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(57)【要約】
【課題】原稿の供給及び排出の際に利用されるトレイの
構造が従来よりも簡素で、薄型化を図ることも容易な画
像読取装置を提供すること。
【解決手段】複合機１は、上部にスキャナユニット３を
備え、スキャナユニット３は、読取対象となる原稿を搬
送するＡＤＦ部６を備えている。ＡＤＦ部６には、開閉
可能なサブトレイ１１が設けられている。原稿を搬送す
る際には、サブトレイ１１が開かれて、搬送対象となる
原稿が仕切板１７ａの下方へ導入される。このとき、サ
ブトレイ１１の裏面１１ｂ及びメイントレイ１５が供給
トレイとして利用される。また、搬送された原稿は、仕
切板１７ａの上面へと排出され、さらにサブトレイ１１
の裏面１１ｂへと送り出される。このとき、サブトレイ
１１の裏面１１ｂ及び仕切板１７ａの上面が排出トレイ
として利用される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を所定の搬送経路に沿って搬送する原稿搬送手段と、
　前記原稿搬送手段によって搬送される原稿から画像を読み取り可能な読取手段と、
　前記原稿搬送手段と隣り合う位置に設けられたメイントレイと、
　開閉可能な構造で、閉じられた際には裏面が下方に向けられた状態で前記メイントレイ
の上方に配置される一方、開かれた際には前記裏面が上方に向けられた状態で前記メイン
トレイを挟んで前記原稿搬送手段とは反対側となる位置に配置され、その状態で前記裏面
が原稿載置面として利用されるサブトレイと
　を備え、
　前記サブトレイは、開かれた際に、前記原稿搬送手段へ供給される原稿が載置される供
給トレイとして利用されるとともに、前記原稿搬送手段から排出される原稿が載置される
排出トレイとしても利用される
　ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記メイントレイ上には、原稿の搬送方向に対し直交する方向へスライド可能で、当該
スライドに伴って互いの間隔を変更可能に構成された一対の原稿ガイドが設けられ、
　前記原稿ガイドには、前記メイントレイの上方となる位置において前記メイントレイと
の間に間隙をなす形態とされた仕切板が設けられており、
　前記サブトレイが開かれた際に、前記サブトレイの前記裏面及び前記メイントレイの上
面は、前記供給トレイとして利用されるとともに、前記サブトレイの前記裏面及び前記仕
切板の上面は、前記排出トレイとして利用される
　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】
　前記サブトレイが開かれた際に、前記メイントレイに隣接する位置にある前記サブトレ
イの端部は、前記メイントレイの上面よりも上方にあり、且つ、前記仕切板の上面よりも
下方にある
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記サブトレイは、回動軸を中心に回動可能な状態で支持されており、
　前記回動軸の下方となる位置で、前記メイントレイから連続する部分には、前記サブト
レイが回動して前記サブトレイの端部が前記メイントレイの上面よりも下方へと移動した
際に、当該サブトレイの端部を通過させる凹部が形成されている
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記サブトレイを開く際に、前記サブトレイが所定の位置まで移動したら、それ以上の
移動を規制する位置決め部が設けられており、
　当該位置決め部は、前記サブトレイの表面には接触しない位置で、前記サブトレイの移
動を規制するとともに、当該位置決め部によって前記サブトレイの移動が規制された際に
、前記サブトレイの表面と他の部材との間には間隙が形成されている
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記サブトレイが閉じられた際に前記サブトレイの周囲を囲む位置にある部分のうち、
前記サブトレイが開かれた際に前記サブトレイの表面が接近することとなる部分には、開
かれた状態にある前記サブトレイの表面と同方向に向かって傾斜する傾斜面が形成されて
いる
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記サブトレイの裏面には、原稿の搬送方向と平行な方向へ延びる複数のリブが形成さ
れている
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　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記複数のリブは、中央にあるリブが、その両側にあるリブよりも高く形成されている
