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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿台上を移動する原稿に対して光を照射し、その反射光を得ることで該原稿の画像情
報を読み取る画像読取装置であって、
　前記原稿台上において光が照射される読み取り位置に対向して配置され、前記読み取り
位置において前記原稿台上の原稿を搬送する搬送回転部材と、
　前記搬送回転部材を回転可能に支持する支持部材と、
　前記支持部材に対して、前記搬送回転部材の軸方向にわたって前記搬送回転部材に隣接
するように設けられ、前記搬送回転部材に原稿をガイドするガイド部と、
　前記支持部材に対して、前記ガイド部に隣接して設けられ、前記ガイド部に移動する原
稿を前記原稿台上に押さえるための回転部材と、
　前記支持部材に設けられ、前記搬送回転部材と前記原稿台との間、前記ガイド部と前記
原稿台との間、及び前記回転部材と前記原稿台との間のそれぞれに隙間を形成する隙間形
成部と、を有し、
　前記搬送回転部材、前記ガイド部、及び前記回転部材が高反射率の表面性状を有してい
ることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記搬送回転部材、前記ガイド部、及び前記回転部材の表面は白色であることを特徴と
する請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
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　前記原稿台に対して開閉可能に構成され、原稿を前記原稿台上に搬送する原稿搬送装置
を備え、
前記支持部材は前記原稿搬送装置に移動可能に取り付けられ、前記原稿搬送装置が前記原
稿台に対して閉じられた状態で、前記隙間形成部が前記原稿台と接することで、前記搬送
回転部材と前記原稿台との間、前記ガイド部と前記原稿台との間、及び前記回転部材と前
記原稿台との間に隙間を形成する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】
　前記原稿搬送装置は、
　前記支持部材を揺動可能に保持するアーム部材と、
　前記アーム部材を前記原稿台側に付勢する付勢手段と、
　を備えることで前記支持部材を前記原稿台に対して揺動可能に保持しており、
　前記原稿搬送装置が前記原稿台に対して閉じられた状態において、
　前記付勢手段により前記支持部材が前記原稿台側に付勢され、前記隙間形成部が前記原
稿台に当接することにより、前記搬送回転部材と前記原稿台との間に隙間が形成されるこ
とを特徴とする請求項３に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像読取装置と、
　前記画像読取装置により読み取られた原稿の画像情報に基づき、シート上に画像を形成
する画像形成部と、
　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】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、スキャナ、複写機、プリンター、あるいは、ファクシミリ装置など
の、シート状の原稿の画像を読み取る画像読取装置及びそれを備えた画像形成装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタル複写機、プリンター、ファクシミリ等に設けられた画像読取装置には、
シートである原稿を画像読取装置に自動給紙するため、シート自動搬送装置の一例である
自動原稿給送装置（ＡＤＦ：Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）を開閉自在に
備えたものがある。
【０００３】
　この自動原稿給送装置を備えた画像読取装置の読み取り方法の１つに、自動原稿給送装
置により自動給紙された原稿に対して、自動原稿給送装置の下方に設けられた読取ユニッ
トをモータにより設定位置に移動して停止させた後、所定速度で搬送される原稿に対しラ
