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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と、
　原稿がセットされる原稿台と、前記原稿台にセットされた原稿が搬送される搬送経路と
、前記搬送経路を搬送される原稿の画像を読み取る読取部と、前記読取部により画像が読
み取られた原稿が排紙される排紙部と、を有し、前記本体部に対して回動可能に軸支され
るカバー部と、を備える画像読取装置であって、
　前記搬送経路は、
　　前記原稿台と前記排紙部とを接続しており、
　　略直線状に延びた第１経路と、
　　前記第１経路の下方で所定の間隔を隔てて当該第１経路に沿って略直線状に延びる第
２経路と、
　　前記第１経路の端部と、当該第１経路の端部と対向する前記第２経路の端部とを接続
する湾曲経路と、により構成され、
　前記読取部は、
　　前記第１経路の下方であって当該第１経路に面する位置に、原稿の画像を読み取る読
取面が上面となるように配設され、
　　前記搬送経路の外側であって、当該搬送経路における前記読取部が面する位置から前
記湾曲経路を含む区間に沿う所定位置で、前記カバー部に対して回動自在に軸支され、前
記搬送経路の少なくとも第１経路を覆う第１位置と、前記搬送経路の少なくとも第１経路
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を開放する第２位置との間を回動可能な開閉部材と、
　前記開閉部材における前記読取部と対向する位置に配設され、前記第１経路を搬送され
る原稿を前記読取部側へ押さえる原稿押さえ部材と、
　前記開閉部材における前記読取部と対向する位置から、前記読取部を保護するためのア
ースをとるアース部と、を有すること
を特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像読取装置であって、
　前記原稿押さえ部材は、金属により構成され、
　前記アース部は、
　　前記原稿押さえ部材と接触し、前記開閉部材に配設された第１アース部材と、
　　前記カバー部に配設され、当該画像読取装置の外部と接続された第２アース部材と、
を備え、
　前記第１アース部材は、
　　前記開閉部材が第１位置に移動した場合に、前記第２アース部材と接触して導通し、
　　前記開閉部材が第２位置に移動した場合に、前記第２アース部材から離間して、導通
を遮断すること
を特徴とする画像読取装置。
【請求項３】
　請求項２記載の画像読取装置であって、
　前記第１アース部材は、
　　前記開閉部材における前記読取部と対向する位置で前記原稿押さえ部材と接触し、当
該原稿押さえ部材に対して、前記読取部方向へ向かう付勢力を付与する金属製の付勢部と
、
　　前記開閉部材の側端面に形成され、金属製線材により構成される接触部と、
　　前記付勢部と前記接触部を接続するアース線材と、により構成されること
を特徴とする画像読取装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３記載の画像読取装置であって、
　前記アース部における他の部材と接触する部分は、耐食性の高い金属により構成されて
いること
を特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　請求項３記載の画像読取装置であって、
　前記接触部は、
　　上下方向に沿って伸びた金属製線材を所定角度に折曲して構成されると共に、前記開
閉部材の側端面から外側方向に付勢されており、
　前記開閉部材は、
　　前記接触部周辺における前記アース線材の両側に立設され、外力から前記接触部を保
護する保護リブと、前記接触部が突出するスリットと、を有する保護部を有すること
を特徴とする画像読取装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定の搬送経路に沿って原稿を搬送しつつ、当該原稿の画像を読み取る画像
読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像読取装置において、原稿を所定の搬送経路に沿って搬送しつつ、当該原稿の
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画像を、読取部により読み取るように構成されたものが存在する。このような画像読取装
置として、例えば、特許文献１記載の画像読取装置が知られている。
【０００３】
　当該特許文献１記載の画像読取装置は、原稿載置トレイと原稿排紙トレイを結ぶ略Ｕ字
状の搬送経路を有しており、当該搬送経路に沿って、原稿載置トレイに載置された原稿を
搬送する。又、当該画像読取装置は、第１の画像読取部と、第２の画像読取部を有してお
り、当該搬送経路に沿って原稿を搬送する途上で、当該原稿の表面に形成された画像を第
１の画像読取部により読み取り、その後、原稿の裏面に形成された画像を第２の画像読取
部により読み取るように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３３３００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、特許文献１記載の画像読取装置は、原稿を搬送経路に沿って搬送しつつ原稿の
画像を読み取る原稿移動方式以外に、原稿をプラテンガラス上に固定して画像を読み取る
原稿固定方式に対応している。このため、第１の画像読取部はプラテンガラスの下方に配
設され、搬送経路下面に面して原稿の一方の画像を読み取るように構成されている。そし
て、第２の画像読取部は、第１の画像読取部よりも原稿の搬送方向下流側において、当該
搬送経路上面に面する位置に配設され、下方を搬送される原稿の他方の画像を読み取るよ
うに構成されている。
【０００６】
　特許文献１のように、搬送経路の途上で画像読取部によって画像を読み取る構成を採用
した場合、搬送経路上で原稿のジャムが生じた場合、ジャムを解消するための作業が困難
