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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を配置する読み取り板が設置された筐体と、
　前記原稿を前記読み取り板に押さえつける原稿カバー板と、
　前記読み取り板を介して前記読み取り板に配置された原稿の画像を読み取る画像読み取
り手段とを備え、
　前記原稿カバー板は、一辺を軸として回転可能であり、
　前記原稿カバー板を前記読み取り板から離れる方向および接近する方向に回転させる間
隙調整手段を含み、
　前記原稿カバー板の軸となる辺の両隣の辺と前記筐体との間に折り畳み可能なカバーを
備える
　ことを特徴とする画像読み取り装置。
【請求項２】
　筐体における読み取り板が設置された面と反対側の面に透明板が設置された
　請求項１に記載の画像読み取り装置。
【請求項３】
　間隙調整手段は、弾性体を含み、原稿を読み取り板に押さえつけるために、前記弾性体
の弾性力によって原稿カバー板の一端を前記読み取り板側に引き寄せる
　請求項１または請求項２に記載の画像読み取り装置。
【請求項４】
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　原稿を配置する読み取り板が設置された筐体と、
　前記原稿を前記読み取り板に押さえつける原稿カバー板と、
　前記読み取り板を介して前記読み取り板に配置された原稿の画像を読み取る画像読み取
り手段と、
　前記読み取り板に対して垂直方向に前記原稿カバー板を平行移動させて、前記原稿カバ
ー板と前記読み取り板との間隙の幅を調整する間隙調整手段と、
　前記読み取り板と前記原稿カバー板との間隙から原稿が落下することを防止する落下防
止蓋を開閉する落下防止手段とを備えた
　ことを特徴とする画像読み取り装置。
【請求項５】
　落下防止手段は、
　画像読み取り手段が読み取りを完了したときに、落下防止蓋を開状態にする
　請求項４に記載の画像読み取り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝票などの原稿を電子化するための画像読み取り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　宅配運送業務において使用される伝票や、複数の利用者および作業者の間で使用される
帳票などの原稿類は、作業途中の扱い方によって皺が付いてしまうことがある。例えば、
宅配運送業務においては、配送員が、受領の承認を得るために受け取り伝票を配送先に持
っていき、配送先で受け取り伝票に受領の押印を得る。そして、配送員は、受け取り伝票
を他の伝票とともにまとめて集配事務所に持ち込む。このような状況で使用される伝票は
配送員のポケットなどに収納されたり、押印などの作業によって圧力が加えられたりする
ことによって皺が付いてしまう。
【０００３】
　受領印を含む伝票は、スキャナなどの装置で電子化されて管理される場合が多い。例え
ば、画像などの電子ファイルとして管理される場合がある。また、振り込み用紙などの代
金収納用帳票も、利用者によってコンビニエンスストアなどに持ち込まれて、作業者によ
って帳票に記載されている代金とともにバーコードが読み取られた後に、消し込みや管理
のために電子化される。
【０００４】
　伝票や帳票などの原稿を電子化する画像読み取り装置には、用紙搬送型の装置や、読み
取り台に置いて上蓋（原稿カバー）を閉じて画像の読み取りを行うフラットベッド型の装
置がある。フラットベッド型の装置には、小型の帳票類やカードや名刺など、小さいサイ
ズの原稿のみを対象とする小型化された装置もある。また、原稿から所定の高さを保持す
るアームに画像入力用のユニットを搭載して、原稿から離れたところから画像を読み取る
フェイスアップ型の装置がある。また、装置本体を縦置きに設置することができる縦型の
装置がある。
【０００５】
　画像読み取り装置で画像を読み取る際に、原稿に皺がある場合、読み取った画像にぼけ
や歪みが発生したりする。また、用紙搬送型の装置では、皺がある原稿を搬送すると、搬
送途中でジャムが発生し、原稿を破損させてしまう可能性がある。用紙搬送型の装置には
、装置内で用紙を搬送させずに画像読み取り部においてのみ用紙を搬送させるスリット型
の装置が存在するが、原稿に皺がある場合にはジャムが発生する可能性がある。
【０００６】
　フラットベッド型やフェイスアップ型の装置では、原稿に皺があるときには、作業者が
