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(57)【要約】
【課題】媒体を媒体積載台に好適に積載することができ
る処理装置を提供する。
【解決手段】処理装置の一例である画像読取装置１１は
、媒体の一例としての原稿を積載する積載領域ＳＡを有
する原稿積載台１６と、積載領域ＳＡの側方に位置し、
原稿のサイズに応じて積載領域ＳＡの大きさを調整する
エッジガイド２０とを備える。また、画像読取装置は、
積載領域ＳＡの上方の押さえ位置と、積載領域ＳＡの上
方から外れた退避位置とに、エッジガイド２０と独立し
て移動可能な押さえ部３１を有する押さえ部材３０を備
える。原稿積載台１６に積載された原稿は、画像読取装
置１１の本体１２に一枚ずつ給送され、本体１２内の画
像読取処理機構５０による画像読取処理によって、給送
された原稿の画像が読み取られる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体が積載される積載領域を有する媒体積載台と、
　前記積載領域の側方に位置するエッジガイドと、
　押さえ部を有し、当該押さえ部を前記積載領域の上方の押さえ位置と、前記積載領域の
上方から外れた退避位置とに移動配置可能に、前記エッジガイドと独立して移動可能な押
さえ部材と、
　前記積載領域に積載された媒体の搬送を含む処理を行う処理機構と、
を備えたことを特徴とする処理装置。
【請求項２】
　前記エッジガイドを第１エッジガイドとした場合、
　前記押さえ部材は、前記積載領域の側方に位置する第２エッジガイドであり、
　前記第２エッジガイドは前記押さえ部を有し、
　前記第２エッジガイドの移動によって前記押さえ部は前記押さえ位置と前記退避位置と
を移動することを特徴とする請求項１に記載の処理装置。
【請求項３】
　前記処理機構が搬送を行う搬送方向の最小寸法の媒体を前記積載領域に積載した場合に
、前記押さえ部は、当該最小寸法の媒体の上流側端部よりも上流側に位置し、前記エッジ
ガイドは、当該最小寸法の媒体の側方に位置することを特徴とする請求項１に記載の処理
装置。
【請求項４】
　前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとは、前記押さえ部が押さえ位置に配置
された状態において、前記第１及び第２エッジガイドが原稿の幅に応じて前記積載領域の
幅を調整する方向において少なくとも一部が重なることを特徴とする請求項２に記載の処
理装置。
【請求項５】
　前記押さえ部が前記押さえ位置にあるときの前記第２エッジガイドと、前記第１エッジ
ガイドとは、前記積載領域の面と直交する方向から見た場合に、前記第１エッジガイド及
び前記第２エッジガイドにより前記積載領域の大きさの調整が行われる幅方向において少
なくとも一部が重なっていることを特徴とする請求項２に記載の処理装置。
【請求項６】
　前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとのうち一方が開口を有し、前記第２エ
ッジガイドが前記押さえ部を前記押さえ位置に配置する位置に移動した状態では、前記開
口に他方の少なくとも一部が挿入されることを特徴とする請求項４又は５に記載の処理装
置。
【請求項７】
　前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとは、前記媒体積載台の載置面側に倒れ
る閉位置と前記載置面に対して起き上がった開位置とに開閉可能に設けられていることを
特徴とする請求項２、４乃至６のいずれか一項に記載の処理装置。
【請求項８】
　前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとの前記閉位置と前記開位置との間の移
動を連動させる機構をさらに有することを特徴とする請求項７に記載の処理装置。
【請求項９】
　前記押さえ部は、前記媒体積載台に積載されるときの媒体から受ける力によって前記押
さえ位置から前記退避位置に移動することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に
記載の処理装置。
【請求項１０】
　前記押さえ部を、前記退避位置から前記押さえ位置に向かう方向に付勢する付勢部を有
することを特徴とする請求項９に記載の処理装置。
【請求項１１】
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　前記押さえ部は、前記媒体積載台の載置面と対向する面が、前記載置面からの媒体の浮
き上がりを規制する規制面となっており、前記規制面と反対側の面の少なくとも一部が、
前記積載領域の中央に近づくほど前記載置面に近づく向きに傾く斜面となっていることを
特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の処理装置。
【請求項１２】
　前記押さえ部は、前記規制面が前記媒体積載台の載置面と平行な面となっており、前記
エッジガイドに沿って媒体が積載されるときに当該媒体が前記押さえ部に当たる部位の少
なくとも一部が前記斜面となっていることを特徴とする請求項１１に記載の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置や印刷装置等の処理装置に係り、処理のために給送される原稿
や用紙等の媒体が装置本体へ給送される前に積載される媒体積載台と媒体積載台上の媒体
の給送位置を位置決め可能なエッジガイドとを備えた処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像読取装置や印刷装置等の処理装置には、画像の読取りや印刷等の処理の対象
となる原稿や用紙等の媒体が給送前に積載状態にセットされる給紙トレイ等の媒体積載台
が装備されている。媒体積載台は、使用時には処理装置の本体から斜め後方上側へ延出し
、その載置面上には媒体の給送方向と交差（特に直交）する例えば幅方向に移動可能な一
対のエッジガイドが設けられている。媒体は一対のエッジガイドにより両側から挟まれた
状態でガイドされ、本体の給送口に対する給送位置が幅方向に位置調整される。そして、
処理装置内の処理機構が駆動されると、媒体積載台にセットされた複数枚の媒体は一枚ず
つ本体内に給送され、その給送された媒体に対して画像読取処理又は印刷処理等の所定の
処理が行われる。
【０００３】
　ところで、この種の処理装置では、Ａ４判やリーガルサイズの定型紙（カット紙）等の
短尺の媒体の他、長尺の媒体が処理対象として使用される場合がある。長尺の媒体は、媒
体積載台に積載された状態において、媒体積載台の延出方向上端（給送方向と反対側の端
部）から垂れ下がる。この場合、長尺の媒体は、媒体積載台の上端付近で湾曲しつつ垂れ
下がるため、その湾曲部によって媒体積載台の載置面から浮き上がり易い。この浮き上が
りが原因で媒体がエッジガイドから外れてガイドされなくなると、媒体が給送方向に対し
て斜めに給送されるスキューが発生する。
【０００４】
　例えば特許文献１には、給紙台（媒体積載台）上に積載された記録媒体を給送手段によ
り装置本体内部の記録部へ連続的に供給する際に、給紙台上の連続状記録媒体の浮き上が
りを押さえる連続状記録媒体ガイドを備えた記録装置が開示されている。連続状記録媒体
ガイドは、シートフィーダーに固定された構成、装置本体の外装に固定された構成、左右
両側の用紙ガイド（エッジガイド）の上側縁から用紙積載面に所定幅だけ被さるように板
状に突出形成した構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３１８８９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、媒体を積載するときには、連続状記録媒体ガイドが邪魔になって、媒体がセッ
トしにくいという問題がある。例えば連続状記録媒体（長尺の媒体）を給紙台の積載面上
に積載する際に、連続状記録媒体ガイドを避けて積載する必要がある。例えば記録媒体の
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幅方向に位置調整可能な一対のエッジガイドから板状に突出した連続状記録媒体ガイドの
場合、一対のエッジガイドを記録媒体の幅よりも少し広い間隔となる外側の位置まで移動
させてから記録媒体を積載し、その後、エッジガイドを記録媒体の側端に当たる位置まで
移動させる必要がある。なお、連続状記録媒体のような長尺の媒体に限らず、短尺の媒体
でも、カール等が原因で浮き上がり易い場合があり、媒体の長さに依らず、媒体をエッジ
ガイドで案内した状態で媒体積載台上にセットする構成の処理装置の場合、概ね同様の課
題がある。
【０００７】
　本発明の目的は、媒体を媒体積載台に好適に積載することができる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】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
　上記課題を解決する処理装置は、媒体が積載される積載領域を有する媒体積載台と、前
記積載領域の側方に位置するエッジガイドと、押さえ部を有し、当該押さえ部を前記積載
領域の上方の押さえ位置と、前記積載領域の上方から外れた退避位置とに移動配置可能に
、前記エッジガイドと独立して移動可能な押さえ部材と、前記積載領域に積載された媒体
の搬送を含む処理を行う処理機構とを備えている。
【０００９】
　この構成によれば、媒体積載台の積載領域の側方のエッジガイドが、積載領域に積載さ
れた媒体を案内可能（位置決め可能）な位置にある状態でも、押さえ部材がエッジガイド
と独立して移動して、押さえ部が、積載領域の上方から外れた退避位置にあるときは、押
さえ部が邪魔にならずに媒体を積載領域に積載できる。そして、押さえ部が積載領域の上
