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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿が載置される原稿台、及び当該原稿台に沿って移動しながら前記原稿台に載置され
た原稿の画像を読み取る読取手段を有する第一画像処理部が設けられた本体部と、
　前記本体部の上面にある前記原稿台を覆う第一位置、及び前記原稿台を露出させる第二
位置へ変位可能な上面カバーと、
　前記上面カバーが前記第一位置及び前記第二位置へ回動可能となる状態で当該上面カバ
ーを支持しており、前記本体部に対して相対的に上下動することにより、前記上面カバー
の回動中心を上昇位置及び下降位置へ変位させる支持部と、
　前記上面カバーに設けられ、前記上面カバーを前記第一位置へ変位させた際に、前記上
面カバーからの荷重を受けて弾性変形することにより、前記原稿台上に載置された原稿に
圧接して、当該原稿を前記原稿台に密着させる弾性部材と、
　前記本体部に設けられた開口部と、
　前記開口部を閉鎖する位置、及び前記開口部を開放する位置へ開閉動作可能な蓋部と、
　前記上面カバーに設けられ、前記上面カバーと一体に回動して、その回転角に応じて回
動中心からの距離が変化するカム面で前記本体部の上面に設けられた当接部に当接するこ
とにより、前記支持部を前記本体部に対して相対的に上下動させるカム部と、
　を備え、
　前記上面カバーは、前記回動中心が前記下降位置へ変位した状態で前記上面カバーが前
記第二位置へ回動した状態を想定すると、前記蓋部に干渉し得る形状とされているものの
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、前記カム部の形状が、前記上面カバーを前記第一位置へ回動させた際に、前記回動中心
が前記下降位置へ変位するのを許容する一方、前記上面カバーを前記第二位置へ回動させ
た際には、前記回動中心を前記上昇位置へと変位させる形状とされることで、前記上面カ
バーと前記蓋部との干渉が発生するのを防止しており、
　前記カム部のカム面は、前記上面カバーが前記第一位置にある場合には、前記当接部か
ら離間した状態になっていて、前記上面カバーが前記第一位置から前記第二位置への変位
を開始した後、前記カム部が所定の回転角を超える位置まで前記原稿カバーが変位すると
、前記本体部側に当接して、前記回動中心を上昇させる
　ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記カム部は、前記上面カバーに一体成形されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記支持部は、前記本体部に形成された被挿入部に挿入されることにより、前記被挿入
部内を上下方向に変位可能な状態で、前記本体部に支持されている
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記本体部及び前記カム部のうち、少なくとも一方は、互いの当接面をなす部分が、当
該当接面をなす部分以外の部分よりも、摺動性の高い材料で形成されている
　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処理装置。
【請求項５】
　前記本体部は、前記第一画像処理部の下方に、第二画像処理部を備えており、
　前記開口部は、前記本体部の外部から前記第二画像処理部に通じる開口である
　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処理装置。
【請求項６】
　前記第二画像処理部は、被記録媒体に画像を形成するための画像形成手段を有し、
　前記開口部は、前記本体部の外部から前記画像形成手段へ前記被記録媒体を供給するた
めの開口である
　ことを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記支持部は、前記本体部が有する筐体の一側面の上端にある二位置で、かつ前記一側
面に垂直な方向及び上下方向の双方に対して垂直な方向へ互いに離間した前記二位置それ
ぞれに配設されており、
　前記蓋部は、前記本体部が有する前記筐体の前記一側面に設けられ、前記蓋部の下端付
近を回動中心として回動可能となっていて、前記一側面に垂直な方向及び上下方向の双方
に対して垂直な方向については、前記互いに離間した位置にある前記支持部間に挟まれる
位置にある