な場合が生じる。又、特許文献１記載の画像読取装置の構成では、画像読取部に対するメ
ンテナンス等を行うことが困難となってしまう。
【０００７】
　又、用紙を搬送しつつ画像を読み取る構成の場合、原稿の搬送に伴う摩擦等により、画
像読取部の近傍に、電荷が溜まってしまう。この場合、当該電荷は、画像読取部による読
取品質に悪影響が及んだり、当該画像読取部の故障の一因となったりする。従って、この
ような場合、画像読取部に対して、アースをとる必要が生じる。
【０００８】
　本発明は、所定の搬送経路に沿って原稿を搬送しつつ、当該原稿の画像を読み取る読取
部を有する画像読取装置に関し、容易に当該搬送経路及び読取部を保守管理し得る画像読
取装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の請求項１に係る画像読取装置は、本体部と、当該本体部に対して回動可能に軸
支されるカバー部と、を備える。当該カバー部は、原稿台と、搬送経路と、読取部と、排
紙部と、を有する。搬送経路は、原稿台と排紙部とを接続し、前記第１経路と、前記第２
経路と、第１経路の端部と、当該端部と対向する第２経路の端部を接続する湾曲経路によ
り構成される。そして、読取部は、第１経路の下方であって当該第１経路に面する位置に
おいて、読取面が上面となるように配設される。そして、当該カバー部には、開閉部材が
、前記搬送経路の外側であって、当該搬送経路における前記読取部が面する位置から前記
湾曲経路を含む区間に沿う所定位置で、第１位置と、第２位置との間を回動自在に軸支さ
れている。当該開閉部材が第２位置にある場合、前記搬送経路の少なくとも第１経路が開
放されるので、当該画像読取装置は、搬送経路、特に第１経路付近における原稿のジャム
を容易に解消し得る。更に、開閉部材が第２位置にある場合、読取部の読取面が露出する
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ため、当該画像読取装置は、読取部に対するメンテナンスを容易に行うことができる。更
に、開閉部材は、原稿押さえ部材を、前記読取部と対向する位置に有する。従って、開閉
部材が第１位置にある場合、当該画像読取装置は、原稿押さえ部材により原稿を読取部側
へ押さえることができ、もって、読取部による読取品質を向上させ得る。又、開閉部材は
、アース部を有する。従って、当該画像読取装置は、読取部近傍に溜まった電荷を当該ア
ース部により除去することができるので、当該電荷による読取部の読取品質の低下を防止
することができ、更に、当該電荷に起因する読取部の故障を防止し得る。
【００１０】
　そして、請求項２記載の画像読取装置において、原稿押さえ部材は、金属により構成さ
れ、前記アース部は、開閉部材に配設された第１アース部材と、カバー部に配設された第
２アース部材と、を備える。第１アース部材は、開閉部材が第１位置に移動した場合に、
第２アース部材と接触して導通し、開閉部材が第２位置に移動した場合に、第２アース部
材から離間して、導通を遮断する。従って、当該画像読取装置においては、開閉部材の第
１位置と第２位置との間の移動を、アース部が妨げることはない。又、第１アース部材は
、金属により構成される原稿押さえ部材と接触し、第２アース部材は、当該画像読取装置
の外部と接続されている。従って、開閉部材が第１位置にある場合、当該画像読取装置は
、原稿押さえ部材を利用して、読取部近傍に溜まった電荷を除去し得る。又、当該画像読
取装置は、読取部による画像の読取が行われる第１位置に開閉部材が位置する場合に、読
取部近傍の電荷を除去し、第２位置に位置する場合に導通を遮断するので、電荷の除去を
効率よく行いつつ、メンテナンス等の操作を容易に行い得る状況を実現し得る。
【００１１】
　又、請求項３記載の画像読取装置において、第１アース部材は、付勢部と、接触部と、
アース線材と、により構成される。金属製の付勢部は、前記開閉部材における前記読取部
と対向する位置で前記原稿押さえ部材と接触し、当該原稿押さえ部材に対して、前記読取
部方向へ向かう付勢力を付与する。従って、当該付勢部は、第１アース部材として、読取
部近傍の電荷を除去する機能を果たすと共に、原稿押さえ部材に対して付勢力を付与する
ことで原稿押さえ部材を良好に機能させ、読取部の読取品質の向上に貢献し得る。又、接
触部は、金属製線材により、前記開閉部材の側端面に形成される。従って、当該接触部は
、開閉部材の第１位置と第２位置の間における移動に伴って、第２アース部材と接触する
状態と、非接触状態を切り替え得る。この結果、当該画像読取装置は、開閉部材の移動に
応じて、アース部における導通・非導通を切り換えることができる。
【００１２】
　又、請求項４記載の画像読取装置において、アース部における他の部材と接触する部分
（例えば、第１アース部材と、第２アース部材が相互に接触する部分）は、耐食性の高い
金属により構成されている。金属の腐食（例えば、酸化還元反応に伴う錆の発生）が生じ
ると、当該金属の導電性が低下する。従って、当該画像読取装置は、耐食性の高い金属に
より構成することにより、アース部の導電性低下を防止し、長期間にわたって、読取部近
傍の電荷の除去を良好に行い得る。
【００１３】
　そして、請求項５記載の画像読取装置において、接触部は、上下方向に沿って伸びた金
属製線材を所定角度に折曲して構成されると共に、前記開閉部材の側端面から外側方向に
付勢されている。そして、開閉部材は、保護リブと、を有する保護部を有する。保護リブ
は、前記接触部周辺における前記アース線材の両側に立設されているので、金属製線材に
より構成される接触部を外力から保護し得る。これにより、当該画像読取装置は、接触部
の変形・破損を防止することができ、確実にアース部による電荷の除去を行い得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態に係る画像読取装置の外観斜視図である。
【図２】カバー部を開いた状態の画像読取装置を示す外観斜視図である。
【図３】カバー部の構成を示す断面図である。