原稿を読み取り台に載置する前に原稿の皺を手やアイロンなどで伸ばしたりしなければな
らない。また、伸ばした皺が元に戻ってしまう場合には、原稿を両手で押さえながら原稿
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カバーを閉じなければならないので、作業者の操作が煩雑になる。
【０００７】
　原稿を透明なフォルダなどに入れることによって、皺を伸ばした状態で画像の読み取り
をする方法も考えられる。しかし、読み取った画像にフォルダの枠が含まれてしまったり
、フォルダの透明度が低い場合には鮮明な画像が読み取れなくなったり、フォルダが光を
反射して読み取った画像の一部が白くなったりする可能性がある。
【０００８】
　また、フラットベッド型の装置では、原稿カバーを閉じた状態で画像の読み取りをする
ので、画像読み取り時に原稿の位置や原稿の皺の状態を確認することができない。そのた
め、画像を読み取った後でなければ、皺による画像への影響を確認することができない。
【０００９】
　特許文献１には、原稿カバー部に設けられた原稿押さえ部材が、画像読み取り面に対し
て接近する方向に移動することによって、原稿を画像読み取り面に密着させる画像読み取
り装置が記載されている。
【００１０】
　また、特許文献２には、筐体の外壁に設けられた視認窓から原稿台に載置された原稿の
載置位置を確認することができる画像読み取り装置が記載されている。
【００１１】
　また、特許文献３には、設置占有面積を小さくするために縦置き設置を可能とし、縦置
き設置の際には蓋体を閉じた状態で原稿を搬送させて画像の読み取りを行うことができる
フラットベッド型の装置が記載されている。
【００１２】
　また、特許文献４には、読み取り面が設置されたスキャナ筐体を傾斜させ、スキャナ筐
体とプリンタ筐体との間に原稿を挿入するための間隙を設けて、間隙から挿入された原稿
を原稿の重さで傾斜した読取面に密着させる縦型の装置が記載されている。
【００１３】
　また、特許文献５および特許文献６には、フェイスアップ型の装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００１－５３９１８号公報
【特許文献２】特開２００５－１０９６６３号公報
【特許文献３】特開２０００－２０９４０９号公報
【特許文献４】特開２００６－２０５３９８号公報
【特許文献５】特許第２９８２６１４号公報
【特許文献６】特許第３００８７９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　特許文献３に記載された装置は、原稿を搬送させて画像の読み取りを行っているので、
原稿に皺がある場合には、搬送途中でジャムが発生する可能性がある。
【００１６】
　特許文献４に記載された装置は、原稿を傾斜した読取面に原稿の重さで密着させている
ので、原稿に皺がある場合には、読み取った画像にぼけや歪みが生じる可能性がある。
【００１７】
　特許文献１に記載された装置は、原稿押さえ部材が原稿を画像読み取り面に密着させて
いるので、原稿に皺がある場合でも原稿押さえ部材によって原稿の皺が伸ばされる。その
ため、皺による画像への影響を少なくすることができる。しかし、装置本体を縦置きに設
置した場合には、原稿挿入口から原稿を挿入する必要があり、皺を含めた原稿の厚みが原
稿挿入口の幅以上ある場合には、原稿を画像読み取り面に配置させる前に作業者が原稿の
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皺を伸ばす必要がある。皺を含めた原稿の厚みが原稿挿入口の幅以上ある場合でも、原稿
カバー部を手動で開閉することによって、原稿の皺を伸ばさずに画像読み取り面に原稿を
配置させることができるが、作業者が原稿カバー部を開閉しなければならない。
【００１８】
　特許文献２に記載された装置は、原稿台に載置された原稿の皺の状態を確認することが
できるが、皺がある原稿を原稿台に載置するときに作業者が原稿の皺を伸ばさなければな
らない。
【００１９】
　そこで、本発明は、皺のある原稿を正確かつ簡便に読み取って電子化することができる
画像読み取り装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明による画像読み取り装置は、原稿を配置する読み取り板が設置された筐体と、原
稿を読み取り板に押さえつける原稿カバー板と、読み取り板を介して読み取り板に配置さ
れた原稿の画像を読み取る画像読み取り手段とを備え、原稿カバー板は、一辺を軸として