　ことを特徴とする請求項７に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　前記サブトレイの先端には、排出される原稿の先端に当接することにより、それ以上原
稿が移動するのを規制する原稿ストッパーが設けられている
　ことを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項１０】
　前記原稿ストッパーは、排出される原稿の先端に当接する使用位置、及び排出される原
稿の先端に当接しない不使用位置のうち、いずれかの位置へ移動可能に構成されている
　ことを特徴とする請求項９に記載の画像読取装置。
【請求項１１】
　前記原稿ストッパーは、前記サブトレイからの突出量が、前記原稿ストッパーを使用位
置に移動させた状態のまま前記サブトレイを閉じた場合でも、前記原稿ストッパーと前記
メイントレイとが接触しない突出量とされている
　ことを特徴とする請求項１０に記載の画像読取装置。
【請求項１２】
　前記一対の原稿ガイドは、当該一対の原稿ガイドが互いの間隔を最も狭くされた状態で
前記サブトレイが閉じられた場合でも、前記原稿ストッパーと前記原稿ガイドとの接触が
発生しない形態とされている
　ことを特徴とする請求項９～請求項１１のいずれか一項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、画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動原稿送り装置（Automatic Document Feeder；以下ＡＤＦと略称する。）を
備えた画像読取装置において、給紙トレイが給紙口を覆う位置へと回動可能に構成される
とともに、排紙トレイが排紙口を覆う位置へと回動可能に構成されたものが提案されてい
る（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　このような画像読取装置であれば、ＡＤＦを使用しないときには、給紙トレイで給紙口
を覆うことができ、また、排紙トレイで排紙口を覆うことができるので、これら給紙口や
排紙口から装置本体内へ異物が侵入するのを防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１４５４５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された画像読取装置の場合、給紙トレイ及び排紙
トレイは、双方がそれぞれ別の回動軸を中心に回動可能な構造とされる。そのため、各回
動軸を支持する軸受部もそれぞれ必要となり、それらの配設箇所を装置上で確保すると、
相応に大がかりな可動機構になる、という問題があった。
【０００６】
　また、上記特許文献１に記載された画像読取装置の場合、利用者が給紙トレイ側を回動
させると、それに連動して排紙トレイ側も回動する仕組みになっているので、このような
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仕組みを設けると、相応に複雑な可動機構になる、という問題もあった。
【０００７】
　さらに、上記特許文献１に記載された画像読取装置の場合、給紙トレイが給紙可能とな
る位置へ展開された際、排紙トレイは、展開された給紙トレイの下方となる位置において
、上下方向へと移動する。そのため、展開された給紙トレイの下方には、排紙トレイが上
下方向へ移動する際に必要となるスペースを確保せざるを得ず、その分、画像読取装置の
高さ方向寸法が増大しやすいので、装置の薄型化を図ることが難しくなる一因になる、と
いう問題もあった。
【０００８】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、原稿の供給及
び排出の際に利用されるトレイの構造が従来よりも簡素で、薄型化を図ることも容易な画
像読取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　請求項１に記載の画像読取装置は、原稿を所定の搬送経路に沿って搬送する原稿搬送手
段と、前記原稿搬送手段によって搬送される原稿から画像を読み取り可能な読取手段と、
前記原稿搬送手段と隣り合う位置に設けられたメイントレイと、開閉可能な構造で、閉じ
られた際には裏面が下方に向けられた状態で前記メイントレイの上方に配置される一方、
開かれた際には前記裏面が上方に向けられた状態で前記メイントレイを挟んで前記原稿搬
送手段とは反対側となる位置に配置され、その状態で前記裏面が原稿載置面として利用さ
れるサブトレイとを備え、前記サブトレイは、開かれた際に、前記原稿搬送手段へ供給さ
