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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体に設けられるトレイと、
　少なくとも１つのローラを備え、シートを搬送方向に搬送するように構成される搬送部
と、
　前記搬送部の駆動力を発生するモータと、
　前記搬送部によって搬送されるシートの画像を読み取るように構成される読取部と、
　前記搬送方向と直交する幅方向に延びる回動軸線まわりに、前記ローラを外部に露出さ
せる開位置と前記ローラを覆う閉位置とに開閉可能に設けられるカバーと、
　前記カバーが前記開位置に位置する状態と前記カバーが前記閉位置に位置する状態とで
異なるレベルの信号を出力する検知部と、
　前記筐体とシートが搬送される搬送経路との間に配置される駆動フレームとを備え、
　前記モータおよび前記検知部は、前記トレイに対して前記幅方向の同じ側であって、前
記駆動フレームに対して前記搬送経路側に配置され、
　前記モータの出力軸は、前記駆動フレームに挿通され、
　前記検知部に接続される配線は、前記駆動フレームに対して前記搬送経路側において、
前記モータに接続される配線の所定部分に沿って延びている、画像読取装置。
【請求項２】
　前記検知部は、前記搬送方向において、前記モータに対して前記回動軸線と反対側に配
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置されている、請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記検知部の少なくとも一部は、前記搬送方向、前記幅方向または前記搬送方向および
前記幅方向と直交する方向において、前記モータの少なくとも一部と同じ位置に位置する
、請求項１または２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記モータに接続されるハーネスを備え、
　前記ハーネスは、前記搬送方向において、前記モータから前記検知部側に延びる、請求
項１～３のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記モータを支持するモータフレームを備え、
　前記モータフレームは、前記駆動フレームの前記搬送経路側の面に取り付けられ、
　前記検知部は、前記モータフレームに設けられている、請求項１～４のいずれか一項に
記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記検知部は、前記閉位置に位置する前記カバーの一部が当接するアクチュエータを備
えるメカニカルスイッチである、請求項１～５のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記筐体に設けられ、前記幅方向において、前記トレイに対して前記検知部と反対側に
配置され、操作を受け付けるように構成される操作部を備える、請求項１～６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】
　特許文献１に開示されている画像読取装置では、シートが筐体内の搬送経路を搬送され
る間に、そのシートの画像を読み取ることができる。
【０００３】
　この種の画像読取装置には、ジャム処理のためのカバーを備えるものがある。カバーは
、筐体に開閉可能に設けられている。カバーが開かれると、搬送経路が開放される。たと
えば、搬送経路でシートのジャムが発生した場合、カバーを開いて、そのジャムを解消す
ることができる。
【０００４】
　ジャム処理などの後、カバーが開かれたまま、シートの搬送が開始されると、シートの
搬送不良が生じる。そのため、画像読取装置は、カバーの開閉を検知するためのセンサを
備える。そして、カバーが開かれている状態では、シートの搬送のための駆動力を発生す
るモータが停止され、シートの搬送動作の開始が禁止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１５０４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような構成では、センサおよびモータの配置に工夫が必要である。センサおよびモ
ータの配置によっては、センサおよびモータから延びるハーネスの引き回しが困難であっ
たり、それらを配置するために大きなスペースが必要であったりする。
【０００７】
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　本発明の目的は、ハーネスの引き回しが容易であり、かつ、小型化を図ることができる
、画像読取装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る画像読取装置は、筐体と、前記筐体に設けら
れ、シートが載置されるトレイと、少なくとも１つのローラを備え、シートを搬送方向に
搬送するように構成される搬送部と、前記搬送部の駆動力を発生するモータと、前記搬送
部によって搬送されるシートの画像を読み取るように構成される読取部と、前記搬送方向
と直交する幅方向に延びる回動軸線まわりに、前記ローラを外部に露出させる開位置と前
記ローラを覆う閉位置とに開閉可能に設けられるカバーと、前記カバーが前記開位置に位
置する状態と前記カバーが前記閉位置に位置する状態とで異なるレベルの信号を出力する
検知部と、前記筐体とシートが搬送される搬送経路との間に配置される駆動フレームとを
備え、前記モータおよび前記検知部は、前記トレイに対して前記幅方向の同じ側であって
、前記駆動フレームに対して前記搬送経路側に配置され、前記モータの出力軸は、前記駆
動フレームに挿通され、前記検知部に接続される配線は、前記駆動フレームに対して前記
搬送経路側において、前記モータに接続される配線の所定部分に沿って延びている。
【０００９】
　この構成によれば、カバーが開位置と閉位置とに開閉可能に設けられている。カバーが
開位置に位置する状態では、搬送部のローラが外部に露出する。そのため、搬送部による
シートの搬送の途中で、シートのジャムが生じた場合には、カバーを開位置に位置させて
、そのジャムを解消することができる。
【００１０】
　また、カバーの開閉を検知する検知部が設けられている。検知部と搬送部の駆動力を発
生するモータとは、シートが載置されるトレイに対して幅方向の同じ側に配置されている