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【図４】自動原稿搬送装置の構成を示す拡大断面図である。
【図５】開閉部材が開放位置にある時のカバー部を示す外観斜視図である。
【図６】開閉部材に配設された付勢部材を示す説明図である。
【図７】カバー側接触部近傍の拡大説明図である。
【図８】本体側接触部材近傍の拡大説明図である。
【図９】カバー側接触部近傍の断面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る画像読取装置を、画像読取装置１に具体化した実施形態について、
図面を参照しつつ詳細に説明する。尚、以下の説明において、画像読取装置１使用時のユ
ーザの位置を基準にした方向を用いて説明する。即ち、図１における右下側を前側とし、
図１における左上側を後側とする。又、画像読取装置１を前側から見たときを左右の基準
とし、図１における左下側を左側とし、右上側を右側とする。
【００１６】
　先ず、本実施形態に係る画像読取装置１の概略構成について、図１等を参照しつつ詳細
に説明する。図１、図２に示すように、画像読取装置１は、第１画像読取部１０を有する
本体部５と、自動原稿搬送装置２０を有するカバー部１５とを備えている。
【００１７】
　図２に示すように、本体部５は、当該本体部５上面に、コンタクトガラス６を備えてい
る。当該コンタクトガラス６は、固定読取用ガラス７と、移動読取用ガラス８により構成
されている（図２、図３参照）。そして、固定読取用ガラス７は、自動原稿搬送装置２０
により原稿を搬送しつつ、第１画像読取部１０により原稿の画像を読み取る際に用いられ
る。この場合、原稿は、固定読取用ガラス７上を連続して通過する。
【００１８】
　移動読取用ガラス８は、所謂「プラテンガラス」であり、本体部５の左右方向に沿って
長辺が位置するＡ３サイズよりもやや大きな長方形状に形成されている。移動読取用ガラ
ス８は、原稿を当該移動読取用ガラス８上にセットし、第１画像読取部１０を構成する第
１イメージセンサ１１を移動させて画像を読み取る際に用いられる。
【００１９】
　図３に示すように、本体部５は、当該コンタクトガラス６の下方に、第１画像読取部１
０を有している。第１画像読取部１０は、第１イメージセンサ１１と、スライド軸１２と
を有している。第１イメージセンサ１１は、所謂、密着型イメージセンサ（ＣＩＳ：Cont
act Image Sensor）により構成され、コンタクトガラス６上に位置する原稿の画像を読み
取る。
【００２０】
　そして、当該第１イメージセンサ１１は、主走査方向（即ち、本体部５における前後方
向）に、Ａ３サイズの短辺に相当する長さを有する読取範囲を有している。そして、スラ
イド軸１２は、本体部５の左右方向に向かって伸びており、第１イメージセンサ１１を左
右方向にスライド移動可能に保持している。第１イメージセンサ１１は、所定のモータと
駆動伝達機構（例えば、プーリー・ベルト機構）等によって、当該スライド軸１２に沿っ
てスライド移動し得る。即ち、第１イメージセンサ１１は、固定読取用ガラス７下方の固
定読取位置に位置し得る。又、当該第１イメージセンサ１１は、移動読取用ガラス８左端
部に沿った位置から、Ａ３サイズの長辺に相当する距離分離間した位置までの区間をスラ
イド移動し得る。従って、第１画像読取部１０は、Ａ３サイズの原稿に相当する最大読取
範囲Ｒを有し、Ａ３サイズ以下の原稿の画像を読み取り得る。
【００２１】
　図１、図２に示すように、カバー部１５は、本体部５上面の後端縁を軸に開閉自在に配
設されており、閉じた場合に本体部５上面を覆う。従って、当該カバー部１５は、コンタ
クトガラス６（即ち、移動読取用ガラス８）上にセットされた原稿をその位置に固定し得
る。そして、カバー部１５は、原稿トレイ１６、排紙トレイ１７、自動原稿搬送装置２０
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（ＡＤＦ：Auto Document Feeder）を有している（図３参照）。原稿トレイ１６は、カバ
ー部１５の右側上方に配設されており、画像の読取対象である原稿を収容する。排紙トレ
イ１７は、カバー部１５の右側において、原稿トレイ１６の下方に配置されており、自動
原稿搬送装置２０から排紙された原稿を収容する。即ち、原稿トレイ１６及び排紙トレイ
１７は、上下方向に二段に配設されており、上段に原稿トレイ１６、下段に排紙トレイ１
７が位置する。
【００２２】
　そして、自動原稿搬送装置２０は、カバー部１５の左側に配設されており、原稿トレイ
１６内の原稿を連続して一枚ずつ給紙し、所定の搬送経路（後述するＵターン搬送路３０
）に沿って搬送した後、排紙トレイ１７に排紙する。本実施形態においては、原稿トレイ
１６からＵターン搬送路３０に沿って排紙トレイ１７へ向かう方向を原稿の搬送方向とい
う。又、当該自動原稿搬送装置２０は、Ｕターン搬送路３０に沿った所定位置に第２画像
読取部５０を有している。従って、当該画像読取装置１は、第２画像読取部５０によって
、Ｕターン搬送路３０を搬送される原稿の第１面（裏面）から画像を読み取ることができ
る。
【００２３】
　当該自動原稿搬送装置２０は、当該自動原稿搬送装置２０底面（即ち、カバー部１５底
面）左側の所定位置に、本体部５の前後方向に沿った開口を有している（図３、図４参照
）。当該開口は、Ｕターン搬送路３０に面して形成されており、カバー部１５を閉じた場
合に、固定読取用ガラス７の上方に位置する。従って、Ｕターン搬送路３０を搬送される
原稿は、当該開口において、当該原稿の第２面（表面）を下方に露出する。この結果、第
１イメージセンサ１１が固定読取位置に位置する場合、画像読取装置１は、第１画像読取
部１０によって、Ｕターン搬送路３０を搬送される原稿の第２面から画像を読み取ること
ができる。
【００２４】
　続いて、本実施形態に係る自動原稿搬送装置２０の構成について、図３等を参照しつつ
詳細に説明する。図３に示すように、自動原稿搬送装置２０は、Ｕターン搬送路３０と、
給紙ユニット３５と、搬送ユニット４０と、排紙ユニット４５と、第２画像読取部５０と