ンプユニットから光を出射して走査を行い、その反射光を読取ユニットにより検出するこ
とで画像を読み取る読み取り方法がある（以下、流し読みという）。
【０００４】
　従来、この流し読みを用いた自動原稿給送装置の読み取り位置近傍の構成を図８、図９
に示す。
【０００５】
　図８に示す構成では、読取位置αの上流側と下流側に搬送ローラ対（４０２、４０３）
を配し、読取位置αの略上方に原稿台としてのプラテンガラス４０４と所定の隙間を形成
するガイド部材４０５を設けている。そして、読取ユニット４０１を読取位置αに移動し
て、原稿Ｐを前記隙間で規制しながら、読取位置αに位置する読取ユニット４０１上を一
定の速度で搬送することで、原稿搬送時の速度変動を抑えて画像の読み取りを行っている
。
【０００６】
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　また、図９に示すように、ガイド部材４０５の代わりに、図示しない駆動手段により回
転可能なプラテンローラ４０６を設け、ガイド部材４０５とプラテンガラス４０４との隙
間より微小な隙間で原稿をプラテンガラス４０４側に押し付けて搬送を行う構成もある。
【特許文献１】特開平６‐２９１９３８号公報
【特許文献２】特開２００１‐０６６７１３号公報
【特許文献３】特開２００２‐２３２６４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記のような従来技術の場合には、下記のような問題が生じていた。
【０００８】
　図８に示す構成では、ガイド部材４０５は原稿搬送時に摺動抵抗を持つために、プラテ
ンガラス４０４との隙間は少なくとも１ｍｍ程度は空けなければならない。この隙間によ
り、原稿Ｐは図に示すように屈曲して搬送される。そのため、屈曲部のプラテンガラス４
０４から浮いたところでの光量低下が生じ、読み取りに適した輝度レベルを有する読み取
り可能な領域ははごく狭い範囲になってしまい、読取位置αが読み取り可能領域からずれ
た場合、画像品位が劣化する恐れがある。
【０００９】
　また、図９に示す構成では、原稿Ｐを搬送回転部材としてのプラテンローラ４０６に密
着させて搬送することにより、原稿Ｐをよりプラテンガラス４０４に押し付けて搬送する
ことができるが、装置の小型化のためプラテンローラ４０６の曲率を小さくした場合には
、読取位置βがプラテンローラ４０６の中心から外れるに従い、原稿Ｐがプラテンガラス
４０４から離れてしまうことによる光量低下が生じ、読み取りに適した輝度レベルを保持
できなくなる。その結果、読み取り可能な領域はプラテンローラ中心近傍に限られてしま
い、ガイド部材４０５と同様に、読み取り位置βが読み取り可能領域からずれた場合、画
像品位が劣化する恐れがある。
【００１０】
　本発明は上記の従来技術の課題を解決するためになされたもので、流し読みにより画像
の読み取りを行う画像読取装置において、読み取り部周辺の輝度レベルを安定させて画質
のばらつきを防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、
　原稿台上を移動する原稿に対して光を照射し、その反射光を得ることで該原稿の画像情
報を読み取る画像読取装置であって、前記原稿台上において光が照射される読み取り位置
に対向して配置され、前記読み取り位置において前記原稿台上の原稿を搬送する搬送回転
部材と、前記搬送回転部材を回転可能に支持する支持部材と、前記支持部材に対して、前
記搬送回転部材の軸方向にわたって前記搬送回転部材に隣接するように設けられ、前記搬
送回転部材に原稿をガイドするガイド部と、前記支持部材に対して、前記ガイド部に隣接
して設けられ、前記ガイド部に移動する原稿を前記原稿台上に押さえるための回転部材と
、前記支持部材に設けられ、前記搬送回転部材と前記原稿台との間、前記ガイド部と前記
原稿台との間、及び前記回転部材と前記原稿台との間のそれぞれに隙間を形成する隙間形
成部と、を有し、前記搬送回転部材、前記ガイド部、及び前記回転部材が高反射率の表面
性状を有していることを特徴とする。
【００１２】
　このように構成することにより、原稿搬送時の摺動抵抗を減らしながら、原稿台上を原
