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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体が搬送される搬送経路と、
　前記媒体を前記搬送経路の下側面に対して押し付ける様に搬送する搬送手段と、
　前記搬送手段の搬送方向下流側に設けられ、前記搬送経路の上側面を構成する上側読取
面を備え、搬送される前記媒体において前記上側読取面と対向する第１面を読み取る上側
読み取り手段と、
　前記上側読み取り手段に対して前記搬送経路を挟んで対向する位置に配置され、前記搬
送経路の下側面を構成する下側読取面を備え、搬送される前記媒体において前記下側読取
面と対向する第２面を読み取る下側読み取り手段と、を備え、
　前記下側読み取り手段は、前記下側読取面が前記上側読取面に対して近づく方向に進出
する進出状態と、前記下側読取面が前記進出状態よりも前記上側読取面から離れる方向に
退避する退避状態と、を切り換え可能であり、
　前記下側読み取り手段の状態を制御する制御部は、前記媒体として所定の剛性を有する
第１媒体を搬送する場合に、前記下側読み取り手段を前記退避状態とし、前記媒体として
前記第１媒体よりも剛性の低く且つサイズの大きい第２媒体を搬送する場合に、前記下側
読み取り手段を前記進出状態とする、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像読取装置において、
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　搬送される前記媒体が、前記第１媒体と前記第２媒体のいずれかを判定する媒体判定手
段を備える、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像読取装置において、
　前記第１媒体は、カードサイズの媒体である、ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像読取装置において、前記媒体判定手段は、
　前記搬送経路において、前記媒体の搬送方向と交差する幅方向における前記カードサイ
ズの媒体の搬送領域の内側に設けられた第１のセンサーと、
　前記搬送経路において、前記媒体の搬送方向と交差する幅方向における前記カードサイ
ズの媒体の搬送領域の外側に設けられた第２のセンサーと、を備え、
　搬送される前記媒体が、前記第１のセンサーによって検出され、且つ、前記第２のセン
サーによって検出されない場合に、当該媒体が前記第１媒体であると判定し、それ以外の
場合に、当該媒体が前記第２媒体であると判定する、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の画像読取装置において、
　前記第１のセンサーは、前記カードサイズの媒体の長辺を搬送方向に沿う方向にして搬
送した際の、前記幅方向における前記搬送領域の内側に設けられ、
　前記第２のセンサーは、前記カードサイズの媒体の長辺を搬送方向に沿う方向にして搬
送した際の、前記幅方向における前記搬送領域の外側に設けられている、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の画像読取装置において、
　前記第１のセンサーは、前記カードサイズの媒体の長辺を搬送方向に沿う方向にして搬
送した際の、前記幅方向における前記搬送領域の内側に設けられ、
　前記第２のセンサーは、前記カードサイズの媒体の短辺を搬送方向に沿う方向にして搬
送した際の、前記幅方向における前記搬送領域の外側に設けられている、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項７】
　請求項４から請求項６のいずれか一項に記載の画像読取装置において、
　前記第１のセンサー及び前記第２のセンサーの少なくともいずれかは、超音波センサー
である、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項８】
　請求項２から請求項７のいずれか一項に記載の画像読取装置において、
　前記下側読み取り手段の状態を切り換える状態切替機構部を備え、
　前記状態切替機構部は、駆動源と、前記駆動源の駆動力を前記下側読み取り手段の進退
動作に変換するカム部と、を備える、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の画像読取装置において、
　前記制御部は、ドライバーにおいて設定された媒体の種類に基づいて、前記下側読み取
り手段の状態を制御可能に構成されている、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１０】
　請求項２から請求項８のいずれか一項に記載の画像読取装置において、
　前記制御部は、ドライバーにおいて設定された媒体の種類に基づいて、前記下側読み取
り手段の状態を制御可能に構成され、
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　前記ドライバーにおいて設定された前記媒体の種類と、前記媒体判定手段によって判定
された前記媒体の種類が異なった場合に、前記媒体判定手段の判定結果に基づいて、前記
制御部が前記下側読み取り手段の状態を制御する、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載の画像読取装置において、
　前記上側読み取り手段は、前記下側読み取り手段に対して進退可能に構成されていると
ともに、当該上側読み取り手段を前記下側読み取り手段に向けて付勢する付勢手段を備え
、
　前記付勢手段は、付勢力を調整可能に構成されており、
　前記付勢手段の付勢力を調整する前記制御部は、
　前記媒体として前記第１媒体を搬送する場合に、前記付勢手段の付勢力を大きく設定し
、前記媒体として前記第２媒体を搬送する場合に、前記付勢手段の付勢力を前記第１媒体
を搬送する場合よりも小さく設定する、
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、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】