方の押さえ位置にあることで、積載領域に積載された媒体は押さえ部に当たってそれ以上
の浮き上がりが抑えられる。処理機構が駆動された際は、押さえ部により浮き上がりが抑
えられた媒体は、エッジガイドに案内されながら、積載領域から本体内に搬送（給送）さ
れる。その結果、給送される媒体にスキューが発生しにくく、媒体は処理機構によりスキ
ューによる回転ずれのない正しい向きで処理される。このように媒体を積載領域に好適に
積載できる。
【００１０】
　上記処理装置では、前記エッジガイドを第１エッジガイドとした場合、前記押さえ部材
は、前記積載領域の側方に位置する第２エッジガイドであり、前記第２エッジガイドは前
記押さえ部を有し、前記第２エッジガイドの移動によって前記押さえ部は前記押さえ位置
と前記退避位置との間を移動することが好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、押さえ部を有する第２エッジガイドが第１エッジガイドに対して移
動することによって、押さえ部は押さえ位置と退避位置とを移動する。そして、第１エッ
ジガイドと、押さえ部が押さえ位置に位置するときの第２エッジガイドとにより、媒体の
幅方向両側の側端がガイドされ、媒体の搬送位置が位置決めされる。
【００１２】
　上記処理装置では、前記処理機構が搬送を行う搬送方向の最小寸法の媒体を前記積載領
域に積載した場合に、前記押さえ部は、当該最小寸法の媒体の上流側端部よりも上流側に
位置し、前記エッジガイドは、当該最小寸法の媒体の側方に位置することが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、搬送方向に最小寸法の媒体を積載領域に積載した場合に、押さえ部
は、この最小寸法の媒体の上流側端部よりも上流側に位置し、かつエッジガイドは、当該
最小寸法の媒体の側方に位置する。よって、仮に押さえ部が押さえ位置に配置されたまま
でも、最小寸法の媒体を積載するときに、押さえ部が邪魔にならない。そして、をエッジ
ガイドにより、最小寸法の媒体の積載領域の大きさを調整することができる。
【００１４】
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　上記処理装置では、前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとは、前記押さえ部
が押さえ位置に配置された状態において、前記積載領域の幅を調整する方向において少な
くとも一部が重なることが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、第１エッジガイドと第２エッジガイドとは、押さえ部が押さえ位置
に配置された状態で積載領域の幅を調整する方向において少なくとも一部が重なる。よっ
て、第１エッジガイドと第２エッジガイドとを相対的に薄型に構成することができる。
【００１６】
　上記処理装置では、前記押さえ部が前記押さえ位置にあるときの前記第２エッジガイド
と、前記第１エッジガイドとは、前記積載領域の面と直交する方向から見た場合に、前記
第１エッジガイド及び前記第２エッジガイドにより前記積載領域の大きさの調整が行われ
る幅方向において少なくとも一部が重なっていることが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、押さえ部が押さえ位置にあるときの第２エッジガイドと、第１エッ
ジガイドとは、積載領域の面と直交する方向から見た場合に、両エッジガイドにより積載
領域の大きさの調整が行われる幅方向において少なくとも一部が重なる。よって、第１エ
ッジガイドと第２エッジガイドとを有する割に相対的に薄型に構成することができる。
【００１８】
　上記処理装置では、前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとのうち一方が開口
を有し、前記第２エッジガイドが前記押さえ部を前記押さえ位置に配置する位置に移動し
た状態では、前記開口に他方の少なくとも一部が挿入されることが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、第２エッジガイドが押さえ部を押さえ位置に配置する位置に移動し
た状態では、第１エッジガイドと第２エッジガイドとのうち一方が有する開口に、他方の
少なくとも一部が挿入される。よって、第１エッジガイドと第２エッジガイドとを相対的
に薄型に構成することができる。
【００２０】
　上記処理装置では、前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとは、前記媒体積載
台の載置面側に倒れる閉位置と前記載置面に対して起き上がった開位置とに開閉可能に設
けられていることが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、第１エッジガイド及び第２エッジガイドを、載置面に対して起き上
がった開位置に配置することで、エッジガイドとして使用可能となる。不使用時は、第１
及び第２エッジガイドを閉位置に倒すことでコンパクトに収納できる。
【００２２】
　上記処理装置では、前記第１エッジガイドと前記第２エッジガイドとの前記閉位置と前
記開位置との間の移動を連動させる機構をさらに有することが好ましい。
　この構成によれば、第１エッジガイドと第２エッジガイドとの閉位置と開位置との間の
移動は連動するため、第１エッジガイドと第２エッジガイドとを一つずつ操作する必要が
ない。このため、媒体の位置決め作業が簡単に済む。
【００２３】
　上記処理装置では、前記押さえ部は、前記媒体積載台に積載されるときの媒体から受け
る力によって前記押さえ位置から前記退避位置に移動することが好ましい。
　この構成によれば、押さえ部は、媒体積載台に積載されるときの媒体から受ける力によ
って、押さえ位置から退避位置に移動する。よって、媒体を積載するときに押さえ部が邪
魔にならない。
【００２４】
　上記処理装置では、前記押さえ部を、前記退避位置から前記押さえ位置に向かう方向に
付勢する付勢部を有することが好ましい。
　この構成によれば、媒体積載台に積載されるときの媒体から受ける力によって押さえ位
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置から退避位置へ移動した押さえ部は、積載される媒体が通過して媒体から力を受けなく
なると、付勢部の付勢力によって退避位置から押さえ位置に移動する。よって、媒体積載
台に積載された媒体の浮き上がりは、押さえ位置にある押さえ部によって規制される。こ
のため、ユーザーは、媒体を積載する際に押さえ位置から退避位置へ移動した押さえ部を
、退避位置から押さえ位置に戻す操作をする必要がない。
【００２５】
　上記処理装置では、前記押さえ部は、前記媒体積載台の載置面と対向する面が、前記載
置面からの媒体の浮き上がりを規制する規制面となっており、前記規制面と反対側の面の
少なくとも一部が、前記積載領域の中央に近づくほど前記載置面に近づく向きに傾く斜面
となっていることが好ましい。
【００２６】
　この構成によれば、押さえ部の載置面に対向する規制面と反対側の面の少なくとも一部
が積載領域の中央に近づくほど載置面に近づく向きに傾く斜面となっているので、エッジ
ガイドに沿って媒体を積載する過程で、媒体は押さえ部の斜面に当たり、斜面が媒体から
受ける力によって押さえ部は押さえ位置から退避位置へ退避する。よって、媒体を媒体積
載台に積載するとき、押さえ部が邪魔にならない。
【００２７】
　上記処理装置では、前記押さえ部は、前記規制面が前記媒体積載台の載置面と平行な面
となっており、前記エッジガイドに沿って媒体が積載されるときに当該媒体が前記押さえ
部に当たる部位の少なくとも一部が前記斜面となっていることが好ましい。なお、平行と
は、厳密に平行であることに限定されない、押さえ部の下面は、積載台の載置面と間隔を
開けて当該載置面に沿って延びる面であればよい。
【００２８】
　この構成によれば、エッジガイドに沿って媒体が積載されるときに媒体が押さえ部に当
たる部位の少なくとも一部が斜面となっているので、媒体が斜面に沿って移動する過程で
押さえ部は斜面が媒体から受ける力によって押さえ位置から退避位置へ退避する。よって
、媒体を媒体積載台に積載するとき、押さえ部が邪魔にならない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】第１実施形態における画像読取装置を示す斜視図。
【図２】画像読取装置の一部模式的に描いた側断面図。
【図３】エッジガイド及び押さえ部材が閉位置にある状態を示す斜視図。
【図４】エッジガイド及び押さえ部材が開位置にある状態を示す斜視図。
【図５】エッジガイドが開位置、押さえ部材が閉位置にある状態を示す斜視図。
【図６】押さえ部材の作用を説明する側面図。
【図７】押さえ部材の作用を説明する正面図。
【図８】第２実施形態の画像読取装置を示す斜視図。
【図９】第１エッジガイド及び第２エッジガイドを有するガイドユニットを示す斜視図。
【図１０】ガイドユニットにおいて第２エッジガイドが退避位置側へ回動した状態を示す
斜視図。
【図１１】ガイドユニットを示す側面図。
【図１２】図１１における１２－１２線断面図。
【図１３】図１１における１３－１３線断面における一部を示す図。
【図１４】図１１における１４－１４線断面図。
【図１５】第３実施形態における第１エッジガイド及び第２エッジガイドを有するガイド
ユニットを示す斜視図。
【図１６】第２エッジガイドが退避した状態にあるガイドユニットを示す背面図。
【図１７】第４実施形態におけるガイドユニットを示す斜視図。
【図１８】ガイドユニットにおける押さえ部材の回動付勢構造を示す背面図。
【発明を実施するための形態】
