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(57)【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を備えた画像読取装置であって、
　ベース部と、前記ベース部の上方に配設された第一支持体と、前記第一支持体の上方に
配設された第二支持体とを有し、前記第二支持体が、前記第一支持体に対して着脱可能に
取り付けられており、
　前記第一支持体の下面及び前記第二支持体の上面は、前記原稿搬送手段によって搬送さ
れる原稿を前記搬送経路に沿った方向へと案内するガイド面とされて、当該ガイド面に沿
ってＵターンする形状とされる前記搬送経路の内周側が、前記ガイド面によって画定され
ており、
　前記原稿搬送手段は、動力源から伝達される動力によって駆動される可動部品群を備え
るとともに、当該可動部品群が前記第一支持体によって支持される構造になっており、
　前記読取手段は、前記第二支持体によって支持される構造になっており、
　前記第一支持体の上面側と前記第二支持体の下面側との間には、前記読取手段と当該読
取手段を制御可能な制御手段とを接続するケーブルが配線されるとともに、当該ケーブル
の一端又は両端間にはコネクタが設けられていて、前記コネクタによる接続が解除されて
いない状態においては、前記第二支持体が前記ケーブルを介して前記第一支持体側に繋が
れた状態になっているものの、前記コネクタによる接続を解除すると、前記第二支持体が
前記第一支持体側に繋がれていない状態になり、
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　しかも、前記コネクタによる接続を解除しなくても、前記第二支持体を前記第一支持体
から取り外して、前記第二支持体の上下を反転させて前記第二支持体の下面側を上方に向
けることにより、前記第一支持体及び前記第二支持体のそれぞれから前記ケーブルが延び
出す箇所を双方とも上方に向けた状態にして、前記第一支持体と前記第二支持体とを同一
作業面上に並べて設置することが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２】
　前記第二支持体は、外部からのほこりの侵入を抑制可能な内部空間を有し、当該内部空
間に前記読取手段が配設された構造になっており、
　前記ケーブルは、前記第二支持体に形成された開口部を介して、前記第二支持体の外部
から前記内部空間に導入されていて、前記ケーブルの一端にある前記コネクタが前記読取
手段側コネクタに接続されており、
　前記開口部には、蓋が設けられていて、前記蓋が開かれた際には、前記開口部を介して
前記コネクタの着脱作業を実施可能な状態になる一方、前記蓋が閉じられた際には、前記
開口部は前記ケーブルが通る隙間だけを残す状態になる
　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】
　前記コネクタは、前記ケーブルの両端間にあり、当該コネクタによる接続を解除すると
、前記ケーブルが、前記読取手段側に接続された部分と前記制御手段側に接続された部分
とに分離する
　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４】
　前記第二支持体は、前記第一支持体に対して取り付けられた際に、前記可動部品群のう
ち、前記原稿に接触する部分を露出させる一方、当該露出した部分の周囲にある部分は覆
うことで、当該周囲にある部分と前記原稿との接触を防止するカバー部材として機能する
　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】
　前記第二支持体の上面には、前記原稿に接するプラテンガラスが組み込まれ、
　前記プラテンガラスの下方に前記内部空間が形成されており、当該内部空間に配設され
た前記読取手段が、前記プラテンガラスを通して前記原稿から画像を読み取り可能になっ
ている
　ことを特徴とする請求項４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、ＣＩＳ（Contact Image Sensor；密着イメージセンサ）を備えた画像読取装置に