稿が屈曲して搬送されたり、搬送回転部材に密着して原稿が搬送回転部材の曲率に従うこ
とによって、搬送回転部材中心から外れるに従い、原稿が原稿台から離れることによる光
量低下が生ずるようなことはなくなる。したがって、読み取り部周辺の輝度レベルを安定
させて画質のばらつきを防止することが可能となる。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、読み取り位置近傍の輝度レベルを読み取りに適した輝度レベルに保持
することができ、高品質な画像を提供する画像読取装置を実現することが可能となる。ま
た、読み取り部周辺の輝度レベルを安定させて画質のばらつきを防止することが可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただ
し、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置など
は、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、この
発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。
【００１５】
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像読取装置を示す概略断面図である。図２は、本
実施の形態に係る画像読取装置を備えた画像形成装置の一実施態様として複写機を示す概
略断面図である。図３は、本実施の形態に係る画像読取装置の制御ブロック図である。図
４は、本実施の形態に係る画像読取装置に備えられる自動原稿給送装置（ＡＤＦ）の制御
ブロック図である。図５は、本実施の形態に係る画像読取装置に備えられる自動原稿給送
装置の駆動系を説明するための概略断面図である。図６は、本実施の形態に係る画像読取
装置の原稿読取部の構成を説明するための概略断面図である。図７は、本実施の形態に係
る画像読取装置の原稿読取部の構成を説明するための概略下面斜視図である。
【００１６】
　〔装置の説明〕
　本実施の形態においては、図２に示すように、画像形成装置の一実施態様として複写機
について説明するものであり、複写機は、概略、リーダ部１５０、自動原稿給送装置（Ａ
ＤＦ）２、及び、プリンター部３００から構成されている。そして、本実施の形態に係る
画像読取装置は、概略、リーダ部１５０、及び、自動原稿給送装置（ＡＤＦ）２により構
成される。
【００１７】
　〔リーダ部の説明〕
　図１に示すように、画像読取ユニットとしてのリーダ部１５０は、原稿面に対して光を
照射するランプ１５２、ランプ１５２にて照射された光に対応する原稿Ｐからの反射光を
、レンズ１５７，およびＣＣＤ１５８に導くミラー１５３，１５５，１５６を有している
。ランプ１５２とミラー１５３は、第１光学台１５９に取り付けられ、ミラー１５５，１
５６は、第２光学台１５１に取り付けられている。
【００１８】
　また、第１及び第２光学台１５９，１５１は、図示しないワイヤによって、モータ（Ｍ
３）３１４（図５参照）と結合され、モータ３１４の回転駆動により原稿台ガラス３と平
行に移動制御される。
【００１９】
　ポジションセンサ３１５（図３参照）は、第１光学台１５９のホームポジション位置を
検知するためのセンサである。ポジションセンサ３１５の位置を基準としてモータ３１４
が正転・逆転されることにより、第１及び第２光学台１５９，１５１が移動し、原稿台ガ
ラス３上の原稿を光学的に走査する。
【００２０】
　また、モータ３１４は、ステッピングモータにより構成されている。このモータ３１４
には、エンコーダ３０２（図３参照）が接続されており、このエンコーダ３０２の出力に
より、第１及び第２光学台１５９，１５１が何パルス分移動したかを認識できるようにな
っている。すなわち、ポジションセンサ３１５とエンコーダ３０２からのエンコーダーパ
ルスにより、第１及び第２光学台１５９，１５１の位置を把握することが可能である。
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【００２１】
　原稿からの反射光は、ミラー１５３，１５５，１５６を介してレンズ１５７に導かれ、