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【００３０】
　（第１実施形態）
　以下、処理装置の一例である画像読取装置の第１実施形態を、図面を参照して説明する
。
【００３１】
　図１に示すように、本実施形態の画像読取装置１１は、略直方体状の装置本体１２（以
下、単に「本体１２」という。）と、本体１２に対して回動可能に支持されたカバー１３
とを備える。本体１２には、画像読取装置１１に指示を与えるときに操作される複数の操
作部１４（操作ボタン）が設けられている。操作部１４には、電源操作部、原稿の画像の
読み取りを開始させる際に操作される読取指示用の操作部などが含まれる。
【００３２】
　また、図１に示すように、画像読取装置１１には、画像の読み取り対象である媒体の一
例としての原稿Ｄを積載状態でセット可能な原稿トレイ１５が設けられている。本実施形
態では、カバー１３を開けたときの内面部（裏面部）が、原稿が積載される載置面となっ
ており、カバー１３が原稿トレイ１５を兼ねた構造となっている。本体１２は、図１に二
点鎖線で示す状態に閉じたカバー１３により覆われる部分が、カバー１３の厚さとほぼ同
じ深さの凹部１２Ｃとなっており、長手方向に凹部１２Ｃを挟む両端部が少し外方へ膨出
した所定形状を有している。そして、本体１２において凹部１２Ｃの底面となる上面が、
操作部１４が配置された操作パネル面１２Ｐとなっている。
【００３３】
　カバー１３は、その基端寄りの一部を構成する四角板状の第１カバー部材１３Ａと、第
１カバー部材１３Ａの先端部と回動機構１３Ｃ（ヒンジ機構）を介して回動可能に連結さ
れたやや細長い四角板状の第２カバー部材１３Ｂとを備える。カバー１３を閉じた図１に
二点鎖線で示す閉状態では、第１カバー部材１３Ａが本体１２の上面のうちの操作パネル
面１２Ｐを覆うと共に、第２カバー部材１３Ｂが本体１２の前面１２Ｂを覆う状態に配置
される。図１に示すカバー１３の開状態では、第１カバー部材１３Ａの本体１２に対する
開側への回動が図１に示す斜め後方上側へ延びる所定角度に規制されると共に、第１カバ
ー部材１３Ａと第２カバー部材１３Ｂとの間の回動機構１３Ｃがカバー１３を閉じたとき
の屈曲側と反対側への屈曲が規制される構造になっている。そのため、カバー１３は、図
１に示す開状態では、本体１２に対して斜め後方上側へほぼ真っ直ぐに延びる原稿トレイ
１５として配置される。
【００３４】
　原稿トレイ１５は、第１カバー部材１３Ａと第２カバー部材１３Ｂとにより構成される
媒体積載台の一例としての原稿積載台１６を備える。原稿積載台１６は、カバー１３の外
側の板部材からなるカバー部１３１と、カバー部１３１の上側（内側）に所定の隙間を隔
てて組み付けられたトレイ部１６１とを備える。原稿積載台１６の上面は複数枚の原稿Ｄ
を積載可能な載置面１６Ａとなっている。原稿積載台１６の上側には、載置面１６Ａ上に
積載（セット）された原稿Ｄの本体１２の給送口１２Ａ内への給送位置を幅方向Ｘに位置
決め可能なガイド機構１７が設けられている。ガイド機構１７は、トレイ部１６１に対し
て幅方向Ｘにスライド移動可能な一対のガイドユニット１８を備え、一対のガイドユニッ
ト１８は、その間にセットされる原稿Ｄの幅（サイズ）に合わせて間隔を調整することで
使用される。なお、原稿積載台１６上の原稿Ｄが給送口１２Ａへ向かう給送方向Ｙ（搬送
方向）と交差（特に直交）する方向が幅方向Ｘとなる。
【００３５】
　ガイドユニット１８は、原稿積載台１６の載置面１６Ａにおいて原稿Ｄが実際に積載さ
れる積載領域ＳＡの側方に位置し、積載領域ＳＡの幅方向Ｘの大きさを調整可能なエッジ
ガイド２０と、エッジガイド２０よりも給送方向Ｙの上流側近傍位置に設けられた押さえ
部材３０とを備える。ガイドユニット１８を構成するエッジガイド２０及び押さえ部材３
０は、トレイ部１６１に幅方向Ｘに沿って延びる状態で開口する複数のスリット孔１６１
Ａ～１６１Ｃに案内されて幅方向Ｘにスライド移動可能となっている。また、一対のガイ
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ドユニット１８は、幅方向Ｘに間隔をおいて対向し、原稿積載台１６の幅中心に対して左
右対称な構造を有している。
【００３６】
　一対のエッジガイド２０は、幅方向Ｘに対向して位置し、原稿Ｄの幅方向両側の側端を
対向する各面（ガイド面）に当ててガイドすることにより、原稿Ｄの給送位置を幅方向Ｘ
に位置決めする。一対のエッジガイド２０は、給送方向Ｙと平行に延びる軸線を中心とし
て約９０度の角度範囲で回動可能に取り付けられている。一対のエッジガイド２０は、原
稿積載台１６の載置面１６Ａ側に倒れる図３に示す閉位置と、載置面１６Ａに対して略垂
直に起き上がった図１、図２及び図４に示す開位置との間を開閉可能となっている。なお
、本実施形態でいう「積載領域ＳＡ」とは、載置面１６Ａにおいて、一対のエッジガイド
２０によって幅方向Ｘに位置決めされた原稿Ｄが積載される領域、つまり一対のエッジガ
イド２０により原稿Ｄの幅に応じて幅方向Ｘの大きさが調整され、原稿Ｄが実際に載置さ
れる領域を指す。また、本実施形態では、原稿Ｄが原稿トレイ１５に載置されたとき、原
稿Ｄの底面が原稿トレイ１５を構成するトレイ部１６１の面に対して凸状の複数の支持箇
所で支持されるようになっており、本実施形態の載置面１６Ａは、これら複数の支持箇所
を通る仮想平面となっている。
【００３７】
　また、押さえ部材３０は、エッジガイド２０と一緒に幅方向Ｘにスライド移動可能であ
るが、エッジガイド２０と独立して移動可能（開閉可能）に設けられている。本実施形態
では、押さえ部材３０は、エッジガイド２０と独立して給送方向Ｙと平行な軸線を中心と
して回動可能に設けられている。幅方向Ｘに対向して位置する一対の押さえ部材３０は、
原稿積載台１６の幅中心に対して左右対称な構造を有している。一対の押さえ部材３０は
、積載領域ＳＡの上方に位置する押さえ位置と、積載領域ＳＡの上方から外れた退避位置
との間を回動により開閉可能となっている。なお、押さえ部材３０は、積載領域ＳＡの上
方に位置する押さえ位置と、積載領域ＳＡの上方から外れた退避位置とを、エッジガイド
２０と独立して移動可能である限りにおいて、その移動方式は、回動に限らず、出没又は
スライド移動などの直進移動でもよい。
【００３８】
　一対のガイドユニット１８は、原稿積載台１６の幅方向Ｘのセンター位置を中心として
連動してスライド可能となっている。そのため、一対のガイドユニット１８は、原稿Ｄの
幅に応じて幅方向Ｘの間隔に広げたり狭めたりすることで、種々のサイズの原稿Ｄを同じ
センター位置に幅中心が位置するように幅方向Ｘに位置決め可能である。
【００３９】
　詳しくは、図１に示すように、一対のガイドユニット１８は、連動機構４０を介して幅
方向Ｘに連動してスライド可能となっている。連動機構４０は、カバー部１３１とトレイ
部１６１との間の隙間空間に一対のガイドユニット１８から幅方向Ｘに延出する状態で配
置された一対のラック部４１と、一対のラック部４１の歯部が異なる箇所で噛合する共通
のピニオン４２とを備える。一方のガイドユニット１８を幅方向Ｘに移動させると、その
一方のラック部４１と噛合するピニオン４２が回転し、そのピニオン４２の回転によりこ
のピニオン４２と噛合する他方のラック部４１が幅方向Ｘの反対側に移動することで、そ
の他方のラック部４１に連結された他方のガイドユニット１８が連動して反対側へ移動す
る。このため、一対のガイドユニット１８は、双方が接近又は離間する方向に連動して移
動する。こうして一対のエッジガイド２０により幅方向Ｘに位置調整された原稿Ｄは、そ
の原稿サイズに依らず常にセンターに位置決めされる。このようにエッジガイド２０と押
さえ部材３０とは一体的に幅方向Ｘにスライド可能であり、かつそれぞれ独立して個別に
開閉可能となっている。エッジガイド２０と押さえ部材３０との開閉は、ユーザーが手動
で行うようになっている。
【００４０】
　本実施形態では、前述のように、一対のエッジガイド２０により両側の側端部がガイド
されて、幅方向Ｘに位置決めされたときの原稿Ｄの積載エリアが積載領域ＳＡとなってい



(9) JP 2017-39607 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

る。このため、積載領域ＳＡは、一対のエッジガイド２０によって幅方向Ｘに位置決めさ
れる原稿Ｄのサイズに応じて変化する。
【００４１】
　画像読取装置１１は、複数の種類（例えば紙種）及びサイズ（例えば用紙サイズ）の原
稿Ｄを読取対象とする。原稿Ｄの種類としては、普通紙、上質紙及び厚紙などがあり、サ
イズとしては、名刺サイズ、Ｂ５判、Ａ４判、レターサイズ及びリーガルサイズ等の短尺
紙と、一方向に長い長尺紙などが挙げられる。長尺紙などの長尺の原稿Ｄ（Ｄ１）として
は、例えばレシート及びバナー紙の印刷物等が挙げられる。
【００４２】
　図２は、原稿トレイ１５に長尺の原稿Ｄ１がセットされた例である。長尺の原稿Ｄ１は
例えば約１ｍの長さを有する。そのため、図２に示すように、長尺の原稿Ｄ１は、原稿積
載台１６の先端部（上端部）から垂れ下がった状態でセットされる。原稿積載台１６の先
端部で垂れ下がっている部分の自重で長尺の原稿Ｄ１が下方へ引っ張られることなども一
因となって、長尺の原稿Ｄ１は、原稿積載台１６の先端部付近で曲面をなすように上方へ
膨らむため、その膨らみによって長尺の原稿Ｄ１の載置面１６Ａ上の部分には浮き上がろ
うとする力が働く。しかし、本実施形態では、押さえ部材３０の押さえ部３１に当たって
長尺の原稿Ｄ１の浮き上がりが規制されるため、長尺の原稿Ｄ１の載置面１６Ａからの浮
き上がりが所定量以下に抑えられる。この原稿Ｄ１の浮き上がりが押さえ部材３０によっ
て許容される所定量は、エッジガイド２０の高さに比べ充分に小さいので、原稿Ｄ１がエ