れる原稿が載置される供給トレイとして利用されるとともに、前記原稿搬送手段から排出
される原稿が載置される排出トレイとしても利用されることを特徴とする。
【００１０】
　このように構成された画像読取装置によれば、サブトレイを開いた際には、サブトレイ
が、供給トレイとしても排出トレイとしても利用される状態になる。そのため、供給トレ
イ及び排出トレイそれぞれが独立に設けられているものに比べ、装置の構造をコンパクト
にすることができる。
【００１１】
　また、サブトレイを閉じた際には、原稿載置面として利用されるサブトレイの裏面が下
方に向けられるとともに、メイントレイの上方にサブトレイが配置される。したがって、
サブトレイの裏面やメイントレイの上面に、ほこりが溜まったり異物が落下したりするの
を防止ないし抑制することができる。
【００１２】
　請求項２に記載の画像読取装置は、請求項１に記載の画像読取装置において、前記メイ
ントレイ上には、原稿の搬送方向に対し直交する方向へスライド可能で、当該スライドに
伴って互いの間隔を変更可能に構成された一対の原稿ガイドが設けられ、前記原稿ガイド
には、前記メイントレイの上方となる位置において前記メイントレイとの間に間隙をなす
形態とされた仕切板が設けられており、前記サブトレイが開かれた際に、前記サブトレイ
の前記裏面及び前記メイントレイの上面は、前記供給トレイとして利用されるとともに、
前記サブトレイの前記裏面及び前記仕切板の上面は、前記排出トレイとして利用されるこ
とを特徴とする。
【００１３】
　このように構成された画像読取装置によれば、原稿搬送手段へ供給される原稿は、仕切
板の下方においてメイントレイ上に載置され、原稿搬送手段から排出される原稿は、仕切
板の上面に排出される。したがって、このような仕切板が設けられていない場合に比べ、
原稿搬送手段へ供給される原稿と原稿搬送手段から排出される原稿との互いの接触面積を
低減させることができ、ジャム等の発生を抑制することができる。
【００１４】
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　請求項３に記載の画像読取装置は、請求項２に記載の画像読取装置において、前記サブ
トレイが開かれた際に、前記メイントレイに隣接する位置にある前記サブトレイの端部は
、前記メイントレイの上面よりも上方にあり、且つ、前記仕切板の上面よりも下方にある
ことを特徴とする。
【００１５】
　このように構成された画像読取装置によれば、原稿搬送手段へ供給される原稿は、サブ
トレイの裏面に沿って移動してから、その下方にあるメイントレイの上面へと移動する。
そのため、サブトレイの裏面よりも上方にメイントレイの上面がある場合とは異なり、原
稿の先端部がメイントレイに引っかかるのを防止ないし抑制することができる。
【００１６】
　また、原稿搬送手段から排出される原稿は、仕切板の上面に沿って移動してから、その
下方にあるサブトレイの裏面へと移動する。そのため、仕切板の上面よりも上方にサブト
レイの裏面がある場合とは異なり、原稿の先端部がサブトレイに引っかかるのを防止ない
し抑制することができる。
【００１７】
　請求項４に記載の画像読取装置は、請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の画像読
取装置において、前記サブトレイは、回動軸を中心に回動可能な状態で支持されており、
前記回動軸の下方となる位置で、前記メイントレイから連続する部分には、前記サブトレ
イが回動して前記サブトレイの端部が前記メイントレイの上面よりも下方へと移動した際
に、当該サブトレイの端部を通過させる凹部が形成されていることを特徴とする。
【００１８】
　このように構成された画像読取装置によれば、サブトレイの端部とメイントレイから連
続する部分との接触を避けて、サブトレイをスムーズに回動させることができる。また、
凹部がある分だけ、メイントレイの上面と回動軸を高さ方向について接近させることがで
きるので、装置の薄型化を図ることができる。
【００１９】
　請求項５に記載の画像読取装置は、請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の画像読
取装置において、前記サブトレイを開く際に、前記サブトレイが所定の位置まで移動した
ら、それ以上の移動を規制する位置決め部が設けられており、当該位置決め部は、前記サ
ブトレイの表面には接触しない位置で、前記サブトレイの移動を規制するとともに、当該
位置決め部によって前記サブトレイの移動が規制された際に、前記サブトレイの表面と他
の部材との間には間隙が形成されていることを特徴とする。
【００２０】
　このように構成された画像読取装置によれば、サブトレイを開く際には、位置決め部に