　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処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、装置の上部には、原稿の画像を読み取る第一画像処理部が設けられ、装置の下部
には、被記録媒体に画像を形成する第二画像処理部が設けられた画像処理装置が知られて
いる（例えば、下記特許文献１参照。）。
【０００３】
　下記特許文献１に記載された画像処理装置の場合、装置上部に設けられた第一画像処理
部としては、フラットベッド型のイメージスキャナ装置が組み込まれており、その上面に
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は上面カバーが設けられている。この上面カバーは、一対のヒンジ部を介して装置本体に
連結され、読み取り対象の原稿が載置される原稿台を覆う位置、及び原稿台を露出させる
位置へ回動可能とされている。
【０００４】
　また、装置本体の後側面（背面）で、上述した一対のヒンジ部間となる位置には、手差
し給紙用の開口部が設けられ、この開口部には、開閉可能な蓋部が設けられている。この
蓋部は、閉鎖された際には開口部内へ異物やほこりが侵入するのを防止ないし抑制する一
方、開放された際には給紙トレイとして利用され、開口部を介して第二画像処理部へ被記
録媒体を供給して、その被記録媒体上に画像を形成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－４６４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述のような画像処理装置においては、装置の薄型化を図りたい都合上、最
上部にある上面カバーや、その回動中心となるヒンジ部の高さ位置を、可能な限り下方に
配置したいという要望がある。
【０００７】
　一方、装置本体の後側面（背面）の蓋部に関しては、蓋部の上端付近を手で持って開閉
操作をする都合上、蓋部の上端位置が過度に下方にあると、装置前面側にいる利用者にと
っては開閉操作がやりにくくなる。そのため、可能な限り蓋部の上端位置を上方に設定し
たいという要望もある。
【０００８】
　しかし、このようにヒンジ部の高さ位置を極力下方にして、蓋部の上端位置を極力上方
にすると、上面カバーの回動中心と蓋部の自由端（回動中心から離れた方の端部）が近づ
くことになり、上面カバーや蓋部の形状や操作状況によっては、両者の干渉が発生してし
まう、という問題があった。
【０００９】
　このような問題を解決するための対策としては、例えば、それぞれを動作させた際に互
いに干渉することとなる位置にある部分を削った形状とすることで、両者の干渉が発生し
ないようにする、という方法はある。しかし、互いに干渉することとなる位置にある部分
が、機能的に重要な部分であれば、安易に削って形状を変えることは望ましくなく、本対
策で対応することは難しい、という問題がある。
【００１０】
　また、両者の形状を変えなくても、上面カバーの回動中心と蓋部とを十分に離間させて
配置すれば、両者の干渉が発生しないようにすることは可能である。しかし、上面カバー
の回動中心と蓋部とを十分に離間させるには、上面カバーの回動中心を上げるか、蓋部の
上端を下げるか、いずれかの対策を取らざるを得ないため、先に述べたような装置の薄型
化と蓋部の操作性向上、双方を両立させることができなくなる、という問題がある。
【００１１】
　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、上面カバーを
閉じた際には上面カバーが十分に低い位置に配置された状態と蓋部の上端が十分に高い位
置に配置された状態とを両立させることができ、しかも、上面カバーを開いた際には上面
カバーと蓋部との干渉が発生するのを防止可能な画像処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　本発明の画像処理装置は、第一画像処理部が設けられた本体部と、前記本体部の上面を
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覆う第一位置、及び前記本体部の上面を露出させる第二位置へ変位可能な上面カバーと、
前記上面カバーが前記第一位置及び前記第二位置へ回動可能となる状態で当該上面カバー
を支持しており、前記本体部に対して相対的に上下動することにより、前記上面カバーの
回動中心を上昇位置、及び下降位置へ変位させる支持部と、前記本体部に設けられた開口
部と、前記開口部を閉鎖する位置、及び前記開口部を開放する位置へ開閉動作可能な蓋部
と、前記上面カバーとともに回動して、その回転角に応じて回動中心からの距離が変化す