ッジガイド２０の上端よりも浮き上がることはまずない。
【００４３】
　図２に示すように、押さえ部材３０の内面には、同図に一点鎖線で示す載置面１６Ａよ
りも所定のギャップだけ離間した位置に原稿浮き上がり防止用の押さえ部３１が突設され
ている。エッジガイド２０に対して給送方向Ｙにその上流側の隣の位置で原稿Ｄの浮き上
がりを規制する。このため、押さえ部３１により浮き上がりが規制された原稿Ｄの浮き上
がり防止エリアよりも給送方向Ｙの下流側に位置するエッジガイドエリアで原稿Ｄはエッ
ジガイド２０に確実に案内される。
【００４４】
　図２に示すように、画像読取装置１１の本体１２内には、処理の一例として画像読取処
理（スキャン処理）を行う処理機構の一例である画像読取処理機構５０が設けられている
。画像読取処理機構５０は、原稿Ｄを搬送する搬送機構５１を備える。搬送機構５１は、
原稿積載台１６に積載された複数枚の原稿Ｄを１枚ずつ本体１２内へ給送し、給送した原
稿Ｄを搬送経路に沿って一定の搬送速度で搬送し、さらに搬送途中で画像が読み取られた
原稿Ｄを排出口１２Ｄから排出させる搬送動作を行う。搬送機構５１は、本体１２内に搬
送経路に沿って配置された複数のローラー対５２を備える。複数のローラー対５２は、動
力源である搬送モーター５３の動力により回転する。複数のローラー対５２のうち搬送方
向の最上流位置に配置された１つはリタードローラーを含む給送用のローラー対５２Ａで
あり、ローラー対５２Ａの回転により原稿積載台１６に積載された複数枚の原稿Ｄのうち
例えば最下位のものから１枚ずつ順番に原稿Ｄを給送口１２Ａから本体１２内へ給送する
。
【００４５】
　図２に示すように、本体１２内における搬送経路の途中には、搬送経路を挟む両側に配
置された一対の光源５４と一対の読取部５５とが設けられている。読取部５５は、主走査
方向（幅方向Ｘ）に延びるイメージセンサーにより構成される。原稿Ｄの片面を読み取る
ときは一方の読取部５５が読取動作を行い、原稿Ｄの両面を読み取るときは一対の読取部
５５が共に読取動作を行う。搬送モーター５３、光源５４及び読取部５５は、本体１２内
に設けられたコントローラー５８により制御される。
【００４６】
　コントローラー５８は、搬送制御部、読取制御部、光源駆動部及びＡ／Ｄ変換部（いず
れも図示せず）を備える。コントローラー５８は、操作部１４（図１を参照）の操作又は
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不図示のパーソナルコンピューター（ＰＣ）からの通信によりスキャンの指示を受け付け
ると、駆動制御部及び読取制御部にスキャン動作を指示する。
【００４７】
　駆動制御部は、指示に従って搬送モーター５３を駆動し、複数のローラー対５２を回転
させることで、原稿積載台１６にセットされた複数枚の原稿Ｄを１枚ずつ本体１２内へ給
送し搬送経路に沿って一定の搬送速度で搬送させる。読取制御部は、光源駆動部を介して
光源５４の発光を制御し、原稿Ｄの読取領域に光を照射する。この搬送中に、読取制御部
は、例えば読取部５５を制御し、原稿Ｄの画像を読み取らせる。読取部５５が読み取った
アナログの画像信号は、例えばアナログフロントエンドＩＣで構成されるＡ／Ｄ変換部で
デジタル信号に変換され、読取制御部に入力される。読取制御部は、入力したデジタルの
画像信号にシェーディング補正及びガンマ補正等の公知の補正処理を施して、原稿Ｄの画
像データを生成する。画像データは、コントローラー５８から通信ケーブル（図示せず）
を通じてＰＣに転送される。なお、画像データの転送先は、ＰＣに限らず、携帯情報端末
（ＰＤＡ（Personal Digital Assistants））又はスマートフォン等のスマートデバイス
などであってもよい。
【００４８】
　次に図３～図５を参照して、エッジガイド２０及び押さえ部材３０の詳細な構成を説明
する。
　図３及び図４に示すように、ガイドユニット１８は、トレイ部１６１上にエッジガイド
２０を閉位置に倒したときにそのエッジガイド２０を囲む横長のＵ字状の枠部２１と、枠
部２１の長手方向両端部の外側寄りの箇所に設けられた軸受部２２にエッジガイド２０の
長手方向両端から突出した軸部２０Ａが軸支されている。図３に示す閉状態において、エ
ッジガイド２０の上面端部には操作レバー２３が突設されている。ユーザーは操作レバー
２３を例えば指で外側へ押すことでエッジガイド２０を開状態に起き上がる。
【００４９】
　また、図４に示すように、エッジガイド２０には、開状態における幅方向略中央部の下
端部に係止突起２４が突設されている。枠部２１からトレイ部１６１の下側に延びる支持
部２５には係止突起２４が係止可能な角部２５Ａが形成されている。そして、エッジガイ
ド２０を閉位置から開位置に回動させたときに、係止突起２４が角部２５Ａに係止される
ことで、エッジガイド２０は載置面１６Ａに対してほぼ垂直に起き上がった開位置に保持
される。また、エッジガイド２０の長手方向の端部寄りの箇所にはエッジガイド２０に撓
み性（ばね性）を付与するための凹部２０Ｂが形成されている。凹部２０Ｂを狭める側へ
エッジガイド２０を撓ませて変形させることで、凹部２０Ｂに近い側の一方の軸部２０Ａ
を軸受部２２の孔へ挿入し易くしている。
【００５０】
　図３及び図４に示すように、押さえ部材３０の先端部には湾曲面状の凹部３０Ａが形成
されており、ユーザーはこの凹部３０Ａに指を引っ掛けることにより、押さえ部材３０の
開閉操作を行う。また、図３に示すように、押さえ部材３０の背面下部には、係止突起３
０Ｂが設けられている。押さえ部材３０を開位置に起こした状態では、係止突起３０Ｂが
不図示の角部に係止することで、押さえ部材３０が開位置に保持される。
【００５１】
　図６に示すように、エッジガイド２０に対して原稿Ｄの給送方向の上流側の隣に位置す
る押さえ部材３０は、載置面１６Ａ側に倒れる閉位置と、載置面１６Ａに対して起き上が
る開位置との間を回動可能である。一対の押さえ部材３０には、開位置に起き上がった状
態で積載領域ＳＡを挟んで対向する側面（内面）に、押さえ部３１が突設されている。押
さえ部３１は、押さえ部材３０の側面に固定されており、積載領域ＳＡに積載された原稿
Ｄの浮き上がりを防止する。
【００５２】
　図３及び図５に示すように、押さえ部材３０が閉位置に倒れた状態では、押さえ部材３
０の背面が載置面１６Ａと同じか載置面１６Ａよりも少し低い高さに配置され、押さえ部
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３１は載置面１６Ａよりも低い位置、すなわち積載領域ＳＡの上方から外れた位置に退避
する。このように本実施形態では、押さえ部材３０が閉位置に配置されたときに押さえ部
３１が配置される、積載領域ＳＡの面（載置面１６Ａ）よりも低い位置が、積載領域ＳＡ
の上方から外れた退避位置となる。そして、図４及び図７に示すように、押さえ部材３０
が開位置に起き上がった状態では、押さえ部３１は、エッジガイド２０にガイドされた原
稿Ｄが配置される積載領域ＳＡの上方に位置する。
【００５３】
　図６に示すように、押さえ部材３０が起き上がった開位置にある状態で、押さえ部３１
の載置面１６Ａと対向する規制面３１Ａ（下面）は、載置面１６Ａと平行に延びている。
また、押さえ部３１において規制面３１Ａよりも給送方向Ｙの上流側の下面が上流側ほど
載置面１６Ａとの間隔が広くなる斜面３１Ｂに形成されている。これは、ユーザーが載置
面１６Ａと規制面３１Ａとの隙間に給送方向Ｙの上流側から原稿Ｄを挿入しようとしたと
きに挿入し易くなっている。
【００５４】
　図６に示すように、押さえ部３１と載置面１６ＡとのギャップＧは、所定値に設定され
ている。本例ではギャップＧは、例えば普通紙からなる短尺の原稿Ｄ（Ｄ２）を、所定枚
数（Ｎ枚（但し、Ｎは２以上の自然数））積載できる値に設定されている。詳しくは、ギ
ャップＧは、普通紙で所定枚数（Ｎ枚）分の厚さと、所定枚数の普通紙を積載した状態で
規制面３１Ａとの間に所定の隙間を確保しうる隙間分の所定の距離とを加えた所定値に設
定されている。本例では、ギャップＧを規定する普通紙の所定枚数（Ｎ枚）は、一例とし
て１０～５０枚の範囲内の値に設定されている。より詳しくは、ギャップＧは、普通紙で
スキャンできる最大枚数（例えば２０枚）の総厚Ａｍｍ（例えば１．８ｍｍ）に、隙間用
の距離Ｂｍｍ（例えば０．７ｍｍ）を加えた値（Ａ＋Ｂ）ｍｍ（例えば２．５ｍｍ）とし
ている。このギャップＧでは、長尺の原稿Ｄ１（一例としてレシート）は、例えばＭ枚（
例えば５枚）まで積載可能である。なお、ギャップＧの所定値は、原稿Ｄがエッジガイド
２０の高さを超える浮き上がりを規定できる限りにおいて適宜の値に変更可能である。
【００５５】
　そして、原稿Ｄの浮き上がり量を規定する押さえ部３１と載置面１６ＡとのギャップＧ
は、エッジガイド２０の載置面１６Ａから垂直な方向の高さの半分以下となっている。こ
のため、押さえ部３１の規制面３１Ａに当たって浮き上がり量が規制された原稿Ｄは、エ
ッジガイド２０の上端を越えて浮き上がることがなく、常にエッジガイド２０に案内され
た状態となる。
【００５６】
　図６及び図７に示すように、押さえ部材３０の一方の側面先端寄りの箇所には半円球状
の突起３０Ｄが形成されており、押さえ部材３０を閉位置に倒すと、突起３０Ｄが枠部２
１の外側面に凹設された不図示の係合穴に係合し、押さえ部材３０が閉状態に係止される
ようになっている。
【００５７】
　また、本実施形態の画像読取処理機構５０では、搬送を行う搬送方向（給送方向Ｙ）で
想定される最小寸法の原稿Ｄ（本例では名刺サイズの原稿Ｄ（例えば名刺））をその長手
方向が給送方向Ｙと一致する向きで積載領域ＳＡに積載（セット）した状態で、押さえ部
材３０は、その最小寸法の原稿Ｄの上流側端部よりもさらに上流側に位置する。このとき