　画像読取装置の一例であるスキャナーには、原稿の自動送り装置（ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）とも呼ばれる）が設けられ、複数枚の原稿の自動送り
と読み込みとを行える様に構成される場合がある（例えば、特許文献１）。原稿は、ＡＤ
Ｆによって読取部に向けて送られる。　
　この様なスキャナーにおいて、搬送経路における読取部と対向する領域では、前記読取
部による高い読取精度を得るため、前記読取部と搬送される媒体（原稿）を密着させるよ
うに前記搬送経路は狭く形成されている。　
　特許文献１において、前記搬送経路は、上下に配置された画像読取ユニット１３、１４
によって形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１００１１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記読取部に向けて原稿を送る際に、前記搬送経路の前記読取部と対向する
領域において、前記原稿を搬送経路の下側面に押し付けるようにして送ることにより、前
記読取部と対向する領域において原稿の姿勢を安定させる場合がある。　
　このとき、前述のように読取部と対向する領域の前記搬送経路が狭く形成されていると
、原稿となる媒体の剛性が高い場合に、当該媒体が前記搬送経路に引っ掛かったり、搬送
抵抗が増加したりすることがある。
【０００５】
　特許文献１では、上下に配置された画像読取ユニット１３、１４は、両者の読み取り面
の間隔は、薄い媒体Ｍ１が通る間隔にされているとともに、それぞれの読取面が近づく方
向に弾性部材１３２、１４２により付勢されている（特許文献１の図５を参照）。そして
、厚い媒体Ｍ２を搬送する場合は、厚い媒体Ｍ２が弾性部材１３２、１４２の付勢力に抗
して画像読取ユニット１３、１４を互いに離れる方向に移動させつつ、画像読取ユニット
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１３、１４の読み取り面の間を通過する。この構成では、厚い媒体Ｍ２を搬送する際の搬
送抵抗が高くなる。
【０００６】
　上記問題点に鑑み、本発明の目的は、原稿が剛性が高い媒体であっても前記原稿を読取
部と対向する領域に適切に搬送することができるとともに、前記読取部において高い読取
精度が得られる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】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の態様に係る画像読取装置は、媒体が搬送され
る搬送経路と、前記媒体を前記搬送経路の下側面に対して押し付ける様に搬送する搬送手
段と、前記搬送手段の搬送方向下流側に設けられ、前記搬送経路の上側面を構成する上側
読取面を備え、搬送される前記媒体において前記上側読取面と対向する第１面を読み取る
上側読み取り手段と、前記上側読み取り手段に対して前記搬送経路を挟んで対向する位置
に配置され、前記搬送経路の下側面を構成する下側読取面を備え、搬送される前記媒体に
おいて前記下側読取面と対向する第２面を読み取る下側読み取り手段と、を備え、前記下
側読み取り手段は、前記下側読取面が前記上側読取面に対して近づく方向に進出する進出
状態と、前記下側読取面が前記進出状態よりも前記上側読取面から離れる方向に退避する
退避状態と、を切り換え可能であり、前記下側読み取り手段の状態を制御する制御部は、
前記媒体として所定の剛性を有する第１媒体を搬送する場合に、前記下側読み取り手段を
前記退避状態とし、前記媒体として前記第１媒体よりも剛性の低い第２媒体を搬送する場
合に、前記下側読み取り手段を前記進出状態とする、ことを特徴とする。
【０００８】
　本態様によれば、前記下側読み取り手段の状態を制御する制御部は、前記媒体として所
定の剛性を有する第１媒体を搬送する場合に、前記下側読み取り手段を前記退避状態とす
るので、所定の高い剛性の前記第１媒体が前記搬送手段によって前記搬送経路の下側面、
すなわち、前記下側読み取り手段の下側読取面に対して押し付ける様に搬送された際に、
前記第１媒体が前記下側読み取り手段の前記下側読取面に引っ掛かる、或いは搬送抵抗が
増加する虞を低減することができる。　
　また、前記制御部は、前記媒体として前記第１媒体よりも剛性の低い第２媒体を搬送す
る場合には、前記下側読み取り手段を前記進出状態とする。従って前記下側読取面に対し
て押し付ける様に搬送された際に当該下側読取面に引っ掛かる等の虞が少ない前記第２媒
体の搬送時には、前記上側読取面と前記下側読取面との間を狭くすることができる。以っ
て、前記上側読取面と前記媒体（前記第２媒体）の前記第１面、及び、前記下側読取面と
前記媒体の前記第２面を、より近接させることができ、読み取り精度を高めることができ
る。
【０００９】
　本発明の第２の態様に係る画像読取装置は、第１の態様において、搬送される前記媒体
が、前記第１媒体と前記第２媒体のいずれかを判定する媒体判定手段を備える、ことを特
徴とする。
【００１０】
　本態様によれば、前記媒体判定手段によって、搬送される前記媒体が前記第１媒体であ
るか前記第２媒体であるかを判定し、その判定結果に基づいて、前記下側読み取り手段の
状態を制御することができる。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係る画像読取装置は、第２の態様において、前記第１媒体は、カ
ードサイズの媒体である、ことを特徴とする。
【００１２】
　本態様によれば、前記第１媒体が、カードサイズの媒体である場合に、第２の態様と同
様の作用効果が得られる。
【００１３】
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　本発明の第４の態様に係る画像読取装置は、第３の態様において、前記媒体判定手段は
、前記搬送経路において、前記媒体の搬送方向と交差する幅方向における前記カードサイ
ズの媒体の搬送領域の内側に設けられた第１のセンサーと、前記搬送経路において、前記
媒体の搬送方向と交差する幅方向における前記カードサイズの媒体の搬送領域の外側に設