。これにより、検知部に接続されるハーネスとモータに接続されるハーネスとを同一の経
路上に容易に配設することができる。そのため、検知部およびモータに接続される各ハー
ネスの引き回しが容易である。また、モータの周囲のスペースに検知部を配置することが
可能となる。そのため、モータの周囲のスペースを有効に利用することができ、デッドス
ペースを小さくすることができる。
【００１１】
　よって、ハーネスの引き回しが容易であり、かつ、小型化を図ることができる。
【００１２】
　検知部は、搬送方向において、モータに対して回動軸線と反対側に配置されていること
が好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、検知部がモータに対して回転軸線側に配置される構成と比較して、
検知部が回転軸線から遠くに位置する。検知部が回転軸線から離れるほど、検知部がカバ
ーの閉状態を検出するときのカバーの開角度が小さくなる。したがって、検知部がモータ
に対して回転軸線側に配置される構成と比較して、カバーがより小さい開角度まで閉じら
れた状態をカバーの閉状態として検知することができる。よって、カバーの閉状態を精度
良く検知できる。
【００１４】
　検知部の少なくとも一部は、搬送方向において、モータの少なくとも一部と同じ位置に
位置していてもよい。
【００１５】
　これにより、搬送方向において、検知部およびモータを配置するためのスペースを縮小
することができる。
【００１６】
　検知部の少なくとも一部は、幅方向において、モータの少なくとも一部と同じ位置に位
置していてもよい。
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【００１７】
　これにより、幅方向において、検知部およびモータを配置するためのスペースを縮小す
ることができる。
【００１８】
　検知部の少なくとも一部は、搬送方向および幅方向と直交する方向において、モータの
少なくとも一部と同じ位置に位置していてもよい。
【００１９】
　これにより、搬送方向および幅方向と直交する方向において、検知部およびモータを配
置するためのスペースを縮小することができる。
【００２０】
　モータに接続されるハーネスは、搬送方向において、モータから検知部側に延びていて
もよい。
【００２１】
　この構成によれば、モータに接続されるハーネスを検知部に接続されるハーネスと同一
の経路上に容易に配設することができる。よって、ハーネスの引き回しを一層容易にする
ことができる。
【００２２】
　画像読取装置は、モータを支持するモータフレームを備え、モータフレームは、駆動フ
レームの搬送経路側の面に取り付けられ、検知部は、モータフレームに設けられていても
よい。
【００２３】
　この構成によれば、モータフレームを検知部の支持のために使用することができる。す
なわち、モータフレームを検知部およびモータの両方の支持のために共用することができ
る。これにより、画像読取装置を構成する部品の点数を削減することができる。その結果
、画像読取装置のサイズおよびコストの低減を図ることができる。
【００２４】
　検知部は、閉位置に位置するカバーの一部が当接するアクチュエータを備えるメカニカ
ルスイッチであってもよい。また、検知部は、閉位置に位置するカバーの一部で反射する
センサ光を検知する反射型フォトセンサであってもよい。
【００２５】
　検知部は、メカニカルスイッチであることが好ましい。
【００２６】
　検知部が反射型フォトセンサである場合、検知部とモータとの距離を確保しなければな
らない。また、外光による誤検知の可能性もある。
【００２７】
　検知部がメカニカルスイッチである場合、検知部をモータの近傍に配置することができ
る。そのため、検知部が反射型フォトセンサである場合と比較して、検知部およびモータ
の配置に必要なスペースを縮小することができる。その結果、画像読取装置のサイズを小
さくすることができる。また、外光による誤検知の発生を抑制することができる。
【００２８】
　画像読取装置は、筐体に設けられ、幅方向において、トレイに対して検知部と反対側に
配置され、操作を受け付けるように構成される操作部を備えていてもよい。
【００２９】
　ユーザは、通常、操作部が配置されている手前側から、カバーの手前側の部分を持って
、カバーを開閉する。そのため、カバーが閉じられるときに、カバーの手前側が閉位置に
位置し、カバーの奥側が閉位置から浮いた状態になることがある。検知部がトレイに対し
て操作部と反対側、つまり奥側に配置されている構成では、検知部により、カバーの奥側
が閉位置に位置したことを良好に検知することができる。よって、カバーの手前側および
奥側が閉位置に位置した状態を閉状態として良好に検知することができる。
【発明の効果】
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【００３０】
　本発明によれば、検知部およびモータに接続される各ハーネスの引き回しが容易である
。また、モータの周囲のスペースに検知部を配置することができる。そのため、モータの
周囲のスペースを検知部の配置に有効に利用することができ、デッドスペースを小さくす
ることができる。よって、画像読取装置の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る画像読取装置３が備えられた複合機１の右前
上側から見た斜視図である。
【図２】図２は、画像読取装置３の断面図である。
【図３】図３は、画像読取装置３の筐体６の右前上側から見た斜視図であり、幅ガイド４
２が除去され、カバー９が閉位置に位置する状態を示す。
【図４】図４は、画像読取装置３の筐体６の右前上側から見た斜視図であり、幅ガイド４
２が除去され、カバー９が開位置に位置する状態を示す。
【図５】図５は、筐体６の右前上側から見た斜視図であり、内部フレーム３１が除去され
、カバー９が開位置に位置した状態を示す。
【図６】図６は、筐体６の左後端部の断面図であり、内部フレーム３１が除去され、カバ
ー９が閉位置に位置した状態を示す。
【図７】図７は、筐体６の左後端部の断面図であり、内部フレーム３１が除去され、カバ
ー９が開位置に位置した状態を示す。
【図８】図８は、筐体６の左後端部の平面図であり、モータ７３、検知部８１、モータハ
ーネス７６およびセンサハーネス８４のレイアウトを示す。
【図９】図９は、筐体６の平面図であり、トレイ８が除去された状態を示す。
