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(57)【要約】
【課題】
　従来の自動原稿搬送装置を有する画像読取装置におい
て、原稿をガラス面上に固定して走査する機能の場合に
は、光学装置を副走査に走査する駆動モータを制御する
制御手段を有し、光学装置を固定して原稿を移動させな
がら走査する（流し読み）機能の場合には、原稿を搬送
する駆動モータを制御する制御手段有し、２つの機能に
よって、制御手段を２つ用意する必要性があった。
【解決手段】
　制御手段を複数持たないで制御手段の切り替え手段を
設けることにより、原稿をガラス面上に固定して走査す
る機能と光学装置を固定して原稿を移動させながら走査
する（流し読み）機能とを１つの制御手段で構成するこ
とが出来る為、安価な自動原稿搬送装置を有する画像読
取装置を提供する。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像を読み取る画像読取装置において、光源から光を原稿面に照射し、その反射
光を読み取る光学装置を有し、原稿を固定して、前記光学装置を副走査方向に移動させ原
稿の画像を読み取る走査読取手段と、前記光学装置を固定して、原稿を搬送させて流し読
みする原稿搬送読取手段と、単一の読取手段のみを制御する読取制御手段と、前記読取制
御手段が制御する読取手段を選択する選択手段とを備え、前記選択手段が選択した前記走
査読取手段又は前記原稿搬送読取手段の一方を前記読取制御手段が制御することを特徴と
する画像読取装置。
【請求項２】
　前記光学装置を副走査方向に移動させる駆動源と、前記原稿を搬送させて流し読みさせ
るための駆動源とを、有することを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえばイメージスキャナ、ファクシミリあるいは複写機等の自動的に原稿
の画像を読み取る装置を有する画像読取装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複写機や複写機能とファクシミリ機能を有する複合機、オートドキュメントフィ
ーダ（ＡＤＦ）を有するイメージスキャナ（光学装置）として、原稿をガラス面上に固定
して走査する機能と光学装置を固定して原稿を移動させながら走査する（流し読み）機能
の双方を持った装置が提案されている。
【０００３】
　たとえば、図１に示すように画像読取部において画像読取手段である光学装置の一つと
してのイメージセンサユニット１０８がガラス１０７の下に配置されている。イメージセ
ンサユニット１０８を副走査方向に移動させながら、ガラス１０７上に載置された静止原
稿（図示せず）を読み取り、あるいは流し読みガラス１０９では静止するイメージセンサ
ユニット１０８が移動する原稿（図示せず）を読み取るようになっている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３５４３３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の自動原稿搬送装置を有する画像読取装置において、原稿をガラス面上に固定して
走査する機能の場合には、光学装置を副走査に走査する駆動モータを制御する制御手段を
有し、光学装置を固定して原稿を移動させながら走査する（流し読み）機能の場合には、
原稿を搬送する駆動モータを制御する制御手段有し、２つの機能によって、制御手段を２
つ用意する必要性があった。
【０００６】
　本発明はかかる実情に鑑み、安価な自動原稿搬送装置を有する画像読取装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明は、原稿の画像を読み取る画像読取装置において、光源から光を原稿面
に照射し、その反射光を読み取る光学装置を有し、原稿を固定して、前記光学装置を副走
査方向に移動させ原稿の画像を読み取る走査読取手段と、前記光学装置を固定して、原稿
を搬送させて流し読みする原稿搬送読取手段と、単一の読取手段のみを制御する読取制御
手段と、前記読取制御手段が制御する読取手段を選択する選択手段とを備え、前記選択手
段が選択した前記走査読取手段又は前記原稿搬送読取手段の一方を前記読取制御手段が制