けられた第２のセンサーと、を備え、搬送される前記媒体が、前記第１のセンサーによっ
て検出され、且つ、前記第２のセンサーによって検出されない場合に、当該媒体が前記第
１媒体であると判定し、それ以外の場合に、当該媒体が前記第２媒体であると判定する、
ことを特徴とする。
【００１４】
　本態様によれば、前記搬送経路において、前記媒体の搬送方向と交差する幅方向におけ
る前記カードサイズの媒体の搬送領域の内側に設けられた第１のセンサーと、前記カード
サイズの媒体の搬送領域の外側に設けられた第２のセンサーと、の２つのセンサーを利用
し、前記第１の媒体であるか前記第２の媒体であるかを判定するので、前記第１の媒体で
あるか前記第２の媒体であるかを確実に判定することができる。
【００１５】
　本発明の第５の態様に係る画像読取装置は、第４の態様において、前記第１のセンサー
は、前記カードサイズの媒体の長辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した際の、前記幅方
向における前記搬送領域の内側に設けられ、前記第２のセンサーは、前記カードサイズの
媒体の長辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した際の、前記幅方向における前記搬送領域
の外側に設けられている、ことを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、前記カードサイズの媒体の長辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した
際に、前記第１媒体と前記第２媒体とを区別して検出することができる。
【００１７】
　本発明の第６の態様に係る画像読取装置は、第４の態様において、前記第１のセンサー
は、前記カードサイズの媒体の長辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した際の、前記幅方
向における前記搬送領域の内側に設けられ、前記第２のセンサーは、前記カードサイズの
媒体の短辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した際の、前記幅方向における前記搬送領域
の外側に設けられている、ことを特徴とする。
【００１８】
　本態様によれば、前記第１媒体としての前記カードサイズの媒体を、その長辺を搬送方
向に沿う方向にして搬送した場合と、その短辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した場合
と、のいずれにおいても、前記第１媒体と前記第２媒体とを区別して検出することができ
る。
【００１９】
　本発明の第７の態様に係る画像読取装置は、第４の態様から第６の態様のいずれかにお
いて、前記第１のセンサー及び前記第２のセンサーの少なくともいずれかは、超音波セン
サーである、ことを特徴とする。
【００２０】
　本態様によれば、前記第１のセンサー及び前記第２のセンサーの少なくともいずれかに
、超音波センサーを用いて、第４の態様または第５の態様と同様の作用効果が得られる。
　
　加えて、前記媒体の重送を検出することもできる。
【００２１】
　本発明の第８の態様に係る画像読取装置は、第２の態様から第７の態様のいずれかにお
いて、前記下側読み取り手段の状態を切り換える状態切替機構部を備え、前記状態切替機
構部は、駆動源と、前記駆動源の駆動力を前記下側読み取り手段の進退動作に変換するカ
ム部と、を備えることを特徴とする。
【００２２】
　本態様によれば、構造簡単にして前記下側読み取り手段の状態の切り換えを行うことが
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できる。
【００２３】
　本発明の第９の態様に係る画像読取装置は、第１の態様から第８の態様のいずれかにお
いて、前記制御部は、ドライバーにおいて設定された媒体の種類に基づいて、前記下側読
み取り手段の状態を制御可能に構成されている、ことを特徴とする。
【００２４】
　本態様によれば、ドライバーにおいて設定された媒体の種類に基づいて、前記下側読み
取り手段の状態を制御することができる。
【００２５】
　本発明の第１０の態様に係る画像読取装置は、第２の態様から第８の態様のいずれかに
おいて、前記制御部は、ドライバーにおいて設定された媒体の種類に基づいて、前記下側
読み取り手段の状態を制御可能に構成され、前記ドライバーにおいて設定された前記媒体
の種類と、前記媒体判定手段によって判定された前記媒体の種類が異なった場合に、前記
媒体判定手段の判定結果に基づいて、前記制御部が前記下側読み取り手段の状態を制御す
る、ことを特徴とする。
【００２６】
　本態様によれば、前記ドライバーにおいてユーザーが設定した前記媒体の種類と、前記
媒体判定手段によって判定された前記媒体の種類が異なった場合に、前記媒体判定手段の
判定結果に基づいて、前記制御部が前記下側読み取り手段の状態を制御するので、ユーザ
ーによる設定間違いがあった場合に、実際に搬送されている媒体を前記媒体判定手段によ
り判定した結果を優先させて前記制御部による制御を行うことができる。
【００２７】
　本発明の第１１の態様に係る画像読取装置は、第１の態様から第１０の態様のいずれか
において、前記下側読み取り手段が設けられる下部ユニットと、前記上側読み取り手段が
設けられ、前記下部ユニットに対して開閉する上部ユニットと、を備え、前記上部ユニッ
トが開かれた際に、前記下側読み取り手段が、前記退避状態よりも更に退避した第２の退
避状態をとり得る、ことを特徴とする。
【００２８】
　本態様によれば、メンテナンス等のために前記上部ユニットが開かれた際に、前記下側
読み取り手段の下側読取面にユーザーが触れたり、異物が接触したりする虞を低減するこ
とができる。
【００２９】
　本発明の第１２の態様に係る画像読取装置は、第１の態様から第１１の態様のいずれか
において、前記上側読み取り手段は、前記下側読み取り手段に対して進退可能に構成され
ているとともに、当該上側読み取り手段を前記下側読み取り手段に向けて付勢する付勢手
段を備え、前記付勢手段は、付勢力を調整可能に構成されており、前記付勢手段の付勢力