、を有し、これらの構成によって原稿が搬送され、その途上で原稿の画像が読み取られる
ように構成されている。従って、これらの構成によって形成される原稿の搬送経路がＵタ
ーン搬送路３０のメイン部分となる。
【００２５】
　そして、当該自動原稿搬送装置２０は、本体フレーム２１と、アッパーガイド２２と、
アンダーガイド２３と、開閉部材２５を有している。本体フレーム２１は、自動原稿搬送
装置２０の筐体本体部分を構成し、合成樹脂（例えば、アクリロニトリリルブタジエンス
チレン共重合体（ＡＢＳ）等）により形成されている。
【００２６】
　アッパーガイド２２は、原稿トレイ１６の搬送方向下流側端部を延出して形成されてお
り、原稿トレイ１６内の原稿を給紙ユニット３５へ案内する。アンダーガイド２３は、前
記開口から排紙トレイ１７へ向かって延びており、Ｕターン搬送路３０を搬送される原稿
を排紙ユニット４５及び排紙トレイ１７へ案内する。即ち、アッパーガイド２２及びアン
ダーガイド２３は、上下方向に二段に配設されており、上段にアッパーガイド２２、下段
にアンダーガイド２３が位置する。
【００２７】
　開閉部材２５は、自動原稿搬送装置２０の上面を構成し、当該自動原稿搬送装置２０左
端部（即ち、カバー部１５左端部）の所定位置に位置する回動軸を中心として、回動可能
に軸支されている。従って、開閉部材２５は、閉塞位置（図３、図４参照）と、開放位置
（図５参照）との間で姿勢変化し得る。開閉部材２５が閉塞位置にある場合、当該開閉部
材２５は、給紙ユニット３５、搬送ユニット４０、第２画像読取部５０の上側部分を覆う
。これにより、Ｕターン搬送路３０の上側部分を覆うことになる。そして、開閉部材２５
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が開放位置にある場合、当該開閉部材２５は、給紙ユニット３５、搬送ユニット４０、及
び第２画像読取部５０から離間し、Ｕターン搬送路３０の上側部分を露出する。
【００２８】
　次に、自動原稿搬送装置２０におけるＵターン搬送路３０の構成について詳細に説明す
る。図３、図４に示すように、Ｕターン搬送路３０は、原稿トレイ１６と排紙トレイ１７
とを接続するように略Ｕ字状に形成されており、自動原稿搬送装置２０の左右方向に沿っ
ている。つまり、Ｕターン搬送路３０は、自動原稿搬送装置２０の前後方向への搬送を許
容するものではない。当該Ｕターン搬送路３０は、第１搬送路３１と、湾曲搬送路３２と
、第２搬送路３３とにより構成される。第１搬送路３１は、原稿トレイ１６の搬送方向下
流側から、自動原稿搬送装置２０の左端側（後述するメインローラ４２の上部）まで伸び
る略直線状の搬送路である。開閉部材２５が閉塞位置にある場合、当該第１搬送路３１の
上方は、開閉部材２５により覆われる。又、開閉部材２５の内側面には、図５に示すよう
に、閉塞位置にある場合に、第１搬送路３１側に向けて突出する複数のリブが設けられて
いる。これらのリブによって、第１搬送路３１を搬送される原稿の上面がガイドされる。
即ち、開閉部材２５の内側面は、後述する給紙ユニット３５の吸入ローラ３６、分離ロー
ラ３７、搬送ユニット４０の搬送ローラ４１、及び原稿押さえ部材７０等と共に第１搬送
路３１の上面を構成する。一方、第１搬送路３１の下面は、アッパーガイド２２の上面、
後述する分離パッド３８、及び第２画像読取部５０の上方に位置するガラス部材６０の上
面等によって構成される。
【００２９】
　湾曲搬送路３２は、前記第１搬送路３１の搬送方向下流側端部から下方に向かって半円
状の円弧を描くように形成された搬送路である。当該湾曲搬送路３２は、後述するメイン
ローラ４２の外周面に沿って形成され、自動原稿搬送装置２０の左端側（後述するメイン
ローラ４２の下部）において第２搬送路３３と接続されている（図４参照）。即ち、湾曲
搬送路３２は、メインローラ４２の外周面と、本体フレーム２１及び開閉部材２５の内側
面と、により構成される。
【００３０】
　第２搬送路３３は、湾曲搬送路３２の下端部から排紙ユニット４５及び排紙トレイ１７
へ延びる略直線状の搬送路である。当該第２搬送路３３は、アンダーガイド２３とそれに
所定の間隔を有して対向するカバー部１５の本体フレーム２１の壁面２１Ａによって主に
構成される。即ち、第２搬送路３３は、前記第１搬送路３１の下方に位置する。又、当該
第２搬送路３３は、メインローラ４２近傍の固定読取用ガラス７に対向する範囲を含む。
そして、原稿は、固定読取用ガラス７に対向する範囲を通過する際に、カバー部１５の底
面に形成された前記開口の上側を通過する。従って、Ｕターン搬送路３０を搬送される原
稿は、当該開口を経由して、排紙トレイ１７へ搬送される。尚、公知の原稿押さえ部２４
が、第２搬送路３３を介して当該開口と対向する位置に配設されている。これにより、当
該開口を通過する原稿は、固定読取用ガラス７側を通過して搬送される。従って、画像読
取装置１は、固定読取用ガラス７を介した第１画像読取部１０による読取精度を向上し得
る。
【００３１】
　続いて、自動原稿搬送装置２０における給紙ユニット３５について、図４等を参照しつ
つ詳細に説明する。給紙ユニット３５は、第１搬送路３１における原稿トレイ１６側端部
近傍に配設されており、原稿トレイ１６にセットされた原稿を一枚ずつに分離しつつ、搬
送ユニット４０へ対して給紙する。図４に示すように、給紙ユニット３５は、吸入ローラ
３６と、分離ローラ３７と、分離パッド３８と、アーム３９と、により構成されている。
【００３２】
　吸入ローラ３６は、給紙ユニット３５における搬送方向上流側において第１搬送路３１
の上面に沿う位置に回転自在に軸支されている。当該吸入ローラ３６は、公知の駆動伝達
機構によりモータ（図示せず）の駆動力が伝達されることにより、所定方向（図４中、時
計回り）に回転駆動する。これにより、吸入ローラ３６は、原稿トレイ１６にセットされ



(8) JP 4952813 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

た原稿を、分離ローラ３７方向（即ち、搬送方向下流側）へ搬送し得る。