おいて、ＣＩＳを挟んで原稿搬送経路とは反対側となる裏面に作業穴を設けたものが提案
されている（例えば、下記特許文献１参照。）。
【０００３】
　この画像読取装置は、画像読取部を回動させると装置内部に隠れる位置にあった作業穴
が装置外部に露出する構造になっており、その作業穴を利用して、ＣＩＳの着脱作業を行
うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２６２０３８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記のようなＣＩＳの着脱作業を行う際、ＣＩＳ装着用のスペースにほこり
等の異物が入り込むと、ＣＩＳ投光部からの投射光あるいは原稿からの反射光が異物によ
って遮られ、画像の読み取り品質に悪影響を及ぼすおそれがある。そのため、こうした問
題を回避するには、ＣＩＳの着脱作業をクリーンブース内で実施するなどの配慮が必要と
なる。
【０００６】
　しかしながら、上記のような画像読取装置は、相応に重いものも多いので、そのままク
リーンブース内へ運び込もうとすると、作業者に負担がかかるという問題がある。また、
上記画像読取装置の場合、クリーンブース内においてＣＩＳの着脱作業を行う際には、装
置本体を設置するためのスペースに加え、画像読取部を回動させるためのスペースも必要
となるので、相応に広いスペースを確保しないと作業ができないという問題もある。
【０００７】
　さらに、修理などの際に、画像読取装置全体をクリーンブース内へ持ち込むと、画像読
取部以外の部分（例えば画像形成部など）に溜まったほこりなどを、クリーンブース内へ
持ち込んでしまう危険性も高くなる。
【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、所定の作業場
所で読取手段の着脱作業を行う際に、作業者が作業場所へ重量物を持ち運ばなくても済み
、作業時に必要となるスペースも低減でき、作業場所へ異物を持ち込む危険性も低減可能
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を
備えた画像読取装置であって、ベース部と、前記ベース部の上方に配設された第一支持体
と、前記第一支持体の上方に配設された第二支持体とを有し、前記第二支持体が、前記第
一支持体に対して着脱可能に取り付けられており、前記第一支持体の下面及び前記第二支
持体の上面は、前記原稿搬送手段によって搬送される原稿を前記搬送経路に沿った方向へ
と案内するガイド面とされて、当該ガイド面に沿ってＵターンする形状とされる前記搬送
経路の内周側が、前記ガイド面によって画定されており、前記原稿搬送手段は、動力源か
ら伝達される動力によって駆動される可動部品群を備えるとともに、当該可動部品群が前
記第一支持体によって支持される構造になっており、前記読取手段は、前記第二支持体に
よって支持される構造になっており、前記第一支持体の上面側と前記第二支持体の下面側
との間には、前記読取手段と当該読取手段を制御可能な制御手段とを接続するケーブルが
配線されるとともに、当該ケーブルの一端又は両端間にはコネクタが設けられていて、前
記コネクタによる接続が解除されていない状態においては、前記第二支持体が前記ケーブ
ルを介して前記第一支持体側に繋がれた状態になっているものの、前記コネクタによる接
続を解除すると、前記第二支持体が前記第一支持体側に繋がれていない状態になり、しか
も、前記コネクタによる接続を解除しなくても、前記第二支持体を前記第一支持体から取
り外して、前記第二支持体の上下を反転させて前記第二支持体の下面側を上方に向けるこ
とにより、前記第一支持体及び前記第二支持体のそれぞれから前記ケーブルが延び出す箇
所を双方とも上方に向けた状態にして、前記第一支持体と前記第二支持体とを同一作業面
上に並べて設置することが可能に構成されてい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、上述のような第一支持体及び第二支持体
を備え、第一支持体の下面及び第二支持体の上面がガイド面とされて、Ｕターンする形状
とされる搬送経路の内周側が上記ガイド面によって画定された構造になっている。そして