(3) JP 2008-153837 A 2008.7.3

10

20

30

40

50

御することを特徴とする画像読取装置。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１の画像読取装置において、前記光学装置を副走査方向に移
動させる駆動源と、前記原稿を搬送させて流し読みさせるための駆動源とを、有すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　制御手段を複数持たないで制御手段の切り替え手段を設けることにより、原稿をガラス
面上に固定して走査する機能と光学系を固定して原稿を移動させながら走査する（流し読
み）機能とを１つの制御手段で構成することが出来る為、安価な自動原稿搬送装置を有す
る画像読取装置を提供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】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【実施例】
【００１１】
　この実施形態は本発明をマルチファンクッションプリンタに適用したもので、図１は本
発明のマルチファンクッションプリンタを前方から見た透視図、図２はそのマルチファン
クッションプリンタの斜視図、図３は画像読取部の拡大透視図である。
【００１２】
　まず、マルチファンクッションプリンタ装置全体の概略を説明する。図１、図２および
図３において、１０１は装置本体、１０２はシート原稿Ｄを複数枚積載し、１枚ずつ分離
、搬送するＡＤＦ（オートドキュメントフィーダ）圧板、１０３はシート原稿Ｄの表面お
よび原稿台ガラス上のブック原稿の画像情報を読み取る画像読取部、１０４はＬＥＤアレ
イを使用した電子写真プリンタからなる記録装置本体、１０５は表示部・入力キー等によ
り構成される操作部、１０６は原稿載置台、１０７は原稿台ガラス、１０８は光学装置の
一つとしてのイメージセンサユニット、１０９は流し読みガラスである。
【００１３】
　また、１１０はＬＥＤヘッドユニット、１１１は画像形成部、１１２はカセット給紙部
、１１３は記録装置本体１０４の上部にシート材Ｐを複数枚積載することができるように
構成された記録シート排紙部、１１４はカートリッジカバー部、１１５はＡＤＦ分離部、
１１６は排紙搬送部、１１７は原稿排紙部、１１８はブック原稿を押圧する原稿押え板、
１１９は画像読取部１０３と記録装置本体１０４との接合部、１２０はファクシミリ装置
の制御部、１２１はシート原稿搬送部、１２２は両面搬送部カバー、１２３は搬送方向切
換部、１２４はレジスト搬送部、１２５は記録装置本体１０４内部に配置されたＭＰ（マ
ルチペーパー）給紙部、１５０は両面搬送部である。
【００１４】
　まず、ブック原稿の読み取りについて説明する。ＡＤＦ圧板１０２はヒンジ部１０２ａ
を介して画像読取部１０３に回動可能に取り付けられている。ヒンジ部１０２ａは装置の
背面側左右に各１個（左側は図示せず）配設され、ＡＤＦ圧板１０２の手前側を持ち上げ
ることで開閉可能としている（図１の両矢印参照）。
ヒンジ部１０２ａはダンパやカム、バネ部材などの組み合わせによりＡＤＦ圧板１０２を
所定の角度（例えば７０°）までに開いた状態で静止させることが可能である。ＡＤＦ圧
板１０２が開いた状態では原稿台ガラス１０７上に原稿をセットすることが可能になって
いる。
【００１５】
　移動型のイメージセンサユニット１０８はＬＥＤと樹脂製導光体などからなる光源から
原稿の画像情報面に光を照射し、画像情報面で反射した反射光をセルフォックレンズアレ
イ（ 「ＳＬＡ(登録商標)」 ）で一次元センサ素子アレイに結像して画像情報を読み取る
ものである。
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【００１６】
　移動型のイメージセンサユニット１０８は図４に示すように、ガイド軸１０３ｃに沿っ
て装置の左右方向に移動可能になっており、タイミングベルト１０３ａ、駆動プーリ１０
３ｂおよび図示しない駆動モータなどにより所望の位置に移動可能である。
【００１７】
　この場合、キャリッジ１０３ｄを介してガイド軸１０３ｃに支持されるとともに、スプ
リング１０３ｅによって上方へ付勢される。イメージセンサユニット１０８と原稿台ガラ
ス１０７の間にはスペーサ１０８ａが介挿される。
【００１８】
　イメージセンサユニット１０８はブック読取範囲開始位置１０７ａからブック読取範囲
終了位置１０７ｂまでの所定の範囲の原稿台ガラス１０７上に置かれた原稿の画像を等速
移動することで読み取るようになっている。
【００１９】
　原稿台ガラス１０７上部に張り出したジャンプ台１０９ｂの下面には白色シート１０９
ｃが配設され、イメージセンサユニット１０８の読取位置がその下部にあるときにイメー
ジセンサユニット１０８のシェーディング補正を行う。
ブックスキャンを行う場合、１回のスキャンのたびにイメージセンサユニット１０８はジ
ャンプ台１０９ｂの下部を通過するためスキャンのたびにシェーディング補正を行うこと
ができる。
【００２０】