回転可能であり、原稿カバー板を読み取り板から離れる方向および接近する方向に回転さ
せる間隙調整手段を含み、原稿カバー板の軸となる辺の両隣の辺と筐体との間に折り畳み
可能なカバーを備えることを特徴とする。
【００２１】
　本発明による画像読み取り装置は、原稿を配置する読み取り板が設置された筐体と、原
稿を読み取り板に押さえつける原稿カバー板と、読み取り板を介して読み取り板に配置さ
れた原稿の画像を読み取る画像読み取り手段と、読み取り板に対して垂直方向に原稿カバ
ー板を平行移動させて、原稿カバー板と読み取り板との間隙の幅を調整する間隙調整手段
と、読み取り板と原稿カバー板との間隙から原稿が落下することを防止する落下防止蓋を
開閉する落下防止手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、皺のある原稿を正確かつ簡便に読み取って電子化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による画像読み取り装置の第１の実施形態の外観を示す説明図である。
【図２】画像読み取り装置の内部の構成を示すブロック図である。
【図３】間隙調整機構の構成の一例を示す説明図である。
【図４】第２の原稿カバーを設置した画像読み取り装置の外観の一例を示す説明図である
。
【図５】本発明による画像読み取り装置の第２の実施形態の外観を示す説明図である。
【図６】本発明による画像読み取り装置の第３の実施形態の外観を示す説明図である。
【図７】本発明による画像読み取り装置の主要部を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
実施形態１．
　以下、本発明の第１の実施形態を図面を参照して説明する。
【００２５】
　図１は、本発明による画像読み取り装置の第１の実施形態の外観を示す説明図である。
【００２６】
　画像読み取り装置は、原稿カバー１１０と、筐体１２０と、読み取り板１３０と、間隙
調整機構１４０とを備える。
【００２７】
　原稿カバー１１０は、帳票や伝票などの原稿を押さえ付けるためのカバーである。原稿
カバー１１０の下端（図１における下側）は、図１に示すように筐体１２０と接続される
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。原稿カバー１１０の下端と筐体１２０とは、ヒンジを介して接続される。原稿カバー１
１０は、外光や、画像読み取り時に原稿に照射される光を通さない素材の板である。
【００２８】
　読み取り板１３０は、筐体１２０の原稿カバー１１０が取り付けられた側の面に設置さ
れる透明の板である。読み取り板１３０は、例えば、ガラス、アクリル樹脂、ポリカーネ
イト樹脂などの透明素材の板である。読み取り板１３０には、原稿が配置される。
【００２９】
　間隙調整機構１４０は、読み取り板１３０と原稿カバー１１０
との間に間隙を設けるための機構である。間隙調整機構１４０は、可動部１４１を含む。
【００３０】
　間隙調整機構１４０は、筐体１２０の側面（図１において読み取り板１３０が設置され
た面の両側に位置する面）に取り付けられ、可動部１４１の一端が原稿カバー１１０に接
続される。間隙調整機構１４０は、電動モータ（図示せず）を備える。間隙調整機構１４
０は、電動モータを駆動させて可動部１４１を伸縮させることによって、原稿カバー１１
０の下端を中心に原稿カバー１１０を回転させて、原稿カバー１１０の上端と読み取り板
１３０との間隙の幅を変化させる。すなわち、原稿カバー１１０は一辺を軸として回転可
能であり、間隙調整機構１４０は、原稿カバー１１０を読み取り板１３０から離れる方向
および接近する方向に回転させることができる。
【００３１】
　間隙調整機構１４０の電動モータは、制御部（図示せず）によって制御される。なお、
制御部は、画像読み取り装置が備えるＣＰＵなどによって実現される。
【００３２】
　図２は、画像読み取り装置の内部の構成を示すブロック図である。
【００３３】
　図２に示すように、画像読み取り装置は、筐体１２０の内部に、画像読み取り部１２１
、画像処理部１２２とを備える。なお、画像読み取り部１２１および画像処理部１２２は
、制御部によって制御される。
【００３４】
　画像読み取り部１２１は、複数の撮像素子で構成された撮像素子群を含む。撮像素子を
駆動させ、読み取り板１３０に配置された原稿に照射されて原稿で反射された光を撮像素
子で光電変換させて、電気信号に変換する。
