) JP 6610128 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

ある場合のステッチ向き、読取データの保存形式及び保存先の全てを設定可能となってい
る。
【００９０】
　読取解像度には、例えば３００ｄｐｉと６００ｄｐｉとがある。読取色には、カラーと
モノクロ（グレースケール）とがある。折り原稿のステッチ向きには、原稿サポート１３
に対してキャリアシートＣＳを表裏のうち予め決められた一方の向き（例えば表面が下向
き）にセットして給送した場合に、ステッチ（折目）が右側にくる右向きと左側にくる左
向きとがある。読取データの保存先には、ホスト装置１００側の記憶部１０４における複
数のフォルダーのうち１つが、読取データの保存先として選択されている。保存形式には
、ｐｄｆ形式、ビットマップ形式等の画像読取装置１１で読み取った原稿の画像のデータ
の形式として用いられる各種のデータ形式のうち予め設定された１つのデータ形式が選択
されている。
【００９１】
　第１劣化判定部８５は、搬送回数カウンター８３の計数値で示される使用開始時からの
累積の搬送回数が閾値回数以上になったことをもって、識別情報で特定されるキャリアシ
ートＣＳがその上限使用回数を超えて適切に使用できる寿命を超えたものと判定する。
【００９２】
　第２劣化判定部８６は、キャリアシート劣化判定モードＯＮのときに、原稿を挟まない
キャリアシートＣＳの読取対象領域ＳＡを透過した透過光を受光して得た読取データ（受
光データ）に基づいてキャリアシートＣＳの劣化度合を判定する。詳しくは、第２劣化判
定部８６は、読取データに基づき取得したキャリアシートＣＳの光透過率に基づいてキャ
リアシートの劣化度合を判定する透過率判定と、キャリアシートＣＳの明るさが全体的に
一様であるかどうかの一様性を判定する一様性判定と、キャリアシートＣＳの黄ばみ等の
変色を判定する変色判定とを行う。キャリアシートＣＳに欠点や変色、曇り等が全く無け
れば一様性が高いと判定されるのはもちろんだが、欠点や変色、曇り等があっても、キャ
リアシートＣＳの全体に一様に分布する場合は一様性があるものと判定される。一方、比
較的大きな欠点が存在する場合や、擦れ傷等の微細な欠点でも特定箇所に複数偏在する場
合は、一様性が低いものと判定される。
【００９３】
　第２劣化判定部８６は、キャリアシートＣＳの劣化判定に用いる、透過率取得部９１、
欠点検出部９２及び変色検出部９３を備えている。
　透過率取得部９１は、イメージセンサー４２又はＣＳセンサー４５が読み取ったデータ
に基づいて光透過率を取得する。例えば、紫外線等の光によるキャリアシートＣＳの全体
的な変色、又は微小な擦り傷によるキャリアシートＣＳの全体的な曇りがある場合がある
。このため、光透過率によって、変色や曇りによるキャリアシートＣＳの劣化度合が分か
る。ここで、ＣＳセンサー４５は、キャリアシートＣＳの局所部分の光透過率しか取得で
きないのに対して、イメージセンサー４２はキャリアシートＣＳの全域における光透過率
の分布を取得できる。このため、本実施形態の透過率取得部９１は、後者を採用し、読取
データに基づいてキャリアシートＣＳの全域における光透過率の分布を取得する。そして
、その光透過率の分布により一様性も判定する。
【００９４】
　そして、第２劣化判定部８６は、光透過率の分布データを用いて、例えば透過率をキャ
リアシートＣＳの読取対象領域ＳＡの全域で平均した平均透過率に応じてキャリアシート
ＣＳの劣化度合を検出する。そして、平均透過率が閾値以下に低下すると、キャリアシー
トＣＳの交換時期（寿命）であると判定する。また、平均透過率を用いるのではなく、透
過率が閾値以下となった面積の割合が閾値以上になったら、キャリアシートＣＳの交換時
期であると判定してもよい。
【００９５】
　欠点検出部９２は、読取データに基づいてキャリアシートＣＳの傷や折れ、転写汚れ等
の欠点を検出する。欠点検出部９２は、図９に示すキャリアシートＣＳの二点鎖線で囲む
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読取対象領域ＳＡの画像データを、欠点検出用の閾値で２値化処理する。この２値化処理
の結果、図９に示すように、キャリアシートＣＳの傷や転写汚れ等の第１閾値未満ＳＫ１
の欠点Ｋ（欠点領域）が黒く出る。また、図示はしないが、キャリアシートＣＳの傷、転
写汚れ又は折れ等の第２閾値ＳＫ２（＞ＳＫ１）を超える欠点Ｋが白く出る。
【００９６】
　また、２値化処理の結果に基づくだけでは、欠点以外のものを欠点とする誤検出の虞が
ある。そのため、図９に二点鎖線の円で囲った欠点候補Ｋ１を含む範囲について、図１０
に示すように、主走査方向の位置ｘとＲＧＢ出力値との関係を示す出力値特性線ＣＬ１を
調べ、欠点候補Ｋ１のピークの幅Ｗｐが、予め設定された幅閾値Ｗｓ以下であれば、その
欠点候補Ｋ１を欠点Ｋと判定するピーク幅判定を行う。一方、欠点候補Ｋ１のピークの幅
Ｗｐが幅閾値Ｗｓを超える場合は、この欠点候補Ｋ１を欠点とはしない。なお、このピー
ク幅判定は、副走査方向の位置ｙに対しても行い、主走査方向の位置ｘと副走査方向の位
置ｙとのうちいずれか一方でも欠点と判定されれば、その欠点候補を欠点Ｋとすることが
好ましい。これは、搬送経路３２を通るときにできる擦れ傷は主走査方向Ｘ又は副走査方
向Ｙに線状に延びている場合が多いので、この種の線状の擦り傷を欠点として検出するた
めである。
【００９７】
　また、図１１に示すように、２値化処理後の２値化データに基づき、主走査方向の位置
ｘと出力値（０又は１）との関係を示す出力値特性線ＣＬ２における欠点候補Ｋ１の幅Ｗ
ｐを測定する。そして、その幅Ｗｐが幅閾値Ｗｓ以下であれば、その欠点候補Ｋ１を欠点
Ｋとし、一方、その幅Ｗｐが幅閾値Ｗｓを超えると、その欠点候補を欠点とはしないピー
ク幅判定を採用してもよい。この場合も、主走査方向と副走査方向とを含む複数方向から
欠点幅判定を行って欠点であるか否かを確定することが好ましい。なお、欠点の１つの面
積が閾値面積以上となる場合は、例えば前の原稿からキャリアシートＣＳへの印刷の転写
による転写汚れの可能性が高いと判定する。
【００９８】
　こうして、２値化処理の結果、あるいは２値化処理とピーク幅判定との結果に基づき欠
点Ｋが検出されると、例えばキャリアシートＣＳの読取対象領域ＳＡに点在する欠点Ｋの
総面積がキャリアシートＣＳの読取対象領域ＳＡの全面積に対して占める欠点占有率を求
める。そして、第２劣化判定部８６は、この欠点占有率に応じてキャリアシートＣＳの劣
化度合を算出する。つまり、キャリアシートＣＳの同一サイズの下で欠点Ｋの総面積が多
いほど、キャリアシートＣＳの劣化度合が高いと判定する。そして、第２劣化判定部８６