を調整する前記制御部は、前記媒体として前記第１媒体を搬送する場合に、前記付勢手段
の付勢力を大きく設定し、前記媒体として前記第２媒体を搬送する場合に、前記付勢手段
の付勢力を前記第１媒体を搬送する場合よりも小さく設定する、ことを特徴とする。
【００３０】
　前記媒体として剛性が高い前記第１媒体を搬送する場合に、例えば、搬送される前記第
１媒体の前記上側読み取り手段への接触により当該上側読み取り手段が動いてしまう場合
がある。原稿の読み取り中に前記上側読み取り手段が動くと、読み取り画質が低下する。
　
　本態様によれば、前記第１媒体を搬送する場合に、前記付勢手段の付勢力を大きく設定
することにより、前記第１媒体の接触により上側読み取り手段が動いてしまう虞を低減す
ることができる。
【００３１】
　一方、前記第１媒体よりも剛性が低い前記第２媒体は、搬送時に前記上側読み取り手段
に接触したとしても、当該上側読み取り手段を動かしてしまう虞が少ない。したがって、
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前記媒体として前記第２媒体を搬送する場合には、前記付勢手段の付勢力を前記第１媒体
を搬送する場合よりも小さく設定する。このことにより、前記第１媒体よりも剛性が低い
前記第２媒体が搬送される際の搬送負荷を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係るスキャナーを示す外観斜視図。
【図２】本発明に係るスキャナーにおいて開閉体を開き、排紙トレイを引き出した状態を
示す斜視図。
【図３】本発明に係るスキャナーにおいて上部ユニットを下部ユニットに対して開状態と
した場合の斜視図。
【図４】本発明に係るスキャナーにおける搬送経路を示す側断面図。
【図５】スキャナーの要部を示す斜視図。
【図６】スキャナーの要部を示す斜視図。
【図７】スキャナーの要部を下方側から見た斜視図。
【図８】下部読取センサーの状態切り替えについて説明する図。
【図９】下部読取センサーの状態切り替えについて説明する図。
【図１０】スキャナーの制御系統を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　［実施例１］
　まず、本発明の一実施例に係る画像読取装置の概略について説明する。本実施例では画
像読取装置の一例として、媒体の表面及び裏面の少なくとも一面を読み取り可能なドキュ
メントスキャナー（以下、単にスキャナー１と称する）を例に挙げる。　
　図１は、本発明に係るスキャナーを示す外観斜視図である。図２は、本発明に係るスキ
ャナーにおいて開閉体を開き、排紙トレイを引き出した状態を示す斜視図である。図３は
、本発明に係るスキャナーにおいて上部ユニットを下部ユニットに対して開状態とした場
合の斜視図である。図４は、本発明に係るスキャナーにおける搬送経路を示す側断面図で
ある。図５は、スキャナーの要部を示す斜視図である。図６は、スキャナーの要部を示す
斜視図である。図７は、スキャナーの要部を下方側から見た斜視図である。図８は、下部
読取センサーの状態切り替えについて説明する図である。図９は、下部読取センサーの状
態切り替えについて説明する図である。図１０は、スキャナーの制御系統を示すブロック
図である。
【００３４】
　＜スキャナーの概要＞
　本発明に係る画像読取装置としてのスキャナー１（図１）は、下部ユニット２及び上部
ユニット３によって構成される筐体７と、上部ユニット３の上面及を開閉する開閉体であ
るペーパーサポート４と、によってその外観が構成されている。
【００３５】
　尚、各図において示すＸ－Ｙ－Ｚ座標系はＸ方向が装置幅方向であり用紙幅方向、Ｙ方
向が用紙搬送方向である。Ｚ方向はＹ方向と交差する方向であって、概ね搬送される用紙
の面と直交する方向を示している。また、＋Ｙ方向側を装置前面側とし、－Ｙ方向側を装
置背面側とする。また、装置前面側から見て右側を＋Ｘ方向、左側を－Ｘ方向とする。ま
た、＋Ｚ方向を装置上方（上部、上面等を含む）とし、－Ｚ方向側を装置下方（下部、下
面等を含む）とする。　
　また、スキャナー１において、媒体は各図の＋Ｙ方向へ搬送される構成である。＋Ｙ方
向側が「下流」であり、－Ｙ方向側が「上流」である。
【００３６】
　上部ユニット３は下部ユニット２に対して用紙搬送方向下流側（＋Ｙ側）を回動支点と
して回動可能に下部ユニット２に取り付けられている。上部ユニット３は、下部ユニット
２に対して閉じて下部ユニット２とともに媒体Ｐの搬送経路３０（図３、図４）を構成す
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る閉状態（図２参照）と、下部ユニット２に対して装置前面側に回動して媒体Ｐの搬送経
路３０を露呈させて媒体Ｐの紙詰まりの処理等のメンテナンスを容易に行うことができる
開状態（図３）とを取り得る。
【００３７】
　上部ユニット３の上部には、上部ユニット３に対して開閉するペーパーサポート４（図
２）が設けられている。　
　ペーパーサポート４は、図１に示すように上部ユニット３の上部及び給送口６（図２を
参照）を覆う非給送状態と、図１の非給送状態から図２に示すように装置背面側に回動し
、給送口６を開放するとともにペーパーサポート４の裏面（媒体Ｐの媒体載置部１１）に
媒体Ｐをセット可能な給送状態とを取り得る。ペーパーサポート４は、前記給送状態にお
いて媒体載置部１１に複数枚の媒体Ｐ（図４における媒体束Ｇ）を支持することができる
。　
　また、ペーパーサポート４の上流側には、ペーパーサポート４に対して収納可能且つ引
き出し可能に構成された補助ペーパーサポート１５（図２、図３）が設けられている。
【００３８】
　下部ユニット２の装置前面側には媒体Ｐを排出する排出口８が設けられている。また、
下部ユニット２は、排出口８から装置前面側に向けて引き出し可能な排紙トレイ５を備え
ている。排紙トレイ５は、下部ユニット２の底部に収納された状態（図１参照）と、装置
前面側に引き出された状態（図２参照）とを取り得る。また、本実施形態において排紙ト
レイ５は複数のトレイ部材を連結して構成されており、排出される媒体Ｐの長さに応じて
、排出口８からの引き出し長さを調整可能である。