よってサブトレイの移動が規制され、その際、サブトレイの表面と他の部材との間には間
隙が形成される。したがって、サブトレイの表面を他の部材で傷つけてしまうのを防止す
ることができる。
【００２１】
　請求項６に記載の画像読取装置は、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の画像読
取装置において、前記サブトレイが閉じられた際に前記サブトレイの周囲を囲む位置にあ
る部分のうち、前記サブトレイが開かれた際に前記サブトレイの表面が接近することとな
る部分には、開かれた状態にある前記サブトレイの表面と同方向に向かって傾斜する傾斜
面が形成されていることを特徴とする。
【００２２】
　このように構成された画像読取装置によれば、サブトレイを開く際に、サブトレイの傾
斜角を十分に緩傾斜とすることができるので、原稿の排出をスムーズなものとすることが
できる。
【００２３】
　請求項７に記載の画像読取装置は、請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の画像読
取装置において、前記サブトレイの裏面には、原稿の搬送方向と平行な方向へ延びる複数
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のリブが形成されていることを特徴とする。
【００２４】
　このように構成された画像読取装置によれば、サブトレイの裏面に載置された原稿は、
複数のリブの先端で支持される状態となるので、原稿とサブトレイとの間の摩擦が低減さ
れ、原稿の供給及び排出をよりスムーズに行うことができる。
【００２５】
　請求項８に記載の画像読取装置は、請求項７に記載の画像読取装置において、前記複数
のリブは、中央にあるリブが、その両側にあるリブよりも高く形成されていることを特徴
とする。
【００２６】
　このように構成された画像読取装置によれば、サブトレイの裏面に載置された原稿は、
搬送方向に直交する方向について中央部分が両側部分よりも上に凸となる形態に湾曲する
ので、搬送方向へと送出する際に原稿の座屈を抑制することができる。
【００２７】
　請求項９に記載の画像読取装置は、請求項１～請求項８のいずれか一項に記載の画像読
取装置において、前記サブトレイの先端には、排出される原稿の先端に当接することによ
り、それ以上原稿が移動するのを規制する原稿ストッパーが設けられていることを特徴と
する。
【００２８】
　このように構成された画像読取装置によれば、排出される原稿がサブトレイの先端方向
へ過剰に送り出されてしまうのを、原稿ストッパーで防止することができる。
　請求項１０に記載の画像読取装置は、請求項９に記載の画像読取装置において、前記原
稿ストッパーは、排出される原稿の先端に当接する使用位置、及び排出される原稿の先端
に当接しない不使用位置のうち、いずれかの位置へ移動可能に構成されていることを特徴
とする。
【００２９】
　このように構成された画像読取装置によれば、原稿ストッパーを使用したくない場合に
は、原稿ストッパーを不使用位置へ移動させることができる。したがって、例えば、原稿
が搬送方向に長尺な場合などは、原稿ストッパーを不使用位置へ移動させることで、原稿
と原稿ストッパーとの当接を回避することができる。
【００３０】
　請求項１１に記載の画像読取装置は、請求項１０に記載の画像読取装置において、前記
原稿ストッパーは、前記サブトレイからの突出量が、前記原稿ストッパーを使用位置に移
動させた状態のまま前記サブトレイを閉じた場合でも、前記原稿ストッパーと前記メイン
トレイとが接触しない突出量とされていることを特徴とする。
【００３１】
　このように構成された画像読取装置によれば、原稿ストッパーを使用位置に移動させた
状態のままサブトレイを閉じても、原稿ストッパーがメイントレイに接触しないので、原
稿ストッパー又はメイントレイの損傷を防止することができる。
【００３２】
　請求項１２に記載の画像読取装置は、請求項９～請求項１１のいずれか一項に記載の画
像読取装置において、前記一対の原稿ガイドは、当該一対の原稿ガイドが互いの間隔を最
も狭くされた状態で前記サブトレイが閉じられた場合でも、前記原稿ストッパーと前記原
稿ガイドとの接触が発生しない形態とされていることを特徴とする。
【００３３】
　このように構成された画像読取装置によれば、一対の原稿ガイドが互いの間隔を最も狭
くされた状態でサブトレイが閉じられても、原稿ストッパーが原稿ガイドに接触しないの
で、原稿ストッパー又は原稿ガイドの損傷を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
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【図１】画像読取装置を備えた複合機を示す図であり、（ａ）は画像読取装置のサブトレ