【００３５】
　画像読み取り部１２１は、例えば、光電変換する素子を複数個ライン状に配置して、照
明用の複数のＬＥＤとともに一つのケースに入れた密着光学系の構造を有する。なお、画
像読み取り部１２１は、原稿に反射した光の光路をミラーで折り返してレンズに導き、ラ
イン状に光電変換素子を複数配置した撮像素子に結像させる縮小光学系の構造を有してい
てもよい。また、デジタルカメラのように、２次元に光電変換素子を配置したエリアセン
サを含み、広角レンズにより２次元のエリアセンサ上に結像させる構造を有していてもよ
い。
【００３６】
　画像処理部１２２は、画像読み取り部１２１によって画素ごとに生成された電気信号を
２次元的に展開して画像を生成する。画像処理部１２２は、画像読み取り装置と通信可能
に接続されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）や表示装置などから画像を読み出すことが
できるように、生成した画像を記憶部（図示せず）に格納する。
【００３７】
　次に、皺のある原稿２００の画像を読み取る場合の画像読み取り装置の動作を説明する
。
【００３８】
　画像読み取り部１２１が画像の読み取りを行っていない状態（待機状態）であるときに
は、制御部は、間隙調整機構１４０の電動モータを制御して、原稿カバー１１０の上端と
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読み取り板１３０との間隙を、原稿を差し込むことができるだけの幅で停止させておく。
【００３９】
　画像読み取り装置の利用者は、原稿カバー１１０の上端と読み取り板１３０との間隙か
ら原稿２００を差し込み、原稿２００を読み取り板１３０に配置する。そして、利用者は
、画像読み取り装置の操作部（図示せず）を操作して、画像読み取り部１２１の画像読み
取り処理を開始させる。
【００４０】
　制御部は、画像読み取り部１２１が画像読み取り処理を開始すると、間隙調整機構１４
０の電動モータを制御し、間隙の幅を狭める方向に原稿カバー１１０の上端を動かして、
原稿２００を原稿カバー１１０で徐々に押さえつけていく。このとき、原稿カバー１１０
で原稿が押さえつけられることにより原稿２００の皺が伸ばされる。制御部が、間隙調整
機構１４０の電動モータの制御を開始してから終了するまでの時間、つまり、原稿カバー
１１０の上端が動作し始めてから停止するまでの時間は、例えば、数百ミリ秒から１秒程
度である。
【００４１】
　画像読み取り部１２１が画像読み取り処理を終了し、再び待機状態に戻った場合には、
制御部は、間隙調整機構１４０の電動モータを制御して、原稿カバー１１０の上端と読み
取り板１３０との間隙の幅を元の状態に戻す。
【００４２】
　以上に説明したように、本実施形態によれば、皺のある原稿２００が読み取り板１３０
に配置された場合であっても、原稿カバー１１０で原稿２００を押さえつけることができ
るので、皺による影響を受けにくく、正確に原稿２００の画像を読み取ることができる。
【００４３】
　また、待機状態における原稿カバー１１０の上端と読み取り板１３０との間隙の幅を、
皺のある原稿を容易に差し込むことができる幅に設定することによって、原稿に皺がある
場合であっても、利用者は原稿の皺を伸ばすことなく原稿を読み取り板１３０に配置させ
ることができる。また、原稿の皺を伸ばす必要がないので、利用者は片手で原稿を読み取
り板１３０に配置させることができる。
【００４４】
　また、原稿を画像読み取り装置内で搬送させる必要がないので、ジャムなどによって原
稿を破損させたりすることがない。
【００４５】
　なお、本実施形態では、可動部１４１を間隙調整機構１４０が備える電動モータで制御
する場合について説明したが、可動部１４１が弾性体で構成されていてもよい。図３は、
間隙調整機構１４０の構成の一例を示す説明図である。図３に示すように、可動部１４１
がバネなどの弾性体で構成されている場合には、間隙調整機構１４０がダンパの機能を備
えていてもよい。
【００４６】
　そのような構成によれば、バネが元に戻る力（弾性力）によって原稿カバー１１０の上
端が読み取り板１３０側に引き寄せられるため、原稿を原稿カバー１１０で読み取り板１
３０に押さえつけることができる。また、電動モータおよび電動モータの制御を必要とし
ないため、間隙調整機構１４０の構成を簡素化することができるとともに、制御部の処理
を軽減することができる。読み取り板１３０に原稿を配置する場合には、利用者が原稿カ