【００３９】
　装置前面において符号１６は、各種読み取り設定・読み取り実行を行う操作ボタン、読
み取り設定内容の表示などを行う表示部、等を備えて成る操作パネル１６である。
【００４０】
　＜スキャナーにおける搬送経路について＞
　次に、主として図４を参照して、スキャナー１における搬送経路について説明する。　
　給送口６にセットされる媒体Ｐは、媒体載置部１１に載置される。給送口６には、複数
枚の媒体Ｐが重なった媒体束Ｇ（媒体束）を載置することができる。　
　尚、図４において符号１２は、媒体Ｐの幅方向（Ｘ軸方向）の両側縁をガイドする一対
のエッジガイド（図２、図３も参照）である。エッジガイド１２は、媒体Ｐのサイズに応
じてＸ軸方向にスライド移動可能に設けられている。
【００４１】
　給送口６にセットされた媒体束Ｇは、給送装置１０によって給送されて、後述する画像
読取部２１に向けて送られる。給送装置１０は、媒体載置部１１に載置された媒体束Ｇの
うち、最下位の媒体Ｐ１に接触して回転することにより最下位の媒体Ｐ１を給送する給送
ローラー１３を備えている。　
　給送ローラー１３は、下部ユニット２に対して回転可能に設けられている。より具体的
には、給送ローラー１３は、下部ユニット２に形成された凹部３２に着脱可能に設けられ
ており、凹部３２はカバー部材３１によって覆われている。カバー部材３１は、搬送経路
３０の下側案内面２９ａ（図３に示す下部ユニット２の上面）の一部を構成し、給送ロー
ラー１３の一部を搬送経路３０に露呈させつつ凹部３２を覆う様に構成されている。
【００４２】
　給送ローラー１３と対向する位置には、給送ローラー１３との間で用紙をニップして、
媒体束Ｇから最下位の媒体Ｐ１を分離する分離ローラー１４が設けられている。　
　本実施例において給送ローラー１３と分離ローラー１４は、図３に示すように、媒体搬
送方向と交差する装置幅方向において、ほぼ中央部に設けられており、媒体載置部１１に
おいて媒体Ｐが幅方向の中央に揃えられ、所謂、センター給紙方式で給紙されるように構
成されている。　
　尚、給送ローラー１３及び分離ローラー１４外周面は、高摩擦材料（例えば、ゴムなど
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のエラストマー等）により構成されている。
【００４３】
　最下位の媒体Ｐ１（以下、単に媒体Ｐとして説明する）は、下部ユニット２に対して回
転可能に設けられた給送ローラー１３によりピックアップされて下流側（＋Ｙ方向側）に
給送される。具体的には、媒体Ｐにおいて媒体載置部１１の載置面に対向する面に給送ロ
ーラー１３が接触しつつ回転することにより、媒体Ｐを下流側に向けて給送する。したが
って、スキャナー１において媒体束Ｇ（複数枚の媒体Ｐ）を給送口６にセットした場合に
は、下側から順に下流側に向けて給送される。　
　給送ローラー１３によって給送された媒体Ｐは、給送ローラー１３の下流側の搬送経路
３０を搬送される。搬送経路３０は、互いに対向する案内面（下側案内面２９ａと上側案
内面２９ｂ）によって構成されている。
【００４４】
　給送ローラー１３の下流側には、「搬送手段」としての搬送ローラー２０が設けられて
いる。搬送ローラー２０は、下部ユニット２に設けられた搬送駆動ローラー２３と、上部
ユニット３に設けられ、搬送駆動ローラー２３に対して従動回転する搬送従動ローラー２
４を備えて構成されている。搬送駆動ローラー２３は、下側の案内面に対して一部が突出
するように配置されている。　
　搬送従動ローラー２４は、その回転軸２４ａが、搬送駆動ローラー２３の回転軸２３ａ
よりも下流側に位置するように設けられており、これにより、搬送される媒体Ｐは搬送経
路３０の下側面（具体的には、後述する下部読取センサー２６の下側読取面２６ａ）に対
して押し付けられる様に搬送される。
【００４５】
　搬送ローラー２０の下流側には、画像を読み取る画像読取部２１が設けられており、搬
送ローラー２０によって媒体Ｐが画像読取部２１に搬送される。　
　画像読取部２１は、上部ユニット３側に設けられた「上側読み取り手段」としての上部
読取センサー２５と、下部ユニット２側に設けられた「下側読み取り手段」としての下部
読取センサー２６とを備えている。本実施形態において、上部読取センサー２５及び下部
読取センサー２６は一例として密着型イメージセンサーモジュール（ＣＩＳＭ）として構
成されている。　
　尚、画像読取部２１（上部読取センサー２５及び下部読取センサー２６）の構成につい
ては、後で更に説明する。
【００４６】
　画像読取部２１において、媒体Ｐの表面及び裏面の少なくとも一方の面の画像を読み取
られた後、画像読取部２１の下流側に位置する排出ローラー２２によって媒体Ｐが送られ
て、下部ユニット２の装置前面側に設けられた排出口８から排出される。排出ローラー２
２は、下部ユニット２に設けられた排出駆動ローラー２７と、上部ユニット３に設けられ
、排出駆動ローラー２７に対して従動回転する排出従動ローラー２８とによって構成され
ている。　
　排紙トレイ５を引き出した状態（図２）において、排出口８から排出された媒体Ｐが排
紙トレイ５上に積載される。
【００４７】
　＜画像読取部について＞
　続いて、図４～図９を参照して、画像読取部２１を構成する上部読取センサー２５及び
下部読取センサー２６について説明する。　
　図４において、上部読取センサー２５は搬送経路３０の上側案内面２９ｂを構成する上
側読取面２５ａを備え、搬送される媒体Ｐにおいて上側読取面２５ａと対向する「第１面
」としてのおもて面を読み取る様に構成されている。　
　また、同じく図４において、下部読取センサー２６は、上部読取センサー２５に対して
搬送経路３０を挟んで対向する位置に配置されており、搬送経路３０の下側案内面２９ａ
を構成する下側読取面２６ａを備え、搬送される媒体Ｐにおいて下側読取面２６ａと対向
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する「第２面」としての裏面を読み取る様に構成されている。
【００４８】
　上部読取センサー２５及び下部読取センサー２６は、図５に示すように、装置幅方向（
Ｘ軸方向）に延びている。　
　上部読取センサー２５には、装置幅方向における両端部に「付勢手段」としてのバネ部