【００３３】
　分離ローラ３７は、吸入ローラ３６よりも搬送方向下流側において、本体フレーム２１
に対して回転自在に軸支されている。当該分離ローラ３７は、モータ（図示せず）の駆動
に伴って所定方向（図４中、時計回り）に回転駆動する。分離パッド３８は、第１搬送路
３１の下面側において、前記分離ローラ３７と対向する位置に配設されている。当該分離
パッド３８は、前記分離ローラ３７の外周面に向かって付勢されている。従って、分離ロ
ーラ３７は、分離パッド３８と協働することにより、分離ローラ３７と接している原稿の
みを分離して搬送ユニット４０側（即ち、搬送方向下流側）へ搬送し得る。
【００３４】
　アーム３９は、軸受を介して、前記分離ローラ３７の回転軸に支持されている。当該ア
ーム３９は、分離ローラ３７の回転軸から搬送方向上流側へ延び、前記吸入ローラ３６の
両端を回転自在に軸支している。当該アーム３９は、前記モータの駆動に伴って、分離ロ
ーラ３７の回転軸を中心に俯仰動作する。
【００３５】
　次に、自動原稿搬送装置２０における搬送ユニット４０について、図４等を参照しつつ
詳細に説明する。搬送ユニット４０は、給紙ユニット３５よりも搬送方向下流側に配設さ
れており、給紙ユニット３５により給紙された原稿をＵターン搬送路３０に沿って排紙ユ
ニット４５へ搬送する。当該搬送ユニット４０は、搬送ローラ４１、メインローラ４２、
ピンチローラ４３Ａ～ピンチローラ４３Ｃと、を備えている。
【００３６】
　搬送ローラ４１は、給紙ユニット３５の搬送方向下流側近傍において、第１搬送路３１
の上面に沿う位置に回転自在に軸支されている。当該搬送ローラ４１は、モータ（図示せ
ず）の駆動に伴って回転駆動する。そして、図４等に示すように、ピンチローラ４３Ａは
、第１搬送路３１を介して当該搬送ローラ４１と対向する位置に配設されている。従って
、給紙ユニット３５により給紙された原稿は、搬送ローラ４１とピンチローラ４３Ａによ
り挟まれ、搬送ローラ４１の回転駆動に伴って、第１搬送路３１を搬送方向下流側へ搬送
される。
【００３７】
　メインローラ４２は、自動原稿搬送装置２０の左側端部において、本体フレーム２１に
回転自在に軸支されており、モータ（図示せず）の駆動に伴い回転駆動する。上述したよ
うに、湾曲搬送路３２は、当該メインローラ４２の外周面に沿って形成されている。
【００３８】
　ここで、当該メインローラ４２の上部において、ピンチローラ４３Ｂが、前記第１搬送
路３１と湾曲搬送路３２とのほぼ境界に配設されており、メインローラ４２と対向しつつ
回転自在に軸支されている。従って、メインローラ４２は、当該ピンチローラ４３Ｂと協
働して、第１搬送路３１を搬送された原稿を挟持し、前記モータの駆動に伴って回転する
ことで、当該原稿を湾曲搬送路３２に沿って搬送し得る。
【００３９】
　又、当該メインローラ４２の下方において、ピンチローラ４３Ｃが、前記湾曲搬送路３
２と前記第２搬送路３３とのほぼ境界に配設されており、メインローラ４２と対向する位
置で回転自在に軸支されている。従って、メインローラ４２は、当該ピンチローラ４３Ｃ
と協働して、湾曲搬送路３２を搬送されている原稿を挟持し、前記モータの駆動に伴って
回転することで、当該原稿を第２搬送路３３へ向かって搬送し得る。
【００４０】
　続いて、自動原稿搬送装置２０における排紙ユニット４５について、図４等を参照しつ
つ詳細に説明する。排紙ユニット４５は、Ｕターン搬送路３０を搬送された原稿を排紙ト
レイ１７へ排紙する。当該排紙ユニット４５は、排紙ローラ４６と、ピンチローラ４３Ｄ
とを有している。排紙ローラ４６は、第２搬送路３３の搬送方向下流側端部（即ち、Ｕタ
ーン搬送路３０の末端部）近傍において、第２搬送路３３の上面に沿う位置に回転自在に
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軸支されている。又、当該排紙ローラ４６は、前記モータの回転駆動に伴って回転駆動す
る。そして、当該排紙ローラ４６の下方には、ピンチローラ４３Ｄが、第２搬送路３３を
介して排紙ローラ４６と対向する位置で回転自在に軸支されている。従って、排紙ローラ
４６は、当該ピンチローラ４３Ｄと協働することにより、第２搬送路３３を搬送された原
稿を挟持し、前記モータの駆動に伴って回転することで、当該原稿を排紙トレイ１７へ排
紙し得る。
【００４１】
　次に、自動原稿搬送装置２０に配設された第２画像読取部５０について、図面を参照し
つつ詳細に説明する。第２画像読取部５０は、第１搬送路３１を搬送される原稿の画像を
読み取る。図４に示すように、当該第２画像読取部５０は、搬送ローラ４１よりも搬送方
向下流側であり、且つ、メインローラ４２よりも搬送方向上流側の所定位置において、第
１搬送路３１の下面に面するように配設されている。当該第２画像読取部５０は、第２イ
メージセンサ５１と、ガラス部材６０を有している。
【００４２】
　第２イメージセンサ５１は、所謂、密着型イメージセンサ（ＣＩＳ：Contact Image Se
nsor）により構成されており、画像を読み取る読取面を上方（即ち、第１搬送路３１側）
にして配設されている。そして、当該第２イメージセンサ５１は、主走査方向（即ち、本
体部５における前後方向）に、Ａ４サイズの短辺に相当する長さを有する読取範囲を有し
ている。ここで、第１搬送路３１を搬送される原稿は、第２イメージセンサ５１の読取面
近傍を通過する。従って、当該画像読取装置１は、第２画像読取部５０によって、第１搬
送路３１を搬送される原稿の第１面（裏面）の画像を読み取り得る。
【００４３】
　ガラス部材６０は、強化ガラスにより形成されており、前記第１イメージセンサ１１に
おけるコンタクトガラス６と同様の機能を果たす。当該ガラス部材６０は、第２イメージ
センサ５１の上方において、前記第１搬送路３１の下面に沿って配設されており、第１搬
送路３１の一部を構成する。
【００４４】
　そして、自動原稿搬送装置２０は、原稿押さえ部材７０と、付勢部材７５と、を有して
いる。原稿押さえ部材７０及び付勢部材７５は、第１搬送路３１を介して、第２画像読取