、エッジガイド２０は、セットされた最小寸法（例えば名刺サイズ）の原稿Ｄが積載され
る積載領域ＳＡの側方に位置する。このため、想定される最小サイズである名刺サイズの
原稿Ｄを一対のエッジガイド２０でガイドできるうえ、セットされた名刺サイズの原稿Ｄ
の側方に押さえ部材３０が位置しないので、押さえ部材３０が仮に開位置に起き上がった
状態にあっても、押さえ部３１が邪魔にならずに名刺等の原稿Ｄを一対のエッジガイド２
０間にセット可能である。
【００５８】
　次に画像読取装置１１の作用を説明する。
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　ユーザーは原稿Ｄを画像読取装置１１に読み取らせるときは、原稿Ｄを原稿積載台１６
に積載する。例えば長尺の原稿Ｄ１を読み取らせる場合、ユーザーは操作レバー２３を例
えば指で外側へ押し込んでエッジガイド２０を開位置に起立させると共に、例えば凹部３
０Ａに指を引っ掛けて押さえ部材３０を開位置に起立させる。その後、原稿Ｄを載置面１
６Ａに積載し、一対のガイドユニット１８を幅方向内側へスライドさせて原稿Ｄの幅方向
両側の側端に当接させる。これにより原稿Ｄの給送位置が幅方向Ｘに位置決めされる。ま
た、前回も同じ長尺の原稿Ｄ１の読取りを行って、既に一対のエッジガイド２０が長尺の
原稿Ｄ１に合わせて位置調整された状態では、エッジガイド２０を少し幅方向Ｘの外側に
移動させてから原稿Ｄ１を積載し、その後、一対のエッジガイド２０を原稿Ｄ１の側端に
当接するまで移動させる。あるいは、長尺の原稿Ｄ１をその幅方向端部が押さえ部３１と
干渉することを回避しつつ載置面１６Ａ上に積載する。
【００５９】
　このように長尺の原稿Ｄ１を積載した状態では、図６及び図７に示すように、押さえ部
材３０の押さえ部３１は、原稿積載台１６の原稿Ｄ１が積載されている積載領域ＳＡの上
方、つまり原稿Ｄ１の側縁部の上方に位置する押さえ位置に配置される。
【００６０】
　例えばレシート等の長尺の原稿Ｄ１の画像を読み取る場合、ユーザーは、図２に示すよ
うに、原稿積載台１６に積載された長尺の原稿Ｄ１を積載する。このとき積載された長尺
の原稿Ｄ１は給送方向上流側の部分が原稿積載台１６の上端から垂れ下がった状態となる
。そして、ユーザーは、操作部１４を操作して画像読取装置１１に原稿Ｄ１のスキャンを
開始させる。画像読取装置１１内のコントローラー５８は、スキャン開始の指示を受け付
けると、画像読取処理機構５０を駆動させる。その結果、原稿トレイ１５にセットされた
原稿Ｄ１は１枚ずつ本体１２内へ給送されると共に各ローラー対５２の回転により搬送経
路に沿って搬送され、その途中で読取部５５により原稿Ｄの画像が読み取られ、画像読取
後の原稿Ｄは排出口１２Ｄから排出される。
【００６１】
　この原稿Ｄ１の画像読取過程において、原稿積載台１６の上端付近で原稿Ｄ１は湾曲し
つつ垂れ下がり、その湾曲によって原稿Ｄ１には載置面１６Ａから離れる方向へ浮き上が
ろうとする力が働く。しかし、原稿Ｄ１は浮き上がろうとしても、積載領域ＳＡの上方の
押さえ位置に配置された浮き上がり防止用の押さえ部３１の規制面３１Ａに当たってそれ
以上の浮き上がりが規制される。この押さえ部３１による原稿Ｄ１の浮き上がりの規制は
、エッジガイド２０よりも給送方向Ｙ上流側の近傍位置で行われるため、その直ぐ下流側
のエッジガイドエリアで原稿Ｄ１がエッジガイド２０から外れることが回避される。その
結果、原稿Ｄ１はエッジガイド２０に案内され続けるので、原稿の浮き上がりが原因でエ
ッジガイドに案内されなくなったことに起因する原稿Ｄのスキューは回避される。よって
、レシート等の長尺の原稿Ｄ１の画像は画像読取装置１１によって正しく読み取られる。
【００６２】
　また、例えばＡ４判やリーガルサイズ等の短尺の原稿Ｄ２を読み取る場合は、図５に示
すように、規制機構の押さえ部材３０を倒して閉位置に配置しておき、エッジガイド２０
のみを開位置に起き上がらせた状態にする。このため、短尺の原稿Ｄ２をセットする際に
、閉位置に倒されている押さえ部材３０が邪魔にならない。よって、ユーザーは押さえ部
３１との干渉を気にすることなく原稿Ｄ２を原稿積載台１６にセットすることができる。
【００６３】
　そして、ユーザーは、操作部１４を操作して画像読取装置１１に原稿Ｄのスキャンを開
始させる。すると、画像読取処理機構５０の駆動によって、原稿トレイ１５にセットされ
た原稿Ｄは１枚ずつ本体１２内へ給送される。給送された原稿Ｄは各ローラー対５２の回
転により搬送経路に沿って搬送され、その搬送の途中で読取部５５により画像が読み取ら
れ、その画像読取後に排出口１２Ｄから排出される。
【００６４】
　そして、画像読取装置１１を片付けるときは、エッジガイド２０及び押さえ部材３０を
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共に閉位置に倒し、カバー１３を前方側へ回動させて、図１に二点鎖線で示すように、本
体１２の上面と前面を覆う状態に閉じる。
【００６５】
　また、名刺等の想定される最小寸法の原稿Ｄを原稿積載台１６に積載したときに、押さ
え部材３０はその原稿Ｄの搬送方向の上流側端部よりも上流側に位置する。よって、名刺
等の原稿Ｄを読み取るときに、押さえ部材３０が仮に開位置に起き上がっていても、押さ
え部３１が邪魔にならずに、名刺等の原稿Ｄをエッジガイド２０間にセットできる。この
ため、名刺の画像を読み取るときは、仮に押さえ部材３０が開位置にあっても、押さえ部
材３０を倒すことなく、そのままエッジガイド２０間に名刺をセットできる。
【００６６】
　以上詳述した第１実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）画像読取装置１１は、原稿Ｄを積載する原稿トレイ１５と、原稿トレイ１５の積
載領域ＳＡに積載された原稿Ｄを本体１２内へ１枚ずつ搬送する搬送処理を含む画像読取
処理（処理の一例）を行う画像読取処理機構５０とを備える。原稿トレイ１５は、原稿積
載台１６と、原稿積載台１６における原稿Ｄの積載領域ＳＡの側方に位置するエッジガイ
ド２０と、エッジガイド２０と独立して移動可能な押さえ部材３０とを備えている。押さ
え部材３０を移動させることによって、押さえ部３１は、積載領域ＳＡの上方の押さえ位
置と、積載領域ＳＡの上方から外れた退避位置とに移動させることができる。押さえ部３
１が、積載領域ＳＡの上方から外れた退避位置（本例では載置面１６Ａよりも下方の位置
）に移動しているときは、押さえ部３１が邪魔にならずに原稿Ｄを積載領域ＳＡに積載で
きる。また、押さえ部材３０を開位置に起こして押さえ部３１が積載領域ＳＡの上方の押
さえ位置に配置された状態で、原稿Ｄを積載領域ＳＡに積載すれば、原稿Ｄは仮に浮き上
がろうとしても押さえ部３１の規制面３１Ａに当たってそれ以上の浮き上がりが抑えられ
る。よって、画像読取処理機構５０により積載領域ＳＡから給送されるときは、その浮き
上がりが押さえ部３１に当たる位置までに抑えられた原稿Ｄは確実にエッジガイド２０に
案内されつつ給送されるため、スキューが発生しにくい。従って、画像読取処理機構５０
により原稿Ｄの画像はスキューによる回転ずれのない正しい向きで読み取られる。このよ
うに原稿積載台１６の積載領域ＳＡに原稿Ｄを好適に積載することができる。
【００６７】
　（２）押さえ部材３０は、必要時にユーザーが開位置に起こして使用する構成である。
よって、短尺の原稿Ｄを読み取るときなど押さえ部材３０を不要な場合は、押さえ部材３
０を閉位置に畳んで押さえ部３１を載置面１６Ａよりも下方の退避位置に移動させておく
ことで、原稿Ｄを積載領域ＳＡに積載する際に邪魔になりにくい。また、長尺の原稿Ｄを
読み取るときなど押さえ部材３０が必要な場合は、押さえ部材３０を開位置に起こして押
さえ部３１を押さえ位置に配置すればよいので、必要時に限り押さえ部３１が邪魔になる
ものの、積載された原稿Ｄがエッジガイド２０に案内されなくなるほどの浮き上がりを抑
えることができる。
【００６８】
　（３）処理機構の一例である画像読取処理機構５０が搬送を行う際の給送方向Ｙに最小
寸法の原稿Ｄを積載領域ＳＡに積載した状態では、押さえ部３１は、その最小寸法の原稿
Ｄの給送方向上流側端部よりも上流側に位置し、かつエッジガイド２０は最小寸法の原稿
Ｄの側方に位置する。よって、仮に押さえ部３１が押さえ位置に配置されたままでも、最
小寸法の原稿Ｄを積載するときに、押さえ部３１が邪魔にならない。つまり、押さえ部材
３０を押さえ部３１が退避位置に配置される位置に移動させなくても、最小寸法の原稿Ｄ
をエッジガイド２０に案内された状態に積載することができる。
【００６９】
　（４）押さえ部材３０をエッジガイド２０に対して給送方向Ｙの上流側となる近傍位置
に配置したので、押さえ部材３０の押さえ部３１によって原稿Ｄのエッジガイド２０にお
ける浮き上がりを効果的に抑えることができる。
【００７０】
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　（５）載置面１６Ａと押さえ部３１とのギャップＧを、エッジガイド２０の載置面１６
Ａからの高さの半分未満の値、詳しくは普通紙の想定最大枚数分の厚さに少しの隙間分を
加えた値に設定した。よって、押さえ部材３０の押さえ部３１によって原稿Ｄのエッジガ
イド２０における浮き上がりを効果的に抑えることができる。
【００７１】
　（６）一対のガイドユニット１８は一方を移動させれば、連動機構４０により他方が連
動して移動する。そして、エッジガイド２０と押さえ部材３０は共にガイドユニット１８
に設けられているので、エッジガイド２０と押さえ部材３０とを一つずつ移動させる必要
がない。そのため、積載するべき原稿Ｄのサイズが変更になっても、ユーザーは共通の移
動操作でエッジガイド２０と押さえ部材３０とを共に原稿サイズに応じた位置へ移動させ