イが閉じられた状態を示す斜視図、（ｂ）は画像読取装置のサブトレイが開かれた状態を
示す斜視図。
【図２】画像読取装置の縦断面図。
【図３】図２に示したＫ部の拡大図。
【図４】（ａ）は画像読取装置の平面図、（ｂ）は画像読取装置のＡ－Ａ線断面図。
【図５】（ａ）はサブトレイの裏面を示す説明図、（ｂ）はサブトレイのＢ－Ｂ線断面図
、（ｃ）はサブトレイのＣ－Ｃ線断面の一部を拡大して示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。
　図１（ａ）及び同図（ｂ）に示す複合機１は、画像読取装置としての機能（スキャン機
能）に加え、その他の機能（例えば、プリント機能、コピー機能、ファクシミリ送受信機
能など）を兼ね備えたものである。なお、以下の説明においては、複合機１が備える各部
の相対的な位置関係をわかりやすく説明するため、図中に併記した上下左右前後の各方向
を利用する。
【００３６】
　複合機１は、メインユニット２と、メインユニット２の上部に搭載されたスキャナユニ
ット３を備えている。スキャナユニット３は、後端側を回動中心にして前端側が上下に変
位する方向へ回動可能に構成され、これにより、メインユニット２の上部開口を閉鎖する
位置又は同上部開口を開放する位置へと変位可能な構造とされている。
【００３７】
　また、スキャナユニット３は、フラットベッド（以下、ＦＢと略称する。）型イメージ
スキャナのカバー部分にＡＤＦが組み込まれた構造とされたもので、ＦＢ本体部５と、こ
のＦＢ本体部５の上面側を覆うＡＤＦ部６とを備えている。
【００３８】
　ＡＤＦ部６は、後端側を回動中心にして前端側が上下に変位する方向へ回動可能に構成
され、これにより、ＦＢ本体部５上面にある原稿載置面を覆う位置又は同原稿載置面を露
出させる位置へと変位可能な構造とされている。
【００３９】
　なお、メインユニット２の前部上側には、利用者によって操作される操作パネル７が設
けられている。また、操作パネル７の下方には、印刷後の被記録媒体を排出する排出口８
が形成され、さらにその下方には、印刷前の被記録媒体が収納される給紙カセット９など
が装着されている。
【００４０】
　ＡＤＦ部６の上面には、図１（ａ）及び同図（ｂ）に示すように、サブトレイ１１が設
けられている。このサブトレイ１１は、図２及び図３に示すように、回動軸１２を中心に
回動可能で、回動軸１２から遠い方の端部が最も左方へと変位する位置（図２及び図３中
に実線で示す位置）へ回動すると閉じられた状態になる。
【００４１】
　サブトレイ１１が閉じられた場合、図１（ａ）に示すように、サブトレイ１１の表面１
１ａ側は、上方に向けられた状態となる。このとき、サブトレイ１１の表面１１ａは、サ
ブトレイ１１の左右両側にある上部カバー１３の表面１３ａ，１３ｂに対して面一（段差
がない状態）になり、これらの表面１１ａ，１３ａ，１３ｂが、過度に大きい隆起部分の
ない平坦な面を形成する。
【００４２】
　また、サブトレイ１１は、回動中心から遠い方の端部が最も右方へと変位する位置（図
２及び図３中に二点鎖線で示す位置）へ回動すると開かれた状態になる。この状態にする
と、ＡＤＦ部６の上面側においては、メイントレイ１５や、メイントレイ１５上に設けら
れた一対の原稿ガイド１７が外部に露出する状態となる。
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【００４３】
　一対の原稿ガイド１７は、図４（ａ）及び同図（ｂ）に実線及び二点鎖線で示すように
、双方とも前後方向へスライド可能で、しかも、一方に連動して他方が一方とは逆方向へ
スライドする仕組みになっている。そのため、一対の原稿ガイド１７の間隔を変更する際
には、一方を操作するだけで、双方を互いに接近又は離間する方向へスライドさせること
ができる。
【００４４】
　また、原稿ガイド１７には、仕切板１７ａが設けられている。この仕切板１７ａは、メ
イントレイ１５の上方となる位置にあり、メイントレイ１５との間には間隙をなす形態と
されている。
【００４５】
　サブトレイ１１が開かれた場合、図１（ｂ）に示すように、サブトレイ１１の裏面１１
ｂ側は、上方に向けられた状態となり、且つ、メイントレイ１５側に向かって下り勾配と
なる傾斜をなす状態になる。この状態において、メイントレイ１５に隣接する位置にある
サブトレイ１１の端部の位置Ｐ１は、図３に示すように、メイントレイ１５の上面の位置
Ｐ２よりも上方にあり、且つ、仕切板１７ａの上面の位置Ｐ３よりも下方にある。
【００４６】
　また、サブトレイ１１の回動軸１２の下方となる位置で、メイントレイ１５から連続す
る部分（メイントレイ１５の右方となる部分）には、凹部２１が形成されている。この凹