バー１１０の上端を動かして原稿を差し込むための間隙を設けるようにすればよい。
【００４７】
　また、本実施形態では、画像読み取り装置を縦置き（読み取り板１３０をほぼ鉛直方向
にして設置した状態）にした場合について説明したが、画像読み取り装置を縦置きではな
く、例えば、横置き（読み取り板１３０をほぼ水平方向にして設置した状態）に設置して
もよい。
【００４８】
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　また、画像読み取り装置を机上以外の場所に設置するようにしてもよい。例えば、宅配
運送業務のトラックの助手席の上（天井）や、運転席または助手席の前のダッシュボード
など、運転席に座った作業者が片手で画像読み取り装置を利用できる場所に設置するよう
にしてもよい。
【００４９】
　また、原稿カバー１１０の左端または右端と読み取り板１３０との間隙から原稿がはみ
出したり落下したりしないように、第２の原稿カバー１１１を設置するようにしてもよい
。図４は、第２の原稿カバー１１１を設置した画像読み取り装置の外観の一例を示す説明
図である。第２の原稿カバー１１１は、図２に示すように、折り目が設けられ折り畳むこ
とができるようになっている。
【００５０】
実施形態２．
　以下、本発明の第２の実施形態を図面を参照して説明する。
【００５１】
　図５は、本発明による画像読み取り装置の第２の実施形態の外観を示す説明図である。
【００５２】
　本実施形態の画像読み取り装置の構成は、第１の実施形態の画像読み取り装置と同様で
ある。しかし、本実施形態の画像読み取り装置は、原稿確認部１５０を備える。
【００５３】
　原稿確認部１５０は、例えば、ガラス、アクリル樹脂、ポリカーネイト樹脂などの透明
素材の板である。
【００５４】
　原稿確認部１５０は、図５に示すように、筐体１２０の読み取り板１３０が設置されて
いる面と対向する側の面に設置される。
【００５５】
　本実施形態によれば、原稿が読み取り板１３０に押さえつけられている状態、つまり、
原稿カバー１１０と読み取り板１３０とが密着していて、原稿の状態が外部から確認でき
ない状態であっても、原稿の皺が伸ばされているか、また、原稿が読み取り板１３０に正
しく配置されているかを確認することができる。また、画像の読み取りが開始される前に
原稿の状態を確認することができるので、画像の読み取りのやり直しを減らすことができ
る。
【００５６】
　なお、原稿確認部１５０の大きさ（面積）や原稿確認部１５０を設置する位置は、利用
者が原稿確認部１５０を介して原稿の状態を確認できる大きさおよび位置であれば、任意
の大きさおよび位置であってよい。また、本実施形態では、筐体１２０の原稿カバー１１
０が取り付けられている面と対向する側の面に原稿確認部１５０を設置する場合について
説明したが、その他の面に設置するようにしてもよい。
【００５７】
実施形態３．
　以下、本発明の第３の実施形態を図面を参照して説明する。
【００５８】
　図６は、本発明による画像読み取り装置の第３の実施形態の外観を示す説明図である。
【００５９】
　本実施形態の画像読み取り装置の構成は、第１の実施形態の画像読み取り装置と同様で
ある。しかし、本実施形態の画像読み取り装置は、第２の間隙調整機構と落下防止機構１
７０とを備える。
【００６０】
　第２の間隙調整機構は、間隙調整機構１４０と同様に構成され、可動部１６１を含む。
また、第２の間隙調整機構の電動モータは、間隙調整機構１４０と同様に制御部によって
制御される。
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【００６１】
　第２の間隙調整機構は、間隙調整機構１４０とともに、筐体１２０の側面（図５におい
て読み取り板１３０が設置された面の両側に位置する面）に取り付けられる。なお、第２
の間隙調整機構は、間隙調整機構１４０が取り付けられた面と対向する側の面に取り付け
られる。また、可動部１４１、１６１の一端が原稿カバー１１０に接続される。
【００６２】
　第２の間隙調整機構および間隙調整機構１４０は、電動モータを駆動させて可動部１４
１および１６１を伸縮させることによって、読み取り板１３０に対して垂直方向に原稿カ
バー１１０を平行移動させて、読み取り板１３０と原稿カバー１１０との間隙の幅を変化
させる。
【００６３】
　落下防止機構１７０は、原稿カバー１１０の下端（図５における下側）と読み取り板１
３０との間隙から原稿が落下しないようにするための機構である。落下防止機構１７０は