　このことは光源の経時変化に応じて光量が変化する移動型のイメージセンサユニット１
０８の光源の影響を減らすために有効である。
【００２１】
　原稿押え板１１８は白色シート、スポンジなどを積層して構成され、原稿台ガラス１０
７上に置かれた原稿の浮きを防止する。原稿押え板１１８は左端１１８ａがブック読取範
囲開始位置１０７ａの左側、右端１１８ｂがブック読取読取範囲終了位置１０７ｂの右側
まで延設されている。
【００２２】
　つぎに、シート原稿Ｄの読み取りについて説明する。ＡＤＦ分離部１１５は図示しない
アクチュエータにより上下動可能に配設されたピックアップローラ１１５ａ、分離ローラ
１１５ｂ、分離ローラ１１５ｂに圧接され逆方向に回転するリタードローラ１１５ｃなど
からなる。
【００２３】
　まず、原稿載置台１０６上に表（おもて）面を上に向けて積載したシート原稿Ｄに対し
てピックアップローラ１１５を下げることで押圧し、分離ローラユ１５ｂおよびリタード
ローラ１１５ｃの間に送り込み、リタードローラ１１５ｃと圧接した分離ローラ１１５ｂ
で１枚ずつ分離する。
【００２４】
　つぎに、図示しない押圧バネにより押圧された分離搬送コロ１２１ａ、１２１ｂと圧接
した読取搬送ローラ１２１ｃにより、原稿ガイド１２１ｄに沿ってＵターン紙パスを搬送
する。
【００２５】
　つぎに、流し読みガラス１０９部に搬送し、図示しない付勢バネで押圧されたシート原
稿押え板１２１ｅにより、シート原稿Ｄを流し読みガラス１０９に押圧して密着させつつ
、シート原稿読取位置１０９ａ上でシート原稿Ｄの表面の画像情報を読み取る。このとき
イメージセンサユニット１０８はシート原稿読取位置１０９ａに移動する。
【００２６】
　つぎに、シート原稿Ｄをジャンプ台１０９ｂでＡＤＦ圧板１０２側に戻し、押圧バネに
より押圧された読取搬送コロ１２１ｆと圧接した読取搬送ローラ　１２１ｃによって搬送
する。
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【００２７】
　さらに、押圧バネによって押圧された排紙コロ１１７ａと圧接した排紙ローラ１１７ｂ
により原稿排紙トレイ１１７ｃに排紙するようになっている。排紙ローラ１１７ｂの上流
側には読取済みスタンプ１２１ｇが配設され、シート原稿Ｄの表面に押印可能になってい
る。
【００２８】
　密着型イメージセンサ１１６ａはＬＥＤと樹脂製導光体などからなる光源から原稿の画
像情報面に光を照射し、画像情報面で反射した反射光をセルフォックレンズアレイ（ 「
ＳＬＡ(登録商標)」 ）で一次元センサ素子アレイに結像して画像情報を読み取るもので
ある。
【００２９】
　原稿載置台１０６はＡＤＦ圧板１０２に固定的に配設されており、原稿載置台１０６に
はシート原稿Ｄの搬送方向と直角方向（シート原稿Ｄの幅方向）にスライド可能なスライ
ダ１０６ａが設けられている。
【００３０】
　このスライダ１０６ａによって原稿載置台１０６上に積載されたシート原稿Ｄの両サイ
ドを揃えることができるようになっている。
【００３１】
　また、原稿載置台１０６上には原稿長さセンサ１０６ｂが配設され、セットされたシー
ト原稿Ｄの長さを検知することができる。
【００３２】
　また、ＡＤＦ分離部１１５にはシート原稿Ｄの幅方向に複数配設された原稿幅センサ１
１５ｄによってシート原稿Ｄの有無と幅を検知することができる。
原稿幅センサ１１５ｄと原稿長さセンサ１０６ｂの検知出力の組み合わせにより原稿サイ
ズとセット方向を検知することができる。
【００３３】
　また、シート原稿搬送部１２１には原稿給送センサ１２１ｈと原稿端センサ１２１ｉが
配設されている。原稿給送センサ１２１ｈはＡＤＦ分離部１１５からシート原稿Ｄが繰り
出されたかどうかや、シート原稿Ｄの後端の通過を検知する。原稿端センサ１２１ｉはシ
ート原稿Ｄの先端および後端の通過を検知し、その出力は読取のタイミング制御に使用さ
れる。
【００３４】
　図５は従来例実施形態に係る図示しないイメージセンサユニット移動モータ及び原稿搬
送モータの制御の具体的構成例を示している。
【００３５】
　イメージセンサユニット移動モータはリーダ内にあるＣＰＵ１にて制御され、イメージ
センサユニット移動モータドライバー２０２によりドライブされ、動作する。　
一方、ＡＤＦの原稿搬送モータの制御はＡＤＦ内にあるＣＰＵ２にて制御され、原稿搬送
モータドライバー２０３によりドライブされ、動作する。
【００３６】
　それぞれのモータを制御するＣＰＵ１とＣＰＵ２は通信により、お互いを制御する。
【００３７】
　図６は図５と違った従来例実施形態に係るイメージセンサユニット移動モータ及び原稿
搬送モータの制御の具体的構成例を示している。
【００３８】
　イメージセンサユニット移動モータはＣＰＵ１内にあるモータ制御１にて制御され、イ
メージセンサユニット移動モータドライバー２０２によりドライブされ動作する。
【００３９】
　一方、ＡＤＦの原稿搬送モータの制御はＣＰＵ１内にあるモータ制御２にて制御され、
原稿搬送モータドライバー２０３によりドライブされ動作する。モータ制御１と２はＣＰ
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Ｕ１内で制御される。