レンズ１５７によってＣＣＤ１５８上に集光される。ＣＣＤ１５８は、原稿情報を反映し
た上記反射光を光電変換し、電子的な画像信号として出力する。
【００２２】
　このような構成下で、第１光学台１５９を原稿読取位置１６０に停止させた状態で、Ａ
ＤＦ２により原稿を搬送させながら原稿情報を読み取る流し読みモードと、原稿を原稿台
ガラス３上に固定的に載置して、第１及び第２光学台１５９，１５１を副走査方向に移動
させながら原稿情報を読み取る原稿台ガラス読み取りモードとの２つのモードで原稿情報
を読み取ることができる。
【００２３】
　次に、図３を用いて、リーダ部１５０の制御系の概略構成について説明する。
【００２４】
　リーダ部１５０の制御系としては、原稿に光を照射するためのランプ１５２、第１及び
第２光学台１５９，１５１（図１参照）を副走査方向に移動し原稿を走査するモータ３１
４、原稿面からの反射光を光電変換する光電変換素子としてのＣＣＤ１５８、ＣＣＤ１５
８の出力信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換回路３０１、モータ３１４に接続されたエンコ
ーダ３０２、第１光学台１５９をホームポジションに位置決めするためのポジションセン
サ３１５、ＡＤＦ原稿読取モード（流し読みモード）における正規の原稿読取位置を設定
するためのバックアップＲＡＭ３０３、スキャナコントローラ３０４、およびスキャナコ
ントローラ３０４内部にＲＯＭ３０４ａを有している。
【００２５】
　〔プリンター部の説明〕
　プリンター部３００は周知の静電潜像画像形成を用いた画像形成手段である。
【００２６】
　以下に、図２を用いて画像出力部であるプリンター部３００について説明する。
【００２７】
　１００は上段カセットで、カセット内のシートは分離爪と給送ローラ１０１の作用によ
って１枚ずつ分離給送されてレジストローラ１０６に導かれる。１０２は下段カセットで
、カセット内のシートは分離爪と給送ローラ１０３の作用によって１枚ずつ分離給送され
てレジストローラ１０６に導かれる。１０４は、手差しガイドで、１枚ずつシート材がロ
ーラ１０５を介してレジストローラ１０６に導かれる。１０８はシート積載装置（デッキ
タイプ）で、モータ等により昇降する中板１０８ａを備え、中板上のシートは、給送ロー
ラ１０９と分離爪の作用により１枚ずつ分離給送されて搬送ローラ１１０に導かれる。
【００２８】
　１１２は感光ドラム、１１４は現像器、１１５は転写帯電器、１１６は分離帯電器であ
り、画像形成部を構成する。
【００２９】
　１１７は画像形成されたシート材を搬送する搬送ベルト、１１８は定着装置、１１９は
搬送ローラ、１２０はダイバータである。画像形成されたシート材はダイバータ１２０に
よって排出ローラ１２１に導かれ、ソータ１２２内に搬送される。ソータ１２２は、ノン
ソートトレイ１２２ａ、ソートビントレイ１２２ｂ、ノンソートトレイ排出ローラ１２２
ｃ、ソートビントレイ排出ローラ１２２ｄを有し、ノンソートトレイとソートビントレイ
が昇降してシートを一段づつ区分けする。尚、ソータに代わって、排出トレイを装着する
場合もある。
【００３０】
　両面複写、多重複写の場合には、定着後のシートはダイバータ１２０により分岐されて
搬送ローラ２０１により搬送され、両面複写の場合ベルト２０２，２０４、パス２０６、
排出ローラ２０５を経て中間トレイ２００に排出される。多重複写の場合には、シートは
ダイバータ２０３により矢印２０７方向に導かれて中間トレイ２００に排出される。２０
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９，２１０はシートを給送する半月ローラ、２１１は分離ローラ対、２１３，２１４，２
１５はシートをレジストローラ１０６へ搬送する搬送ローラである。
【００３１】
　〔自動原稿給送装置の説明〕
　開閉ユニットとしての自動原稿給送装置２は、リーダ部１５０の上方にヒンジ機構９５
，９６を介して原稿台としてのプラテンガラス１６１、原稿台ガラス３に対して開閉可能
に設けられている。以下、自動原稿給送装置２の詳細を図に基づいて説明する。
【００３２】
　〔原稿トレイ部の説明〕