は、欠点占有率がＡ％以上になると、キャリアシートＣＳが交換時期（寿命）に達したと
判定する。なお、全体に欠点が１つも存在していない場合や、微小な欠点が存在するもの
の全体に均一に分布している場合は、一様性があるとみなす。なお、キャリアシートＣＳ
に、擦り傷や変質による曇りや、黄ばみ等の変色が全体的に均一にある場合も一様性が認
められるが、上記(1)透過率、(2)一様性、(3)変色の各判定結果を総合的にみて、キャリ
アシートＣＳの劣化度合及び寿命を判定する。また、傷や折れ以外にも、印刷直後の原稿
や古い原稿をキャリアシートＣＳに挟んだ場合、原稿からキャリアシートＣＳへの印刷の
転写による転写汚れが発生するので、この種の転写汚れも一様性の判定で検出できる。
【００９９】
　変色検出部９３は、キャリアシートＣＳの黄ばみ等の変色を検出する。この変色検出は
、キャリアシートＣＳなしで色基準板４３を直接読み取ったときの第１の読取データと、
キャリアシートＣＳを通して色基準板４３を読み取ったときの第２の読取データとを比較
することで行う。詳しくは、図１２に示すように、使用開始初期（１回目）に、イメージ
センサー４２は、原稿を挟まない空の状態のキャリアシートＣＳを介して色基準板４３を
カラーで読み取り、その読取データ（第１の読取データ）に基づくキャリアシートＣＳの
第１の色データＬ１（「第１の色値Ｌ１」ともいう。）を記憶部６１に記憶しておく。こ
の第１の色データＬ１は、初期（１回目）のキャリブレーション前の色データＬ１ｃｓと
、イメージセンサー４２がキャリアシートＣＳを介さずに色基準板４３をカラーで直接読
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み取った読取データに基づく初期の基準色データＬ１ｏとの色差で表わされるキャリブレ
ーション後のデータである（Ｌ１＝Ｌ１ｃｓ－Ｌ１ｏ）。この基準色データＬ１ｏは、例
えば画像読取装置１１の電源投入時にキャリブレーション用に測定された基準色データが
使用される。ユーザーがキャリアシートＣＳの劣化前の基準とする初期データを測定させ
る操作を操作部２０又は入力部１０１を用いて行うと、ユーザーが原稿サポート１３にセ
ットしたキャリアシートＣＳが搬送され、搬送中に読取部４０により読取対象領域ＳＡが
読み取られる。このキャリアシートＣＳの読取りで取得された第１の色データＬ１と、キ
ャリアシートＣＳなしで取得された基準色データＬ１ｏとを含むＣＳ初期値ＣＩ（図８参
照）が記憶部６１に記憶される。
【０１００】
　その後、キャリアシートＣＳを繰り返し使用し、搬送回数カウンター８３により計数さ
れる搬送回数が増えるに従って、傷、転写汚れ、折れ、曇り、変色等が原因でキャリアシ
ートＣＳは徐々に劣化する。図１２に示すように、例えば搬送回数がｎ回のとき、イメー
ジセンサー４２がキャリアシートＣＳを介さずに色基準板４３をカラーで読み取った読取
データに基づく基準色データＬｎｏと、イメージセンサー４２がキャリアシートＣＳを介
して色基準板４３をカラーで読み取った読取データに基づく第２の色データＬｎ（「第２
の色値Ｌｎ」ともいう。）とが取得される。この第２の色データＬｎは、キャリブレーシ
ョン前の色データＬｎｃｓを、基準色データＬｎｏを用いてキャリブレーションした値（
Ｌｎ＝Ｌｎｃｓ－Ｌｎｏ）である。
【０１０１】
　初期（１回）からｎ回までの間のキャリアシートＣＳの変色は、そのキャリアシートＣ
Ｓにおける第１の色データＬ１（第１の色値Ｌ１）と、現在（ｎ回）のキャリアシートＣ
Ｓにおける第２の色データ（第２の色値Ｌｎ）との色差ΔＬｍで与えられる。そのため、
変色検出部９３は、色差ΔＬｍ（＝Ｌｎ－Ｌ１）を計算し、この色差ΔＬｍをもって変色
を検出する。この計算時に、光源４１及びイメージセンサー４２の経年劣化に起因する図
１２に示す色差ΔＬｓ（＝Ｌｎｏ－Ｌ１ｏ）は相殺される。そして、第２劣化判定部８６
は、色差ΔＬｍに応じて変色を要因とするキャリアシートＣＳの劣化度合を検出する。第
２劣化判定部８６は、変色のみを判定パラメーターとする場合、色差ΔＬｍが変色判定用
の閾値ΔＬｏ以上であると、キャリアシートＣＳが交換時期（寿命）に達したと判定する
。
【０１０２】
　また、本実施形態では、キャリアシート劣化判定ＯＮモード以外の通常の原稿読取り時
にも、図１３に示すように、透明窓部５５を利用してキャリアシート劣化判定を行う。す
なわち、原稿を挟んだキャリアシートＣＳが搬送される過程で、光源４１から射出された
光が、キャリアシートＣＳの接合部５１と読取対象領域ＳＡとの間に設けられた透明窓部
５５を通って色基準板４３に当たって反射し、再び透明窓部５５を通った反射光をイメー
ジセンサー４２が受光する。このとき、キャリアシートＣＳの読取対象領域ＳＡと透明窓
部５５とを含む領域を読取対象とする読取データが取得される。第２劣化判定部８６は、
透過率取得部９１、欠点検出部９２及び変色検出部９３のうち少なくとも１つが、このと
きの読取データのうち透明窓部５５に相当する窓部データに基づいて検出した透過率、欠
点及び変色のうち少なくとも１つに基づき、キャリアシートＣＳの劣化度合を検出する。
【０１０３】
　これは、キャリアシート劣化判定ＯＮモードは、ユーザーが意図して画像読取装置１１
の操作部２０又はホスト装置１００の入力部１０１を操作する必要があり、ユーザーによ
っては適切な頻度で劣化判定を行わない場合がある。そのため、本実施形態では、原稿Ｄ
をキャリアシートＣＳに挟んで読み取ったときの読取データのうち原稿Ｄの部分を除いた
透明部分のデータを利用して、透過率検出と欠点検出と変色検出とのうち少なくとも１つ
の検出を行い、検出結果に基づいてキャリアシートＣＳの劣化度合を検出する。本実施形
態では、通常の原稿読取り時においても、キャリアシートＣＳの透明窓部５５を利用して
、キャリアシートＣＳの劣化度合が検出される。また、特に本実施形態では、透過率検出
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と欠点検出と変色検出とを全て行い、これら検出結果から得られる、透過率、欠点の有無
及び総面積、一様性、変色の各判定パラメーターに基づいて劣化度合を検出する。なお、
透明窓部５５は、２枚のシート部５２により形成される限りにおいて所定形状の窓部を接
合部５１に設けたものでもよい。
【０１０４】
　画像補正部８７、第１劣化判定部８５と第２劣化判定部８６とが判定したキャリアシー
トＣＳの劣化度合に応じて原稿の画像を補正する。画像補正部８７は、例えば検出された
劣化度合が補正用の閾値以上であると、原稿の画像を劣化度合に応じて補正する画像補正
処理を行う。本実施形態では、画像補正処理として、ガンマ補正処理と欠点除去処理とが
行われる。