るカム面で前記本体部に当接することにより、前記支持部を前記本体部に対して相対的に
上下動させるカム部とを備え、前記上面カバーは、前記回動中心が前記下降位置へ変位し
た状態で前記上面カバーが前記第二位置へ回動した状態を想定すると、前記蓋部に干渉し
得る形状とされているものの、前記カム部の形状が、前記上面カバーを前記第一位置へ回
動させた際に、前記回動中心が前記下降位置へ変位するのを許容する一方、前記上面カバ
ーを前記第二位置へ回動させた際には、前記回動中心を前記上昇位置へと変位させる形状
とされることで、前記上面カバーと前記蓋部との干渉が発生するのを防止していることを
特徴とする。
【００１３】
　このように構成された画像処理装置によれば、上面カバーが第一位置にあるときには、
上面カバーの回動中心を下降位置へ変位させることができるので、上面カバーの回動中心
が常に上昇位置相当の位置で固定されている場合に比べ、装置の薄型化を図ることができ
る。
【００１４】
　また、この画像処理装置において、上面カバーの形状は、回動中心が下降位置へ変位し
た状態で上面カバーが第二位置へ回動した状態を想定すると、蓋部に干渉し得る形状とさ
れている。ただし、上面カバーを第一位置から第二位置へと変位させる際には、カム部が
、上面カバーの回動中心を下降位置から上昇位置へと変位させる。
【００１５】
　そのため、上面カバーの回動中心が下降位置相当の位置で常に固定されている場合とは
異なり、上面カバーを第二位置まで変位させても上面カバーと蓋部との干渉は発生せず、
そのような干渉によって上面カバーや蓋部が損傷するのを防ぐことができる。加えて、上
面カバーを第一位置へ変位させた状態においては、その状態を維持したまま支持部を上下
動させることができるので、厚みのある原稿を原稿台に載せた場合でも、支持部を上昇さ
せた状態で上面カバーを第一位置へ変位させることができる。
【００１６】
　ところで、本発明の画像処理装置において、前記カム部のカム面は、前記上面カバーが
前記第一位置から前記第二位置への変位を開始した後、前記カム部が所定の回転角に達す
るまでは、前記上面カバーが変位しても前記本体部側に当接せず、前記カム部が前記所定
の回転角を超える位置まで前記原稿カバーが変位すると、前記本体部側に当接して、前記
回動中心を上昇させるものであると好ましい。
【００１７】
　このように構成された画像処理装置によれば、上面カバーが閉位置ないし閉位置から少
し開位置側へ変位した状態にある間は、カム部には実質的に荷重がかからないため、上面
カバーの荷重を効果的に原稿台上の原稿にかけることができ、これにより、原稿を原稿台
に密着させることができる。
【００１８】
　また、本発明の画像処理装置において、前記第一画像処理部は、原稿が載置される原稿
台、及び当該原稿台に沿って移動しながら前記原稿台に載置された原稿の画像を読み取る
読取手段を有し、前記上面カバーは、前記第一位置へ変位した際に前記本体部の上面にあ
る前記原稿台を覆う一方、前記第二位置へ変位した際に前記原稿台を露出させるものであ
ると好ましい。
【００１９】
　このように構成された画像処理装置によれば、第一画像処理部において画像の読み取り
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処理を実施することができ、第一画像処理部に設けられた原稿台が上述のような作用、効
果を奏する上面カバーで覆われる構造となるので、装置の薄型化を図ることができるとと
もに、上面カバーと蓋部との干渉が発生するのを防止することができる。
【００２０】
　また、本発明の画像処理装置において、前記上面カバーの前記原稿台に対向する面には
、弾性変形を伴って前記原稿台上の原稿に圧接する弾性部材が設けられていると好ましい
。
【００２１】
　このように構成された画像処理装置によれば、上面カバーを第一位置に変位させた際に
、弾性部材が弾性変形を伴って原稿台上の原稿に圧接するので、原稿の原稿台に対する密
着性を向上させ、画像の読み取り品質を向上させることができる。
【００２２】
　また、本発明の画像処理装置において、前記支持部は、前記本体部に形成された被挿入
部に挿入されることにより、前記被挿入部内を上下方向に変位可能な状態で、前記本体部
に支持されていると好ましい。
【００２３】
　このように構成された画像処理装置によれば、被挿入部に沿って支持部を上昇ないし下
降させることができ、支持部をスムーズに上下動させることができる。
　また、本発明の画像処理装置において、前記本体部及び前記カム部のうち、少なくとも
一方は、互いの当接面をなす部分が、当該当接面をなす部分以外の部分よりも、摺動性の