材３３、３３が設けられている。バネ部材３３、３３は、上部読取センサー２５と上部ユ
ニット３（図５においては図示を省略している）との間に配置されている。本実施例にお
いて上部読取センサー２５は、上部ユニット３に対して進退可能に構成されている。そし
て、バネ部材３３、３３は、上部読取センサー２５を下部読取センサー２６に向けて付勢
している。
【００４９】
　下部読取センサー２６は、下側読取面２６ａが上側読取面２５ａに対して近づく方向に
進出する進出状態（図８の左図及び図９の左図）と、下側読取面２６ａが前記進出状態よ
りも上側読取面２５ａから離れる方向に退避する退避状態（図８の右図及び図９の右図）
と、を切り換え可能に構成されている。　
　下部読取センサー２６の状態の切り替えは、制御部３４（図１０）によって制御される
。制御部３４は、搬送される媒体の種類に応じて、下部読取センサー２６の前記進出状態
と前記退避状態とを切り換える。より具体的には、制御部３４は、媒体Ｐとして所定の剛
性を有する第１媒体Ａを搬送する場合に、下部読取センサー２６を前記退避状態とし、媒
体Ｐとして第１媒体Ａよりも剛性の低い第２媒体Ｂを搬送する場合に、下部読取センサー
２６を前記進出状態とする制御を行う。
【００５０】
　下部読取センサー２６は、後述する状態切替機構部５０によって、前記進出状態と前記
退避状態とを切り換えるようになっている。状態切替機構部５０の構成については、後で
詳しく説明する。
【００５１】
　本実施例において所定の剛性を有する第１媒体Ａは、図５に示すようなカードサイズの
媒体であり、例えば、プラスチック等の樹脂で形成されたカードやカードサイズの厚紙で
ある。第１媒体Ａよりも剛性の低い第２媒体Ｂは、一般的な普通紙等であり、図６に示す
ようにサイズがカードサイズよりも大きいハガキやＡ４等の媒体である。
【００５２】
　このように、制御部３４が、搬送される媒体の種類に応じて、下部読取センサー２６の
前記進出状態と前記退避状態とを切り換えることにより、以下の作用効果が得られる。　
　すなわち、媒体Ｐとして剛性が高い第１媒体Ａ（カードサイズの媒体）を搬送する場合
に、下部読取センサー２６を図８の右図及び図９の右図に示す前記退避状態として、上部
読取センサー２５の上側読取面２５ａと下部読取センサー２６の下側読取面２６ａとの間
を広い間隔Ｌ２とするので、高い剛性の第１媒体Ａが搬送ローラー２０によって搬送経路
３０の下側面、すなわち、下部読取センサー２６の下側読取面２６ａに対して押し付けら
れる様に搬送された際に、第１媒体Ａが下側読取面２６ａに引っ掛かる虞を低減すること
ができる。また、第１媒体Ａの搬送抵抗の増加を抑制できる。
【００５３】
　また、制御部３４が、媒体Ｐとして第１媒体Ａよりも剛性の低い第２媒体Ｂを搬送する
場合には、図８の左図及び図９の左図に示すように、下部読取センサー２６を前記進出状
態とする。従って、下側読取面２６ａに対して押し付ける様に搬送された際に下側読取面
２６ａに引っ掛かる等の虞が少ない第２媒体Ｂの搬送時には、上側読取面２５ａと下側読
取面２６ａとの間を狭い間隔Ｌ１にすることができる。以って、上側読取面２５ａと第２
媒体Ｂのおもて面、及び、下側読取面２６ａと第２媒体Ｂの裏面をより近接させることが
でき、読み取り精度を高めることができる。
【００５４】
　続いて、スキャナー１は、画像読取部２１に向けて搬送される媒体Ｐが、第１媒体Ａと
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第２媒体Ｂのいずれかを判定する媒体判定手段４０（図５、図６）を備えている。　
　媒体判定手段４０を備えることにより、搬送される媒体Ｐが第１媒体Ａであるか第２媒
体Ｂであるかを媒体判定手段４０によって判定し、その判定結果に基づいて下部読取セン
サー２６の状態を制御部３４によって制御することができる。　
　媒体判定手段４０による判定の結果、下部読取センサー２６の状態切り替えを行う必要
がある場合には、画像読取部２１の手前で一旦媒体Ｐを停止させ、下部読取センサー２６
の状態を切り替えることができる。
【００５５】
　以下において、本実施例の媒体判定手段４０の具体的な構成について説明する。　
　媒体判定手段４０は、搬送経路３０において、媒体搬送方向（＋Ｙ方向）と交差する幅
方向（Ｘ軸方向）におけるカードサイズの第１媒体Ａの搬送領域３５の内側に設けられた
第１のセンサー４１と、搬送経路３０において、前記幅方向におけるカードサイズの第１
媒体Ａの搬送領域３５の外側に設けられた第２のセンサー４２と、を備えて構成されてい
る。　
　第１のセンサー４１及び第２のセンサー４２は、下側案内面２９ａ側に設けられており
、それぞれのセンサーの上を媒体Ｐが通過した際に当該媒体Ｐを検知する様になっている
。
【００５６】
　そして媒体判定手段４０は、搬送される媒体Ｐが、第１のセンサー４１によって検出さ
れ、且つ、第２のセンサー４２によって検出されない場合に、媒体Ｐが第１媒体Ａである
と判定し、それ以外の場合に媒体Ｐが第２媒体Ｂであると判定する。
【００５７】
　媒体判定手段４０が、前記幅方向におけるカードサイズの第１媒体Ａの搬送領域３５の
内側と外側にそれぞれ設けられた第１のセンサー４１及び第２のセンサー４２を備えるこ
とにより、第１媒体Ａであるか第２の媒体Ｂであるかを確実に判定することができる。
【００５８】
　尚、第１のセンサー４１及び第２のセンサー４２は、重送検知センサーであることが望
ましい。重送検知センサーは、媒体Ｐとしての第２媒体Ｂが２枚以上が重送されたことを
検出することができるセンサーである。重送検知センサーにおいて、１枚の第２媒体Ｂが
搬送される場合は、媒体の重送状態が非検出であるものとする。　
　重送検知センサーを用いると、媒体Ｐが第１媒体Ａである場合（第１のセンサー４１が
検出、第２のセンサー４２が非検出）以外の場合のうち、第１のセンサー４１及び第２の
センサー４２の両方によって重送が検出された場合に、カードサイズより大きい第２媒体
Ｂが重送された状態であると判定することができる。　
　更に、第１のセンサー４１及び第２のセンサー４２の両方によって重送が検出されない
場合には、１枚の第２媒体Ｂが正常に搬送されている状態であると判定することができる