【０１０５】
　まず画像補正処理について図１４を参照して説明する。図１４は、画像補正処理に用い
る補正マップＣＭ（補正マップデータ）を示す。補正マップＣＭは記憶部６１に記憶され
ている。図１４に示す補正マップＣＭは、画像のＲＧＢ値を補正するガンマ補正処理に用
いられる。図１４に示す補正マップＣＭにおいて、横軸は補正前のＲＧＢ入力値（例えば
２５６階調）であり、縦軸は補正後のＲＧＢ出力値（例えば２５６階調）である。なお、
図１４の例では、ＲＧＢ値が小さいほど明度が低くなる。
【０１０６】
　図１４に示す補正マップＣＭ中の実線で示された補正カーブＴＬ１は、原稿Ｄを直接読
み取った通常読取り時の画像の補正に使用される。この補正カーブＴＬ１は、ＲＧＢ入力
値よりもＲＧＢ出力値が若干大きくなる緩やかな円弧を描く。一方、キャリアシートＣＳ
の劣化度合が補正用の閾値以上である場合は、図１４に一点鎖線で示されるキャリアシー
ト読取り時のＳ字状の補正カーブＴＬ２を用いたガンマ補正処理が行われる。補正カーブ
ＴＬ２は、通常時の補正カーブＴＬ１に比べ、ＲＧＢ入力値に対するＲＧＢ出力値の比で
示される傾きが、中間調領域で相対的に大きく、低階調領域と高階調領域とで相対的に小
さくなっている。このように補正カーブＴＬ２は、中間調領域に、その傾きが相対的に大
きくなった高コントラスト化領域を有している。この高コントラスト化領域では、ＲＧＢ
入力値の範囲に対してＲＧＢ出力値がより広い範囲に出力され、画像はコントラストが高
く補正される。
【０１０７】
　例えば図１４においてＲＧＢ入力値「Ｇ」の欠点Ｋ（図９参照）は、補正カーブＴＬ１
を用いた通常のガンマ補正処理ではＲＧＢ出力値が「２００」になるが、補正カーブＴＬ
２を用いたガンマ補正では、ＲＧＢ出力値が「２４０」になり、通常のガンマ補正に比べ
、欠点Ｋがより薄く補正される。欠点を含む中間調領域で各画素のＲＧＢ値を、補正カー
ブＴＬ２に従って補正すると、例えばモノクロの画像の場合、濃灰色の欠点は黒色に、又
は薄灰色の欠点が白色に補正され、欠点Ｋが消失又は目立ち難くなる。
【０１０８】
　図１４に示す補正カーブＴＬ２は、予め中間調領域における傾きが異なる複数本用意さ
れ、キャリアシートＣＳの劣化度合に応じた１つを選択してもよい。また、キャリアシー
トＣＳの劣化度合に応じた傾きを有する補正カーブＴＬ２をその都度作成してもよい。さ
らに高コントラスト化領域は中間調領域に限らず、欠点及び変色を低減できる適宜な階調
領域を選択してもよい。例えばキャリアシート画像のヒストグラム解析を行って、その主
要な分布（例えばグレー基準板の灰色のＲＧＢ入力値範囲）から外れた欠点と推定される
小ピークを検出し、その小ピークのＲＧＢ入力値を含む範囲に、補正カーブＴＬ２の傾き
を大きくする高コントラスト化領域を設定してもよい。なお、ガンマ補正処理は、原稿の
画像全域に施してもよいが、欠点を囲む一部の小領域に施してもよい。
【０１０９】
　また、画像補正部８７は、欠点除去処理を行う。欠点除去処理は、検出した欠点の位置
及び領域の座標を記憶し、欠点を低減又は消去する処理を行う。欠点除去処理は、例えば
複数の画素値を平滑化する平滑化処理を施すことで、欠点の部分の画素値を、欠点の周囲
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の複数の画素値で補間計算して補間することで、欠点を除去する処理を行う。さらに画像
補正部８７は、(1)一様性及び(2)透過率が正常範囲にあり、(3)変色（色差ΔＬ）のみ閾
値以上の場合、そのときの色味に応じて黄色を白に補正したり、赤味を白に補正したりす
る画像補正処理を行う。
【０１１０】
　また、搬送制御部７１は、キャリアシートＣＳの劣化度合に応じて搬送速度を制御する
。搬送制御部７１は、例えばキャリアシートＣＳが第１の劣化度合である場合と、キャリ
アシートＣＳが第１の劣化度合よりも劣化度合の高い第２の劣化度合である場合とで、搬
送速度を異ならせている。例えば搬送制御部７１は、劣化度合が高くなるほど、搬送速度
を速くする補正を行う。この場合、搬送制御部７１は、キャリアシートＣＳが第１の劣化
度合よりも劣化度合の高い第２の劣化度合である場合に、キャリアシートＣＳが第１の劣
化度合であるときの搬送速度よりも搬送速度を高速に制御する。また、これとは逆に、キ
ャリアシートＣＳが第１の劣化度合よりも劣化度合の高い第２の劣化度合である場合に、
キャリアシートＣＳが第１の劣化度合よりも、搬送速度を低速に制御してもよい。
【０１１１】
　例えばキャリアシートＣＳのシート部５２の外面には、搬送系のローラー対３３～３６
との摩擦係数を小さくする低摩擦化加工が施されている一方、シート部５２の原稿Ｄと接
触する内面にはその種の加工が施されていない。低摩擦化加工の一例としては、シボ加工
（細かな凹凸加工）が挙げられる。キャリアシートＣＳの劣化が進むに連れて、低摩擦化
処理表面（例えばシボ加工表面）が摩耗して摩擦抵抗が大きくなる場合は、設定搬送速度
が同じでも、劣化度合が高くなるほど、搬送モーター３７をより低速に駆動してローラー
の搬送速度をより低速にする。つまり、劣化度合が高くなるほど、搬送部３１にキャリア
シートＣＳを搬送させるときの搬送速度を低速にする。一方、キャリアシートＣＳの劣化
が進むに連れて、シート部５２の外面の摩擦抵抗が小さくなってキャリアシートＣＳとロ
ーラー対３３～３６との間に僅かな滑りが発生する場合は、設定搬送速度が同じでも、劣
化度合が高くなるほど、搬送モーター３７をより高速に駆動してローラーの搬送速度をよ
り高速にすることが好ましい。つまり、劣化度合が高くなるほど、搬送部３１にキャリア
シートＣＳを搬送させるときの搬送速度を高速にする。
【０１１２】
　また、図８に示す報知処理部８８は、キャリアシート劣化判定結果に基づくキャリアシ
ートＣＳの劣化度合が閾値以上であると、報知部２７の点灯、又はホスト装置１００の表
示部１０２にメッセージを表示することにより、キャリアシートＣＳが交換時期である旨
をユーザーに報知する。また、報知処理部８８は、キャリアシート劣化判定モード時は、
キャリアシートＣＳが交換時期でなくても、キャリアシートＣＳの劣化度合をホスト装置
の表示部に表示してユーザーに報知する。さらに報知処理部８８は、キャリアシートＣＳ
が交換時期のとき、又は劣化度合が高いときは、その原因を検出して、劣化の原因の除去
を促すメッセージを表示する。例えば欠点の１つの面積が閾値面積以上となる場合、前の
原稿からキャリアシートＣＳへの印刷の転写による転写汚れの可能性が高いので、転写汚
れの可能性がある旨をホスト装置１００の表示部１０２へのメッセージによりユーザーに
報知してもよい。この場合、ホスト装置１００の表示部１０２に転写汚れの位置をキャリ