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、第一支持体の上面側と第二支持体の下面側との間には読取手段と制御手段とを接続する
ケーブルが配線され、第二支持体はケーブルを介して第一支持体側に繋がれた状態になっ
ているが、ケーブルに一端又は両端間にはコネクタが設けられ、このコネクタによる接続
を解除することにより、読取手段及び第二支持体を、原稿搬送手段及び第一支持体側から
分離することができる。そのため、所定の作業場所（例えば、クリーンブース）において
読取手段の点検や交換を行うに当たっては、分離された読取手段及び第二支持体だけを作
業場所へ持ち込むことができる。
【００１１】
　したがって、画像読取装置全体を作業場所へ持ち込まざるを得ない場合に比べ、作業者
が重量物を作業場所へ持ち込まなくても済み、作業場所で作業を行う際に必要なスペース
も低減できる。また、読取手段及び第二支持体以外の部分に溜まったほこり等を作業場所
へ持ち込んでしまうことがない。
　また、コネクタによる接続を解除しなくても、第二支持体を第一支持体から取り外して
、第二支持体の上下を反転させて第二支持体の下面側を上方に向けることにより、第一支
持体及び第二支持体のそれぞれからケーブルが延び出す箇所を双方とも上方に向けた状態
にして、第一支持体と第二支持体とを同一作業面上に並べて設置できるので、コネクタに
よる接続を解除する作業や再接続する作業を容易に実施することができる。
【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、前記第二
支持体は、外部からのほこりの侵入を抑制可能な内部空間を有し、当該内部空間に前記読
取手段が配設された構造になっており、前記ケーブルは、前記第二支持体に形成された開
口部を介して、前記第二支持体の外部から前記内部空間に導入されていて、前記ケーブル
の一端にある前記コネクタが前記読取手段側コネクタに接続されており、前記開口部には
、蓋が設けられていて、前記蓋が開かれた際には、前記開口部を介して前記コネクタの着
脱作業を実施可能な状態になる一方、前記蓋が閉じられた際には、前記開口部は前記ケー
ブルが通る隙間だけを残す状態にな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、コネクタが第二支持体の内部空間に配置
されるものの、蓋を開くことにより、開口部を介してコネクタの着脱作業を実施すること
ができる。また、蓋を閉じたときには、開口部はケーブルが通る隙間だけを残す状態にな
るので、内部空間へのほこりの侵入を抑制できる。
【００１４】
　請求項３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、前記コネ
クタは、前記ケーブルの両端間にあり、当該コネクタによる接続を解除すると、前記ケー
ブルが、前記読取手段側に接続された部分と前記制御手段側に接続された部分とに分離す
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、コネクタが第二支持体の外部に配置され
るので、コネクタの着脱作業を実施する際に、第二支持体の内部空間にほこりを侵入させ
てしまう心配がない。
【００１８】
　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、前記第二支持体は、前記第一支持体に対して取り付けられた際に、前記
可動部品群のうち、前記原稿に接触する部分を露出させる一方、当該露出した部分の周囲
にある部分は覆うことで、当該周囲にある部分と前記原稿との接触を防止するカバー部材
として機能することを特徴とする。
【００１９】
　このように構成された画像読取装置によれば、第二支持体によって、原稿と可動部品群
の無用な接触を防止することができ、しかも、原稿を適正な搬送経路へと案内することが
できる。
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【００２０】
　請求項５に記載の画像読取装置は、請求項４に記載の画像読取装置において、前記第二
支持体の上面には、前記原稿に接するプラテンガラスが組み込まれ、前記プラテンガラス
の下方に前記内部空間が形成されており、当該内部空間に配設された前記読取手段が、前