。　
　第２媒体Ｂが重送状態及び正常搬送状態のいずれの場合においても、下部読取センサー
２６は前記進出状態とされる。
【００５９】
　本実施例においては、第１のセンサー４１及び第２のセンサー４２として、超音波セン
サーが用いられている。超音波センサーは、媒体Ｐに向けて超音波を発する送波部と、そ
の反射波を受ける受波部とを備え、反射波の減衰を検出することにより第２媒体Ｂの重送
状態を検出するものである。超音波センサーは、反射波の減衰量の違いにより、重送状態
と１枚のみの媒体が搬送された正常搬送状態とを区別して検出することができる。　
　このような超音波センサーを用いることにより、安価且つより高い確実性をもって媒体
Ｐの重送を検出することができる。　
　尚、第１のセンサー４１及び第２のセンサー４２のいずれか一方が、超音波センサーで
あってもよい。また、超音波センサーの他、例えばレバー式センサー等の他の種類の重送
検知センサーを用いることも可能である。
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【００６０】
　本実施例において第１のセンサー４１は、カードサイズの第１媒体Ａの長辺を搬送方向
に沿う方向にして搬送した際（図５の状態）の、前記幅方向における搬送領域３５の内側
に設けられ、第２のセンサー４２は、同じく第１媒体Ａの長辺を搬送方向に沿う方向にし
て搬送した際の、前記幅方向における搬送領域３５の外側に設けられている。　
　第１のセンサー４１及び第２のセンサー４２がこのように配設されていることにより、
第１媒体Ａの長辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した際に、第１媒体Ａと第２媒体Ｂと
を区別して検出することができる。
【００６１】
　また、第２のセンサー４２の配置は、第１媒体Ａの短辺を搬送方向に沿う方向にして搬
送した際、すなわち、図５に示す第１媒体Ａを９０°回転させた状態で搬送した際の、前
記幅方向における搬送領域の外側に設けることもできる。　
　このことによって、カードサイズの第１媒体Ａを、その長辺を搬送方向に沿う方向にし
て搬送した場合と、その短辺を搬送方向に沿う方向にして搬送した場合と、のいずれにお
いても、第１媒体Ａと第２媒体Ｂとを区別して検出することができる。
【００６２】
　また、本実施例では、カードサイズの媒体を第１媒体Ａとして検出し、下部読取センサ
ー２６を退避状態とする構成としたが、カードサイズの媒体のうち、例えば、比較的薄い
名刺の場合には下部読取センサー２６を退避状態にせずに、進出状態とする様こともでき
る。すなわち、カードサイズの名刺は第２媒体Ｂとして下部読取センサー２６の制御を行
うことができる。この場合には、例えば媒体の厚みを測定可能なセンサーを用い、所定の
厚み以上の樹脂製カードや厚紙のカードと、所定の厚みより薄い名刺とを区別して検出す
る様にすると良い。第１のセンサー４１として媒体の厚みを測定可能なセンサーを用いる
場合には、第２のセンサー４２を設けない構成とすることができる。
【００６３】
　＜下部読取センサーの状態切替機構部について＞
　次に、下部読取センサー２６の前記進出状態と前記退避状態とを切り換える、状態切替
機構部５０について説明する。　
　状態切替機構部５０は、図７に示すように、「駆動源」としてのモーター５１と、モー
ター５１の駆動力を下部読取センサー２６の進退動作に変換するカム部５２と、を備えて
構成されている。カム部５２は、モーター５１の軸５１ａに設けられ、モーター５１を駆
動させることにより、回動するようになっている。また、カム部５２（図８）は、回動中
心５２ｃからの距離が長い凸部５２ａと、回動中心５２ｃからの距離が短い円弧部５２ｂ
とを備え、下部読取センサー２６の下方に設けられる係合部５３に係合している。
【００６４】
　下部読取センサー２６は、図７に示すように、装置幅方向における両端部にバネ部材３
６、３６を備えている、バネ部材３６、３６は、下部読取センサー２６と下部ユニット２
（図７においては図示を省略している）との間に配置されている。下部読取センサー２６
は、下部ユニット２に対して進退可能に構成されているとともに、バネ部材３６、３６は
、下部読取センサー２６を上部読取センサー２５に向けて付勢している。
【００６５】
　図８の左図及び図９の左図に示すように、カム部５２の円弧部５２ｂが－Ｚ方向に位置
し、係合部５３と接触した状態において、下部読取センサー２６は前記進出状態になって
いる。このとき、係合部５３の下端は位置５４ａにあり、上側読取面２５ａと下側読取面
２６ａとの間は狭い間隔Ｌ１となっている。
【００６６】
　下部読取センサー２６を前記退避状態とする際には、制御部３４がモーター５１を駆動
させて軸５１ａを回動させる。図８の右図及び図９の右図に示すように、カム部５２の凸
部５２ａが－Ｚ方向に位置し、係合部５３と接触した状態になると、バネ部材３６、３６
の付勢力に抗して下部読取センサー２６が引き下げられる。このとき、係合部５３の下端
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は位置５４ｂにあり、上側読取面２５ａと下側読取面２６ａとの間は、下部読取センサー
２６が引き下げられた分だけ広くなった間隔Ｌ２となる。
【００６７】
　下部読取センサー２６を前記退避状態から前記進出状態にする際には、制御部３４がモ
ーター５１を駆動させて軸５１ａを回動させ、カム部５２の円弧部５２ｂの位置を図８の
左図及び図９の左図の状態に戻すと、下部読取センサー２６はバネ部材３６、３６に付勢
されて前記進出状態に切り換わる。　
　以上のような状態切替機構部５０を設けることにより、構造簡単にして下部読取センサ
ー２６の状態の切り換えを行うことができる。
【００６８】
　＜制御部について＞
　下部読取センサー２６の状態を切り換える制御部３４は、前述したように、媒体判定手
段４０によって判定し、その判定結果に基づいて下部読取センサー２６の状態を制御する
ことができることに加え、ドライバー５５（図１０）において設定された媒体Ｐの種類に
基づいて、下部読取センサー２６の状態を制御可能に構成することもできる。　
　図１０に示すように、制御部３４を備えるスキャナー１は、ドライバー５５を介して媒