アシートの図と共に視覚的に報知すると共にその除去を促すメッセージを表示させてもよ
い。
【０１１３】
　次に画像読取装置１１の作用を説明する。
　ユーザーは原稿Ｄを画像読取装置１１に読み取らせるときは、原稿Ｄを原稿サポート１
３にセットする。また、パスポートや通帳等の冊子原稿又は折り原稿などの原稿Ｄの画像
を読み取らせるときは、原稿ＤをキャリアシートＣＳに挟んで原稿サポート１３にセット
し、操作部２０又はホスト装置１００の入力部１０１を操作して画像読取装置１１にスキ
ャンを開始させる。以下の説明では、キャリアシートＣＳを用いて原稿Ｄを読み取る場合
を例に説明する。
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【０１１４】
　ユーザーは、キャリアシートＣＳの劣化度合を確認したとき又は寿命に相当する規定回
数に達しているかどうかを確認したいときは、ホスト装置１００の入力部１０１を操作し
て読取ドライバー１０５に指示を与えるか、画像読取装置１１の操作部２０のうち所定の
スイッチを操作して、キャリアシート劣化判定モードをＯＮにする。ここで、寿命に相当
する規定回数は、例えば５００～３０００回の範囲内の所定回数である。キャリアシート
劣化判定モードをＯＮのときは、原稿を挟まずにキャリアシートＣＳを原稿サポート１３
にセットし、操作部２０又は入力部１０１を操作して、スキャンの開始を指示する。
【０１１５】
　画像読取装置１１が駆動されると、原稿Ｄが挟まれたキャリアシートＣＳが給送され、
その搬送途中でキャリアシートＣＳの接合部５１に設けられた被読取部５３から登録情報
が読み取られる。識別情報取得部８２は、２次元コード５４から読み取ったコード情報を
解読してキャリアシートＣＳの個体毎の識別情報を少なくとも取得する。また、キャリア
シートＣＳの接合部５１に設けられたＮＦＣタグ５６からＮＦＣリーダー５７が登録情報
を読み取る。
【０１１６】
　以下、フローチャートに従って各種の処理について説明する。
　画像読取装置１１内のコンピューター６０は、原稿又はキャリアシートＣＳの読み取り
を開始させるスキャン開始の指令を受け付けると、図１６にフローチャートで示されるプ
ログラムを実行する。以下、コンピューター６０が実行する原稿読取処理について図１６
を参照して説明する。
【０１１７】
　まずステップＳ１１では、キャリアシート劣化判定モードがＯＮであるか否かを判断す
る。劣化判定モードがＯＮであればステップＳ１２に進み、ＯＦＦであればステップＳ１
３に進む。
【０１１８】
　ステップＳ１２では、キャリアシート劣化度合判定処理を行う。このキャリアシート劣
化度合判定処理は、図１６に示すルーチンに基づいて実行される。この判定処理の詳細は
後述する。キャリアシート劣化度合判定処理を終えると、当該ルーチンを終了する。
【０１１９】
　ステップＳ１３では、原稿を搬送する。搬送制御部７１が搬送モーター３７を駆動させ
て、原稿Ｄを所定の搬送速度で搬送する。この場合、原稿ＤがキャリアシートＣＳに挟ん
でいる場合は、キャリアシートＣＳが接合部５１側を先頭にして搬送される。
【０１２０】
　ステップＳ１４では、キャリアシートを検知したか否かを判断する。コンピューター６
０は、ＣＳセンサー４５の検出信号を監視し、検出信号が接合部５１で光が遮られる非光
透過状態から接合部５１により光が遮られない光透過状態に切り換わると、その切り換わ
りをもってキャリアシートＣＳを検知する。一方、原稿Ｄのみの場合は、検出信号が原稿
Ｄで光が遮られる非光透過状態が接合部５１の幅分の搬送よりも長く継続すると、キャリ
アシートは検知されない。キャリアシートＣＳを検知すればステップＳ１５に進み、キャ
リアシートを検知しなければステップＳ２５に進む。
【０１２１】
　ステップＳ１５では、識別情報を取得する。すなわち、キャリアシートＣＳである場合
（Ｓ１４で肯定判定）、キャリアシートＣＳの接合部５１に設けられた被読取部５３を読
み取って識別情報を少なくとも含む登録情報を取得する。このとき、被読取部５３が２次
元コード５４である場合は、読取部４０により読み取られた２次元コードを識別情報取得
部８２が解読することで、少なくとも識別情報を含む登録情報を取得する。また、被読取
部５３がＮＦＣタグ５６である場合は、ＮＦＣリーダー５７により読み取られた少なくと
も識別情報を含む登録情報を識別情報取得部８２が取得する。登録情報は、識別情報と紐
付けされたタスク条件を含む場合と含まない場合とがある。タスク条件を含まない場合、
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識別情報に紐付けられたタスク条件は、記憶部６１に記憶されている。
【０１２２】
　ステップＳ１６では、キャリアシートの搬送回数Ｎの計数処理を行う。つまり、処理部
７３は、識別情報に紐付けされた処理として、キャリアシートＣＳの搬送回数の計数処理
を行う。詳しくは、処理部７３は記憶部６１から識別情報と紐付けされた計数値データを
取得して搬送回数カウンター８３にセットすると共に、搬送回数カウンター８３の計数値
に「１」を加算し、搬送回数の累積値を更新する。この結果、識別情報で特定されるキャ
リアシートＣＳの使用開始時からの累積の搬送回数が搬送回数カウンター８３に計数値と
して計数される。
【０１２３】
　次のステップＳ１７では、識別情報に紐付けされたタスク条件中の読取条件でスキャン
動作を行う。すなわち、読取制御部７２が、読取条件（解像度、読取色等）で原稿Ｄを読
み取る。
【０１２４】
　ステップＳ１８では、読取データを取得する。読取データは、図９に示す読取対象領域
ＳＡと透明窓部５５の領域（透明窓領域）との画像を含む。
　ステップＳ１９では、透明窓領域の読取データに基づきキャリアシートの変色検出処理
を行う。変色検出部９３は、読取データのうち透明窓部５５に相当する透明窓領域を切り
出し、その透明窓領域に対して変色検出処理（図１２参照）を行う。変色検出処理では、
第１の色値Ｌ１と第２の色値Ｌｎとの差分で示される色差ΔＬｍ（＝Ｌｎ－Ｌ１）が、変
色情報として取得される。
【０１２５】
　ステップＳ２０では、識別情報に紐付けされたキャリアシートの劣化度合情報及び今回
検出した変色情報に基づく画像補正処理を行う。ユーザーの指示で行った前回のキャリア
シート劣化度合判定処理で取得された劣化度合情報が記憶部６１に識別情報と紐付けされ
た状態で記憶されている。画像補正部８７は、記憶部６１から識別情報と紐付けされた劣
化度合情報ＤＬを読み出し、その読み出した劣化度合情報ＤＬ及びステップＳ１９で透明
窓領域を対象とした変色検出処理で取得した変色情報に基づき画像補正処理を行う。画像
補正処理として、キャリアシート用のガンマ補正処理及び欠点除去処理が行われる。キャ