高い材料で形成されていると好ましい。
【００２４】
　このように構成された画像処理装置によれば、本体部とカム部との当接面における摺動
性が高くなるので、当接面で発生するきしみ音や摩耗を抑制することができ、よりスムー
ズに上面カバーを開閉することができるようになる。
【００２５】
　また、本発明の画像処理装置において、前記本体部は、前記第一画像処理部の下方に、
第二画像処理部を備えており、前記開口部は、前記本体部の外部から前記第二画像処理部
に通じる開口であると好ましい。
【００２６】
　このように構成された画像処理装置によれば、開口部を開放する位置へ蓋部を移動させ
ることで、開口部を介して本体部の外部から第二画像処理部に対するアクセスを行うこと
ができ、蓋部を移動させる際には、上面カバーが第一位置及び第二位置のいずれにあって
も、上面カバーと蓋部の干渉が発生することがない。
【００２７】
　また、本発明の画像処理装置において、前記第二画像処理部は、被記録媒体に画像を形
成するための画像形成手段を有し、前記開口部は、前記本体部の外部から前記画像形成手
段へ前記被記録媒体を供給するための開口であると好ましい。
【００２８】
　このように構成された画像処理装置によれば、第二画像処理部において被記録媒体に対
する画像形成処理を実施することができ、その際、開口部を開放する位置へ蓋部を移動さ
せれば、開口部から画像形成手段に向けて被記録媒体を供給することができる。しかも、
蓋部を移動させる際には、上面カバーが第一位置及び第二位置のいずれにあっても、上面
カバーと蓋部の干渉が発生することがない。
【００２９】
　また、本発明の画像処理装置において、前記支持部は、前記本体部が有する筐体の一側
面の上端にある二位置で、かつ前記一側面に垂直な方向及び上下方向の双方に対して垂直
な方向へ互いに離間した前記二位置それぞれに配設されており、前記蓋部は、前記本体部
が有する前記筐体の前記一側面に設けられ、前記蓋部の下端付近を回動中心として回動可
能となっていて、前記一側面に垂直な方向及び上下方向の双方に対して垂直な方向につい
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ては、前記互いに離間した位置にある前記支持部間に挟まれる位置にあると好ましい。
【００３０】
　このように構成された画像処理装置によれば、上面カバーの回動中心が蓋部の上端付近
にあるため、上面カバー及び蓋部の形状によっては両者の干渉が発生しやすくなるが、本
発明においては、上述のように上面カバーの回動中心が上下動するので、上面カバーと蓋
部の干渉が発生するのを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】画像処理装置を示す斜視図。
【図２】画像処理装置の内部構造を示す縦断面図。
【図３】（ａ）は第一画像処理部を示す背面図、（ｂ）はＡ部の拡大図、（ｃ）はＢ部の
拡大図。
【図４】開閉動作する上面カバーと支持部との位置関係を示す説明図。
【図５】開閉動作する上面カバーとカム部との位置関係を示す説明図。
【図６】上面カバーの回動中心と蓋部との位置関係を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。本実施形態において例示する
画像処理装置は、スキャン機能、プリント機能、コピー機能、ファクシミリ送受信機能な
どを兼ね備えた複合機として構成されたものである。なお、以下の説明においては、装置
の各部について、それらの相対的な位置関係を簡潔に説明するため、図中に併記した上下
左右前後の各方向を利用して説明を行う。
【００３３】
　　［複合機の構造］
　図１に示すように、複合機１は、本体部２と、本体部２の上側に設けられた上面カバー
３とを備えている。この上面カバー３は、本体部２の上面を覆う第一位置、及び本体部２
の上面を露出させる第二位置へ変位可能とされている。なお、この上面カバー３を変位可
能に支持するための支持構造の詳細については後述する。
【００３４】
　本体部２の前面上側には、利用者によって操作される操作パネル５が設けられている。
また、操作パネル５の下方には取出口６が形成されており、後述する画像形成部において
画像が形成された被記録媒体は、画像形成部からの排出後に取出口６から取り出し可能と
されている。また、取出口６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
７が装着されている。
【００３５】
　本体部２は、図２に示すように、上部ユニット２Ａと下部ユニット２Ｂとを備えている