【図１０】図１０は、筐体６に取り付けられているストッパ１０の右後上側から見た斜視
図である。
【図１１】図１１は、ストッパ１０の右前下側から見た斜視図である。
【図１２】図１２は、筐体６の右端部の平面図である。
【図１３】図１３は、図１２に示される切断面線Ａ－Ａにおける筐体６の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下では、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００３３】
＜外観構成＞
【００３４】
　図１に示されるように、複合機１は、画像形成装置２および画像読取装置３を含む。
【００３５】
　画像形成装置２は、シートを収容可能な供給カセット４を備える。画像形成装置２は、
供給カセット４から搬送されてくるシートに微滴化したインクを直接に噴射して、シート
に画像を形成する、インクジェット方式を採用したものであってもよい。また、画像形成
装置２は、供給カセット４から搬送されてくるシートにトナー像を転写および定着して、
シートに画像を形成する、電子写真方式を採用したものであってもよい。
【００３６】
　画像読取装置３は、フラットベッド（Ｆｌａｔ　Ｂｅｄ、以後「ＦＢ」と記す）スキャ
ナの筐体５、自動原稿搬送装置（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ、以後「ＡＤＦ」と記す）の筐体６、操作部の一例と
しての操作部７、トレイ８、カバーの一例としてのカバー９およびストッパ１０を備える
。
【００３７】
　なお、以下の説明では、筐体５に対する筐体６側を上側とし、平面視で筐体５の中央に
対する操作部７側を前側として、上下、左右および前後の各方向を規定する。そして、図
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１以降の各図では、矢印で方向を表示する。なお、シートＳの搬送方向とは左右方向を意
味する。シートＳの幅方向とは前後方向を意味する。シートＳの搬送方向及び幅方向に直
交する方向とは、上下方向を意味する。
【００３８】
　ＦＢスキャナの筐体５は、画像形成装置２の上側に配置されている。筐体５は、静止原
稿を読み取るための装置である。
【００３９】
　筐体６は、筐体の一例である。筐体６は、前側板１１および後側板１２を備える。前側
板１１および後側板１２は、互いに前後方向に間隔を空けて配置されている。前側板１１
の約左半分の左側部分１５は、残りの右側部分１６よりも上下方向の寸法が大きい。その
ため、左側部分１５の上端は、右側部分１６の上端よりも高い位置に位置している。また
、後側板１２の約左半分の左側部分１７は、残りの右側部分１８よりも上下方向の寸法が
大きい。そのため、左側部分１７の上端は、右側部分１８の上端よりも高い位置に位置し
ている。また、前側板１１および後側板１２は、画像読取装置３がコンパクトに見えるよ
うに、それぞれ上側ほど前後方向の内側に位置するように傾斜している。
【００４０】
　また、筐体６は、開口２６を備える。開口２６は、前側板１１の下端部の左右方向の中
央部を上側に切り欠いて形成されている。開口２６に、例えば、指などが挿入され、筐体
６が持ち上げられることで、筐体６が筐体５に対して離間するように開かれる。
【００４１】
　操作部７は、筐体５の前面１９に配設されている。これにより、操作部７は、後述する
トレイ４１に対して検知部８１と反対側に配置されている。操作部７は、例えばタッチパ
ネルを備える。操作部７は、使用者により、各種設定のために操作される。また、操作部
７は、その設定された内容などの情報を表示する。
【００４２】
　トレイ８は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側部分１７との間に架設され
ている。トレイ８は、図１に示されるカバー位置と図２に示されるトレイ位置との間で、
左側部分１５，１７の各右上端部間で前後方向に延びる回動軸線２０まわりに回動可能に
設けられている。トレイ８は、カバー位置において、左側部分１５，１７の各上端縁に沿
って延び、カバー９を上側から覆う。トレイ８は、トレイ位置において、左側部分１５，
１７の各右端部間から右上がりに延びる。
【００４３】
　カバー９は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側部分１７との間に架設され
ている。カバー９は、図３に示される閉位置と図４に示される開位置との間で、左側部分
１５，１７の各左下端部間で前後方向に延びる回動軸線２１まわりに回動可能に設けられ
ている。
【００４４】
　カバー９は、図２に示されるように、閉位置において、左側部分１５，１７の左端縁に
沿って延びる側部２２と、側部２２の上端から左側部分１５，１７の上端縁に沿って延び
る上部２３とを備える。側部２２は、画像読取装置３がコンパクトに見えるように、それ
ぞれ上側ほど前後方向の内側に位置するように傾斜している。カバー９が開位置に位置す
る状態で、上部２３は、略鉛直方向に延びる。そして、カバー９が開位置に位置する状態
では、後述する上経路３４が開放され、後述する第２ＬＦローラ４９などが露出する。カ
バー９が閉位置に位置する状態では、第２ＬＦローラ４９などがカバー９によって覆われ
る。
【００４５】
　ストッパ１０は、筐体６の上面２４に形成された凹部２５に配置されている。ストッパ
１０は、収納位置と展開位置との間で、凹部２５の右端部で前後方向に延びる回動軸線ま
わりに回動可能に設けられている。ストッパ１０は、収納位置において、凹部２５内に収
納される。ストッパ１０は、展開位置において、凹部２５の右端部から右上がりに延出す
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る。
【００４６】
＜内部構成＞
【００４７】
　筐体６は、図２に示されるように、内部フレーム３１および下フレーム３２を備える。
【００４８】
　内部フレーム３１は、閉位置に位置するカバー９の上部２３の下側に設けられている。
【００４９】
　下フレーム３２は、内部フレーム３１の下側に設けられている。
【００５０】
　カバー９の内面と内部フレーム３１との間には、間隔が空けられている。これにより、
メンテナンスカバー９の内面と内部フレーム３１との間には、原稿Ｓが搬送される搬送経
路３３が形成されている。また、内部フレーム３１と下フレーム３２との間には、間隔が