ることができるので、ガイドユニット１８の位置の変更を伴う位置決め作業が簡単に済む
。
【００７２】
　（第２実施形態）
　次に図８～図１１を参照して、第２実施形態について説明する。第２実施形態は、ガイ
ドユニットの構成が第１実施形態と異なる。
【００７３】
　図８に示すように、画像読取装置１１のカバー１３を兼ねる原稿トレイ１５には、原稿
積載台１６と、原稿積載台１６の載置面１６Ａに積載される原稿Ｄの幅方向両側の側端を
ガイドし、原稿Ｄの給送位置を幅方向Ｘに位置決めするガイド機構１７を構成する一対の
ガイドユニット６０とを備える。一対のガイドユニット６０は、原稿積載台１６を構成す
るトレイ部１６１の裏側に設けられた連動機構４０（図１参照）によりトレイ部１６１に
開口する複数本のスリット孔１６１Ａ～１６１Ｃを介して幅方向Ｘ（主走査方向）にスラ
イド可能（移動可能）に設けられている。
【００７４】
　ガイドユニット６０は、第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを備える。本
実施形態では、第２エッジガイド６２が押さえ部材を兼ねている。ガイド機構１７は、原
稿積載台１６における原稿Ｄを積載する積載領域ＳＡの側方に位置する第１エッジガイド
６１と、積載領域ＳＡの上方の押さえ位置と、積載領域ＳＡの上方から外れた退避位置と
を、第１エッジガイド６１と独立して移動する第２エッジガイド６２とを備える。第１エ
ッジガイド６１と第２エッジガイド６２とは、原稿積載台１６の載置面１６Ａ側に倒れる
閉位置と、載置面１６Ａに対して起き上がった開位置との間を開閉可能に設けられている
。
【００７５】
　第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを有するガイドユニット６０を互いに
連動させる第１実施形態と同様の連動機構４０（図１参照）を備える。連動機構４０は、
一対のガイドユニット６０を連動してスライド移動可能な状態に連結している。連動機構
４０は、第１実施形態と同様に、一対のガイドユニット６０のそれぞれに設けられた一対
のラック部４１と、一対のラック部４１の歯部が異なる箇所で噛合する共通のピニオン４
２とにより構成される。
【００７６】
　図９及び図１０に示すように、第１エッジガイド６１は、凹部によって形成された開口
６１Ａを有する横長のＵ字形状を呈する枠体により構成されている。第２エッジガイド６
２は、第１エッジガイド６１の開口６１Ａとほぼ同形状・同サイズを有し、第１エッジガ
イド６１に対して開口６１Ａと対応する位置に配置されている。本実施形態では、一対の
第２エッジガイド６２の対向する内面には押さえ部６３がそれぞれ突設されており、第２
エッジガイド６２が押さえ部材を兼ねている。
【００７７】
　第１エッジガイド６１は、その長手方向両端部に長手方向外側へ突出する一対の軸部６
１Ｂを有する。第１エッジガイド６１の軸部６１Ｂと対応する箇所には、第１実施形態と
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同様に、枠部２１の長手方向両端部となる位置に一対の軸受部２２が設けられている。第
１エッジガイド６１は、一対の軸部６１Ｂが一対の軸受部２２の挿通孔に挿入されること
で、原稿積載台１６に対して回動可能に設けられている。そして、第１エッジガイド６１
は、図１２に二点鎖線で示す閉位置と、載置面１６Ａに対して起き上がった図９及び図１
２等に示す開位置との間を開閉可能である。また、第１エッジガイド６１には、少なくと
も一方の軸部６１Ｂの近傍位置に係止突起６５が形成されており、第１エッジガイド６１
を開位置に開くと、係止突起６５が、支持部２６の角部２６Ａ（図１２参照）と係止する
ことによって、第１エッジガイド６１は起き上がった開位置に保持される。そして、ユー
ザーが第１エッジガイド６１を開位置から閉位置へ手動で倒すと、その過程で係止突起６
５と角部２６Ａとの係止が外れ、閉位置に配置される。第１エッジガイド６１は閉位置で
は不図示の係止突起が角部に係合することで閉位置に保持される。なお、第１エッジガイ
ド６１には、第１実施形態における凹部２０Ｂと同様に撓み性を付与する機能をもつ凹部
６１Ｃ、操作レバー２３と同様の機能をもつ操作レバー６４が設けられている。
【００７８】
　図１１及び図１３に示すように、第２エッジガイド６２は、長手方向両端部に一対の半
円環状の係合部６２Ａが突設されている。図１１に示すように、一対の係合部６２Ａは、
第１エッジガイド６１の長手方向両端部から軸部６１Ｂの突出方向とは反対側となる内側
へ延出する第２軸部６１Ｄに対して回動可能な状態で嵌め込まれている。このため、第２
エッジガイド６２は、第１エッジガイド６１に対して相対回動が可能となっている。
【００７９】
　また、図１１に示すように、第１エッジガイド６１の内側へ突出する軸部６１Ｄには、
係合部６２Ａが嵌め込まれている部分よりも軸方向に内側の部分に、付勢部の一例として
の捩りコイルばね６６が掛装されている。図１４に示すように、第１エッジガイド６１の
軸部６１Ｄには、捩りコイルばね６６が巻き掛けられ、その捩りコイルばね６６の一端部
６６Ａは第２エッジガイド６２の外側面に掛止されており、その他端部６６Ｂは、ガイド
ユニット７０のうちトレイ部１６１の裏側に配置された支持部２５の所定箇所に掛止され
ている。このため、第２エッジガイド６２は第１エッジガイド６１に対して幅方向Ｘの外
側へ変位すると、その変位した回動位置から第１エッジガイド６１に近づく方向の付勢力
が働くようになっている。
【００８０】
　第２エッジガイド６２は、第１エッジガイド６１の開口６１Ａに対応する位置に配置さ
れている。第２エッジガイド６２の長手方向両端部には、一対の規制部６２Ｃが長手方向
の外側へ突出している。このため、捩りコイルばね６６の付勢力により第１エッジガイド
６１の開口６１Ａに近づく方向へ付勢された第２エッジガイド６２は、一対の規制部６２
Ｃが第１エッジガイド６１の外面に当接することにより開口６１Ａ内に少なくとも一部が
挿入された状態に保持される。
【００８１】
　図１２に示すように、第２エッジガイド６２は、第１エッジガイド６１の開口６１Ａ（
凹部）内にその厚み方向の全部又は一部が挿入された状態で、一対の規制部６２Ｃが第１
エッジガイド６１の外面に当たるようになっている。このため、特に外力が加わっていな
い状態では、第２エッジガイド６２は一対の規制部６２Ｃが第１エッジガイド６１の外面
に当たり、第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２は、幅方向Ｘに一方が他方に対
して全部又は一部が重なった状態となる。
【００８２】
　第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とは、開位置の状態で、原稿積載台１６
上の原稿Ｄが搬送される搬送方向（給送方向Ｙ）と交差する方向（幅方向Ｘ）に少なくと
も一部が重なる２重構造で設けられている。このため、第１エッジガイド６１と第２エッ
ジガイド６２とは、開位置の状態で、積載領域ＳＡの面と直交する方向から見た場合に、
幅方向に少なくとも一部が重なっている。
【００８３】
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　エッジガイドを第１エッジガイド６１とした場合、積載領域ＳＡの側方に第２エッジガ
イド６２をさらに備え、この第２エッジガイド６２は押さえ部６３を有している。第２エ
ッジガイド６２の移動によって押さえ部６３は押さえ位置と退避位置とを移動する。
【００８４】
　また、図９～図１２に示すように、ガイドユニット６０が開状態にあるとき、押さえ部
６３の載置面１６Ａ（又はトレイ部１６１の上面）と対向する面は、載置面１６Ａとほぼ
平行に延びると共に原稿Ｄの浮き上がりを規制する規制面６３Ａとなっている。押さえ部
６３のうち規制面６３Ａと反対側となる面は、積載領域ＳＡの幅方向Ｘ中央部に近づくほ
ど載置面１６Ａに近づく向きに傾く斜面６３Ｂとなっている。すなわち、押さえ部材の一
例としての第２エッジガイド６２は、原稿積載台１６に原稿Ｄを積載するときに原稿Ｄを
セットする方向（載置面１６Ａに近づく方向）の力を押さえ部６３が受けることで第１エ
ッジガイド６１に対して幅方向外側へ変位し、押さえ部６３が押さえ位置から退避位置に
移動する。
【００８５】
　読取対象の原稿Ｄを原稿積載台１６に積載するとき、原稿Ｄが押さえ部６３の斜面６３
Ｂに沿って載置面１６Ａ側へ移動する過程で、原稿Ｄの側縁部が斜面６３Ｂを介して押さ
え部６３を外側へ押す。この押し力によって、第２エッジガイド６２が捩りコイルばね６
６の付勢力に抗して外側へ回動し、一対の押さえ部６３が幅方向Ｘの外側へ逃げるように
なっている。
【００８６】
　このようにガイドユニット６０は、原稿積載台１６において原稿Ｄを積載する積載領域
ＳＡの側方に位置する第１エッジガイド６１と、押さえ部６３が積載領域ＳＡの上方に位
置する押さえ位置と、積載領域ＳＡの上方に位置しない退避位置との間を移動可能な第２
エッジガイド６２とを有している。また、第２エッジガイド６２を第１エッジガイド６１
に開口６１Ａに一部挿入される位置まで付勢する捩りコイルばね６６及び規制部６２Ｃ等
により、両エッジガイド６１，６２の開閉を連動させる機構が構成されている。このため
、第１エッジガイドに突設された操作レバー６４を操作することで、第１エッジガイド６
１と第２エッジガイド６２とが連動して閉位置と開位置との間を移動する。
【００８７】
　さて、ユーザーが原稿Ｄを原稿積載台１６に積載するときは、原稿Ｄが押さえ部６３の
斜面６３Ｂに沿って移動し、載置面１６Ａに近づくに連れて斜面６３Ｂを介して押さえ部
６３が外側へ押される。この結果、押さえ部６３を有する第２エッジガイド６２は、捩り
コイルばね６６の付勢力に抗して外側へ回動し、押さえ部６３が外側へ退避する。その結