　図１において、原稿トレイ４は、シート状の原稿Ｐを積載するためのものである。原稿
トレイ４には一対の幅方向規制板であるサイドガイドが原稿の幅方向にスライド自在に配
置されている。サイドガイドによって原稿トレイ４に積載される原稿Ｐの幅方向を規制す
ることで給送時の搬送安定性を確保できる。
【００３３】
　〔分離部の説明〕
　原稿トレイ４の上方には、給紙ローラ５が設けられている。給紙ローラ５は分離搬送ロ
ーラ８の回転駆動に連れて回転し、シート原稿を給紙する。
【００３４】
　給紙ローラ５は通常、ホームポジションである上方（図中破線位置）に待避している位
置をとり、原稿セット作業を阻害しないようにしている。給紙動作が開始されると図中実
線位置に下降して原稿Ｐの上面に当接する。給紙ローラ５は図示しないアームにて軸支さ
れるので、アームを揺動して給紙ローラ５を上下に動かせる。
【００３５】
　分離パッド６は分離搬送ローラ８の対向側に配置され、分離搬送ローラ８側に圧を加え
ている。分離パッド６は分離搬送ローラ８より摩擦が若干小さいゴム材料などで形成され
、給紙ローラ５にて給紙される原稿Ｐを一枚毎にさばき、分離搬送ローラ８で給紙する。
【００３６】
　〔搬送部の説明〕
　レジストローラ１２，レジスト従動ローラ１１（以下、レジストローラ対１１，１２と
称す）は分離部にて給紙された原稿の先端をそろえるレジスト手段であり、静止したレジ
ストローラ対１１，１２のニップ部に向けて分離した原稿先端を突き当て、原稿にループ
を生じさせて先端をそろえている。
【００３７】
　次に、リードローラ２２、リード従動ローラ１４によりプラテンガラス１６１に向けて
搬送する。プラテンガラス１６１に搬送された原稿は、ジャンプ台１６２によりすくい上
げられ、リード排出ローラ２３、リード排出従動ローラ１６により搬送される。
【００３８】
　画像読み取りが終了すると、排紙ローラ１８により原稿を排紙トレイ１０に排出する。
【００３９】
　両面モード時には、排紙ローラ１８にて排出せずスイッチバックして、上方の紙パスに
案内してレジストローラ対１１，１２に向けて搬送する。レジストローラ対１１，１２に
到達すると上記と同様に原稿の裏面の読み取りが行われる。
【００４０】
　〔駆動系の説明〕
　次に、図５を用いて各ローラなどを駆動するための駆動系の説明をする。
【００４１】
　分離モータ（Ｍ１）５０はステッピングモータであり、正逆転により原稿の分離・搬送
を行う。
【００４２】
　分離モータ５０が給紙方向に回転したときには、給紙ローラ５がホームポジションであ
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る上方（図中破線位置）から降下し、原稿トレイ４上のシート原稿の最上紙に圧接させる
と共に、給紙ローラ５と分離ローラ８を駆動する。
【００４３】
　分離モータ５０が給紙方向とは逆転方向である搬送方向に回転したときには、給紙ロー
ラ５をホームポジションである上方（図中破線位置）に持上げ保持すると共に、レジロー
ラ１２を駆動する。
【００４４】
　リードモータ（Ｍ２）５１はリードローラ２２、プラテンローラ２４、リード排出ロー
ラ２３、排紙ローラ１８を駆動するステッピングモータである。搬送される原稿の画像を
読み取る速度で各ローラを駆動する。
【００４５】
　離間ソレノイド５７は両面原稿スイッチバック時に、排紙ローラ１８の従動コロを圧着
・離間させる。
【００４６】
　〔センサの説明〕
　次に、図５を用いて各センサについて説明する。
【００４７】
　原稿トレイ４にはフラグの揺動によりフォトインタラプタを遮光してシート原稿Ｐがセ
ットされたことを検出する原稿セット検知センサ４０が設けられている。
【００４８】
　また、サイドガイドの位置を検出する事により原稿トレイ４上にセットされた原稿束Ｐ
の幅方向の長さを検知する紙幅検知センサ４４が原稿トレイ４の下部に設けられている。
【００４９】
　分離ローラ８とレジストローラ１２との間には、フラグの揺動によりフォトインタラプ
タを遮光して原稿を検知するレジストセンサ７が設けられ、分離給送された原稿の先端を
検知し、レジストローラ１２への突き当て量（ループ量）を制御するタイミングなどを検
知している。
