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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿及びカードを択一的に搬送する搬送経路と、前記搬送経路の一部を挟んで対向配置
され、搬送されている前記原稿及びカードをガイドする一対のガイド部材と、前記各ガイ
ド部材の少なくとも一方を通じて前記原稿を読取る読取り部とを備えた画像読取り装置で
あって、
　前記搬送経路は、該搬送経路の側方から見て直線状に形成されており、
　前記一対のガイド部材は一方のガイド部材および他方のガイド部材の一対からなり、
　前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材との間には、前記原稿が通過する隙間Ｈ
１の第１ガイド経路と、前記原稿及び前記カードが通過する隙間Ｈ２の第２ガイド経路と
が設けられ、
　前記第１ガイド経路は前記第２ガイド経路を包含しており、前記隙間Ｈ１は前記隙間Ｈ
２よりも狭く、
　前記一方のガイド部材は回転自在なローラであり、前記ローラの径が前記第１ガイド経
路より前記第２ガイド経路で小さくされたことを特徴とする画像読取り装置。
【請求項２】
　原稿及びカードを択一的に搬送する搬送経路と、前記搬送経路の一部を挟んで対向配置
され、搬送されている前記原稿及びカードをガイドする一対のガイド部材と、前記各ガイ
ド部材の少なくとも一方を通じて前記原稿を読取る読取り部とを備えた画像読取り装置で
あって、
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　前記搬送経路は、該搬送経路の側方から見て直線状に形成されており、
　前記一対のガイド部材は一方のガイド部材および他方のガイド部材の一対からなり、
　前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材との間には、前記原稿が通過する隙間Ｈ
１の第１ガイド経路と、前記原稿及び前記カードが通過する隙間Ｈ２の第２ガイド経路と
が設けられ、
　前記第１ガイド経路は前記第２ガイド経路を包含しており、前記隙間Ｈ１は前記隙間Ｈ
２よりも狭く、
　前記一方のガイド部材を前記他方のガイド部材に付勢する付勢部と、
　前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材間の隙間を維持して規制する規制部材と
を備え、
　前記一方のガイド部材に透光板を設けて、前記読取り部により前記透光板を通じて原稿
を読取っており、
　前記規制部材は、前記透光板を前記一方のガイド部材に取り付けるための取付け部材と
して兼用されたことを特徴する画像読取り装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の画像読取り装置であって、
　前記第２ガイド経路の幅は、前記カードの幅よりも広く、かつ最小サイズの前記原稿の
幅よりも狭いことを特徴とする画像読取り装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の画像読取り装置であって、
　前記一方のガイド部材は、ガイド板と回転自在なローラとを有し、
　前記ガイド板が前記第１及び第２ガイド経路に配置され、前記ローラが前記第１ガイド
経路に配置され、前記ガイド板が前記ローラよりも前記他方のガイド部材から離間してい
ることを特徴とする画像読取り装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の画像読取り装置であって、
　前記一方のガイド部材は、ガイド板とリブとを有し、
　前記ガイド板が前記第１及び第２ガイド経路に配置され、前記リブが前記第１ガイド経
路に配置され、前記ガイド板が前記リブよりも前記他方のガイド部材から離間しているこ
とを特徴とする画像読取り装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１つに記載の画像読取り装置であって、
　前記各ガイド部材よりも前記原稿の搬送方向下流側に設けられ、前記直線状の搬送経路
から分岐した湾曲搬送経路、及び前記直線状の搬送経路と前記湾曲搬送経路とを切替える
切替え部を備え、
　前記切替え部の切替えにより、前記原稿を前記直線状の搬送経路から前記湾曲搬送経路
へと導いて搬送し、前記カードを前記直線状の搬送経路だけで搬送することを特徴とする
画像読取り装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１つに記載の画像読取り装置を備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿を照明して読取る画像読取り装置、及びその画像読取り装置を備える画
像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の画像読取り装置は、原稿を読取るものであって、単独で又は複写機等に搭載さ
れて用いられる。単独で用いられる場合は、読取った原稿の画像が外部のプリンター等に
出力され、また複写機に搭載されて用いられる場合は、読取った原稿の画像が該複写機で
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複写される。
【０００３】
　このような画像読取り装置としては、例えば、上下に対向配置された一対のガイド板と
、読取りスキャナとを備え、原稿を各ガイド板間に通して搬送しつつ、読取りスキャナに
より原稿を一方のガイド板を介して照明して読取るものがある。少なくとも一方のガイド
板は、透光性を有するガラス等からなる。読取りスキャナは、原稿を照明する光源、及び
原稿からの反射光を光電変換するイメージセンサ（ＣＣＤ等）等を有する。
【０００４】
　ここで、画像読取り装置では、厚みが０．１～０．２ｍｍ程度の普通紙の原稿を読取る
ことが前提となっており、このために原稿の搬送経路が該搬送経路の側方から見て湾曲し
ていることが多い。また、各ガイド板の隙間を狭くして、原稿が撓んだり波打ったりしな
いようにし、原稿に対する読取りスキャナのピントずれを防止している。
【０００５】
　しかしながら、搬送経路が湾曲していたり、各ガイド板の隙間が狭くされている場合は
、名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカードを通すことができず、カードの読取り
が不可能となる。
【０００６】
　例えば、特許文献１では、写真が通過する原稿ガイド面の中央部分を平滑面として、こ
の中央部分に給送ローラ（駆動ローラ）を設け、原稿ガイド面の両側部分にそれぞれのリ
ブを設けている。原稿が原稿ガイド面を通過するときには、原稿ガイド面の両側部分のリ