果、ユーザーは、押さえ部６３が積載領域ＳＡの上方に位置していても、押さえ部６３が
邪魔になることなく、原稿Ｄを載置面１６Ａに積載することができる。
【００８８】
　このため、長尺の原稿Ｄ１も短尺の原稿Ｄ２も共に簡単に積載できるうえ、押さえ部６
３の規制面６３Ａによって原稿Ｄの浮き上がりを防止できる。その結果、長尺の原稿Ｄ１
の浮き上がりに起因するスキューを防止できる。よって、画像読取装置１１によって原稿
Ｄの画像を回転ずれのない正しい向きで読み取ることができる。また、第１実施形態では
、名刺などの最小寸法の原稿Ｄをセットしたときに、その最小寸法の原稿Ｄ（例えば名刺
）の給送方向Ｙ上流端よりも上流側に押さえ部３１が位置するように押さえ部材３０を設
けたが、このように押さえ部材の一例である第２エッジガイド６２の配置位置を制限する
必要がない。
【００８９】
　以上詳述した第２実施形態によれば、第１実施形態で述べた前記（１）及び（６）と同
種の効果を同様に得られる他、以下に示す効果が更に得られる。
　（７）原稿Ｄを積載するとき、捩りコイルばね６６の付勢力に抗して押さえ部６３が幅
方向Ｘ外側の退避位置へ退避するので、短尺の原稿Ｄも長尺の原稿Ｄも簡単に積載するこ
とができる。例えば、第１実施形態では、長尺の原稿Ｄ１のときは押さえ部材３０を開位
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置に起こし、短尺の原稿Ｄ２のときは押さえ部材３０を閉位置に倒す構成なので、原稿Ｄ
が短尺紙か長尺紙かの種類に応じてユーザーが行う押さえ部材３０の開閉操作が面倒であ
った。しかし、この第２実施形態では、原稿Ｄが短尺紙か長尺紙かの種類に依らず、その
ときの原稿Ｄの幅に合わせて幅方向Ｘに位置調整した一対のガイドユニット６０の間に原
稿Ｄを積載すればよいので、ユーザーが原稿積載台１６に原稿Ｄをセットする操作が簡単
で済む。
【００９０】
　（８）積載領域ＳＡの側方の第１エッジガイド６１と、積載領域ＳＡの側方の第２エッ
ジガイド６２とをさらに備える。第２エッジガイド６２は押さえ部６３を有し、第２エッ
ジガイド６２の移動によって押さえ部６３は押さえ位置と退避位置とを移動する。よって
、押さえ部６３を有する第２エッジガイド６２が第１エッジガイド６１に対して相対移動
（相対回動）することによって、押さえ部６３は押さえ位置と退避位置とを移動する。そ
して、第１エッジガイド６１と、押さえ位置に位置する第２エッジガイド６２とにより、
原稿Ｄを幅方向にガイドしてその搬送位置を位置決めできるうえ、原稿Ｄの浮き上がりを
防止することができる。
【００９１】
　（９）第１エッジガイド６１と、押さえ部６３が押さえ位置に配置された状態の第２エ
ッジガイド６２は、積載領域ＳＡにおける原稿Ｄの給送方向Ｙと交差する幅方向Ｘにおい
て少なくとも一部が重なる。よって、第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを
相対的に薄型に構成することができる。例えばカバー１３を閉じるときに第１エッジガイ
ド６１と第２エッジガイド６２とを閉位置に配置したときに両エッジガイド６１，６２を
薄く畳むことができる。よって、本体１２の上面及び前面を覆うカバー１３の厚みを薄型
にでき、ひいては画像読取装置１１の小型化に寄与できる。
【００９２】
　（１０）第２エッジガイド６２が押さえ部６３を押さえ位置に配置する位置状態で、第
１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とは、積載領域ＳＡの面と直交する方向から
見た場合に、積載領域ＳＡの幅を調整する方向において少なくとも一部が重なる構成とし
た。よって、２つのエッジガイド６１，６２を有する割に、第１エッジガイド６１と第２
エッジガイド６２とを相対的に薄型に構成することができる。例えばカバー１３を閉じる
ときに第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを閉位置に配置したときに両エッ
ジガイド６１，６２を薄く畳むことができる。よって、本体１２の上面及び前面を覆うカ
バー１３の厚みを薄型にでき、ひいては画像読取装置１１の小型化に寄与できる。
【００９３】
　（１１）第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とのうち一方の第１エッジガイ
ド６１に開口６１Ａを形成し、他方の第２エッジガイド６２が押さえ部６３を押さえ位置
に配置する位置に移動した状態では、第２エッジガイド６２の一部が開口６１Ａに挿入さ
れる。よって、第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを相対的に薄型に構成す
ることができる。例えば第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを閉位置に畳ん
だときに薄く構成できるので、本体１２の上面及び前面を覆うカバー１３の厚みを薄くす
ることができ、ひいては画像読取装置１１の小型化に寄与できる。
【００９４】
　（１２）第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とは、原稿積載台１６の載置面
１６Ａ側に倒れる閉位置と載置面１６Ａに対して起き上がった開位置とに開閉可能に設け
られている。よって、使用時には、第１及び第２エッジガイド６１，６２を載置面１６Ａ
から起き上がった開位置に配置することで、原稿Ｄの浮き上がりを押さえつつ幅方向Ｘに
位置決めでき、不使用時は、第１及び第２エッジガイド６１，６２を閉位置に倒すことで
コンパクトに収納できる。
【００９５】
　（１３）第１エッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを有する一対のガイドユニッ
ト６０は連動機構４０により連動する。よって、第１エッジガイド６１と第２エッジガイ



(18) JP 2017-39607 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

ド６２とを一つずつ操作する必要がないため、原稿Ｄの位置決め作業が簡単に済む。
【００９６】
　（１４）外力が加わらない限り第２エッジガイド６２は捩りコイルばね６６によって第
１エッジガイド６１に当たる向きに付勢された状態で第１エッジガイド６１に当接する。
よって、第１エッジガイド６１の操作レバー６４を操作すれば、第１エッジガイド６１と
第２エッジガイド６２との閉位置と開位置との間の移動（例えば回動）を、捩りコイルば
ね６６及び規制部６２Ｃ等を含む機構により連動させることができる。このように第１エ
ッジガイド６１と第２エッジガイド６２とを別々に開閉操作しなくてよいので、原稿Ｄの
位置決め作業が簡単に済む。
【００９７】
　（１５）押さえ部６３が退避位置から押さえ位置に向かう方向に第２エッジガイド６２
を付勢する付勢部の一例として捩りコイルばね６６を有する。よって、原稿積載台１６に
積載されるときの原稿Ｄから受ける力によって押さえ位置から退避位置へ移動した押さえ
部６３は、原稿Ｄを積載し終われば、捩りコイルばね６６の付勢力によって退避位置から
原稿Ｄの浮き上がりを規制する押さえ位置に移動する。このため、ユーザーは、原稿Ｄを
積載する際に押さえ部６３を押さえ位置から退避位置へ移動させる操作及び退避位置から
押さえ位置へ戻す操作をする必要がないので、原稿Ｄを積載する操作が簡単になる。
【００９８】
　（１６）押さえ部６３は、原稿積載台１６の載置面１６Ａと対向する面が、載置面１６
Ａからの原稿Ｄの浮き上がりを規制する規制面６３Ａとなっており、規制面６３Ａと反対
側の面が、積載領域ＳＡの中央に近づくほど載置面１６Ａに近づく向きに傾く斜面６３Ｂ
となっている。よって、エッジガイド６１，６２に沿って原稿Ｄが積載されるときに原稿
Ｄは押さえ部６３の斜面６３Ｂに当たり、押さえ部６３は斜面６３Ｂが原稿Ｄから受ける
力によって押さえ位置から退避位置へ退避する。よって、原稿Ｄを原稿積載台１６に積載
するとき、押さえ部６３が邪魔にならない。
【００９９】
　（１７）押さえ部６３は、規制面６３Ａが原稿積載台１６の載置面１６Ａと平行な面と
なっており、エッジガイド６１，６２に沿って積載されるときの原稿Ｄが押さえ部６３に
当たる部位の少なくとも一部が斜面６３Ｂとなっている。よって、エッジガイドに沿って
積載されるときの原稿Ｄから斜面６３Ｂを介して受ける力によって押さえ部６３は押さえ
位置から退避位置へ退避する。よって、原稿Ｄを原稿積載台１６に積載するとき、押さえ
部６３が邪魔にならない。
【０１００】
　（第３実施形態）
　次に第３実施形態を図１５及び図１６を参照して説明する。本実施形態は、第１エッジ
ガイドと、押さえ部を有する第２エッジガイドとの位置関係を、前記第２実施形態の構成
に対して逆にした例である。なお、ガイド機構１７以外の構成は、前記第１実施形態と同
様である。
【０１０１】
　図１５及び図１６に示すように、ガイド機構１７を構成する一対のガイドユニット７０
（同図では一方のみ図示）は、捩りコイルばね７６により一方向に付勢された状態で回動
可能な第１エッジガイド７１と、第１エッジガイド７１と略同形状・同サイズの開口７２
Ａを有する横長のＵ字形状をなす第２エッジガイド７２とを備える。第２エッジガイド７
２は、長手方向両端部から軸方向外側へ突出する軸部７２Ｂが、一対の軸受部２２に挿通
されることで、軸部７２Ｂを中心に回動可能に設けられている。
【０１０２】
　第１エッジガイド７１の長手方向両端部の回動基端側から突出する一対の半円環状の係
合部７１Ａが、第２エッジガイド７２の軸部７２Ｂの突出方向と反対側（内側）へ軸部７
２Ｂと同軸上に突出した軸部７２Ｃに対して嵌め込まれている。これにより第１エッジガ