部５０と対向する位置に配設されている。具体的には、原稿押さえ部材７０及び付勢部材
７５は、開閉部材２５内壁面の所定位置に配設されている（図４～図８参照）。そして、
開閉部材２５が閉塞位置に位置する場合、原稿押さえ部材７０及び付勢部材７５は、第１
搬送路３１を介して、第２画像読取部５０と対向する。ここで、付勢部材７５は、その弾
性力により、原稿押さえ部材７０を第１搬送路３１及び第２画像読取部５０方向へ付勢す
る。従って、原稿押さえ部材７０は、第１搬送路３１を搬送される原稿を、第２画像読取
部５０へ向かって押圧する。これにより、当該画像読取装置１は、第２画像読取部５０に
よる画像の読取精度を高めることができる。
【００４５】
　次に、本実施形態に係る画像読取装置１において、自動原稿搬送装置２０を用いた原稿
の両面画像（第１面、第２面の画像）を読み取る際の動作について説明する。尚、以下の
説明において、原稿トレイ１６には、読取対象である原稿が第２面を上にしてセットされ
ているものとし、第１イメージセンサ１１は、固定読取用ガラス７下方の固定読取位置に
位置するものとする。
【００４６】
　原稿トレイ１６にセットされた原稿は、給紙ユニット３５の吸入ローラ３６と接触して
いる。従って、当該原稿は、モータの駆動に伴う吸入ローラ３６の回転によって、原稿ト
レイ１６から給紙され、分離ローラ３７等を経由して、第１搬送路３１に沿って搬送ユニ
ット４０へ搬送される。搬送ユニット４０へ搬送された原稿は、搬送ローラ４１、ピンチ
ローラ４３Ａにより搬送されつつ、第２画像読取部５０の上方を通過する。この時、当該
原稿の第１面が第２画像読取部５０と対向しているので、第２画像読取部５０は、当該原
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稿の第１面から画像を読み取る。
【００４７】
　第２画像読取部５０の上方を通過すると、当該原稿は、湾曲搬送路３２へ進入し、メイ
ンローラ４２の回転に伴い、排紙ユニット４５へ向かって搬送される。湾曲搬送路３２を
通過すると、当該原稿は、第２面が下方に位置する状態となる。そして、湾曲搬送路３２
を経て、第２搬送路３３へ進入する際に、当該原稿は、原稿押さえ部２４及び固定読取用
ガラス７近傍に到達する。上述したように、カバー部１５の底面側であって、原稿押さえ
部２４近傍には、開口が形成されており、その開口から原稿が露出する。そして、開口と
対向する位置には、固定読取用ガラス７があり、更にその下方には第１イメージセンサ１
１が位置する。従って、当該原稿の第２面が第１画像読取部１０と対向することとなり、
原稿押さえ部２４と固定読取用ガラス７とによって形成される第２搬送路３３の範囲を原
稿が通過する際に、第１画像読取部１０は、当該原稿の第２面から画像を読み取る。
【００４８】
　第１画像読取部１０によって画像が読み取られると、当該原稿は、第２搬送路３３に沿
って、排紙ユニット４５へ搬送される。そして、排紙ユニット４５に到達すると、当該原
稿は、排紙ローラ４６の回転に伴って、排紙トレイ１７へ排紙される。
【００４９】
　ここで、本実施形態に係る画像読取装置１における開閉部材２５について、より詳細に
説明する。上述したように、当該開閉部材２５は、自動原稿搬送装置２０上面を構成し、
当該自動原稿搬送装置２０の左端側の所定位置に形成された回動軸により、本体フレーム
２１に対して回動自在に軸支されている（図３～図５等参照）。ここで、当該回動軸は、
前記第２画像読取部５０よりも搬送方向下流側であって、湾曲搬送路３２の左端部（即ち
、最も左側に突出した位置）近傍に位置する。
【００５０】
　従って、当該回動軸を中心として、開閉部材２５を開放位置に移動させると、第１搬送
路３１の上方、及び、湾曲搬送路３２の上部（即ち、メインローラ４２の回動軸よりも上
方）が開放される（図４、図５参照）。これにより、当該画像読取装置１は、第１搬送路
３１及び湾曲搬送路３２上で原稿のジャムが生じた場合、開閉部材２５を開放位置に移動
させることにより、容易に当該原稿を除去しジャムを解消し得る。又、開閉部材２５を開
放させた場合、原稿押さえ部材７０も開閉部材２５に追従して移動するため、第２画像読
取部５０の上方も開放され、当該画像読取装置１は、開閉部材２５を開放位置に移動させ
ることで、第２画像読取部５０やガラス部材６０等に対するメンテナンスを容易に行うこ
とができる。
【００５１】
　次に、当該開閉部材２５に配設される原稿押さえ部材７０及び付勢部材７５について、
図５等を参照しつつ詳細に説明する。上述したように、原稿押さえ部材７０は、開閉部材
２５が閉塞位置にある場合に第２画像読取部５０と対向する位置に配設されている（図３
、図４等参照）。そして、当該原稿押さえ部材７０は、第１搬送路３１を搬送された原稿
を、第２画像読取部５０方向へ押さえる機能を果たす。当該原稿押さえ部材７０は、導電
性を有する金属製の板状部材を折り曲げ加工して形成される。そして、当該原稿押さえ部
材７０は、開閉部材２５が閉塞位置にある場合に、前記第２画像読取部５０へ近接離間す
る方向（図４中、上下方向）に一定範囲移動可能に取り付けられている。
【００５２】
　図４等に示すように、付勢部材７５は、原稿押さえ部材７０と開閉部材２５内壁面との
間に配設されており、原稿押さえ部材７０を第２画像読取部５０方向へ付勢する。図６に
示すように、当該付勢部材７５は、ステンレス鋼（所謂、ＳＵＳ）製の金属線材を加工し
て構成されており、バネ部７６と、アース接続部７７と、カバー側接触部７８と、を有し
ている。
【００５３】
　バネ部７６は、上記ステンレス鋼（所謂、ＳＵＳ）製の金属線材をコイルバネ状に巻回
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して形成され、付勢部材７５の一端部に位置する。当該バネ部７６は、原稿押さえ部材７
０と開閉部材２５内壁面との間において、前記原稿押さえ部材７０のほぼ中央部（図５、
図６等参照）と接触し、当該原稿押さえ部材７０に対して、第２画像読取部５０方向への