記プラテンガラスを通して前記原稿から画像を読み取り可能になっていることを特徴とす
る。
【００２１】
　このように構成された画像読取装置によれば、第二支持体の上面に沿って案内される原
稿から画像を読み取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】画像読取装置を備えた複合機を示す図であり、（ａ）は複合機の平面図、（ｂ）
は複合機の正面図。
【図２】スキャナユニットの縦断面図。
【図３】第二イメージセンサ周辺の構造を示す縦断面図。
【図４】第二イメージセンサを第二ＡＤＦガラス側から取り外した状態を示す縦断面図。
【図５】（ａ）はカバー部が備える第一支持体から第二支持体を取り外した状態を示す平
面図、（ｂ）は図５（ａ）に示したＡ部を拡大して示す説明図。
【図６】（ａ）はフレキシブルフラットケーブルの途中にコネクタを設けた事例を示す平
面図、（ｂ）は第二イメージセンサ下方に蓋が設けられていない事例を示す縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。
　［複合機の構造］
　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。
【００２４】
　この複合機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を上下
方向へと回動させることにより、メインユニット２に対して開閉可能な構造になっている
。この開閉機構を利用して、スキャナユニット３を図１（ａ）及び同図（ｂ）に示した閉
位置から図示しない開位置へと移動させれば、利用者はメインユニット２の内部に組み込
まれた内部機構のメンテナンス等を実施できる。
【００２５】
　スキャナユニット３は、原稿が載置される載置部５と、この載置部５の上面側を覆うカ
バー部７とを備えている。カバー部７は、後端側を回動中心にして前端側を上下方向へと
回動させることにより、載置部５に対して開閉可能な構造になっている。この開閉機構を
利用して、カバー部７を図１（ａ）及び同図（ｂ）に示した閉位置から図示しない開位置
へと移動させれば、原稿を載置部５に搭載することができる状態となる。
【００２６】
　また、カバー部７は、上記のような回動可能な構造とは別に、載置部５に対して上下方
向へ変位可能な構造にもなっている。これにより、カバー部７を上方へと持ち上げれば、
比較的厚みのある原稿であっても、載置部５とカバー部７との間に原稿を挟み込むことが
できるようになっている。
【００２７】
　［スキャナユニットの詳細］
　次に、スキャナユニット３について、図２に基づいて、さらに詳細に説明する。このス
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キャナユニット３は、フラットベッド（以下、ＦＢと略称する。）スキャナに対してＡＤ
Ｆを付加した構造になっている。
【００２８】
　スキャナユニット３は、第一イメージセンサ１１及び第二イメージセンサ１２（本発明
でいう読取手段の一例に相当。）を備えている。本実施形態において、第一イメージセン
サ１１及び第二イメージセンサ１２は、双方とも密着イメージセンサ（Contact Image Se
nsor）が利用されている。
【００２９】
　スキャナユニット３において、第一イメージセンサ１１は、載置部５に設けられたキャ
リッジ１５に搭載され、キャリッジ１５とともに左右方向へ往復移動可能に構成されてい
る。また、第一イメージセンサ１１の移動経路上方には、ＦＢガラス１７が配設されてい
る。
【００３０】
　スキャナユニット３がＦＢスキャナとして利用される場合、原稿はＦＢガラス１７上に
載置される。そして、第一イメージセンサ１１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、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で、原稿から画像を読み取り可能となっている。
【００３１】
　また、第一イメージセンサ１１の移動経路上方で、ＦＢガラス１７の左方には、第一Ａ
ＤＦガラス２１が配設され、第二イメージセンサ１２の上方には、第二ＡＤＦガラス２２