空けられている。これにより、下フレーム３２と内部フレーム３１との間には、シートＳ
が搬送される搬送経路３３が形成されている。搬送経路３３は、上側に位置する上経路３
４、上経路３４の下側に位置する下経路３５および上経路３４と下経路３５とを接続する
湾曲経路３６を有している。上経路３４は、カバー９の内面と内部フレーム３１との間で
左右方向に延びる空間である。下経路３５は、内部フレーム３１と下フレーム３２との間
で左右方向に延びる空間である。湾曲経路３６は、後述する第２ＬＦローラ４９の周面に
沿って湾曲した空間である。
【００５１】
　画像読取装置３は、搬送経路３３におけるシートＳの搬送方向に沿って、トレイの一例
としてのトレイ４１、１対の幅ガイド４２、原稿センサ９９９、供給ローラ４３、分離ロ
ーラ４４、分離片４５、第１ＬＦローラ４６、第１従動ローラ４７、第１読取部４８、第
２ＬＦローラ４９、第２従動ローラ５０、第３従動ローラ５１、第２読取部５２、１対の
排出ローラ５３およびトレイ５４を備える。
【００５２】
　なお、以下の説明において、とくに明記しない限りは、カバー９が閉位置に位置してい
るものとする。
【００５３】
　トレイの一例としてのトレイ４１は、カバー９の右端部の下側に間隔を空けて設けられ
ている。トレイ４１は、右上がりに延びている。画像読取の対象であるシートＳは、例え
ば、トレイ４１とトレイ位置に位置するトレイ８とに跨がって載置される。
【００５４】
　１対の幅ガイド４２は、トレイ４１に設けられている。１対の幅ガイド４２は、互いに
前後方向に対向している。１対の幅ガイド４２は、それらの間の中央を基準として、互い
に同じ移動量で近接および離間可能に構成されている。１対の幅ガイド４２の間隔は、ト
レイ４１の上面に載置されるシートＳの前後方向の幅に合わせて調節される。シートＳは
、１対の幅ガイド４２の間に右側から差し込まれる。これにより、シートＳは、トレイ４
１上にセンタ基準で載置される。
【００５５】
　センサ９９９は、トレイ４１に設けられる。センサ９９９は、トレイ４１上におけるシ
ートＳの有無を検知する。
【００５６】
　供給ローラ４３は、搬送部及びローラの一例であり、前側板１１の左側部分１５と後側
板１２の左側部分１７との間に、前後方向に延びる回転軸線まわりに回転可能に保持され
ている。供給ローラ４３の周面は、上経路３４において、トレイ４１の左端部に上側から
当接している。
【００５７】
　分離ローラ４４は、搬送部及びローラの一例であり、供給ローラ４３の左側に配置され
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ている。分離ローラ４４は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側部分１７との
間に、前後方向に延びる回転軸線まわりに回転可能に保持されている。
【００５８】
　分離片４５は、分離ローラ４４の下側に配置されている。分離片４５は、内部フレーム
３１に保持されている。分離片４５は、上経路３４において、分離ローラ４４の周面に上
側から弾性的に当接している。
【００５９】
　第１ＬＦローラ４６は、搬送部及びローラの一例であり、分離片４５の左側に配置され
ている。第１ＬＦローラ４６は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側部分１７
との間に、前後方向に延びる回転軸線まわりに回転可能に保持されている。
【００６０】
　第１従動ローラ４７は、第１ＬＦローラ４６の上側に配置されている。第１従動ローラ
４７は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側部分１７との間に、前後方向に延
びる回転軸線まわりに回転可能に保持されている。第１従動ローラ４７の周面は、上経路
３４において、第１ＬＦローラ４６の周面に当接している。第１従動ローラ４７は、第１
ＬＦローラ４６の回転に従動して回転する。
【００６１】
　第１読取部４８は、密着イメージセンサモジュール６１、コンタクトガラス６２および
原稿押さえ部材６３を備える。
【００６２】
　密着イメージセンサモジュール６１は、第１ＬＦローラ４６の左側に配置されている。
密着イメージセンサモジュール６１は、内部フレーム３１に下側に凹んで形成された凹部
５５に収容されている。密着イメージセンサモジュール６１は、凹部５５内で前後方向に
延びている。密着イメージセンサモジュール６１の内部には、たとえば、ＬＥＤ光源、レ
ンズおよびイメージセンサなどが設けられている。
【００６３】
　コンタクトガラス６２は、凹部５５を閉塞するように、密着イメージセンサモジュール
６１の上側に設けられている。コンタクトガラス６２の上面は、上経路３４に臨んでいる
。
【００６４】
　原稿押さえ部材６３は、コンタクトガラス６２の上側に配置されている。原稿押さえ部
材６３は、カバー９に支持されている。原稿押さえ部材６３は、上経路３４において、コ
ンタクトガラス６２の上面に弾性的に当接している。
【００６５】
　第２ＬＦローラ４９は、搬送部及びローラの一例であり、内部フレーム３１の左端部に
配置されている。第２ＬＦローラ４９は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側
部分１７との間に、前後方向に延びる回転軸線まわりに回転可能に保持されている。
【００６６】
　第２従動ローラ５０は、第２ＬＦローラ４９の上側に配置されている。第２従動ローラ
５０は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側部分１７との間に、前後方向に延
びる回転軸線まわりに回転可能に保持されている。第２従動ローラ５０の周面は、湾曲経
路３６において、第２ＬＦローラ４９の周面に当接している。第２従動ローラ５０は、第
２ＬＦローラ４９の回転に従動して回転する。
【００６７】
　第３従動ローラ５１は、第２ＬＦローラ４９の左下側に配置されている。第３従動ロー
ラ５０は、前側板１１の左側部分１５と後側板１２の左側部分１７との間に、前後方向に
延びる回転軸線まわりに回転可能に保持されている。第３従動ローラ５１の周面は、湾曲
経路３６において、第２ＬＦローラ４９の周面に当接している。第３従動ローラ５１は、
第２ＬＦローラ４９の回転に従動して回転する。
【００６８】