リアシート用のガンマ補正処理は、図１４に示す補正カーブＴＬ２を用いて行われる。ま
た、欠点除去処理は、欠点の画素を、欠点の周囲の画素で補間することで欠点を低減又は
消去する。これらの処理の結果、画像補正処理後の画像データが取得される。
【０１２６】
　ここで、前回のキャリアシート劣化判定処理で取得した劣化度合情報と今回検出した変
色情報とを用いるのは、劣化度合情報は古い情報である可能性があるが、欠点の有無や位
置や一様性などの読取対象領域ＳＡの全域からしか得られない情報は劣化度合情報を使用
するためである。変色や曇りなどのシート部５２の局所的な領域からでも分かる情報は、
劣化度合情報中の変色情報と今回の変色情報を総合的に判断する。例えば劣化度合情報中
の変色情報よりも今回の変色情報の方が変色の程度がより進行していれば、今回の変色情
報に基づく画像補正処理を行う。
【０１２７】
　ステップＳ２１では、識別情報に紐付けされたタスク条件中の保存条件で読取データを
保存する。コンピューター６０は、指定の保存形式（ＪＰＥＧ，ＰＤＦ，ＧＩＦ等）に変
換し、指定された保存先、例えばホスト装置１００の記憶部１０４中の指定のフォルダー
に保存する。識別情報に紐付けされたタスク条件中の保存形式として例えばＰＤＦ形式が
指定され、保存先としてホスト装置１００の記憶部１０４中の例えばフォルダーＡが指定
されていたとする。この場合、処理部７３は、画像補正部８７による画像補正後の読取デ
ータをＰＤＦ形式に変換した後、そのＰＤＦ形式の読取データを保存先としてフォルダー
Ａを指定してホスト装置１００に転送する。その結果、読取データは、ホスト装置１００
に指定された保存形式で指定された保存先に記憶される。
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【０１２８】
　ステップＳ２２では、搬送回数Ｎが回数閾値Ｎ１以上であるという条件（Ｎ≧Ｎ１）が
成立するか否かを判断する。すなわち、Ｎ≧Ｎ１が成立しなければステップＳ２３に進み
、Ｎ≧Ｎ１が成立すればステップＳ２４に進む。
【０１２９】
　ステップＳ２３では、キャリアシートが交換時期に達した旨を報知する。詳しくは、報
知処理部８８は、Ｎ≧Ｎ１が成立すると（Ｓ２２で肯定判定）、所定の報知部２７を点灯
又は点滅させることにより交換時期の旨を報知すると共に、ホスト装置１００の読取ドラ
イバー１０５に交換時期報知要求を送信し、読取ドライバー１０５に交換時期の旨のメッ
セージを表示部１０２に表示させる。なお、原稿読取り時は、Ｎ≧Ｎ１が不成立の場合は
特に何も報知しない。
【０１３０】
　一方、ステップＳ１４でキャリアシートを検知しなかった場合、つまり原稿Ｄが搬送さ
れた場合は、ステップＳ２４において、原稿を設定読取条件でスキャンする。そして、ス
テップＳ２５において、原稿の読取データをホスト装置１００へ出力する。このとき、読
取データは、ユーザーが読取り指示の開始に先立ち入力部１０１を操作して指定した保存
形式及び保存先に記憶される。
【０１３１】
　次に図１６を参照して、キャリアシート劣化度合判定処理の詳細を説明する。
　ステップＳ３１では、原稿を挟まないキャリアシートを搬送してスキャン動作を行う。
　ステップＳ３２では、識別情報を取得する。すなわち、キャリアシートＣＳの接合部５
１に設けられた被読取部５３を読み取り、その読み取ったデータに基づいて識別情報取得
部８２が識別情報を含む登録情報を取得する。この処理は、基本的に図１５におけるステ
ップＳ１５と同様である。
【０１３２】
　ステップＳ３３では、キャリアシートの搬送回数Ｎの計数処理を行う。この処理は、基
本的に図１５におけるステップＳ１６と同様であり、処理部７３は、識別情報と紐付けさ
れた処理として、搬送回数カウンター８３による搬送回数の計数処理を行う。
【０１３３】
　ステップＳ３４では、キャリアシートの透過率を測定する。すなわち、透過率取得部９
１が、イメージセンサー４２又はＣＳセンサー４５が読み取ったデータに基づいてキャリ
アシートＣＳの透明なシート部５２の全域又は一部の領域の光透過率を取得する。
【０１３４】
　ステップＳ３５では、読取データに基づくキャリアシートの欠点検出処理を行う。すな
わち、欠点検出部９２は、まずキャリアシートＣＳの読取対象領域ＳＡ（図９参照）の画
像データを、欠点検出用の閾値で２値化処理し、２値化後の値に基づいて欠点を検出する
。さらに欠点検出部９２は、この欠点を欠点候補Ｋ１とし、欠点候補Ｋ１の中から欠点Ｋ
を絞り込むピーク幅判定を行うことが好ましい。この場合、欠点検出部９２は、図１０に
示すピーク幅判定では、読取対象領域ＳＡの画像データを基に主走査方向の位置ｘとＲＧ
Ｂ出力値との関係を示す出力値特性線ＣＬ１を調べ、欠点候補Ｋ１のピークの幅Ｗｐが、
予め設定された幅閾値Ｗｓ以下であれば、その欠点候補Ｋ１を欠点Ｋとする。あるいは、
欠点検出部９２は、図１１に示すピーク幅判定では、２値化処理後の２値化データに基づ
き、主走査方向の位置ｘと出力値（０又は１）との関係を示す出力値特性線ＣＬ２におけ
る欠点候補Ｋ１の幅Ｗｐが幅閾値Ｗｓ以下であれば、その欠点候補Ｋ１を欠点Ｋとする。
【０１３５】
　ステップＳ３６では、読取データに基づくキャリアシートの変色検出処理を行う。すな
わち、変色検出部９３は、キャリアシートＣＳの初期の色データＬ１（第１の色Ｌ１）と
、現在（ｎ回）のキャリアシートＣＳの色データ（第２の色Ｌｎ）との色差ΔＬｍ（＝Ｌ
ｎ－Ｌ１）を求め、色差ΔＬｍを変色として検出する。
【０１３６】
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　ステップＳ３７では、透過率測定値、欠点検出結果、変色検出結果に基づきキャリアシ
ートの劣化度合を取得する。すなわち、第２劣化判定部８６は、透過率測定値、欠点検出
結果、変色検出結果から得られる、(1)透過率、(2)一様性、(2)欠点の数及び総面積、(3)
変色（色差ΔＬｍ）等の複数種のパラメーターに基づいて総合的に劣化度合を判定する。
【０１３７】
　ステップＳ３８では、キャリアシートは寿命であるか否かを判断する。キャリアシート
ＣＳの劣化度合が閾値以上になると、キャリアシートＣＳが寿命であると判断する。キャ
リアシートが寿命でなければステップＳ３９に進み、寿命であればステップＳ４０に進む
。
【０１３８】
　ステップＳ３９では、キャリアシートを継続使用可能な旨を報知する。すなわち、報知
処理部８８は、報知部２７の点灯、点滅又は点灯色によりキャリアシートＣＳが継続使用
可能な旨を報知すると共に、表示部１０２にメッセージでキャリアシートＣＳが継続使用
可能な旨を報知する。
【０１３９】
　ステップＳ４０では、キャリアシートが交換時期に達した旨を報知する。すなわち、報