（本発明でいうプラテンガラスの一例に相当。）が配設されている。そして、第一ＡＤＦ
ガラス２１の上方には、第一押さえ部材２３が配設され、第二ＡＤＦガラス２２の上方に
は、第二押さえ部材２４が配設されている。
【００３２】
　さらに、スキャナユニット３は、動力源から伝達される動力で駆動されるローラとして
、供給ローラ３１、分離ローラ３２、中継搬送ローラ３３、メイン搬送ローラ３４、及び
排出ローラ３５を備えている。また、これらのローラ３１～３５と協働して原稿をニップ
しつつ、駆動されるローラ又は搬送される原稿に追従して回転するローラとして、第一ニ
ップローラ３６、第二ニップローラ３７、第三ニップローラ３８、第四ニップローラ３９
を備えている（これらのローラ群が本発明でいう原稿搬送手段の一例に相当。）。
【００３３】
　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、上述のローラ群が駆動さ
れる。その際、原稿台４１に載せられた原稿は、図２に破線で示した搬送経路に沿って搬
送される。具体的には、原稿台４１に載せられた原稿は、供給ローラ３１によって搬送方
向下流側へと送り出され、その原稿が分離ローラ３２によって一枚ずつに分離される。
【００３４】
　また、分離ローラ３２によって一枚ずつに分離された原稿は、中継搬送ローラ３３によ
ってメイン搬送ローラ３４へと送り出され、その原稿がメイン搬送ローラ３４の外周沿い
にＵターンさせられる。そして、メイン搬送ローラ３４によって送り出される原稿が、さ
らに排出ローラ３５によって搬送方向下流側へと送られて、その原稿が排出トレイ４３へ
と排出される。
【００３５】
　また、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、第一イメージセン
サ１１は、左右方向について第一押さえ部材２３の直下となる位置へ移動し、その位置で
静止する。なお、第二イメージセンサ１２は、左右方向について第二押さえ部材２４の直
下となる位置に配設されており、その位置から左右方向へは移動しない構造になっている
。
【００３６】
　上述のローラ群によって搬送される原稿は、中継搬送ローラ３３によって送り出された
後、メイン搬送ローラ３４に到達するまでに、第二ＡＤＦガラス２２と第二押さえ部材２
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４との間を通過する。その際、第二イメージセンサ１２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ことで、原稿の裏面側から画像を読み取る。
【００３７】
　また、上記原稿は、メイン搬送ローラ３４によって送り出された後、排出ローラ３５に
到達するまでに、第一ＡＤＦガラス２１と第一押さえ部材２３との間を通過する。その際
、第一イメージセンサ１１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
ることで、原稿の表面側から画像を読み取る。
【００３８】
　［第二イメージセンサ周辺の構造］
　次に、第二イメージセンサ１２の周辺の構造について、図３～図５に基づいて説明する
。
【００３９】
　カバー部７は、図３に示すように、ＡＤＦベース５０と、ＡＤＦベース５０に取り付け
られた第一支持体５１、第二支持体５２、及びＡＤＦカバー５３を備えている。第一支持
体５１は、メイン搬送ローラ３４などの可動部品を支持する部材である。また、ＡＤＦベ
ース５０の上面側と第一支持体５１の下面側は、両者間に間隙をなす形態になっており、
その間隙がメイン搬送ローラ３４から排出ローラ３５に至る原稿搬送経路となっている。
【００４０】
　第二支持体５２は、第二イメージセンサ１２などを支持する部材である。また、第二支
持体５２の上面側とＡＤＦカバー５３の下面側は、両者間に間隙をなす形態になっており
、その間隙が中継搬送ローラ３３からメイン搬送ローラ３４に至る原稿搬送経路となって
いる。
【００４１】
　また、第二支持体５２は、第一支持体５１によって支持された可動部品群を覆うことで
、その覆った部分と原稿との接触を防止するカバーとしての機能を持っている。具体的に
は、第二支持体５２は、第一支持体５１によって支持された可動部品群のうち、原稿に接