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　第２読取部５２は、密着イメージセンサモジュール６４、コンタクトガラス６５および
原稿押さえ部材６６を備える。
【００６９】
　密着イメージセンサモジュール６４は、筐体５に、左右方向に移動可能に設けられてい
る。密着イメージセンサモジュール６４は、前後方向に延びている。密着イメージセンサ
モジュール６４の内部には、たとえば、ＬＥＤ光源、レンズおよびイメージセンサなどが
設けられている。密着イメージセンサモジュール６４は、ＡＤＦ読取時および画像読取装
置１の非使用時などにおいて、コンタクトガラス６５の左端部の下側に配置されている。
【００７０】
　コンタクトガラス６５は、筐体５の上部に設けられている。
【００７１】
　原稿押さえ部材６６は、コンタクトガラス６５の左端部の上側に配置されている。原稿
押さえ部材６６は、内部フレーム３１に弾性的に支持されている。原稿押さえ部材６６は
、下経路３５において、コンタクトガラス６５の上面に弾性的に当接している。
【００７２】
　１対の排出ローラ５３は、搬送部の一例であり、トレイ４１の左端部の下側に配置され
ている。上側の排出ローラ５３は、内部フレーム３１に配置されている。下側の排出ロー
ラ５３は、下フレーム３２に配置されている。１対の排出ローラ５３は、前側板１１の左
側部分１５と後側板１２の左側部分１７との間に、前後方向に延びる回転軸線まわりに回
転可能に保持されている。下側の排出ローラ５３の周面は、下経路３５において、上側の
排出ローラ５３の周面に当接している。下側の排出ローラ５３は、上側の排出ローラ５３
の回転に従動して回転する。
【００７３】
　トレイ５４は、トレイ４１の下側に設けられている。トレイ５４の右端部は、下経路３
５の出口より低い位置に位置している。トレイ５４は、右上がりに延びている。
【００７４】
＜画像読取動作＞
【００７５】
　画像読取装置１におけるシートＳの画像のＡＤＦ読み取りの際には、図２に示されるよ
うに、トレイ８がトレイ位置に開かれ、カバー９が閉位置に閉じられる。前述したように
、シートＳは、トレイ４１およびトレイ８上にセンタ基準で載置される。この状態におけ
るシートＳの上面を表面とし、シートＳの下面を裏面とする。
【００７６】
　シートＳの先端部は、供給ローラ４３の周面上に配置される。供給ローラ４３が前側か
ら見て時計回りに回転されると、トレイ４１上の最下のシートＳの下面と供給ローラ４３
の周面との摩擦力などにより、そのシートＳが分離ローラ４４と分離片４５との間に送り
込まれる。
【００７７】
　分離ローラ４４は、前側から見て時計回りに回転されている。シートＳの先端部が分離
ローラ４４と分離片４５との間に挟まれたときに、シートＳがたとえば１枚ずつに分離さ
れ、１枚のシートＳが分離ローラ４４と分離片４５との間を通過して、上経路３４を搬送
される。
【００７８】
　第１ＬＦローラ４６は、前側から見て反時計回りに回転されている。第１従動ローラ４
７は、第１ＬＦローラ４６の回転に伴って、前側から見て時計回りに回転している。上経
路３４を搬送されるシートＳの先端部が第１ＬＦローラ４６および第１従動ローラ４７の
各周面の当接部分に到達すると、第１ＬＦローラ４６および第１従動ローラ４７からシー
トＳに搬送力が付与される。
【００７９】
　そして、シートＳは、コンタクトガラス６２の上面と原稿押さえ部材６３との間を通過
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する。このとき、コンタクトガラス６２上のシートＳに、密着イメージセンサモジュール
６１のＬＥＤ光源から光が照射される。そして、シートＳでの反射光が密着イメージセン
サモジュール６１のイメージセンサに受けられることにより、シートＳの裏面に描かれて
いる画像が読み取られる。
【００８０】
　その後、シートＳの先端部は、第１ＬＦローラ４６および第１従動ローラ４７から付与
される搬送力により、上経路３４から湾曲経路３６に送り込まれる。第２ＬＦローラ４９
は、前側から見て反時計回りに回転される。第２従動ローラ５０および第３従動ローラ５
１は、前側から見て時計回りに回転する。シートＳの先端部が第２ＬＦローラ４９および
第２従動ローラ５０の各周面の当接部分に到達すると、第２ＬＦローラ４９および第２従
動ローラ５０からシートＳに搬送力が付与される。その後、シートＳの先端部が第２ＬＦ
ローラ４９および第３従動ローラ５１の各周面の当接部分に到達すると、第２ＬＦローラ
４９および第３従動ローラ５１からシートＳに搬送力が付与され、湾曲経路３６から下経
路３５に送り込まれる。
【００８１】
　下経路３５に送り込まれたシートＳは、コンタクトガラス６５の左端部の上面と原稿押
さえ部材６６との間を通過する。このとき、コンタクトガラス６５の左端部上のシートＳ
に、密着イメージセンサモジュール６４のＬＥＤ光源から光が照射される。そして、シー
トＳでの反射光が密着イメージセンサモジュール６４のイメージセンサに受けられること
により、シートＳの表面に描かれている画像が読み取られる。
【００８２】
　上側の排出ローラ５３は、前側から見て反時計回りに回転される。下側の排出ローラ５
３は、上側の排出ローラ５３の回転に伴って、前側から見て時計回りに回転している。シ
ートＳの先端部が１対の排出ローラ５３の各周面の当接部分に到達すると、１対の排出ロ
ーラ５３からシートＳに搬送力が付与され、トレイ５４に排出される。
【００８３】
＜モータ＞
【００８４】
　画像読取装置３は、図５、図６および図７に示されるように、駆動フレーム７１、モー
タフレーム７２およびモータ７３を備える。
【００８５】
　駆動フレーム７１は、板金からなる。駆動フレーム７１は、後側板１２の左側部分１７
の前側に配置されている。
【００８６】
　モータフレーム７２は、駆動フレーム７１の前面に取り付けられている。モータフレー
ム７２は、前板部７４および周板部７５を備える。前板部７４は、駆動フレーム７１の前
側で駆動フレーム７１と平行に延びている。周板部７５は、前板部７４の周縁から後側に
延出し、駆動フレーム７１の前面に接続されている。
【００８７】
　モータ７３は、図６および図７に示されるように、モータフレーム７２内に収容されて
いる。具体的には、モータ７３は、駆動フレーム７１とモータフレーム７２の前板部７４
の左側部分との間に配置されている。モータフレーム７２は、モータ７３の前面と周面と