。上部ユニット２Ａは、上部ユニット２Ａ及び下部ユニット２Ｂの後端付近において左右
方向へ延びる軸線を回動中心として、図２に示す水平な位置から、下部ユニット２Ｂに対
して前端側が上昇する方向へ回動可能な構造とされている。上部ユニット２Ａを回動させ
て上部ユニット２Ａの前端側を上方へ変位させると、下部ユニット２Ｂの上面の開口が開
放され、下部ユニット２Ｂに内蔵された各部のメンテナンス作業等を実施可能な状態にな
る。
【００３６】
　上部ユニット２Ａには、原稿から画像を読み取る第一画像処理部１０が設けられている
。第一画像処理部１０は、フラットベッド型のイメージスキャナ装置としての構成を備え
ており、具体的には、原稿が載置される原稿台１１と、原稿台１１の下方に配置されたイ
メージセンサ１２（本発明でいう読取手段の一例に相当。）などを備えている。本実施形
態の場合、原稿台１１は、透明なガラス板によって構成され、イメージセンサ１２は、密
着イメージセンサ（ＣＩＳ；Contact Image Sensor）によって構成されている。
【００３７】
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　イメージセンサ１２は、左右方向（図２では紙面に垂直な方向）に延びるガイドレール
１４に沿って移動可能なキャリッジ１５に搭載されている。キャリッジ１５は、モータ（
図示略）によって循環駆動されるタイミングベルト１６に連結されており、これにより、
イメージセンサ１２及びキャリッジ１５が、上部ユニット２Ａの内部を左右方向へ往復移
動する構造とされている。イメージセンサ１２で原稿を読み取る際には、イメージセンサ
１２が原稿台１１の下面に沿って移動しながら、原稿台１１上に載置された原稿の画像を
読み取る。
【００３８】
　上面カバー３の下面には、弾性部材１７が設けられている。本実施形態において、弾性
部材１７としては、合成樹脂の発泡体からなるスポンジ層と、そのスポンジ層の下側に積
層された合成樹脂製のフィルム層とを備えた弾性積層体が採用されている。この弾性部材
１７は、上面カバー３を第一位置へ変位させた際に、上面カバー３からの荷重を受けて弾
性変形することにより、原稿台１１上に載置された原稿に圧接して、原稿を原稿台１１に
密着させる。
【００３９】
　一方、本体部２の内部（より詳しくは、下部ユニット２Ｂの内部、第一画像処理部１０
の下方）には、被記録媒体に対して画像を形成する第二画像処理部２０が設けられている
。第二画像処理部２０は、インクジェット式のプリンタ装置としての構成を備えている。
具体的には、第二画像処理部２０は、被記録媒体を搬送する搬送機構２１と、搬送機構２
１によって所定の搬送経路に沿って搬送される被記録媒体に対して画像を形成する記録ヘ
ッド２３などを備えている（これら搬送機構２１及び記録ヘッド２３が本発明でいう画像
形成手段の一例に相当。）。
【００４０】
　搬送機構２１は、被記録媒体を搬送方向下流側へと送り出す複数のローラ２１Ａ～２１
Ｅと、搬送経路となる空間を画定することにより、複数のローラ２１Ａ～２１Ｅによって
送り出される被記録媒体を搬送経路に沿って案内するガイド部材２１Ｆ～２１Ｋなどを備
えている。
【００４１】
　記録ヘッド２３は、左右方向（図２では紙面に垂直な方向）に往復移動可能なキャリッ
ジ２５に搭載されている。この記録ヘッド２３で被記録媒体上に画像を形成する際には、
搬送機構２１によって被記録媒体を記録ヘッド２３に対向する位置まで搬送したら、以降
は、記録ヘッド２３を往動又は復動させながら所定ライン数分の画像を記録する動作と、
搬送機構２１によって所定ライン数分だけ被記録媒体を搬送する動作とを繰り返すことで
、所期の画像を形成する。
【００４２】
　第二画像処理部２０において、被記録媒体の搬送経路としては、二つの搬送経路が利用
可能とされている。具体的には、本体部２の内部には、給紙カセット７から記録ヘッド２
３に対向する位置を経て取出口６に至る第一の搬送経路が構成されている。また、本体部
２の背面に設けられた蓋部３１を開いて開口部３２を開放すれば、その蓋部３１を給紙ト
レイとして利用し、蓋部３１から記録ヘッド２３に対向する位置を経て取出口６に至る第
二の搬送経路が構成される。
【００４３】
　なお、第一の搬送経路と第二の搬送経路は、記録ヘッド２３よりも搬送方向上流側で合
流し、その合流点よりも搬送方向下流側では、単一の搬送経路が第一の搬送経路及び第二
の搬送経路として兼用されている。また、開口部３２は、本装置において画像形成可能な
サイズの被記録媒体が挿入可能となるように、左右方向の長さが設定されている。開口部
３２の上下方向の長さは、少なくとも、ガイド部材２１Ｆ、２１Ｈによって形成される第