部２１は、サブトレイ１１が回動してサブトレイ１１の端部がメイントレイ１５の上面の
位置Ｐ２よりも下方へと移動した際に、サブトレイ１１の端部を通過させるために形成さ
れた領域である。
【００４７】
　このような凹部２１を形成しておくと、サブトレイ１１の端部とメイントレイ１５から
連続する部分との接触を避けて、サブトレイ１１をスムーズに回動させることができる。
また、凹部２１がある分だけ、メイントレイ１５の上面と回動軸１２を高さ方向について
接近させることができるので、ＡＤＦ部６の薄型化を図ることができる。
【００４８】
　さらに、サブトレイ１１の近傍には、サブトレイ１１を開く際に、サブトレイ１１が所
定の位置（図２及び図３中に二点鎖線で示す位置）まで移動したら、それ以上の移動を規
制する位置決め部２３が設けられている。この位置決め部２３は、サブトレイ１１の表面
には接触しない位置で、サブトレイ１１上の当接片２５に当接することにより、サブトレ
イ１１の移動を規制する。
【００４９】
　この位置決め部２３によってサブトレイ１１の移動が規制された際、サブトレイ１１の
表面と、このサブトレイ１１の表面に最接近する他の部材（本実施形態では上部カバー１
３）との間には間隙が形成される状態となる。
【００５０】
　より詳しくは、本実施形態において、サブトレイ１１が閉じられた際にサブトレイ１１
の周囲を囲む位置には、上部カバー１３が設けられている。そして、この上部カバー１３
のうち、サブトレイ１１が開かれた際にサブトレイ１１の表面１１ａが接近することとな
る部分には、傾斜面１３ｃが形成されている。
【００５１】
　この傾斜面１３ｃは、開かれた状態にあるサブトレイ１１の表面１１ａと同方向に向か
って傾斜しており、且つ、開かれた状態にあるサブトレイ１１の表面１１ａとの間には間
隙が形成されるように設計されている。また、サブトレイ１１の表面１１ａと傾斜面１３
ｃは、両者の接触が発生しない範囲内で両者間の間隙が十分に狭くされ、これにより、サ
ブトレイ１１を閉じたときに、ＡＤＦ部６の上面に過大な凹みができないようにされてい
る。
【００５２】
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　このような位置決め部２３を設ければ、サブトレイ１１の表面１１ａと他の部材との間
には間隙が形成されるので、サブトレイ１１の表面１１ａを他の部材で傷つけてしまうの
を防止することができる。また、傾斜面１３ｃを設けておけば、サブトレイ１１を開く際
に、サブトレイ１１の傾斜角を十分に緩傾斜とすることができるので、原稿の排出をスム
ーズなものとすることができる。
【００５３】
　また、サブトレイ１１の裏面１１ｂには、図５（ａ）及び同図（ｂ）に示すように、原
稿の搬送方向と平行な方向へ延びる複数のリブ２７ａ～２７ｇが形成されている。複数の
リブ２７ａ～２７ｇは、中央にあるリブ２７ｄが、その両側にあるリブ２７ａ～２７ｃ，
２７ｅ～２７ｇよりも、突出方向寸法が高く形成されている。
【００５４】
　さらに、ＦＢ本体部５の上面側には、図２に示すように、原稿載置面を形成するガラス
板３１が配設されている。また、ガラス板３１の下方には、イメージセンサ３３が設けら
れている。本実施形態において、イメージセンサ３３としては、密着イメージセンサ（Co
ntact Image Sensor）が利用されている。このイメージセンサ３３は、ガラス板３１の直
下となる位置を、左右方向へ往復移動可能に構成されている。
【００５５】
　また、ＡＤＦ部６には、図２中に破線で示す搬送経路に沿って、読取対象となる原稿を
搬送する原稿搬送機構３５が設けられている。この原稿搬送機構３５は、動力源からの動
力で駆動される複数の駆動ローラ、及び駆動ローラとの間に原稿を挟み込みつつ従動する
ピンチローラなどによって構成される。ガラス板３１の上方には原稿ホルダ３７が配設さ
れ、上述の搬送経路を搬送される原稿は、原稿ホルダ３７によってガラス板３１側に押し
当てられる。
【００５６】
　以上のように構成されたスキャナユニット３がＡＤＦスキャナとして利用される場合、
サブトレイ１１は開かれた状態とされる。そして、サブトレイ１１は、ＡＤＦ部６での読
取対象となる原稿が載置される供給トレイとして利用されるとともに、読取完了後に排出
される原稿が載置される排出トレイとしても利用される。
【００５７】
　より詳しく説明すると、読取対象となる原稿をＡＤＦ部６にセットする際には、サブト
レイ１１が開かれて、原稿が仕切板１７ａの下方に導入される。これにより、メイントレ
イ１５の上面及びサブトレイ１１の裏面１１ｂが供給トレイとして利用される状態になる
。
【００５８】
　この状態において、複数のリブ２７ａ～２７ｇは、それぞれの先端で原稿に当接してい