知処理部８８は、報知部２７の継続使用可能なときと異なる点灯態様で、点灯、点滅又は
点灯色によりキャリアシートＣＳが交換時期に達した旨を報知すると共に、表示部１０２
にキャリアシートＣＳが交換時期に達した旨及びキャリアシートＣＳの交換を促すメッセ
ージを表示する。
【０１４０】
　以上詳述した第１実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）キャリアシートＣＳを個体毎に識別可能な識別情報が記録された被読取部５３を
接合部５１に設けた。そして、画像読取装置１１は、被読取部５３から読み取って識別情
報を取得する識別情報読取部（その一例を構成する読取部４０、ＮＦＣリーダー５７、識
別情報取得部８２等）と、被読取部５３から読み取った識別情報と紐付けられた処理を行
う処理部７３とを備える。よって、キャリアシートＣＳの個体に合った適切な処理を行う
ことができる。例えばキャリアシートＣＳの搬送回数Ｎを計数した計数値に基づいてキャ
リアシートＣＳの劣化度合を検出し、劣化度合が閾値以上になった（Ｎ≧Ｎ１が成立した
）場合に、キャリアシートＣＳが交換時期である旨をユーザーに報知できる。
【０１４１】
　（２）画像読取装置１１は、処理部７３は識別情報と紐付けされた処理として、搬送部
３１の搬送経路３２をキャリアシートＣＳが搬送された累積の搬送回数Ｎを識別情報ごと
に搬送回数カウンター８３により計数する。よって、キャリアシートＣＳの搬送回数を個
体毎に管理できる。
【０１４２】
　（３）キャリアシートＣＳの搬送回数Ｎが閾値回数Ｎ１以上であるときにキャリアシー
トＣＳが劣化した旨を報知する報知部２７を備える。よって、搬送回数が閾値回数に達し
ているキャリアシートとは知らずユーザーがそのキャリアシートを使用し続けることを回
避し易くなる。
【０１４３】
　（４）キャリアシートＣＳの搬送回数に基づいてキャリアシートＣＳの劣化度合を検出
する検出部の一例として、搬送回数カウンター８３及び第１劣化判定部８５を備えた。そ
して、処理部７３は、検出された劣化度合に応じた処理を行う。よって、キャリアシート
ＣＳの劣化度合に応じた処理が行われることで、キャリアシートＣＳの劣化度合が比較的
高いにも拘らず、劣化度合が低いときと同様の処理しか行われず、劣化度合が高くなった
ときにその劣化の影響が読取データに現れることを回避し易くなる。
【０１４４】
　（５）処理部７３は、識別情報に紐付けされた処理として、キャリアシートＣＳに挟ま
れた原稿Ｄを、識別情報と紐付けられたタスク条件で読取部４０に読み取らせる。よって
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、ユーザーはそのキャリアシートＣＳの個体に合った適切なタスク条件で原稿Ｄを読み取
らせることができる。
【０１４５】
　（６）タスク条件は、読取条件と、画像処理条件と、読取データ保存条件とのうち少な
くとも１つの条件を含む。よって、ユーザーはキャリアシートＣＳに挟んで原稿Ｄを画像
読取装置１１に読み取らせる際に、識別情報と紐付けされた読取条件、画像処理条件及び
読取データ保存条件のうち少なくとも１つの条件で、原稿Ｄの読取り（解像度、読取色等
）、画像処理（画像補正処理、折り原稿合成処理等）、保存（保存形式、保存先等）を行
うことができる。特に本実施形態では、タスク条件は、読取条件、画像処理条件及び読取
データ保存条件のうち全ての条件を含むので、キャリアシートＣＳを使用すれば、その被
読取部５３から読み取られる識別情報に紐付けされた条件で、原稿Ｄの読取り、画像処理
、及び読取データの保存を行うことができる。
【０１４６】
　（７）光源４１の光が、キャリアシートＣＳの透明部分（読取対象領域ＳＡ又は透明窓
部５５）を透過した透過光を受光する受光部の一例としての読取部４０を備え、処理部７
３は、読取部４０が受光して得た受光データに基づいてキャリアシートＣＳの劣化度合を
検出する検出部の一例としての第２劣化判定部８６を含む。よって、キャリアシートＣＳ
の搬送回数に基づき劣化度合を検出する場合に比べ、キャリアシートＣＳごと個別の使わ
れ方に応じた実際の劣化度合をより適切に取得できる。例えば、ユーザーが、光透過率が
低下して寿命に達したキャリアシートＣＳを使用し続けることを回避し易くなったり、原
稿の画像に劣化度合に応じた画像補正処理を施したりすることが可能になる。
【０１４７】
　（８）検出部の一例を構成する第１劣化判定部８５又は第２劣化判定部が検出（判定）
した劣化度合が閾値以上になると、キャリアシートＣＳが劣化した旨を報知する報知部２
７を備える。よって、キャリアシートＣＳが劣化したことを知らずに、ユーザーがそのキ
ャリアシートＣＳを使用し続けることを回避し易くなる。
【０１４８】
　（９）受光部の一例としての読取部４０が初期のキャリアシートＣＳの透明部分をカラ
ーで読み取って得た初期の色値と、現状のキャリアシートＣＳの透明部分をカラーで読み
取って得た現状の色値との色差が閾値以上になると、キャリアシートＣＳの劣化度合が閾
値以上であるとする。よって、劣化度合が閾値以上となるほど変色したキャリアシートＣ
Ｓとは知らずに、ユーザーがキャリアシートＣＳを使用し続けることを回避し易くなる。
【０１４９】
　（１０）キャリアシートを介さず色基準板４３を読み取った画像と初期のキャリアシー
トＣＳを介して色基準板４３を読み取った画像とに基づき両画像の色差に相当する第１の
色値Ｌ１を取得する。また、検出対象の現状のキャリアシートを介さず色基準板４３を読
み取った画像と、現状のキャリアシートＣＳを介して色基準板４３を読み取った画像とに
基づき両画像の色差に相当する第２の色値Ｌｎを取得する。そして、第１の色値Ｌ１と第
２の色値Ｌｎとに基づいて、検出部の一例を構成する第２劣化判定部８６がキャリアシー
トＣＳの劣化度合を検出（判定）する。よって、キャリアシートＣＳの黄ばみ等の変色に
関する劣化度合を、読取部４０の経年劣化の影響が相殺された比較的高い精度で個体毎に
検出することができる。
【０１５０】
　（１１）受光部の一例は原稿を読取り可能な読取部４０（詳しくはイメージセンサー４
２）であり、検出部の一例である第２劣化判定部８６は、原稿を挟まないキャリアシート
ＣＳの透明部分としての読取対象領域ＳＡを透過した透過光を受光して得た受光データ（
読取データ）に基づいてキャリアシートＣＳの劣化度合を検出する。よって、原稿に隠れ
ることなくキャリアシートＣＳの広い読取対象領域ＳＡを透過した光の受光データに基づ
いて、キャリアシートの劣化度合をより正確に検出できる。例えば原稿を挟んだキャリア
シートでは読取対象領域ＳＡのうち原稿を避けた透明部分で受光データを取得することに