体Ｐの種類の設定（第１媒体Ａ、第２媒体Ｂ）を把握するとともに、制御部３４がその情
報に基づいて状態切替機構部５０のモーター５１を駆動するように構成されている。媒体
Ｐの種類の設定は、操作パネル１６によって行うことができる。　
　尚、スキャナー１に接続されるコンピューター６０にインストールされたドライバー６
１を介して媒体Ｐの種類を把握するように構成することも可能である。
【００６９】
　ドライバー５５（またはドライバー６１）において設定された媒体Ｐの種類と、媒体判
定手段４０によって判定された媒体Ｐの種類が異なる場合には、媒体判定手段４０の判定
結果に基づいて、制御部３４が下部読取センサー２６の状態を制御するとよい。　
　媒体判定手段４０の判定を優先することにより、ユーザーによる設定間違いを回避する
ことができる。尚、媒体判定手段４０の判定結果を優先する際には、画像読取部２１の手
前で媒体Ｐの搬送を一旦停止し、例えば、ドライバー５５の設定と媒体判定手段４０の判
定結果が異なることを操作パネル１６に表示する等により、ユーザーに知らせることが望
ましい。その際、そのまま媒体判定手段４０の判定結果を優先させるか、ドライバーの設
定を優先させるかを、ユーザーが選択できるようにすることもできる。
【００７０】
　尚、スキャナー１に媒体判定手段４０を設けず、ドライバー５５における設定に基づい
て、下部読取センサー２６の状態を制御する構成とすることができる。その場合は、例え
ば媒体載置部１１からの媒体給送前に予め下部読取センサー２６の状態を切り替え、画像
読取部２１の手前で媒体Ｐを一旦停止させることなく搬送することができる。勿論、画像
読取部２１の手前で媒体Ｐを一旦停止後に、下部読取センサー２６の状態を切り替えても
よい。
【００７１】
　＜下部読取センサーについて＞
　下部読取センサー２６は、上部ユニット３が開かれた際に、図８の右図及び図９の右図
に示す退避状態よりも更に上部読取センサー２５から離れる方向、すなわち下方に退避し
た第２の退避状態をとり得るように構成することも可能である。　
　前述したように、上部ユニット３は、下部ユニット２に対して開閉するように構成され
ており、図３に示す開状態にすることにより、搬送経路３０を露呈させて媒体Ｐの紙詰ま
りの処理や各種ローラー類の交換等のメンテナンスを行えるようになっている。　
　メンテナンス等のために上部ユニット３が開かれた際に、下部読取センサー２６がより
下方に退避することにより、下部読取センサー２６の下側読取面２６ａにユーザーが触れ
たり、異物が接触したりする虞を低減することができる。
【００７２】
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　＜上部読取センサーについて＞
　上部読取センサー２５は、前述したように、下部読取センサー２６に対して進退可能に
構成されているとともに、バネ部材３３、３３によって下部読取センサー２６に向けて付
勢されている。　
　バネ部材３３、３３は、付勢力を調整可能に構成し、その付勢力を制御部３４によって
制御するように構成することができる。　
　制御部３４は、媒体Ｐとして前記第１媒体を搬送する場合に、バネ部材３３、３３の付
勢力を大きく設定し、媒体Ｐとして前記第２媒体を搬送する場合に、バネ部材３３、３３
の付勢力を前記第１媒体を搬送する場合よりも小さく設定する制御を行う。
【００７３】
　ここで、剛性が高い第１媒体Ａを搬送する場合に、搬送される第１媒体Ａの上部読取セ
ンサー２５への接触により、上部読取センサー２５が動いてしまう場合がある。原稿の読
み取り中に上部読取センサー２５が動くと、読み取り画質が低下する。　
　したがって、第１媒体Ａを搬送する場合に、バネ部材３３、３３の付勢力を大きく設定
することにより、第１媒体Ａの接触により上部読取センサー２５が動いてしまう虞を低減
することができる。
【００７４】
　一方、第１媒体Ａよりも剛性が低い第２媒体Ｂは、搬送時に上部読取センサー２５に接
触したとしても、上部読取センサー２５を動かしてしまう虞が少ない。したがって、前記
媒体として第２媒体Ｂを搬送する場合には、バネ部材３３、３３の付勢力を第１媒体Ａを
搬送する場合よりも小さく設定する。このことにより、第２媒体Ｂが搬送される際の搬送
負荷を低減することができる。　
　尚、バネ部材３３、３３の付勢力の調整は、一例として上述した状態切替機構部５０と
同様な構成、即ちモーターと偏心カムとを用い、偏心カムをバネ部材３３の上端に当接さ
せ、偏心カムを回転させてバネ部材３３の長さを調整することで行うことができる。
【００７５】
　その他、本発明は上記実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明
の範囲内で種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであること
は言うまでもない。
【符号の説明】
【００７６】
１…スキャナー（画像読取装置）、２…下部ユニット、３…上部ユニット、
４…ペーパーサポート、５…排紙トレイ、６…給送口、７…筐体、
８…排出口、９…装置本体、１０…給送装置、１１…媒体載置部、
１２…エッジガイド、１３…給送ローラー、１４…分離ローラー、
１５…補助ペーパーサポート、１６…操作パネル、
２０…搬送ローラー、２１…画像読取部、
２２…排出ローラー、２３…搬送駆動ローラー、２４…搬送従動ローラー、
２５…上部読取センサー、２５ａ…上側読取面、２６…下部読取センサー、
２６ａ…下側読取面、２７…排出駆動ローラー、２８…排出従動ローラー、
２９ａ…下側案内面、２９ｂ…上側案内面、
３０…搬送経路、３１…カバー部材、３２…凹部、３３…バネ部材（付勢手段）、
３４…制御部、３５…搬送領域、３６……バネ部材、
４０…媒体判定手段、４１…第１のセンサー、４２…第２のセンサー、
５０…状態切替機構部、５１…モーター、５２…カム部、５２ａ…凸部、
５２ｂ…円弧部、５２ｃ…回動中心、５３…係合部、
５５…ドライバー、６０…コンピューター、６１…ドライバー、
Ｇ…媒体束、Ｐ、Ｐ１…媒体、Ａ…第１媒体、Ｂ…第２媒体
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