付勢力を付与する。尚、ステンレス鋼は、含有するクロムが酸素と結合して表面に不動態
皮膜を形成するため、高い耐食性を有している。
【００５４】
　アース接続部７７は、前記バネ部７６の一端部（即ち、開閉部材２５内壁面側の端部）
を延出することにより構成され、開閉部材２５の内壁面に沿って、当該開閉部材２５に形
成された線材保護リブ２６（図５～図７参照）へ向かって延びている。
【００５５】
　カバー側接触部７８は、前記付勢部材７５の他端部に位置し、前記ステンレス鋼製の金
属製線材を所定角度（即ち、略「く」の字状）に折り曲げ加工することにより形成される
（図９）。当該カバー側接触部７８は、開閉部材２５の内壁面（水平な部分）に対して鉛
直方向に延びており、開閉部材２５の側端面から外側（図５中、右下方向）へ付勢されて
いる。尚、図５～図７、図９に示すように、当該カバー側接触部７８は、開閉部材２５に
形成された線材保護リブ２６に囲われ、当該線材保護リブ２６に形成されたスリット２７
から、開閉部材２５の側端面から外部へ突出する。
【００５６】
　ここで、開閉部材２５に形成された線材保護リブ２６について、図面を参照しつつ詳細
に説明する。線材保護リブ２６は、開閉部材２５の側端面（即ち、カバー部１５の後方側
の面）近傍において、原稿押さえ部材７０の長手方向外側に向けて突出するように立設さ
れている。当該線材保護リブ２６は、開閉部材２５内壁面と水平な断面において、略Ｖ字
状の断面を有している。又、当該線材保護リブ２６は、当該Ｖ字状断面の角部分が開閉部
材２５の側端面に沿うように立設されており、当該角部分には、開閉部材２５の内壁面（
水平な部分）と鉛直な方向に長辺を有するスリット２７が形成されている。
【００５７】
　図６、図９等に示すように、アース接続部７７は、前記Ｖ字状断面の開放側から線材保
護リブ２６に挟まれる位置に進入している。そして、カバー側接触部７８は、当該線材保
護リブ２６に挟まれる位置に形成されており、スリット２７を介して開閉部材２５の側端
面から外側（図５中、右下方向）へ突出する（通常位置）。尚、当該カバー側接触部７８
は、金属製線材による弾性力によって、スリット２７から突出した状態となるように形成
されており、スリット２７を介して、線材保護リブ２６内側へ押し込んだとしても、外力
が解除されると当該通常位置に戻る。
【００５８】
　ここで、図８に示すように、本体フレーム２１は、開閉部材２５が閉塞位置にある場合
に線材保護リブ２６及びカバー側接触部７８と対向する位置に、本体側接触部材８０を有
する。当該本体側接触部材８０は、本体フレーム２１の内側側面（開閉部材２５の閉塞位
置において、開閉部材２５の側端面と対向する面）において、開閉部材２５の回動軸と本
体側接触部材８０の間の距離が、線材保護リブ２６と開閉部材２５の回動軸の間の距離と
等距離となる位置に配設されている。従って、開閉部材２５を閉塞位置に移動させた場合
、前記カバー側接触部７８は、当該本体側接触部材８０と接触する。又、当該本体側接触
部材８０は、ステンレス鋼製の金属板材を折り曲げ加工することにより形成される。当該
本体側接触部材８０は、本体フレーム２１内部に格納された金属フレーム８１と接触して
いる。尚、当該金属フレーム８１は、本体部５側におけるアースを介して、当該画像読取
装置１外部と接続されている。
【００５９】
　従って、当該画像読取装置１において、開閉部材２５を閉塞位置に移動させた場合、原
稿押さえ部材７０及びバネ部７６は、第２画像読取部５０に対向した近接位置に位置する
。上述したように、原稿押さえ部材７０は、金属により構成され、バネ部７６と接触して
おり（図４参照）、バネ部７６は、アース接続部７７、カバー側接触部７８と共にステン
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レス鋼製の金属線材により一体的に形成されている（図６参照）。そして、開閉部材２５
が閉塞位置に位置する場合、カバー側接触部７８は、本体側接触部材８０と接触する（図
９参照）。従って、第２画像読取部５０近傍に溜まった電荷は、原稿押さえ部材７０及び
付勢部材７５により、第２画像読取部５０近傍から除去され、本体側接触部材８０及び金
属フレーム８１を介して、画像読取装置１外部へ放出される。この結果、当該画像読取装
置１は、第１搬送路３１における原稿の搬送に伴い発生した電荷を、第２画像読取部５０
近傍から除去することができ、当該電荷に起因する第２画像読取部５０の故障及び破損を
防止し得る。
【００６０】
　一方、開閉部材２５を開放位置に移動させた場合、カバー側接触部７８は、本体側接触
部材８０と離間する。この点、第２画像読取部５０を保護するためのアースは、開閉部材
２５側における原稿押さえ部材７０及び付勢部材７５と、本体フレーム２１側の本体側接
触部材８０及び金属フレーム８１により構成されている。従って、当該画像読取装置１に
よれば、第２画像読取部５０を保護するためのアースが開閉部材２５の回動操作を妨げる
ことはなく、開閉部材２５を確実且つ円滑に開放位置及び閉塞位置の間を移動させ得る。
尚、開閉部材２５を開放位置に移動した場合、第２画像読取部５０を使用する状況ではな
いため、画像読取装置１外部に対するアースの導通を遮断したとしても、第２画像読取部
５０に悪影響が生じることはない。
【００６１】
　以上、説明したように、本実施形態に係る画像読取装置１は、開閉部材２５を開放位置
に移動させると、第１搬送路３１及び湾曲搬送路３２の上方を開放することができる（図
５参照）。従って、当該画像読取装置１は、第１搬送路３１、湾曲搬送路３２上で原稿の
ジャムが生じた場合、迅速にジャムの要因となった原稿を除去し得る。又、当該画像読取
装置１は、第１搬送路３１の下面に沿った位置に、読取面を上面とした第２画像読取部５
０を有している。従って、当該画像読取装置１は、開閉部材２５を開放位置に移動させる
ことにより、当該第２画像読取部５０を露出させ得る。この結果、当該画像読取装置１は
、第２画像読取部５０に対するメンテナンスや、ガラス部材６０の清掃作業等を容易に行
い得る。
【００６２】