(28) JP 6610128 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

なるが、原稿を挟まないので、通常、原稿が挟まれる領域も透明部分として受光データを
取得でき、より正確に劣化度合を検出することができる。例えば、ユーザーにより適切な
交換時期を報知することができる。
【０１５１】
　（１２）前記検出部の一例を構成する第２劣化判定部８６は、受光データに基づき、キ
ャリアシートＣＳの透明部分について、透過率と一様性と変色とを検出し、これら３つを
含む複数の判定パラメーターに基づき劣化度合を検出する。よって、例えばユーザーにキ
ャリアシートＣＳの劣化度合と交換時期とのうち少なくとも交換時期をより適切に報知で
きる。
【０１５２】
　（１３）処理部７３が行う処理は、読取部４０が読み取った原稿Ｄの画像をキャリアシ
ートＣＳの劣化度合に応じて補正する画像補正処理である。よって、キャリアシートＣＳ
が劣化していても、その劣化に起因する傷、曇り、変色等の影響が低減又は無くなった原
稿Ｄの適切な画像を取得できる。
【０１５３】
　（１４）画像補正処理は、ガンマ補正処理と欠点除去処理とのうち少なくとも一方を含
む。よって、ガンマ補正処理が行われるときは、劣化していないときと異なるガンマ補正
処理によりキャリアシートＣＳの劣化の影響の小さい原稿の画像を取得できる。また、欠
点除去処理が行われるときは、キャリアシートＣＳが劣化して欠点があっても、欠点の影
響の小さい原稿の画像を取得できる。特に本実施形態では、ガンマ補正処理と欠点除去処
理との両方を行うので、ガンマ補正処理により変色や曇りの影響が低減され、かつ欠点除
去処理により傷等の欠点の影響が低減された読取データを取得できる。
【０１５４】
　（１５）搬送部３１に原稿を搬送させるときの搬送速度を、キャリアシートの搬送回数
に応じて補正する搬送制御部７１を備える。よって、キャリアシートＣＳの表面が搬送部
３１との接触に起因して摩耗し、キャリアシートＣＳと搬送部３１との間に摩擦抵抗の変
化に起因する滑りが発生しても、搬送部３１によって、キャリアシートＣＳを所望の搬送
速度で搬送させることができる。
【０１５５】
　（１６）搬送制御部７１は、搬送回数Ｎが多くなるほど、搬送速度を速くする補正を行
う。例えばキャリアシートＣＳがその外面の摩耗によって搬送部３１のローラー対３３～
３６に対して滑っても、その割に搬送速度が遅くならない。よって、キャリアシートＣＳ
の摩耗に起因する滑りが発生する割に、キャリアシートＣＳを適正な搬送速度で搬送して
原稿Ｄを比較的高い画質で読み取ることができる。
【０１５６】
　（１７）画像読取装置１１、又は画像読取装置１１と読取ドライバー１０５とを含む画
像読取システムは、識別情報と紐付けられた処理の内容を、受け付けた入力情報に基づい
て設定する設定部の一例としてタスク設定部１１１を備える。ユーザーは操作部２０又は
入力部１０１を操作して入力情報をタスク設定部１１１に与えることで、処理部７３が行
う識別情報に紐付けされた処理に対して所望の内容を設定することができる。
【０１５７】
　（１８）ホストドライバーの一例を構成する印刷ドライバー１０６は、入力情報に基づ
きタスク設定部１１１が設定した処理の内容と識別情報とを含む登録情報のうち少なくと
も識別情報をキャリアシートＣＳの接合部５１に印刷可能な印刷データ（印刷情報の一例
）を生成する識別情報印刷処理部１１３（印刷処理部の一例）を備える。印刷データがプ
リンター１２０に出力されることで、設定情報のうち少なくとも識別情報を、キャリアシ
ートＣＳの接合部５１に印刷できる。ユーザーは、識別情報とその識別情報に紐付けされ
たタスク条件とを含む登録情報のうち少なくとも識別情報が記録された例えば２次元コー
ド５４を、キャリアシートＣＳの接合部５１に印刷できる。この場合、例えば、識別情報
とその識別情報に紐付けされたタスク条件とを含む登録情報を、２次元コード５４でキャ
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リアシートＣＳの接合部５１に印刷できる。一方、ユーザーは、キャリアシートＣＳの接
合部５１に、識別情報を含みタスク条件を含まない登録情報が記録された２次元コード５
４を印刷した場合、タスク設定部１１１は、印刷された２次元コード中の識別情報と紐付
けられたタスク条件を記憶部６１に記憶させる。このため、画像読取装置１１は、キャリ
アシートＣＳの２次元コード５４を読み取れば、識別情報と紐付けされたタスク条件を記
憶部６１から取得し、ユーザーが設定した所望のタスク条件で原稿Ｄが読み取られた読取
データを提供できる。
【０１５８】
　（１９）画像読取装置１１は、キャリアシートＣＳの接合部５１に設けられた近距離無
線通信タグの一例としてのＮＦＣタグ５６から識別情報を読み取り可能なリーダー部の一
例としてのＮＦＣリーダー５７を備える。よって、処理部７３は、ＮＦＣリーダー５７が
ＮＦＣタグ５６から読み取った識別情報と紐付けされた処理を行うことができる。また、
画像読取装置１１は、タスク設定部１１１が設定した設定情報をキャリアシートＣＳのＮ
ＦＣタグ５６に書込み可能なライター部の一例としてＮＦＣライター５８を備える。よっ
て、ユーザーが所望の処理の内容と識別情報とを含む登録情報のうち少なくとも識別情報
をＮＦＣタグ５６に書き込むことができる。そして、画像読取装置１１のＮＦＣリーダー
５７により、キャリアシートＣＳの接合部５１に設けられたＮＦＣタグ５６から少なくと
も識別情報を読み取り、識別情報に紐付けされた処理を処理部７３に行わせることができ
る。
【０１５９】
　なお、上記各実施形態は以下のような形態に変更することもできる。
　・受光部は、読取部４０により構成されることに限定されない。例えばＣＳセンサー４
５がキャリアシートＣＳを透過した光を受光した受光データに基づいてキャリアシートＣ
Ｓの劣化度合を検出してもよい。
【０１６０】
　・図１５におけるステップＳ１９の処理は、透明窓領域に替え、キャリアシートＣＳの
読取対象領域ＳＡのうち原稿Ｄ以外の部分を光源４１の光が透過した透過光を受光した受
光データに基づいてキャリアシートＣＳの劣化度合を検出してもよい。この場合も、原稿
Ｄ以外の部分に対応する受光データに基づきキャリアシートＣＳの劣化度合として、変色
及び曇りを検出できる。また、透明窓部５５を設けなくて済むので、既存品のキャリアシ
ートＣＳでも、原稿Ｄの読取動作中に一緒にキャリアシートＣＳの劣化度合を検出するこ
とができる。そして、その劣化度合に応じて読取データに対して必要な画像補正処理を行
って、読取データからキャリアシートＣＳの劣化部分の影響を低減又は除去することで、
良質な読取データ（画像データ）を提供することができる。
【０１６１】
　・原稿Ｄの読取動作中に透明窓部５５と読取対象領域ＳＡのうち原稿Ｄ以外の部分とを
対象として受光データを取得してキャリアシートＣＳの劣化度合を検出してもよい。この
場合、読取対象領域ＳＡの全域が原稿Ｄに隠れても、透明窓部５５の受光データに基づき
劣化度合を検出でき、一方、読取対象領域ＳＡよりも小さな原稿Ｄであれば、透明窓部５
５に加え読取対象領域ＳＡのうち原稿Ｄ以外の透明部分を対象として受光データを取得し
、より適切な劣化度合を検出できる。その結果、ユーザーにキャリアシートＣＳの適切な
交換時期を報知したり、適切な画像補正処理により、より高い画質の読取データを提供で
きたりする。
【０１６２】
　・識別情報と紐付けられた処理は、搬送回数計数処理、画像補正処理に限定されない。
他の処理を行ってもよい。
　・第２劣化判定部８６は、透過率取得部９１、欠点検出部９２及び変色検出部９３のう
ち１つのみ又は２つのみ備えた構成でもよい。この構成でも、曇り、欠点、変色のうち少
なくとも１つに関する劣化度合を検出できる。
【０１６３】