るので、原稿との接触面積は十分に小さくなり、サブトレイ１１と原稿との間に作用する
摩擦抵抗が低減される。また、中央にあるリブ２７ｄの突出量が大きく、これにより、原
稿は僅かに湾曲して上に凸な円筒曲面をなす形態になるので、原稿を搬送方向へと搬送し
たときに原稿が座屈するのを抑制することができる。
【００５９】
　また、このとき、読取対象となる原稿の両側端に当接する位置へ原稿ガイド１７をスラ
イドさせれば、原稿ガイド１７を基準にして原稿を整列させることができ、また、原稿が
搬送方向に対して傾くのを抑制することができる。
【００６０】
　このように原稿をセットした後は、ＡＤＦスキャンを指示する操作（例えば、操作パネ
ル７でのパネル操作やＰＣからの遠隔操作など）を行うと、スキャナユニット３では、画
像の読み取りを開始する。
【００６１】
　より詳しくは、ＡＤＦスキャンを指示する操作が行われると、イメージセンサ３３は、
原稿ホルダ３７の直下となる位置へ移動し、その位置で静止する。また、原稿搬送機構３
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５を構成するローラ群が駆動され、ＡＤＦ部６にセットされた原稿は、図２に破線で示し
た搬送経路に沿って搬送される。
【００６２】
　そして、このように搬送される原稿がガラス板３１と原稿ホルダ３７との間を通過する
際、イメージセンサ３３は、複合機１の前後方向を主走査方向、搬送方向を副走査方向と
して、副走査方向へ移動する原稿から、主走査方向に並ぶ複数の画素を繰り返し読み取る
。
【００６３】
　読取を完了した原稿は、原稿搬送機構３５から仕切板１７ａの上面側へと排出され、そ
の原稿はサブトレイ１１上へと送り出される。すなわち、このとき、仕切板１７ａの上面
及びサブトレイ１１上面が、排出トレイとして利用される状態になる。
【００６４】
　搬送対象となる原稿が複数枚ある場合、排出される原稿は、未搬送の原稿の上に一部が
重なる状態で排出されることになるが、排出される原稿の末端側は仕切板１７ａの上面に
留まるので、排出される原稿が未搬送の原稿として再び搬送されてしまうことはない。
【００６５】
　ところで、サブトレイ１１の先端には、原稿ストッパー４１が設けられている。この原
稿ストッパー４１は、原稿搬送機構３５から排出される原稿の先端に当接することにより
、それ以上原稿が移動するのを規制する部材である。
【００６６】
　このような原稿ストッパー４１を利用すれば、後から排出される原稿からの力で、先に
排出された原稿が押されたとしても、先に排出された原稿の先端に原稿ストッパー４１が
当接することで、先に排出された原稿がそれ以上押し出されないようにすることができる
。
【００６７】
　また、この原稿ストッパー４１は、排出される原稿の先端に当接する使用位置（図５（
ａ）及び同図（ｃ）に二点鎖線で示す位置）、及び排出される原稿の先端に当接しない不
使用位置（図５（ａ）及び同図（ｃ）に実線で示す位置）のうち、いずれかの位置へ択一
的に移動可能な構造とされている。
【００６８】
　そのため、原稿ストッパー４１を使用したくない場合には、原稿ストッパー４１を不使
用位置へ移動させることができる。原稿ストッパー４１を使用したくない場合としては、
例えば、原稿が搬送方向に長尺な場合などを挙げることができ、この場合、原稿ストッパ
ー４１を不使用位置へ移動させることで、長尺な原稿が原稿ストッパー４１に当接して皺
が生じてしまう、といったトラブルを回避することができる。
【００６９】
　また、原稿ストッパー４１は、サブトレイ１１からの突出量が、図４（ｂ）に示したと
おり、原稿ストッパー４１を使用位置に移動させた状態のままサブトレイ１１を閉じた場
合でも、原稿ストッパー４１とメイントレイ１５とが接触しない突出量とされている。
【００７０】
　そのため、仮に原稿ストッパー４１を使用位置に移動させた状態のままサブトレイ１１
を閉じたとしても、原稿ストッパー４１がメイントレイ１５に接触することはないので、
原稿ストッパー４１又はメイントレイ１５の損傷を防止することができる。
【００７１】
　さらに、一対の原稿ガイド１７については、これら一対の原稿ガイド１７が互いの間隔
を最も狭くされた状態（図４（ａ）及び同図（ｂ）に二点鎖線で示した状態）でサブトレ
イ１１が閉じられた場合でも、原稿ストッパー４１と原稿ガイド１７との接触が発生しな
い形態とされている。したがって、このような構造によっても、原稿ストッパー４１の損
傷が防止されることになり、原稿ガイド１７の損傷も防止することができる。
【００７２】
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　なお、以上、スキャナユニット３がＡＤＦスキャナとして利用される場合について詳述