【００５０】
　リードローラ２２の直後には、フラグの揺動によりフォトインタラプタを遮光して原稿
を検知するリードセンサ１３が設けられ、原稿読取位置１６０での画像読み取り開始タイ
ミングの基準信号としている。
【００５１】
　排紙ローラ１８の直前にはフラグの揺動によりフォトインタラプタを遮光して原稿を検
知する排紙センサ１７が設けられ、原稿の排紙タイミングなどを検知している。
【００５２】
　〔給送動作の説明〕
　原稿セットセンサ４０によって原稿トレイ４上にある原稿Ｐが検知されると、給紙ロー
ラ５が降下して原稿束上に当接する。
【００５３】
　複写機の操作部で複写条件が入力されスタートキーが押されると、原稿トレイ４上の原
稿幅センサ４４によって原稿サイズの検出が行われる。さらに、分離ソレノイド５７の保
持が解除され原稿は給紙ローラ５の給送力を受けて下流部へ進出する。
【００５４】
　そして、原稿トレイ４から進出してきた原稿Ｐを一枚毎に分離して下流部に搬送する。
【００５５】
　分離部を通過した原稿Ｐはレジストローラ１２で先端を揃えてレジストローラ１２にて
搬送する。
【００５６】
　第１光学台１５９が原稿読取位置１６０に位置した状態で、先端がリードローラ２２に
到達してプラテンガラス１６１に向けて搬送されて、プラテンローラ２４及びリード排出
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ローラ２３によって搬送されながら、画像読み取りが行われる。
【００５７】
　画像読み込みが終了すると、排紙ローラ１８で排紙トレイ１０に積載される。
【００５８】
　両面モード時には、排紙ローラ１８にて排出せずスイッチバックして、上方の紙パスに
案内してレジストローラ対１１，１２に向けて搬送する。レジストローラ対１１，１２に
到達すると上記と同様に原稿の裏面の読み取りが行われる。
【００５９】
　〔制御回路のブロック説明〕
　図４に示すように、制御回路はマイクロプロセッサ（ＣＰＵ）５４を中心に構成されて
おり、ＣＰＵ５４の入出力ポートには、各種負荷のドライブ回路およびセンサ信号が接続
される。
【００６０】
　また、制御回路は不図示の電池によりバックアップされるＲＡＭと、制御シーケンスソ
フトの格納されたＲＯＭを備えている。また、５５は、複写機本体５６とのデータ通信を
制御するための通信用ＩＣである。
【００６１】
　分離モータ５０とリードモータ５１は各ステッピングモータドライバによって駆動され
る。各ドライバには、ＣＰＵ５４から相励磁信号と、モータ電流制御信号が入力されてい
る。
【００６２】
　離間ソレノイド５７はドライバによって駆動され、ＣＰＵ５４の入出力ポートに接続さ
れた信号によって、その動作を制御されるものである。
【００６３】
　レジセンサ７、セットセンサ４０、リードセンサ１３、排紙センサ１７、トレイ幅セン
サ４４等の各種センサは、ＣＰＵ５４の入力ポートに接続されて、装置内における、原稿
の挙動をおよび、可動負荷の挙動をモニターするために用いられる。
【００６４】
　〔読み取り部構成の説明〕
　以下に、図６、図７を用いて読取部について説明する。
【００６５】
　１６１は原稿台としてのプラテンガラスであり、このプラテンガラス１６１のガラス表
面にはＥＣコート（透明導電コート）が施されている。２６はアルミシートであり導電性
両面テープでプラテンガラス表面から裏面にかけて貼られている。また、プラテンガラス
表面側のアルミシート上には、アルミシートを保護する樹脂シートが貼り付けられている
。
【００６６】
　２４は搬送回転部材としての白色プラテンローラであり、軸の長手方向に高反射率の（
反射効率の良い）部材、例えば、白色ゴムを巻いて形成されている。そして、リードモー
タ５１の駆動により軸を中心に原稿搬送方向に回転する。また、読み取り位置１６０にお
ける第１光学台１５９の対向側に位置し、原稿読み取り時の背面輝度レベルを安定させて
いる。
【００６７】
　２７は支持部材としてのプラテンホルダーであり、高反射率の（反射効率の良い）部材
、例えば、白色の樹脂で形成され、プラテンホルダー２７に係合された軸受けにより、プ
ラテンローラ２４の両軸端を回転可能に軸支している。また、図７に示すように、プラテ