を覆っている。これにより、異物がモータ７３に侵入することを抑制することが出来る。
また、モータフレーム７２は、搬送経路３３を形成する部材の一部を兼ねている。モータ
７３の出力軸は、後側に延び、駆動フレーム７１に挿通されている。モータ７３が発生す
る駆動力は、駆動フレーム７１に支持された非図示のギヤ機構を介して、供給ローラ４３
、分離ローラ４４、第１ＬＦローラ４６、第２ＬＦローラ４９および上側の排出ローラ５
３に伝達される。
【００８８】
　モータ７３は、図８に示されるように、モータハーネス７６を備える。モータハーネス
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７６は、モータ７３から右側に延び、左側に折り返されて、筐体６の左後端部に向けて延
びている。モータ７３は、非図示の電源からモータハーネス７６を介して、電力の供給を
受ける。モータハーネス７６は、開口ＯＰを経由して画像形成装置２に設けられた制御基
板１００につながれている。
【００８９】
＜開閉検知機構＞
【００９０】
　画像読取装置３は、図５、図６、図７および図８に示されるように、カバー９の開閉を
検知するための検知部８１を備える。
【００９１】
　検知部８１は、メカニカルスイッチからなる。検知部８１は、図６、図７および図８に
示されるように、センサ８２、アクチュエータ８３およびセンサハーネス８４を備える。
【００９２】
　センサ８２は、モータフレーム７２の前面の右上端部に取り付けられている。これによ
り、検知部８１は、トレイ４１に対してモータ７３と同じ後側に配置されている。また、
検知部８１は、モータ７３に対してカバー９の回動軸線２１と反対側に配置されている。
センサ８２の後端部は、図８に示されるように、前後方向において、モータ７３の前端部
と同じ位置に配置されている。また、検知部８１の一部は、図８などにおいて示すように
、左右方向において、モータ７３の一部と同じ位置に配置されている。また、検知部８１
の一部は、図６及び図７などにおいて示すように、上下方向において、モータ７３の一部
と同じ位置に配置されている。
【００９３】
　アクチュエータ８３は、センサ８２の上面から突出し、右上側に延びている。アクチュ
エータ８３は、図６に示される下位置と図７に示される上位置との間で移動可能に設けら
れている。
【００９４】
　センサハーネス８４は、図８に示されるように、センサ８２の前面から延びている。セ
ンサハーネス８４は、モータハーネス７６の折返し部分から筐体６の左後端部に向けて延
びる部分にほぼ沿って、筐体６の左後端部に向けて延びている。センサハーネス８４の先
端は、開口ＯＰを経由して画像形成装置２に設けられた制御基板１００に接続されている
。なお、センサ９９９から延びるハーネス９９９Ａも同様に開口ＯＰを経由して画像形成
装置２に設けられた制御基板１００につながれている。
【００９５】
　たとえば、アクチュエータ８３が下位置に位置する状態では、センサ８２内の非図示の
接点が閉じられて、センサハーネス８４に例えばハイレベルの信号であるオン信号が流れ
る。一方、アクチュエータ８３が上位置に位置する状態では、センサ８２内の非図示の接
点が開かれて、センサハーネス８４に例えばローレベルの信号であるオフ信号が流れる。
【００９６】
　内部フレーム３１は、図４に示されるように、挿通口８５を有している。挿通口８５は
、検知部８１のアクチュエータ８３の上側に、内部フレーム３１を上下方向に貫通して形
成されている。
【００９７】
　そして、カバー９は、図６および図７に示されるように、突出部８６を備える。
【００９８】
　突出部８６は、カバー９の内面の右後端部に突設されている。突出部８６は、カバー９
の内面と直交する方向に対して、先端に近づくほど右側に位置するように傾斜している。
具体的には、突出部８６は、その基端部がカバー９の回動に伴って描く円弧状の軌跡の接
線に沿って延びている。
【００９９】
　カバー９が閉位置に位置する状態では、図６に示されるように、突出部８６が挿通口８
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５に挿通される。そして、突出部８６の先端部が検知部８１のアクチュエータ８３に上側
から当接し、突出部８６により、アクチュエータ８３が押し下げられて、アクチュエータ
８３が下位置に位置する。そのため、センサハーネス８４にオン信号が流れる。
【０１００】
　カバー９が閉位置から開位置に向けて回動されると、そのカバー９の回動に伴って、突
出部８６が上側に移動する。突出部８６の移動に伴って、アクチュエータ８３が下位置か
ら上位置に移動する。アクチュエータ８３が上位置に位置すると、センサハーネス８４に
流れる信号がオン信号からオフ信号に切り替わる。カバー９がさらに回動されると、図７
に示されるように、突出部８６が挿通口８５から離脱する。
【０１０１】
＜作用効果＞
【０１０２】
　以上のように、カバー９が開位置と閉位置とに開閉可能に設けられている。カバー９が
開位置に位置する状態では、上経路３４が開放され、第２ＬＦローラ４９などが露出する
。そのため、シートＳが上経路３４を搬送されている途中で、シートＳのジャムが生じた
場合には、カバー９を開位置に位置させて、そのジャムを解消することができる。
【０１０３】
　また、検知部８１とモータ７３とは、シートＳが載置されるトレイ４１に対して前後方
向の同じ側に配置されている。これにより、検知部８１に接続されるセンサハーネス８４
とモータ７３に接続されるモータハーネス７６とを同一の経路上に容易に配設することが
できる。そのため、検知部８１およびモータ７３にそれぞれ接続されるセンサハーネス８
４およびモータハーネス７６の引き回しが容易である。また、モータ７３の周囲のスペー
スに検知部８１を配置することが可能となる。そのため、モータ７３の周囲のスペースを
有効に利用することができ、デッドスペースを小さくすることができる。
【０１０４】
　よって、モータハーネス７６およびセンサハーネス８４の引き回しが容易であり、かつ
、画像読取装置３の小型化を図ることができる。
【０１０５】
　モータ７３に接続されるモータハーネス７６は、モータ７３から検知部８１側に延びて
いる。
【０１０６】
　この構成によれば、モータ７３に接続されるモータハーネス７６を検知部８１に接続さ
れるセンサハーネス８４と同一の経路上に容易に配設することができる。よって、モータ
ハーネス７６およびセンサハーネス８４の引き回しを一層容易にすることができる。