二の搬送経路の入り口が露出する長さを有している。
【００４４】
　蓋部３１は、蓋部３１の下端側を回動中心として回動可能で、開口部３２を閉鎖する位
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置（図２中に二点鎖線で示した位置）、及び開口部３２を開放する位置（図２中に実線で
示した位置）へ変位する。また、蓋部３１の上端には、取っ手部３１Ａが設けられており
、利用者は取っ手部３１Ａに指先をかけて蓋部３１の開閉操作を行うことができる。
【００４５】
　［上面カバーの支持構造］
　次に、上面カバー３の支持構造について説明する。
　複合機１の背面側から見て、蓋部３１を挟む両側の位置には、上面カバー３を回動可能
、かつ上下動可能な状態で支持する支持部３５が設けられている。また、上面カバー３に
は、上面カバー３と一体成形されたカム部３７が設けられている。さらに、上部ユニット
２Ａの上面には、カム部３７との当接面をなす当接部３９が設けられている。なお、上面
カバー３とカム部３７とは一部材で形成されていても、それぞれ別部材で構成され、上面
カバー３に対してカム部３７がネジ等の固定手段により固定されるように形成されていて
もよい。
【００４６】
　支持部３５は、図４（ａ）～図４（ｄ）に示すように、上端に軸受部４１を有し、この
軸受部４１で上面カバー３と一体成形された回動軸４３を保持している。回動軸４３は、
上面カバー３の回動中心となる部分であり、回動軸４３が軸受部４１に回動可能に支持さ
れることにより、上面カバー３は支持部３５に対して回動可能となっている。また、支持
部３５は、本体部２（上部ユニット２Ａ）の背面側に形成された被挿入部４５に挿入され
る。被挿入部４５が上下方向に深さを有していることにより、支持部３５は、被挿入部４
５内を上下方向に変位可能な状態で、本体部２に支持されている。
【００４７】
　カム部３７は、図５（ａ）～図５（ｄ）に示すように、上述した回動軸４３を回動中心
として上面カバー３を回動させた際に、上面カバー３とともに回動する。このとき、カム
部３７は、回動中心の外周側にあるカム面３７Ａで、本体部２（上部ユニット２Ａの上面
）に設けられた当接部３９に当接する。
【００４８】
　カム面３７Ａの形状は、カム部３７を回動させた際に、カム部３７と当接部３９との当
接点におけるカム径（カム部３７の回動中心からカム面３７Ａまでの距離）が、カム部３
７の回転角に応じて変わる形状とされている。また、当接部３９は、本体部２の上面に固
定されていて変位しないのに対し、上面カバー３ないしカム部３７の回動中心である回動
軸４３は、支持部３５とともに上下動可能な状態にある。
【００４９】
　そのため、当接部３９との当接点におけるカム径が増大する方向へカム部３７が回転す
ると、本体部２に対して上下動可能な状態にある支持部３５は上昇することになる。また
、当接部３９との当接点におけるカム径が減少する方向へカム部３７が回転すると、本体
部２に対して上下動可能な状態にある支持部３５は下降することになる。
【００５０】
　当接部３９は、本体部２や上面カバー３の大部分を形成する樹脂材料よりも、摺動性の
高い樹脂材料で形成されている。具体的には、本実施形態の場合、本体部２や上面カバー
３は、ポリスチレン（ＰＳ）で形成されているが、当接部３９は、ポリアセタール（ＰＯ
Ｍ）で形成されている。これにより、本体部２全体がポリスチレンで形成されている場合
に比べ、きしみ音や摩耗が発生しにくくされている。なお、当接部３９を形成する材料は
、摺動性が十分に高い樹脂材料であれば、ポリアセタール以外の樹脂材料であってもよく
、例えばポリアミドや他のエンジニアリングプラスチックなどを利用してもよい。
【００５１】
　次に、上面カバー３を開閉動作させる際の具体的挙動について説明する。
　本実施形態において、上面カバー３が第一位置（本体部２の上面を覆う位置）にある場
合（図５（ａ）参照。）、カム面３７Ａは、当接部３９から離間した状態になっている。
この状態においては、支持部３５は下降位置に変位した状態にあり、上面カバー３の荷重



(9) JP 6047958 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

は弾性部材１７にかかるため、弾性部材１７が原稿を原稿台１１に密着させる効果を高め
ることができる。
【００５２】
　また、上面カバー３を第一位置から第二位置へと変位させる際、カム部３７が所定の回
転角に達するまでは、上面カバー３が変位してもカム部３７は当接部３９には当接しない