ンホルダー２７はプラテンローラ２４を長手方向の全長に亙って覆うように設けられてお
り、プラテンローラ２４背後の反射率を上げて読み取り位置近傍の輝度レベルを安定させ
ている。
【００６８】
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　３２は隙間形成部としての規制リブであり、プラテンホルダー２７の長手方向両端部、
かつプラテンローラ２４の白色ゴムより外側に設けられている。また、図６（ｂ）に示す
ように、規制リブ３２はプラテンローラ２４と同心円で、かつ、本実施例ではプラテンロ
ーラ２４より０．１５ｍｍ大きな径に設定されている。この規制リブ３２は、後述する付
勢手段２９の付勢力でプラテンガラス１６１に押し当てられて、プラテンローラ２４とプ
ラテンガラス１６１との隙間ｔを０．１５ｍｍに規制している。
【００６９】
　プラテンローラ２４とプラテンガラス１６１との隙間を所定の隙間ｔに保持することに
より、従来のように、隙間が大きすぎることによってプラテンガラス１６１上を搬送され
る原稿が屈曲してしまったり、ローラに密着して原稿が搬送されることによって原稿がロ
ーラの曲率に従ってしまうことによって、プラテンローラ２４中心から外れるに従い光量
低下が生じてしまうようなことはなくなる。
【００７０】
　２５は規制部材としてのシート押えコロであり、高反射率の（反射効率の良い）部材、
例えば、白色で摺動性の高い樹脂で形成されている。更に、シート押えコロ２５はプラテ
ンホルダー２７を貫通する固定軸上に設けられ、原稿が接触することで軸に対し従動回転
する構成になっている。このときシート押えコロ２５は、プラテンホルダー２７に保持さ
れているために、規制リブ３２がプラテンガラス１６１に押し当てられることで、本実施
例ではシート押えコロ２５とプラテンガラス１６１との隙間を０．８ｍｍに保証している
。シート押えコロ２５は、プラテンホルダー２７を貫通する固定軸上に少なくとも１つ設
けられていればよく、また、軸方向に所定の幅を有するコロが複数設けられていてもよい
。
【００７１】
　２８は反射部材としてのポリエステルフィルムからなる白色フィルムであり、規制リブ
３２がプラテンガラス１６１に押し当てられたときに、プラテンガラス１６１に対し略水
平になるように貼り付けられている。白色フィルム２８をシート押えコロ２５とプラテン
ローラ２４との間に設けることにより、シート押えコロ２５側から搬送された原稿をプラ
テンローラ２４に向かうようにガイドするガイド部材としての機能を持たせることもでき
る。シート押えコロ２５が軸方向に複数設けられている場合には、複数設けられているシ
ート押えコロ２５の間に白色フィルム２８が入り込むように設けられているとよい。これ
は、白色フィルム２８が、例えば、くし状形状（くし歯状形状）で構成されているとよい
。
【００７２】
　３０はアーム部材としての揺動アームであり、リードローラ２２の軸を揺動中心として
揺動可能に設けられている。揺動アーム３０はプラテンホルダー２７の両端を支持するよ
うに、両端に１つずつ計２個備わっており、どちらか一方の揺動アームには嵌合穴が空け
られていて、プラテンホルダー２７に設けられたボス３１と嵌合する構成になっている。
【００７３】
　２９は付勢手段としてのねじりコイルバネであり、リードローラ２２の軸を案内棒とし
て、ベースフレーム３３の引っ掛け部に固定軸を引っ掛けて固定し、揺動アーム３０に作
用軸を引っ掛ける構成になっている。このねじりコイルバネ２９の付勢力により揺動アー
ム３０はプラテンガラス１６１側へと付勢されている。
【００７４】
　このとき、プラテンホルダー２７は揺動アーム３０と嵌合しているので、プラテンホル
ダー２７に保持されているプラテンローラ２４、シート押えコロ２５、白色フィルム２８
も自動原稿給送装置２に揺動可能に一体支持されており、自動原稿給送装置２を閉じた際
に、規制リブ３２がプラテンガラス１６１に突き当たることで、プラテンローラ２４、シ
ート押えコロ２５、白色フィルム２８の位置関係を常に一定に決めることができる。
【００７５】
　なお、規制リブ３２は、プラテンローラ２４とプラテンガラス１６１との隙間を所定の