したが、このスキャナユニット３は、ＦＢスキャナとしても利用することができる。スキ
ャナユニット３がＦＢスキャナとしてされる場合には、まず、ＡＤＦ部６が開かれて原稿
がガラス板３１上に載置される。
【００７３】
　ＡＤＦ部６は、ＦＢ本体部５に対して回動可能な他、ＦＢ本体部５に対して上下方向へ
変位可能な構造にもなっている。そのため、ＡＤＦ部６を上方へと持ち上げれば、比較的
厚みのある原稿（例えば書籍等）であっても、ＦＢ本体部５とＡＤＦ部６との間に原稿を
挟み込むことができる。
【００７４】
　そして、原稿をセットしたら、ＦＢスキャンを指示する操作（例えば、操作パネル７で
の操作やＰＣからの遠隔操作など）を行うと画像の読み取りを開始する。画像の読み取り
を開始した場合、イメージセンサ３３は、複合機１の前後方向を主走査方向、左右方向を
副走査方向として、ガラス板３１の下方を副走査方向へ移動しながら、主走査方向に並ぶ
複数の画素を繰り返し読み取ることになる。
【００７５】
　以上説明したように、上記複合機１によれば、サブトレイ１１を開いた際には、サブト
レイ１１が、供給トレイとしても排出トレイとしても利用される状態になる。そのため、
供給トレイ及び排出トレイそれぞれが独立に設けられているものに比べ、装置の構造をコ
ンパクトにすることができる。
【００７６】
　また、サブトレイ１１を閉じた際には、原稿載置面として利用されるサブトレイ１１の
裏面１１ｂが下方に向けられるとともに、メイントレイ１５の上方にサブトレイ１１が配
置される。したがって、サブトレイ１１の裏面１１ｂやメイントレイ１５の上面に、ほこ
りが溜まったり異物が落下したりするのを防止ないし抑制することができる。
【００７７】
　さらに、搬送対象となる原稿は、仕切板１７ａの下方においてメイントレイ１５上に載
置され、排出される原稿は、仕切板１７ａの上面に排出される。したがって、このような
仕切板１７ａが設けられていない場合に比べ、搬送前の原稿と搬送済みの原稿との互いの
接触面積を低減させることができ、ジャム等の発生を抑制することができる。
【００７８】
　また、上記複合機１において、サブトレイ１１を開いた際には、サブトレイ１１の端部
の位置Ｐ１は、メイントレイ１５の上面の位置Ｐ２よりも上方にあり、且つ、仕切板１７
ａの上面の位置Ｐ３よりも下方にある（図３参照）。そのため、搬送される原稿は、サブ
トレイ１１の裏面１１ｂに沿って移動してから、その下方にあるメイントレイ１５の上面
へと移動する。また、排出される原稿は、仕切板１７ａの上面に沿って移動してから、そ
の下方にあるサブトレイ１１の裏面１１ｂへと移動する。
【００７９】
　したがって、サブトレイ１１の裏面１１ｂよりも上方にメイントレイ１５の上面がある
場合や、仕切板１７ａの上面よりも上方にサブトレイ１１の裏面１１ｂがある場合とは異
なり、原稿の先端部がメイントレイ１５やサブトレイ１１に引っかかるのを防止ないし抑
制することができる。
【００８０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限
定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。
　例えば、上記実施形態においては、原稿の搬送経路のうち、原稿をＵターンさせる経路
よりも上流側の部分が下側、原稿をＵターンさせる経路よりも下流側の部分が上側に配置
されていた、原稿の搬送方向が逆向きになっていても、本発明の構成を採用することがで
きる。
【００８１】



(12) JP 2012-126530 A 2012.7.5

10

　また、上記実施形態においては、スキャナユニット３が、複合機１に組み込まれる事例
を示したが、単機能のイメージスキャナ装置として構成されていてもよい。
【符号の説明】
【００８２】
　１・・・複合機、２・・・メインユニット、３・・・スキャナユニット、５・・・ＦＢ
本体部、６・・・ＡＤＦ部、７・・・操作パネル、８・・・排出口、９・・・給紙カセッ
ト、１１・・・サブトレイ、１１ａ…サブトレイの表面、１１ｂ…サブトレイの裏面、１
２・・・回動軸、１３・・・上部カバー、１３ａ，１３ｂ…上部カバーの表面、１３ｃ・
・・上部カバーの傾斜面、１５・・・メイントレイ、１７・・・原稿ガイド、１７ａ・・
・仕切板、２１・・・凹部、２３・・・位置決め部、２５・・・当接片、２７ａ～２７ｇ
・・・リブ、３１・・・ガラス板、３３・・・イメージセンサ、３５・・・原稿搬送機構
、３７・・・原稿ホルダ、４１・・・原稿ストッパー。

【図１】 【図２】
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【図５】
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