イド７１は、第２エッジガイド７２の開口７２Ａと対応する位置で、第２エッジガイド７
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２の軸部７２Ｃに対して相対回動可能に設けられている。第１エッジガイド７１が載置面
１６Ａ（又はトレイ部１６１の面）から起き上がった開位置にある状態では、第１エッジ
ガイド７１の回動基端側の長手方向中央部に突設された係止突起７５が、支持部２５の角
部２５Ａに係止することで、第１エッジガイド７１は開位置に保持される。
【０１０３】
　押さえ部７３を有する第２エッジガイド７２は、開口７２Ａの内周縁の少なくとも一部
に形成された規制壁７２Ｅが、第１エッジガイド７１の外面に当たる図１６に二点鎖線で
示す位置において、第１エッジガイド７１の厚み方向の全部又は一部が開口７２Ａ内に挿
入される。このため、外力が加わっていない開位置において、第１エッジガイド７１と第
２エッジガイド７２は、幅方向Ｘにおいて、一方が他方の全部又は一部と重なっている。
なお、第１エッジガイド７１には操作レバー７４が突設され、第２エッジガイド７２には
撓み性（ばね性）を付与する凹部７２Ｄが形成されている。
【０１０４】
　押さえ部７３において載置面１６Ａ（又はトレイ部１６１の面）と対向する面は規制面
７３Ａとなっており、規制面７３Ａと反対側の面が積載領域ＳＡの幅方向中央部側へ近づ
くほど載置面１６Ａに近づく向きに傾く斜面７３Ｂに形成されている。このように第２実
施形態に対して第１及び第２エッジガイドの配置関係が内外で逆になり、第１エッジガイ
ド７１が内側に配置されると共に押さえ部７３を有する第２エッジガイド７２が外側に配
置されたガイドユニット７０であっても、前記第２実施形態により得られる前記（７）～
（１７）の効果と同種の効果を得ることができる。
【０１０５】
　（第４実施形態）
　次に第４実施形態を図１７及び図１８を参照して説明する。本実施形態は、エッジガイ
ドに対して押さえ部が出没する構成とした例である。なお、ガイド機構１７以外の構成は
、前記第１実施形態と同様である。
【０１０６】
　図１７及び図１８に示すように、ガイド機構１７を構成する一対のガイドユニット８０
は、軸受部２２に挿入された一対の軸部８１Ａを中心に回動可能なエッジガイド８１と、
捩りコイルばね８６によりエッジガイド８１に近づく一方向に付勢された状態で軸部８２
Ａを中心に回動可能な押さえ部材８２とを備える。押さえ部８３は、エッジガイド８１の
押さえ部８３に相当する箇所に形成された開口８１Ｃから出没可能となっている。エッジ
ガイド８１から突出した押さえ部８３において載置面１６Ａ（又はトレイ部１６１の面）
と対向する面は規制面８３Ａとなっており、規制面８３Ａと反対側の面が積載領域ＳＡの
幅方向Ｘの中央部側に近づくほど載置面１６Ａに近づく向きに傾く斜面８３Ｂに形成され
ている。
【０１０７】
　押さえ部８３がエッジガイド８１に対して出没する位置は、給送方向Ｙにおいてエッジ
ガイド８１の中央位置よりも上流側に偏倚している。このため、エッジガイド８１の給送
方向Ｙの上流側寄りの位置で原稿Ｄの浮き上がりを防止することができる。また、エッジ
ガイド８１には、凹部８１Ｂ及び操作レバー８５が設けられている。
【０１０８】
　エッジガイド８１は開いたときに係止突起８４が支持部２５の角部２５Ａに係止するこ
とで、開位置に保持される。また、エッジガイド８１には操作レバー８５が突設されてい
る。このようにエッジガイド８１に対して押さえ部８３が出没する構成であっても、原稿
を積載するときに押さえ部８３が退避すると共に、原稿のエッジガイド８１を外れるほど
の浮き上がりが防止されるので、この種の浮き上がりに起因する原稿のスキューを防止す
ることができる。よって、原稿の画像を回転ずれのない正しい向きで読み取ることができ
るなど、第２実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０９】
　なお、上記各実施形態は以下のような形態に変更することもできる。
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　・前記第１実施形態において、エッジガイド２０に対して給送方向Ｙの上流側と下流側
との両方の位置に浮き上がり防止用の押さえ部材を設けてもよい。
【０１１０】
　・前記第１実施形態において、押さえ部材を捩りコイルばね等の付勢部により幅方向Ｘ
外側へ変位すると開位置へ戻る方向に付勢された状態で回動可能に設けると共に、押さえ
部の規制面と反対側の面に前記第２～第４実施形態における押さえ部と同様の斜面を形成
した構成としてもよい。この構成によれば、原稿を積載するときに押さえ部が邪魔になら
ず、積載後の原稿の所定以上の浮き上がりを抑えることができる。
【０１１１】
　・第２～第４実施形態において、付勢部は、捩りコイルばねに替え、引っ張りばね又は
圧縮ばね等のその他のばねを用いることもできる。さらには第２エッジガイドに付勢力を
付与可能なゴム等の弾性部材を用いることもできる。
【０１１２】
　・ガイド機構１７を構成する一対のガイドユニットを、第１～第４実施形態のガイドユ
ニットのうち異なる種類の一対のガイドユニットの組み合わせとしてもよい。
　・前記第１実施形態において、押さえ部材を回動による移動に替え、幅方向Ｘにスライ
ド移動可能に設け、押さえ部３１が、積載領域の上方の押さえ位置と、前記積載領域の上
方から外れた退避位置とをスライドにより移動可能な構成としてもよい。また、押さえ部
材の移動を回動とする場合、回動軸が載置面１６Ａと直交する回動方向でもよい。
【０１１３】
　・一対のエッジガイドは原稿積載台の載置面（例えばトレイ部の上面）に固定されてい
てもよい。すなわち、予め決まった一定幅の媒体のみを処理対象とする処理装置では、一
対のエッジガイドが媒体載置台の載置面に固定されていてもよい。
【０１１４】
　・一対のエッジガイドは一方が固定され、他方がスライド可能な構成でもよい。
　・媒体積載台は、カバーを兼ねた構成に替え、カバーを兼ねない構成でもよい。この場
合、媒体積載台は本体に対して傾動可能に設けられてもよいし、本体に対して所定角度を
なす斜め後方上側へ延びた状態に固定されていてもよい。
【０１１５】
　・原稿トレイは、複合機の原稿台カバーの上側に設けられた自動原稿給送装置（オート
シートフィーダー）の一部であってもよい。
　・処理装置が画像読取装置である場合、シートフィード型に限らず、フラットベッド型
でもよい。フラットベッド型の画像読取装置である場合、本体内には副走査方向（Ｘ方向
）に沿って移動可能なキャリッジを備え、キャリッジは、走査用モーターを動力源として
移動し、キャリッジに設けられた光源及び読取部により、原稿台のガラス板上にセットさ
れた原稿の画像を読み取る。この種のフラットベッド型の画像読取装置では、原稿を自動
で給送する自動原稿給送装置（オートシートフィーダー）が設けられたものがある。この
自動原稿給送装置において原稿をセットする原稿積載台に、前記各実施形態における浮き
上がり防止機能を備えた一対のガイドユニットを設けてもよい。
【０１１６】
　・処理装置は、処理機構として、原稿等の媒体の画像を読み取る画像読取処理機構（ス
キャン処理機構）を本体に備える画像読取装置（スキャナー装置）に限定されない。例え
ば処理機構として用紙等の媒体に印刷する印刷処理機構を本体に備えた印刷装置、処理機
構として用紙等の媒体に加工を施す加工処理機構を本体に備えた加工装置、処理機構とし
て媒体を搬送する搬送処理機構を本体に備える搬送装置でもよい。要するに、媒体積載台
上に積載された媒体を装置本体へ搬送（給送）できる搬送機能を有する処理機構を備えた
処理装置であればよい。
【符号の説明】
【０１１７】
　１１…処理装置の一例としての画像読取装置、１２…本体、１２Ａ…給送口、１２Ｄ…
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排出口、１３…カバー、１３Ａ…第１カバー部材、１３Ｂ…第２カバー部材、１５…原稿
トレイ、１６…媒体積載台の一例としての原稿積載台、１６Ａ…載置面、１７…ガイド機
構、１８…ガイドユニット、２０…エッジガイド、２０Ａ…軸部、２３…操作レバー、２
４…係止突起、２５Ａ…角部、２６Ａ…角部、３０…押さえ部材、３０Ｃ…軸部、３１…
押さえ部、３１Ａ…規制面、４０…連動機構、５０…処理機構の一例としての画像読取処
理機構、５１…搬送機構、５２…ローラー対、５２Ａ…給送用のローラー対、５３…搬送
モーター、５４…光源、５５…読取部、５８…コントローラー、６０…ガイドユニット、
６１…第１エッジガイド、６１Ａ…開口、６１Ｂ…軸部、６２…第２エッジガイド、６２
Ａ…係合部、６２Ｃ…機構の一例を構成すると共に規制部、６３…押さえ部、６３Ａ…規
制面、６３Ｂ…斜面、６４…操作レバー、６５…係止突起、６６…機構の一例を構成する
と共に付勢部の一例としての捩りコイルばね、７１…エッジガイドの一例としての第１エ
ッジガイド、７１Ａ…係合部、７２…押さえ部材の一例としての第２エッジガイド、７２
Ａ…開口、７２Ｂ…軸部、７２Ｃ…軸部、７２Ｅ…機構の一例を構成する規制壁、７３…
押さえ部、７３Ａ…規制面、７３Ｂ…斜面、７５…係止突起、７６…機構の一例を構成す
ると共に付勢部の一例としての捩りコイルばね、８１…エッジガイド、８１Ａ…軸部、８
２…押さえ部材、８２Ａ…軸部、８３…押さえ部、８３Ａ…規制面、８３Ｂ…斜面、８４
…係止突起、８５…操作レバー、８６…付勢部の一例としての捩りコイルばね、１６１…
トレイ部、Ｄ…媒体の一例としての原稿、Ｄ１…媒体の一例としての長尺の原稿、Ｄ２…
媒体の一例としての短尺の原稿、ＳＡ…積載領域、Ｘ…幅方向（主走査方向）、Ｙ…給送
方向。

【図１】 【図２】
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