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隙間に規制（保持）するものであればよく、規制リブ３２が突き当たる（当接する）のは
プラテンガラス１６１でなくてもよく、例えば、リーダ部１５０を構成する筺体であって
もよい。
【００７６】
　このように、本実施の形態によれば、規制リブ３２を設け、プラテンローラ２４とプラ
テンガラス１６１との隙間を所定の隙間に規制（保持）することにより、プラテンガラス
１６１上を搬送される原稿が屈曲してしまったり、ローラに密着することにより原稿がロ
ーラの曲率に従ってしまうことによって、プラテンローラ中心から外れるに従い光量低下
が生じてしまうようなことはなくなる。さらに、プラテンホルダー２７を、高反射率の表
面性状を有するように設けたので、読み取り位置近傍の輝度レベルを読み取りに適した輝
度レベルに保持することができる。
【００７７】
　また、シート押えコロ２５がプラテンローラ２４よりも搬送上流で、プラテンガラス１
６１に対して原稿が略水平になるように規制するので、原稿の浮きを防止することができ
、原稿が安定した状態となり、原稿の画像情報を読み取ることが可能な範囲を広げること
が可能となる。さらには、プラテンローラ２４、プラテンホルダー２７、シート押えコロ
２５、白色フィルム２８の少なくとも表面を高反射率の（反射効率の良い）部材、例えば
、白色の部材で構成することによって、読み取り位置近傍の輝度レベルが安定する領域を
増やすことができる。
【００７８】
　これにより、自動原稿給送装置（ＡＤＦ）２の開閉によって生ずるプラテンローラ２４
の位置のばらつきに伴う読み取り位置のばらつきや、読み取り装置（第１光学台１５９）
の停止精度のばらつきに関わらず、読み取り位置を設定することが可能になり、常に高品
質の画像読み取りを行うことが可能となる。
【００７９】
　また、プラテンホルダー２７が、プラテンローラ２４、シート押えコロ２５、白色フィ
ルム２８を保持する構成としたので、読み取り領域を必要最小限の幅にすることができ、
コンパクトで高品質な画像を提供する画像読取装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像読取装置を示す概略断面図である。
【図２】本実施の形態に係る画像読取装置を備えた画像形成装置の一実施態様として複写
機を示す概略断面図である。
【図３】本実施の形態に係る画像読取装置の制御ブロック図である。
【図４】本実施の形態に係る画像読取装置に備えられる自動原稿給送装置（ＡＤＦ２）の
制御ブロック図である。
【図５】本実施の形態に係る画像読取装置に備えられる自動原稿給送装置の駆動系を説明
するための概略断面図である。
【図６】図６（ａ）は本実施の形態に係る画像読取装置の原稿読取部の構成を説明するた
めの概略断面図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）のＡ矢視部分を説明するための拡大断面
図である。
【図７】本実施の形態に係る画像読取装置の原稿読取部の構成を説明するための概略下面
斜視図である。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【図９】従来技術を説明するための図である。
【符号の説明】
【００８１】
２　自動原稿給送装置
３　原稿台ガラス
４　原稿トレイ
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１０　排紙トレイ
１２　レジストローラ
１８　排紙ローラ
２２　リードローラ
２３　リード排出ローラ
２４　プラテンローラ
２５　シート押えコロ
２６　アルミシート
２７　プラテンホルダー
２８　白色フィルム
２９　コイルバネ
３０　揺動アーム
３１　ボス
３２　規制リブ
１５０　リーダ部
１５９　第１光学台
１６０　原稿読取位置
１６１　プラテンガラス
３００　プリンター部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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