。本実施形態の場合、上面カバー３が第一位置にあるときのカム部３７の回転角を０度（
図５（ａ）参照。）、上面カバー３が第二位置にあるときのカム部３７の回転角を９０度
（図５（ｄ）参照。）とすると、カム部３７の回転角が１９度（図５（ｂ）参照。）に達
するまでは、上面カバー３が変位してもカム部３７は当接部３９には当接しない。そのた
め、上面カバー３が第二位置側へ僅かに変位した程度では、カム部３７が当接部３９に当
接してしまうことはなく、上面カバー３の荷重が弾性部材１７にかかる状態を維持するこ
とができる。
【００５３】
　一方、上面カバー３を第一位置から第二位置へと変位させる際、カム部３７が所定の回
転角（本実施形態では１９度）を超えると、カム部３７が当接部３９に当接する（図５（
ｃ）参照。）。この当接点から回転中心までの距離（カム径）は、回転角が増大するほど
長くなるため、本体部２に対する相対位置が変わらない当接部３９に対し、カム部３７の
回動中心は支持部３５とともに上昇することになり、カム部３７が一体成形されている上
面カバー３も、本体部２に対して回動しつつ上昇することになる。そして、最終的に上面
カバー３が第二位置に達すれば、カム部３７の回転角は９０度（図５（ｄ）参照。）とな
り、支持部３５は上昇位置に到達する。
【００５４】
　ここで、仮に支持部３５が下降位置から上昇しない構造になっていたとすると、図６（
ａ）に示すように、上面カバー３の回動中心は下降位置Ｈ１から上昇しないため、上面カ
バー３を第二位置へ変位させた際に、上面カバー３と蓋部３１との干渉が発生する。
【００５５】
　具体的には、上面カバー３が第二位置へ到達する前に、図６（ａ）中に示した箇所Ｐ１
において、蓋部３１が有する取っ手部３１Ａに上面カバー３がぶつかり、それ以上、上面
カバー３を開くことができなくなる。すなわち、本実施形態においては、蓋部３１の操作
性を良好にするため、蓋部３１の上端には、装置の後方に向かって突出する取っ手部３１
Ａが形成されているが、それゆえ、上面カバー３と蓋部３１（取っ手部３１Ａ）との干渉
が発生する。
【００５６】
　また、上面カバー３の回動中心が下降位置Ｈ１から上昇しない場合、図６（ｂ）に示す
ように、上面カバー３が第二位置にある状態において、蓋部３１の方を動作させても、上
面カバー３と蓋部３１との干渉が発生する。
【００５７】
　具合的には、蓋部３１が開いている状態で上面カバー３が第二位置へ移動した状態にあ
る場合、蓋部３１を閉じようとすると、図６（ｂ）中に示した箇所Ｐ２において、蓋部３
１の上端が上面カバー３にぶつかり、それ以上は蓋部３１を閉じることができなくなる。
したがって、これら図６（ａ）及び図６（ｂ）に示したような干渉が起こると、上面カバ
ー３ないし蓋部３１を損傷させてしまうおそれがある。
【００５８】
　この点、本実施形態では、上面カバー３を第二位置へ変位させると、上述したカム部３
７の作用で支持部３５が上昇位置へと変位し、図６（ｃ）に示すように、上面カバー３の
回動中心が下降位置Ｈ１から上昇位置Ｈ２まで上昇する。そのため、図６（ｃ）中に示し
た箇所Ｐ３において、上面カバー３と蓋部３１との間には十分なクリアランスが確保され
るので、上面カバー３と蓋部３１との干渉は発生せず、上面カバー３ないし蓋部３１を損
傷させてしまうおそれがない。
【００５９】
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　つまり、本実施形態においては、上面カバー３及び蓋部３１の形状そのものは、上面カ
バー３の回動中心を図４（ａ）に示す位置で固定してしまうと、互いに干渉する形状とさ
れているものの、上面カバー３が第二位置へ変位するのに連動して上面カバー３の回動中
心が上昇する構成とすることで、上面カバー３と蓋部３１との干渉を防いでいる。
【００６０】
　また、このような上面カバー３と蓋部３１との干渉自体は、上面カバー３の回動中心を
図４（ｄ）に示す位置で固定してしまえば防ぐことができるが、この場合は、上面カバー
３を第一位置へ変位させても、上面カバー３の回動中心が下降しないので、その分だけ複
合機１の高さ方向寸法が増大し、装置の薄型化を図る上では不利になる。
【００６１】
　また、蓋部３１の上端位置はそのままに、上面カバー３の回動中心が図４（ｄ）に示す
位置で固定されてしまうと、装置前面から蓋部３１の上端に指先をかけたい利用者にとっ
ては、蓋部３１がより奥まった位置に配置されることになるため、蓋部３１の操作性が低
下する。
【００６２】
　さらに、上面カバー３の回動中心が図４（ａ）に示す位置で固定されていても、蓋部３
１の形状を変更し、例えば、取っ手部３１Ａを無くすか、取っ手部３１Ａを図示した位置