触する部分（例えばメイン搬送ローラ３４）を露出させる一方、その露出した部分の周囲
にある部分は覆う形態になっている。
【００４２】
　また、第二支持体５２の上面には、第二ＡＤＦガラス２２が組み込まれ、第二ＡＤＦガ
ラス２２の下方には、センサ収容部５２Ａが形成されている。このセンサ収容部５２Ａの
内部には、第二イメージセンサ１２が配設され、第二イメージセンサ１２は、第二ＡＤＦ
ガラス２２を通して原稿から画像を読み取り可能になっている。
【００４３】
　なお、第二ＡＤＦガラス２２は、センサ収容部５２Ａの上部開口を封鎖する役割も果た
しており、これにより、センサ収容部５２Ａの上部からセンサ収容部５２Ａの内部へほこ
り等の異物が入り込まない構造になっている。
【００４４】
　第二イメージセンサ１２の下方には、フレキシブルフラットケーブル５４（Flexible F
lat Cable；以下、ＦＦＣ５４と称する。）が配線されている。このＦＦＣ５４は、第二
イメージセンサ１２とメインユニット２側にある制御基板（図示略）とを接続するもので
ある（ＦＦＣ５４が本発明でいうケーブルの一例に相当。）。
【００４５】
　第二イメージセンサ１２は、下面側にコネクタ部１２Ａを備えており、このコネクタ部
１２Ａに対し、ＦＦＣ５４の一端にあるコネクタ部５４Ａが挿し込まれることで、双方の
コネクタ部が電気的に接続されている。また、センサ収容部５２Ａの下部には、蓋５５が
取り付けられている。ＦＦＣ５４は、蓋５５と第二支持体５２の間にある隙間５６を通じ
てセンサ収容部５２Ａの外部へと導出されている。
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【００４６】
　ＡＤＦカバー５３は、図４中に示すように回動させることで、第二支持体５２の上面側
を外部に露出させることができる構造になっている。この状態において、図４中に示すよ
うに、第二ＡＤＦガラス２２を取り外せば、第二イメージセンサ１２をセンサ収容部５２
Ａの外部へと取り出すことができる。
【００４７】
　第二イメージセンサ１２と蓋５５との間において、ＦＦＣ５４はつづら折りに折りたた
まれた状態で収容されている。そのため、ＦＦＣ５４の折りたたまれた部分を伸ばすこと
で、容易に第二イメージセンサ１２をセンサ収容部５２Ａの外部へと取り出すことができ
る。
【００４８】
　また、第二支持体５２は、図５（ａ）及び同図（ｂ）に示すように、第一支持体５１か
ら分離可能な構造になっている。第一支持体５１と第二支持体５２との間においても、Ｆ
ＦＣ５４はつづら折りに折りたたまれた状態で収容されている。そのため、ＦＦＣ５４の
折りたたまれた部分を伸ばすことで、第一支持体５１と第二支持体５２を同一作業面上で
横に並べて作業を行うことができる。
【００４９】
　ただし、第一支持体５１と第二支持体５２とを分離させても、コネクタ部１２Ａ，５４
Ａによる接続が解除されていない状態においては、第二支持体５２はＦＦＣ５４を介して
ＡＤＦベース５０及び第一支持体５１に繋がれた状態になっている。
【００５０】
　この状態において蓋５５を取り外せば、コネクタ部１２Ａ，５４Ａによる接続部分が露
出する。したがって、作業者は、開口部を介してコネクタ部１２Ａ，５４Ａの着脱作業を
実施でき、コネクタ部１２Ａ，５４Ａの接続を解除する作業や再接続する作業を容易に実
施することができる。そして、コネクタ部１２Ａ，５４Ａによる接続を解除すれば、第二
支持体５２を第一支持体５１から完全に切り離すことができる。
【００５１】
　［効果］
　以上のように構成された複合機１によれば、製造時には、クリーンブース内で第二イメ
ージセンサ１２を第二支持体５２に対して組み付けた後、蓋５５を装着すれば、以降は、
センサ収容部５２Ａへ異物が侵入するのを防止できる。また、コネクタ部１２Ａ，５４Ａ
による接続を行う際には蓋５５を取り外すが、蓋５５を取り外しても、第二ＡＤＦガラス
２２を取り外した場合ほど大きな開口は開かないので、センサ収容部５２Ａへ異物が侵入
する危険性を低減できる。したがって、ＦＦＣ５４の接続作業については、クリーンブー
ス外にある生産ラインで実施することも可能となる。
【００５２】
　また、複合機１の点検・修理を行う際にも、第二イメージセンサ１２とＦＦＣ５４の接