【０１０７】
　検知部８１は、左右方向において、モータ７３に対してカバー９の回動軸線２１と反対
側、つまりモータ７３の右側に配置されている。
【０１０８】
　この構成によれば、検知部８１がモータ７３に対して回転軸線２１側に配置される構成
と比較して、検知部８１が回転軸線２１から遠くに位置する。検知部８１が回転軸線２１
から離れるほど、検知部８１がカバー９の閉状態を検出するときのカバー９の開角度が小
さくなる。したがって、検知部８１がモータ７３に対して回転軸線２１側に配置される構
成と比較して、カバー９がより小さい開角度まで閉じられた状態をカバー９の閉状態とし
て検知することができる。よって、カバー９の閉状態を精度良く検知することができる。
【０１０９】
　検知部８１のセンサ８２の後端部は、図８などにおいて示すように、前後方向において
、モータ７３の前端部と同じ位置に配置されている。また、検知部８１の一部は、図８な
どにおいて示すように、左右方向において、モータ７３の一部と同じ位置に配置されてい
る。また、検知部８１の一部は、図６及び図７などにおいて示すように、上下方向におい
て、モータ７３の一部と同じ位置に配置されている。
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【０１１０】
　これにより、前後方向、左右方向及び上下方向において、検知部８１およびモータ７３
を配置するためのスペースを縮小することができる。
【０１１１】
　検知部８１は、モータ７３を支持するモータフレーム７２に設けられている。
【０１１２】
　この構成によれば、モータフレーム７２を検知部８１の支持のために使用することがで
きる。すなわち、モータフレーム７２を検知部８１およびモータ７３の両方の支持のため
に共用することができる。これにより、画像読取装置３を構成する部品の点数を削減する
ことができる。その結果、画像読取装置３のサイズおよびコストの低減を図ることができ
る。
【０１１３】
　また、検知部８１は、トレイ４１に対して操作部７側と反対側の後側に配置されている
。
【０１１４】
　ユーザは、通常、操作部７が配置されている手前側から、カバー９の手前側の部分を持
って、カバー９を開閉する。そのため、カバー９が閉じられるときに、カバー９の手前側
が閉位置に位置し、カバー９の奥側が閉位置から浮いた状態になることがある。検知部８
１がトレイ４１に対して操作部７と反対側、つまり奥側に配置されている構成では、検知
部８１により、カバー９の奥側が閉位置に位置したことを良好に検知することができる。
よって、カバー９の手前側および奥側が閉位置に位置した状態を閉状態として良好に検知
することができる。
【０１１５】
＜シート幅ガイド＞
【０１１６】
　前側の幅ガイド４２は、図９に示されるように、ベース板９１、ガイド板９２およびラ
ック９３を備える。
【０１１７】
　ベース板９１は、トレイ４１上に設けられて、トレイ４１の上面に沿って延びている。
ベース板９１の前端縁は、左右方向に直線状に延びている。
【０１１８】
　ガイド板９２は、ベース板９１の前端縁から上側に延出している。ガイド板９２は、把
持部９４を備える。把持部９４は、ガイド板９２の上端部の左右方向の中央部に、ガイド
板９２の前面から後側に凹む凹部として形成されている。
【０１１９】
　ラック９３は、把持部９４の左端部の後側において、ベース板９１の下面から後側に延
びている。ラック９３は、ラックギヤ９５を有している。ラックギヤ９５は、ラック９３
の右端面に形成されている。
【０１２０】
　ラック９３は、トレイ４１に形成されたラック収容部９６に収容されている。ラック収
容部９６は、図３および図４に示されるように、トレイ４１の上面の前側部分に、前後方
向に延びる凹部として形成されている。ラック収容部９６は、後側に開放されている。ラ
ック９３の後端部は、ラック収容部９６から後側に突出し、トレイ４１の下側に位置して
いる。
【０１２１】
　後側の幅ガイド４２は、図９に示されるように、ベース板１０１、ガイド板１０２およ
びラック１０３を備える。
【０１２２】
　ベース板１０１は、トレイ４１上に設けられて、トレイ４１の上面に沿って延びている
。ベース板１０１の後端縁は、左右方向に直線状に延びている。
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【０１２３】
　ガイド板１０２は、ベース板１０１の後端縁から上側に延出している。
【０１２４】
　ラック１０３は、ベース板９１の右端部の下面から後側に延びている。ラック１０３は
、前側の幅ガイド４２のラック９３に対して右側に位置している。ラック１０３は、ラッ
クギヤ１０５を有している。ラックギヤ１０５は、ラック１０３の左端面に形成されてい
る。
【０１２５】
　ラック１０３は、トレイ４１に形成されたラック収容部１０６に収容されている。ラッ
ク収容部１０６は、図３および図４に示されるように、トレイ４１の上面の後側部分に、
前後方向に延びる凹部として形成されている。ラック収容部１０６は、左右方向において
、ラック収容部９６に対して右側にずれている。ラック収容部１０６は、前側に開放され
ている。ラック１０３の前端部は、ラック収容部１０６から前側に突出し、トレイ４１の
下側に位置している。
【０１２６】
　トレイ４１は、図９に示されるように、ピニオンギヤ１１１を備える。ピニオンギヤ１
１１は、トレイ４１の下側において、前後方向の中央に配置され、トレイ４１の上面に直
交する回転軸線まわりに回転可能に設けられている。ラック９３のラックギヤ９５は、ピ
ニオンギヤ１１１に左側から噛合している。ラック１０３のラックギヤ１０５は、ピニオ
ンギヤ１１１に右側から噛合している。
【０１２７】
　１対の幅ガイド４２が移動されるときには、ユーザの手指で前側の幅ガイド４２の把持
部９４が把持される。そして、前側の幅ガイド４２が前後方向に移動される。
【０１２８】
　前側の幅ガイド４２が後側に移動されると、ラック９３が後側に移動する。このラック
９３の移動に伴って、ピニオンギヤ１１１が上側から見て時計回りに回転する。ピニオン
ギヤ１１１の回転に伴って、後側の幅ガイド４２のラック１０３が前側に移動する。ピニ
オンギヤ１１１の回転量は、ラック９３の移動量に対応する。ラック１０３の移動量は、
ピニオンギヤ１１１の回転量に対応する。よって、１対の幅ガイド４２は、ピニオンギヤ
１１１の位置を基準として、互いに同じ移動量で近接する。