　又、当該画像読取装置１は、開閉部材２５を閉塞位置に移動させると、原稿押さえ部材
７０及び付勢部材７５を、第２画像読取部５０近傍に位置させ得る。当該原稿押さえ部材
７０は、金属製の板状部材であり、付勢部材７５は、原稿押さえ部材７０及び本体側接触
部材８０と接触する金属線材により構成される。又、本体側接触部材８０は、金属フレー
ム８１及び本体部５のアースを介して、画像読取装置１外部と接続されている。従って、
当該画像読取装置１は、第２画像読取部５０に対して原稿を押さえる原稿押さえ部材７０
及び付勢部材７５を、第２画像読取部５０近傍に溜まった電荷を除去するアース部材とし
て機能させ得る。そして、当該画像読取装置１は、第２画像読取部５０近傍に溜まった電
荷を除去することにより、当該電荷に起因する第２画像読取部５０の故障及び破損を防止
し得る。
【００６３】
　更に、当該画像読取装置１において、付勢部材７５及び本体側接触部材８０は、耐食性
の高い金属であるステンレス鋼により構成されている。従って、当該画像読取装置１は、
錆の発生等による付勢部材７５及び本体側接触部材８０の導電性の低下を防止し得る。こ
れにより、当該画像読取装置１は、原稿押さえ部材７０、付勢部材７５、本体側接触部材
８０等による電荷の除去を、長期に渡って良好に行うことができ、第２画像読取部５０の
故障及び破損を防止し得る。
【００６４】
　又、当該画像読取装置１において、金属製線材により構成されたカバー側接触部７８は
、開閉部材２５に形成された線材保護リブ２６により囲まれ、スリット２７から外部に突
出している。即ち、線材保護リブ２６は、カバー側接触部７８を構成する金属製線材の長
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手方向に沿っており、所定の外力（例えば、当該カバー側接触部７８を突出・押し込み不
能に変形させる外力）から当該カバー側接触部７８を保護している。即ち、線材保護リブ
２６によって、カバー側接触部７８の変形等を防止することにより、当該画像読取装置１
は、カバー側接触部７８と本体側接触部材８０の接触を良好な状態で維持し、第２画像読
取部５０近傍の電荷の除去を確実に行い得る状況を維持し得る。
【００６５】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定さ
れるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能である。例
えば、本実施形態においては、カバー部１５において、原稿トレイ１６を上段に、排紙ト
レイ１７を下段としていたが、この態様に限定されるものではない。例えば、排紙トレイ
１７を上段に、下段に原稿トレイ１６を配置した態様でもよい。この場合、Ｕターン搬送
路３０における原稿の搬送方向は、前記実施形態と上流・下流が逆転することはいうまで
もない。
【００６６】
　そして、本実施形態において、付勢部材７５は、金属線材により、バネ部７６、アース
接続部７７、カバー側接触部７８を一体的に構成していたが、この態様に限定されるもの
ではない。例えば、金属線材により構成されたバネ部７６、アース接続部７７と導通が確
保されていれば、カバー側接触部７８を別部材（例えば、板状の金属部材等）で構成して
もよい。
【００６７】
　又、本実施形態においては、付勢部材７５及び本体側接触部材８０をステンレス鋼によ
り形成していたが、この態様に限定されるものではない。例えば、耐食性の高い金属であ
れば、別の金属で構成することも可能である。又、カバー側接触部７８や、本体側接触部
材８０におけるカバー側接触部７８と接触する部分が耐食性の高い金属で構成されていれ
ば、付勢部材７５、カバー側接触部７８を全てステンレス鋼で構成する態様でなくともよ
く、耐食性を高める表面加工を施しても良い。
【００６８】
　そして、線材保護リブ２６の形状は、上述した実施形態における形状に限定されるもの
ではなく、カバー側接触部７８の変形を防止することができれば、種々の形状を採用し得
る。
　又、開閉部材２５の回動軸の位置も、上述した実施形態に限定されるものではなく、第
２画像読取部５０よりもメインローラ４２側であって、湾曲搬送路３２の外側の範囲内で
変更可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　　　　１　　画像読取装置
　　　　５　　本体部
　　　　１５　カバー部
　　　　１６　原稿トレイ
　　　　１７　排紙トレイ
　　　　２５　開閉部材
　　　　２６　線材保護リブ
　　　　３０　Ｕターン搬送路
　　　　３１　第１搬送路
　　　　３２　湾曲搬送路
　　　　３３　第２搬送路
　　　　７０　原稿押さえ部材
　　　　７５　付勢部材
　　　　７６　バネ部
　　　　７７　アース接続部
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　　　　７８　カバー側接触部
　　　　８０　本体側接触部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】



(17) JP 4952813 B2 2012.6.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００８－１５６１０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１１２７７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２９１４７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４８１２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１３４４１７（ＪＰ，Ａ）　　　

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


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