(30) JP 6610128 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

　・画像補正処理は、ガンマ補正処理と欠点除去処理とのうち少なくとも一方を含めば足
りる。例えばガンマ補正処理のみ行ってもよいし、欠点除去処理のみ行ってもよい。また
、ガンマ補正処理と欠点除去処理以外の画像補正処理を行ってもよい。
【０１６４】
　・初期のキャリアシートは、キャリアシートＣＳの劣化度合を検出するときに基準とさ
れるキャリアシートＣＳを指し、初めて使用したときのキャリアシートＣＳに限定されな
い。ユーザーが初期の基準値を測定する操作を行って、キャリアシートＣＳが測定された
ときが初期に設定される。そのため、初期のキャリアシートＣＳは、使用開始の１回目に
限らず、使用開始から２回目や３回目、１０回目のときもあり得る。また、ユーザーが初
期の基準値を測定させたのが１００回目であれば、その１００回目のキャリアシートＣＳ
が、初期のキャリアシートＣＳとされる。
【０１６５】
　・タスク条件は、読取解像度、読取色、折り原稿のステッチ向き、読取データの保存形
式及び保存先のうち全てを含む必要はなく、これらのうち少なくとも１つ含めばよい。例
えばタスク条件は、読取条件（読取解像度、読取色等）のみを含む構成、画像処理条件（
折り原稿のステッチ向き）のみを含む構成、保存条件（保存形式、保存先）のみを含む構
成でもよい。また、これら３種類の条件のうち２種類を含む構成でもよい。
【０１６６】
　・画像読取装置は、シートフィード型に限定されず、搬送部の一例として自動原稿給送
機能（オートドキュメントフィーダー）を備えたフラットベッド型の画像読取装置に適用
してもよい。この構成の場合も、自動原稿給送機能により原稿を挟んだキャリアシートＣ
Ｓを搬送する使用のされ方をする場合があるので、前記実施形態と同様の構成を備えるこ
とで、シートフィード型と同様の効果を得ることができる。
【０１６７】
　・例えば複数台の画像読取装置を共通のホスト装置１００内の読取ドライバー１０５で
、複数台の画像読取装置で搬送されたキャリアシートＣＳの搬送回数の合計を識別情報ご
とに管理してもよい。この構成によれば、キャリアシートＣＳが複数台の画像読取装置で
共通に使われても、キャリアシートＣＳの搬送回数を比較的正確に管理できる。また、キ
ャリアシートＣＳの個体毎にその個体に応じたタスク条件で画像読取装置に原稿Ｄの読み
取りを行わせることができる。
【符号の説明】
【０１６８】
　１１…処理装置の一例としての画像読取装置、１２…本体、１２Ａ…給送口、１２Ｄ…
排出口、１３…原稿サポート、２０…操作部、２７…報知部、３１…搬送部、３２…搬送
経路、３３…給送ローラー対、３４～３６…搬送ローラー対、３７…搬送モーター、４０
…識別情報読取部の一例を構成すると共に受光部の一例としての読取部、４１（４１Ａ，
４１Ｂ）…光源、４２（４２Ａ，４２Ｂ）…イメージセンサー、４３…色基準部の一例と
しての色基準板、４５…ＣＳセンサー、４６…重送センサー、５０…コントローラー、５
１…接合部、５２…シート部、５３…被読取部、５４…２次元コード、５５…透明窓部、
５６…近距離無線通信タグの一例としてのＮＦＣタグ、５７…識別情報読取部の一例を構
成するとともにリーダー部の一例としてのＮＦＣリーダー、５８…ライター部の一例とし
てのＮＦＣライター部、６０…コンピューター、６１…記憶部、７１…搬送制御部、７２
…読取制御部、７３…処理部、８１…キャリブレーション処理部、８２…識別情報読取部
の一例を構成する識別情報取得部、８３…検出部の一例を構成する搬送回数カウンター、
８４…タスク取得部、８５…検出部の一例を構成する第１劣化判定部、８６…検出部の一
例としての第２劣化判定部、８７…画像補正部、８８…報知処理部、９１…透過率取得部
、９２…欠点検出部、９３…変色検出部、１００…ホスト装置、１０１…入力部、１０２
…表示部、１０３…コンピューター、１０４…記憶部、１０５…ホストドライバーの一例
としての読取ドライバー、１０６…ホストドライバーの一例としての印刷ドライバー、１
１１…設定部の一例としてのタスク設定部、１１２…識別情報生成部、１１３…印刷処理
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部の一例としての識別情報印刷処理部、１２０…プリンター（印刷装置）、Ｘ…幅方向（
主走査方向）、Ｙ…給送方向、Ｄ…原稿、ＣＳ…キャリアシート、ＰＲ…プログラム、Ｃ
Ｄ…キャリブレーションデータ、ＣＩ…ＣＳ初期値、ＫＤ…計数値データ、ＤＬ…劣化度
合情報、Ｎ…搬送回数、Ｎ１…閾値回数、ＳＡ…読取対象領域、Ｌ１…第１の色値、Ｌｎ
…第２の色値、ΔＬｍ…色差。

【図１】 【図２】



(32) JP 6610128 B2 2019.11.27

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(33) JP 6610128 B2 2019.11.27

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(34) JP 6610128 B2 2019.11.27

【図１６】



(35) JP 6610128 B2 2019.11.27

10

フロントページの続き

(72)発明者  吉海江　和也
            長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン　株式会社　内

    審査官  橋爪　正樹

(56)参考文献  特開平１１－１６４０７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０１００１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０６８２４３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　１／００
              Ｈ０４Ｎ　１／０４－　１／２０７
              Ｈ０４Ｎ　１／４０－　１／４０９


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