【０１２９】
　前側の幅ガイド４２が前側に移動されると、ラック９３が前側に移動する。このラック
９３の移動に伴って、ピニオンギヤ１１１が上側から見て反時計回りに回転する。ピニオ
ンギヤ１１１の回転に伴って、後側の幅ガイド４２のラック１０３が後側に移動する。ピ
ニオンギヤ１１１の回転量は、ラック９３の移動量に対応する。ラック１０３の移動量は
、ピニオンギヤ１１１の回転量に対応する。よって、１対の幅ガイド４２は、ピニオンギ
ヤ１１１の位置を基準として、互いに同じ移動量で離間する。
【０１３０】
　前側の幅ガイド４２のラック９３が把持部９４と左右方向にほぼ同じ位置に位置してい
るので、把持部９４に幅ガイド４２を移動させるための前後方向の力が加えられたときに
、ラック９３を前後方向にスムーズに移動させることができる。
【０１３１】
＜ストッパ＞
【０１３２】
　ストッパ１０は、図１０および図１１に示されるように、本体部１２１、前縁部１２２
、後縁部１２３、左縁部１２４、前軸部１２５および後軸部１２６を備える。
【０１３３】
　本体部１２１は、前後方向および左右方向に延びる板状をなしている。
【０１３４】
　前縁部１２２は、本体部１２１の前端縁から下側に延出し、本体部１２１の前端縁に沿
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って前後方向に延びている。前縁部１２２は、その右端部に、下側に膨出する膨出部１２
７を有している。
【０１３５】
　後縁部１２３は、本体部１２１の後端縁から下側に延出し、本体部１２１の後端縁に沿
って前後方向に延びている。後縁部１２２は、その右端部に、下側に膨出する膨出部１２
８を有している。
【０１３６】
　左縁部１２４は、本体部１２１の左端縁から下側に延出している。左縁部１２４は、前
縁部１２２および後縁部１２３の各左端部間を連結している。
【０１３７】
　前軸部１２５は、前縁部１２２の右端部から前側に突出している。
【０１３８】
　後軸部１２６は、後縁部１２３の右端部から後側に突出している。
【０１３９】
　そして、膨出部１２７の下端と前縁部１２２の右端との間の部分１２９は、膨出部１２
８の下端と後縁部１２３の右端との間の部分１３０よりも右下側に膨出している。
【０１４０】
　前軸部１２５は、図１２に示されるように、凹部２５の前側の壁面１３１の右端部に形
成された非図示の軸受凹部に後側から嵌っている。一方、後軸部１２６は、凹部２５の後
側の壁面１３２の右端部に形成された非図示の軸受凹部に前側から嵌っている。これによ
り、ストッパ１０は、前軸部１２５および後軸部１２６を支点に回動可能に設けられてい
る。
【０１４１】
　筐体６は、図１２および図１３に示されるように、２つの回転止め１３３，１３４を備
える。回転止め１３３は、前縁部１２２の膨出部１２７の左側に設けられている。回転止
め１３４は、後縁部１２３の膨出部１２８の左側に設けられている。
【０１４２】
　ストッパ１０が図１３に二点鎖線で示される展開位置に位置する状態で、膨出部１２７
，１２８は、それぞれ回転止め１３３，１３４に右側から当接する。これにより、ストッ
パ１０が展開位置よりも開くことが抑制され、ストッパ１０が展開位置に保持される。
【０１４３】
　この状態から、ストッパ１０に前側から見て時計回りの力が加えられると、図１３に実
線で示されるように、ストッパ１０が展開位置よりも大きく開き、膨出部１２７の下端と
前縁部１２２の右端との間の部分１２９が回転止め１３３に強く当たる。そして、回転止
め１３３に当たる部分１２９が回転止め１３３から反力を受け、この反力により、前軸部
１２５が非図示の軸受凹部から離脱する。その結果、ストッパ１０が筐体６から外れる。
【０１４４】
　このように、ストッパ１０が展開位置よりも大きく開かれると、ストッパ１０が筐体６
から外れる。よって、筐体６およびストッパ１０の破損を抑制することができる。
【０１４５】
＜変形例＞
【０１４６】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、他の形態で実施することも
できる。
【０１４７】
　たとえば、前述の実施形態では、前後方向、左右方向及び上下方向において、検知部８
１の一部がモータ７３の一部と同じ位置に配置された構成を取り上げた。これに限らず、
前後方向、左右方向および上下方向のうち１つ又は２つの方向において、検知部８１の一
部がモータ７３の一部と同じ位置に配置された構成が採用されてもよい。例えば、前後方
向および上下方向において、検知部８１の一部がモータ７３の一部と同じ位置に配置され



(16) JP 6020118 B2 2016.11.2

10

20

30

た構成が採用されてもよい。
【０１４８】
　検知部８１は、閉位置に位置するカバー９の突出部８６で反射するセンサ光を検知する
反射型フォトセンサであってもよい。
【０１４９】
　ただし、検知部８１が反射型フォトセンサである場合、検知部８１とモータ７３との距
離を確保しなければならない。また、外光による誤検知の可能性もある。
【０１５０】
　これに対し、検知部８１がメカニカルスイッチである場合、検知部８１をモータ７３の
近傍に配置することができる。そのため、検知部８１が反射型フォトセンサである場合と
比較して、検知部８１およびモータ７３の配置に必要なスペースを縮小することができる
。その結果、画像読取装置３のサイズを小さくすることができる。また、外光による誤検
知の発生を抑制することができる。
【０１５１】
　また、シートＳが搬送される間に、シートＳの両面の画像を読み取ることができる構成
の画像読取装置３を取り上げた。しかしながら、本発明は、シートＳが搬送される間に、
シートＳの一方面の画像が読み取られる構成の画像読取装置に適用されてもよい。
【０１５２】
　その他、前述の構成には、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を
施すことが可能である。
【符号の説明】
【０１５３】
　１　複合機
　２　画像形成装置
　３　画像読取装置
　６　ＡＤＦ筐体
　７　操作部
　８　トレイ
　９　カバー
　２１　回動軸線
　４６　第１ＬＦローラ
　４８　上読取部
　５２　下読取部
　７２　モータフレーム
　７３　モータ
　７６　モータハーネス
　８１　検知部
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