続を解除する作業については、蓋５５を取り外せば実施できるので、第二ＡＤＦガラス２
２を取り外す場合とは異なり、クリーンブース外で作業を実施できる。また、コネクタ部
１２Ａ，５４Ａによる接続を解除した後は、第二イメージセンサ１２及び第二支持体５２
を、第一支持体５１側から分離することができる。したがって、複合機１全体又はカバー
部７全体をクリーンブース内へ持ち込まなくても、第二イメージセンサ１２及び第二支持
体５２だけをクリーンブース内へ持ち込んで、第二イメージセンサ１２の交換作業等を実
施できる。
【００５３】
　よって、複合機１全体あるいはカバー部７全体をクリーンブースのような作業場所へ持
ち込まざるを得ない場合に比べ、作業者が重量物を作業場所へ持ち込まなくても済み、作
業場所で作業を行う際に必要なスペースも低減できる。また、第二イメージセンサ１２及
び第二支持体５２以外の部分に溜まったほこり等を作業場所へ持ち込んでしまうことがな
い。
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　もちろん、この複合機１全体又はカバー部７全体を、そのままクリーンブースのような
作業場所へ持ち込んでも、第二イメージセンサ１２の点検や交換を行うことができる。こ
の場合には、センサ収容部５２Ａの内部においてＦＦＣ５４がつづら折りになっているの
で、第二ＡＤＦガラス２２を取り外した際には、簡単にセンサ収容部５２Ａの外部へ第二
イメージセンサ１２を取り出すことができる。
【００５５】
　また、ＦＦＣ５４は、センサ収容部５２Ａの外部でもつづら折りになっているので、Ｆ
ＦＣ５４の接続を解除しないまま、第二支持体５２を分離し、第一支持体５１側に取り付
けられた部品の点検や修理を行うことも可能となる。このような作業においては、蓋５５
を取り外す必要がなく、それ故、センサ収容部５２Ａの内部へ異物が侵入しないので、ク
リーンブース外でも何ら問題なく作業ができる。
【００５６】
　［変形例等］
　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。
【００５７】
　例えば、上記実施形態では、センサ収容部５２Ａの内部にコネクタ部１２Ａ，５４Ａが
配置されていたが、図６（ａ）に示すように、コネクタ部６３を第二支持体５２の外部に
配置してもよい。このような構造にすれば、コネクタ部６３においてＦＦＣ５４の着脱作
業を実施する際に、第二支持体５２のセンサ収容部５２Ａにほこりを侵入させてしまう心
配がまったくない。そして、コネクタ部６３の接続を解除することで、第二支持体５２を
第一支持体５１から完全に切り離すことができる。
【００５８】
　また、このようにコネクタ部６３を第二支持体５２の外部に配置すれば、上述の蓋５５
は不要となる。したがって、図６（ａ）及び同図（ｂ）に示すように、第二支持体５２に
はスリット６５を形成し、このスリット６５を介してセンサ収容部５２Ａの外部へＦＦＣ
５４を導出するように構成してもよい。
【００５９】
　さらに、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】
【００６０】
　１・・・複合機、２・・・メインユニット、３・・・スキャナユニット、５・・・載置
部、７・・・カバー部、１１・・・第一イメージセンサ、１２・・・第二イメージセンサ
、１２Ａ，５４Ａ，６３・・・コネクタ部、１５・・・キャリッジ、１７・・・ＦＢガラ
ス、２１・・・第一ＡＤＦガラス、２２・・・第二ＡＤＦガラス、２３・・・第一押さえ
部材、２４・・・第二押さえ部材、３１・・・供給ローラ、３２・・・分離ローラ、３３
・・・中継搬送ローラ、３４・・・メイン搬送ローラ、３５・・・排出ローラ、３６・・
・第一ニップローラ、３７・・・第二ニップローラ、３８・・・第三ニップローラ、３９
・・・第四ニップローラ、４１・・・原稿台、４３・・・排出トレイ、５０・・・ＡＤＦ
ベース、５１・・・第一支持体、５２・・・第二支持体、５２Ａ・・・センサ収容部、５
３・・・ＡＤＦカバー、５４・・・ＦＦＣ（フレキシブルフラットケーブル）、５５・・
・蓋、５６・・・隙間、６５・・・スリット。
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