【００４０】
　図７は本発明の実施形態に係るイメージセンサユニット移動モータ及び原稿搬送モータ
の制御の具体的構成例を示している。
【００４１】
　ＣＰＵ１にはモータ制御を１つと切り替えスイッチの制御があり、制御を切り替えるス
イッチを設け、従来のような制御手段を２つ持つ必要が無くなる。
イメージセンサユニット移動モータは切り替えスイッチをイメージセンサ移動モータ側に
してＣＰＵの制御をさせて、イメージセンサユニット移動モータドライバー２０２により
ドライブされ、動作する。
【００４２】
　一方、ＡＤＦの原稿搬送モータは切り替えスイッチを原稿搬送モータ側にしてＣＰＵの
制御をさせて、原稿搬送モータドライバー２０３によりドライブされ、動作する。
【００４３】
　ＡＤＦを使わない圧板でのスキャン時には、制御切り替えスイッチはイメージセンサユ
ニット移動モータ側のままで良い。
【００４４】
　ＡＤＦを使用した流し読みの場合には、制御切り替えスイッチを切り替える場合があり
、図８のフローチャートに対し説明する。Ｓ１はスタートである。
Ｓ２はイメージセンサを流し読みする為のシェーディング処理及び流し読み位置への移動
の為に、制御切り替えスイッチをイメージセンサ移動モータ側にする。Ｓ３はシェーディ
ング処理などをした後、流し読みの位置に移動する。
Ｓ４は制御切り替えスイッチを原稿搬送モータに切り替える。Ｓ５でＡＤＦとしての動作
を開始し、給紙搬送をする。Ｓ６は原稿が無くなったかを確認し、積載された原稿を無く
なるまで給紙搬送をする。
【００４５】
　無くなるとＳ７へ行く。Ｓ７は制御切り替えスイッチをイメージセンサ移動モータ側に
切り替える。Ｓ８はイメージセンサを待機位置まで移動する。Ｓ９は終了。
【００４６】
　図９は本発明の実施形態に係るブロック図である。
ＣＰＵ２００はＡＤＦ、リーダを含む機能を司り、本発明ではイメージセンサユニット移
動モータ（図なし）、原稿搬送モータ（図なし）の制御及び制御切り替えスイッチ２０１
の制御しか説明はしないが、その他にも制御している。
【００４７】
　制御切り替えスイッチ２０１はモータドライバーに接続する、Ａ、Ａ／、Ｂ、Ｂ／の相
信号を記載しているが、これはこの信号を限定するのもではなく、モータドライバーによ
って、クロック、電流制御信号などもこれに当てはまる。
また、切り替える手段としてスイッチになっているが、これも限定する物ではなく、ゲー
ト、３ステートバッファなども考えられる。
【００４８】
　イメージセンサユニット移動モータドライバー２０２、原稿搬送モータドライバー２０
３であるが、今回の説明ではモータドライバーの前に切り替えスイッチを設けたが、モー
タドライバーの後に切り替えスイッチを設ける場合も考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態におけるマルチファンクションプリンタを前方からの透視図で
ある。
【図２】本発明の実施形態におけるマルチファンクションプリンタの斜視図である。
【図３】本発明の実施形態における画像読取部の拡大透視図である。
【図４】本発明の実施形態における画像読取部の内部構造を示す図である。
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【図５】従来例の実施形態における自動原稿搬送装置を有する画像読取装置の構成例を示
す図である。
【図６】従来例の実施形態における自動原稿搬送装置を有する画像読取装置の構成例を示
す図である。
【図７】本発明の実施形態における自動原稿搬送装置を有する画像読取装置の構成例を示
す図である。
【図８】本発明の流し読みのフローチャートを示す図である。
【図９】本発明の実施形態におけるブロック図を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
１０    ＬＥＤ
１１    導光体
１２    セルフォックレンズアレイ（ 「ＳＬＡ(登録商標)」 ）
１３    センサ
１４    枠体
１５    回路基板
１０１    装置本体
１０２    ＡＤＦ圧板
１０３    画像読取部
１０４    記録装置本体
１０５    操作部
１０６    原稿載置台
１０７    原稿台ガラス
１０８    イメージセンサユニット（光学装置）
１０９    流し読みガラス
１１０    ＬＥＤヘッドユニット
１１１    画像形成部
１１２    カセット給紙部
１１３    記録シート排紙部
１１４    カートリッジカバー部
１１５    ＡＤＦ分離部
１１６    排紙搬送部
１１７    原稿排紙部
１１８    原稿押え板
１２０    ファクシミリ装置の制御部
１２１    シート原稿搬送部
１２２    両面搬送部カバー
１２３    搬送方向切換部
１２４    レジスト搬送部
１２５    ＭＰ給紙部
２００　　ＣＰＵ
２０１　　制御切り替えスイッチ
２０２　　イメージセンサユニット移動モータドライバー
２０３　　原稿搬送モータドライバー
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