よりも下方へと移動させれば、上面カバー３との干渉を回避できる。しかし、このような
対策では、取っ手部３１Ａが無くなるか、利用者側から見て取っ手部３１Ａが奥まった位
置へ移動してしまうため、これも蓋部３１の操作性が低下する原因になる。
【００６３】
　したがって、これらの諸問題を総合的に解決する上では、上記実施形態のように構成す
ることが好ましく、上記実施形態で例示した複合機１であれば、複合機１の薄型化を達成
しつつ、上面カバー３と蓋部３１との干渉を防ぎ、蓋部３１の操作性低下を防ぐこともで
きる。
【００６４】
　なお、上面カバー３を第二位置へ変位させる際には、カム部３７の作用によって支持部
３５が上昇位置へと変位するが、上面カバー３を第一位置へ変位させる際に、支持部３５
がどの程度下降するかは、原稿台１１上に載せられた原稿の厚さによっても変わる。
【００６５】
　すなわち、原稿台１１上に載せられた原稿が十分に薄い場合には、支持部３５は、図４
（ａ）に示す下降位置まで下降するが、例えばブック原稿のように原稿が厚い場合には、
図４（ａ）に示す下降位置まで下降しないこともある。つまり、支持部３５は、カム部３
７と協働して上面カバー３の回動中心を上下動させる役割に加え、原稿の厚さに応じて上
面カバー３そのものを上下動させる役割をも果たしている。
【００６６】
　［その他の実施形態］
　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。
【００６７】
　例えば、上記実施形態においては、支持部３５が下降位置と上昇位置との間を変位する
例を示したが、上昇位置及び下降位置へ変位する構造となっていれば、両位置間を変位す
る途中で、両位置間から外れる位置へ変位するか否かは任意である。例えば、支持部３５
が上昇又は下降する途中で、一時的に下降位置よりも下方へ変位したり、一時的に上昇位
置よりも上昇位置へ変位したりしても、何ら問題はない。また、カム部３７の回転角に比
例して上昇又は下降するか否かも任意であり、例えば、支持部３５が上昇又は下降する途
中で、カム部３７の回転角が変化しても一時的に上昇又は下降しない状態となるように、
カム面３７の形状が設定されていてもよい。
【００６８】
　また、上記実施形態において、上面カバーとしては、原稿台を覆い隠す機能だけを備え
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たものを例示したが、上面カバーには、自動原稿送り装置（Automatic  Document  Feede
r；ＡＤＦ）が組み込まれていてもよく、この場合でも本発明の構成を採用することがで
きる。
【００６９】
　また、上記実施形態では、本体部２のうち、当接部３９を、摺動部以外の部分よりも摺
動性に優れた樹脂材料で形成する例を示したが、カム部３７を摺動性に優れた樹脂材料で
形成してもよく、カム部３７及び当接部３９の双方を摺動性に優れた樹脂材料で形成して
もよい。さらに、カム部３７や当接部３９を摺動性に優れた樹脂材料で形成するか否かは
、本発明においては任意であるが、カム部３７や当接部３９自体を形成する樹脂材料が、
本体部２や上面カバー３と同等な樹脂材料で形成されている場合には、摺動面にグリスな
どを塗布することにより、カム部３７と当接部３９の摺動性を高めるようにしてもよい。
【００７０】
　さらに、上記実施形態では、フラットベッド型のイメージスキャナ装置としての構成を
第一画像処理部１０として備え、インクジェット式のプリンタ装置としての構成を第二画
像処理部２０として備える例を示したが、これらも適宜変更可能である。例えば、第二画
像処理部２０、電子写真方式の画像形成手段を備えていてもよい。
【符号の説明】
【００７１】
　１・・・複合機、２・・・本体部、２Ａ・・・上部ユニット、２Ｂ・・・下部ユニット
、３・・・上面カバー、５・・・操作パネル、６・・・取出口、７・・・給紙カセット、
１０・・・第一画像処理部、１１・・・原稿台、１２・・・イメージセンサ、１４・・・
ガイドレール、１５・・・キャリッジ、１６・・・タイミングベルト、１７・・・弾性部
材、２０・・・第二画像処理部、２１・・・搬送機構、２１Ａ～２１Ｅ・・・ローラ、２
１Ｆ～２１Ｋ・・・ガイド部材、２３・・・記録ヘッド、２５・・・キャリッジ、３１・
・・蓋部、３１Ａ・・・取っ手部、３２・・・開口部、３５・・・支持部、３７・・・カ
ム部、３７Ａ・・・カム面、３９・・・当接部、４１・・・軸受部、４３・・・回動軸、
４５・・・被挿入部。
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