、落下防止蓋１７１の一端と筐体１２０とを、読み取り板１３０の下側（図５における下
側）の位置で接続させ、制御部に従って、落下防止蓋１７１を回転させる機能を有するヒ
ンジである。
【００６４】
　制御部は、落下防止機構１７０を制御し、落下防止機構１７０を中心に落下防止蓋１７
１を回転させる。落下防止機構１７０を中心に落下防止蓋１７１を回転させることによっ
て、落下防止蓋１７１を閉状態（原稿カバー１１０の下端と落下防止蓋１７１とが接する
状態）にしたり、開状態（原稿カバー１１０の下端と落下防止蓋１７１とが離れた状態）
にしたりする。
【００６５】
　制御部は、待機状態または画像読み取り中であるときには、落下防止機構１７０を制御
して落下防止蓋１７１を閉状態に維持する。また、制御部は、筐体１２０の画像読み取り
部１２１が画像の読み取り処理を終了したときに、落下防止機構１７０を制御して落下防
止蓋１７１を開状態にして、原稿カバー１１０の下端と落下防止蓋１７１との間隙から原
稿を排出させる。
【００６６】
　本実施形態によれば、画像読み取り後に、原稿が読み取り板１３０から取り除かれるの
で、次の原稿を読み取り板１３０に配置するときに、原稿を読み取り板１３０から取り除
く作業を省くことができ、利用者の作業時間を短縮することができる。
【００６７】
　なお、第１の実施形態と同様に、原稿カバー１１０の左端または右端と読み取り板１３
０との間隙から原稿がはみ出したり落下したりしないように、第２の原稿カバーを設置す
るようにしてもよい。また、第２の実施形態と同様に、筐体１２０に原稿確認部１５０を
設けるようにしてもよい。
【００６８】
　図７は、本発明による画像読み取り装置の主要部を示すブロック図である。図７に示す
ように、画像読み取り装置は、原稿を配置する読み取り板（図１に示す画像読み取り装置
における読み取り板１３０に相当。）が設置された筐体（図１に示す画像読み取り装置に
おける筐体１２０に相当。）と、原稿を読み取り板に押さえつける原稿カバー板（図１に
示す画像読み取り装置における原稿カバー１１０に相当。）と、読み取り板を介して読み
取り板に配置された原稿の画像を読み取る画像読み取り手段１１（図２に示す画像読み取
り部１２１、画像処理部１２２および制御部に相当。）とを備え、原稿カバー板は、一辺
を軸として回転可能であり、原稿カバー板を読み取り板から離れる方向および接近する方
向に回転させる間隙調整手段１２（図１に示す画像読み取り装置における間隙調整機構１
４０および制御部に相当。）を含む。
【００６９】
　上記の実施形態には、以下のような画像読み取り装置も開示されている。
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（１）筐体における読み取り板が設置された面と反対側の面に透明板（図５に示す画像読
み取り装置における原稿確認部１５０に相当。）が設置された画像読み取り装置。
【００７１】
（２）間隙調整手段１２は、弾性体を含み、原稿を読み取り板に押さえつけるために、弾
性体の弾性力によって原稿カバー板の一端を読み取り板側に引き寄せる画像読み取り装置
。
【００７２】
　また、上記の実施形態には、以下のような画像読み取り装置も開示されている。
【００７３】
（３）原稿を配置する読み取り板が設置された筐体と、原稿を読み取り板に押さえつける
原稿カバー板と、読み取り板を介して読み取り板に配置された原稿の画像を読み取る画像
読み取り手段１１と、読み取り板に対して垂直方向に原稿カバー板を平行移動させて、原
稿カバー板と読み取り板との間隙の幅を調整する間隙調整手段１２と、読み取り板と原稿
カバー板との間隙から原稿が落下することを防止する落下防止蓋（図６に示す画像読み取
り装置における落下防止蓋１７１に相当。）を開閉する落下防止手段（図６に示す画像読
み取り装置における落下防止機構１７０および制御部に相当。）とを備えた画像読み取り
装置。
【００７４】
（４）落下防止手段は、画像読み取り手段１１が読み取りを完了したときに、落下防止蓋
を開状態にする画像読み取り装置。
【符号の説明】
【００７５】
　１１　画像読み取り手段
　１２　間隙調整手段
　１１０　原稿カバー
　１２０　筐体
　１２１　画像読み取り部
　１２２　画像処理部
　１３０　読み取り板
　１４０　間隙調整機構
　１４１、１６１　可動部
　１５０　原稿確認部
　１７０　落下防止機構
　１７１　落下防止蓋
　２００　原稿
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