ブにより原稿がガイドされて押えられ、原稿の撓みや波打ちが防止されて、原稿に対する
読取りスキャナのピントずれが防止される。また、写真が原稿ガイド面を通過するときに
は、給送ローラにより写真が搬送され、写真がリブを避けて通過し、リブにより写真が傷
つけられることが防止される。
【０００７】
　ところが、特許文献１のように原稿ガイド面の中央部分にリブの代わりとなる給送ロー
ラを設けた場合は、原稿や写真が通過する中央部分の隙間が狭く、写真が通過しても、よ
り厚い名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカードの通過が困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－１０６０７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このように従来の画像読取り装置では、厚みが０．１～０．２ｍｍ程度の普通紙の原稿
を読取ることが前提となっており、搬送経路が湾曲していたり、原稿が通過する各ガイド
板の隙間が狭くされていたりするため、クレジットカード、ＩＣカード等のカードを通す
ことができず、カードの読取りが困難である。
【００１０】
　また、特許文献１では、普通紙よりは厚い写真を読取ることが前提となっていても、原
稿ガイド面の中央部分に給送ローラを設けているため、原稿や写真が通過する中央部分の
隙間が狭く、写真が通過しても、より厚い名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカー
ドの通過及び読取りが困難である
　そこで、本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、普通紙の原稿だけで
はなく、名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカードの読取りに適した画像読取り装
置及びそれを備える画像形成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】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の画像形成装置は、原稿及びカードを択一的に搬送
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する搬送経路と、前記搬送経路の一部を挟んで対向配置され、搬送されている前記原稿及
びカードをガイドする一対のガイド部材と、前記各ガイド部材の少なくとも一方を通じて
前記原稿を読取る読取り部とを備えた画像読取り装置であって、前記搬送経路は、該搬送
経路の側方から見て直線状に形成されており、前記一対のガイド部材は一方のガイド部材
および他方のガイド部材の一対からなり、前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材
との間には、前記原稿が通過する隙間Ｈ１の第１ガイド経路と、前記原稿及び前記カード
が通過する隙間Ｈ２の第２ガイド経路とが設けられ、前記第１ガイド経路は前記第２ガイ
ド経路を包含しており、前記隙間Ｈ１は前記隙間Ｈ２よりも狭く、前記一方のガイド部材
は回転自在なローラであり、前記ローラの径が前記第１ガイド経路より前記第２ガイド経
路で小さくされたことを特徴とする。
【００１２】
　このような本発明の画像読取り装置では、搬送経路が該搬送経路の側方から見て直線状
に形成されているため、普通紙の原稿だけではなく、より厚い名刺、クレジットカード、
ＩＣカード等のカードを搬送経路に通すことができる。また、各ガイド部材の間には、原
稿が通過する狭い隙間の第１ガイド経路と、原稿及びカードが通過する広い隙間の第２ガ
イド経路とが設けられているため、原稿を第１及び第２ガイド経路に通過させ、原稿の撓
みや波打ちを狭い隙間の第１ガイド経路で抑制して、原稿に対する読取り部のピントを維
持しつつ、読取り部により原稿を読取ることができ、かつカードを広い隙間の第２ガイド
経路に通すことができる。また、このようにガイド部材の一方を回転自在なローラとし、
ローラの径を第１ガイド経路で大きくし第２ガイド経路で小さくすることにより、第１ガ
イド経路の隙間を狭くしたり第２ガイド経路の隙間を広くすることができる。
【００１３】
　また、本発明の画像形成装置は、原稿及びカードを択一的に搬送する搬送経路と、前記
搬送経路の一部を挟んで対向配置され、搬送されている前記原稿及びカードをガイドする
一対のガイド部材と、前記各ガイド部材の少なくとも一方を通じて前記原稿を読取る読取
り部とを備えた画像読取り装置であって、前記搬送経路は、該搬送経路の側方から見て直
線状に形成されており、前記一対のガイド部材は一方のガイド部材および他方のガイド部
材の一対からなり、前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材との間には、前記原稿
が通過する隙間Ｈ１の第１ガイド経路と、前記原稿及び前記カードが通過する隙間Ｈ２の
第２ガイド経路とが設けられ、前記第１ガイド経路は前記第２ガイド経路を包含しており
、前記隙間Ｈ１は前記隙間Ｈ２よりも狭く、前記一方のガイド部材を前記他方のガイド部
材に付勢する付勢部と、前記一方のガイド部材と前記他方のガイド部材間の隙間を維持し
て規制する規制部材とを備え、前記一方のガイド部材に透光板を設けて、前記読取り部に
より前記透光板を通じて原稿を読取っており、前記規制部材は、前記透光板を前記一方の
ガイド部材に取り付けるための取付け部材として兼用されたことを特徴する。
【００１４】
　これにより、各ガイド部材間の隙間を一定に設定することができる。また、部品点数を
削減することができる。
【００１５】
　また、本発明の画像読取り装置においては、前記第２ガイド経路の幅は、前記カードの
幅よりも広く、かつ最小サイズの前記原稿の幅よりも狭い。
【００１６】
　ここでは、カードの幅が最小サイズの原稿の幅よりも狭く、第２ガイド経路をカードだ
けが通過するので、第２ガイド経路の幅をカードの幅よりも広くかつ最小サイズの原稿の
幅よりも狭くしている。これにより、最小サイズの原稿であっても、原稿が第１及び第２
ガイド経路を通過し、原稿の撓みや波打ちが狭い隙間の第１ガイド経路で抑制される。
【００１７】
　更に、本発明の画像読取り装置においては、前記一方のガイド部材は、ガイド板と回転
自在なローラとを有し、前記ガイド板が前記第１及び第２ガイド経路に配置され、前記ロ
ーラが前記第１ガイド経路に配置され、前記ガイド板が前記ローラよりも前記他方のガイ
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ド部材から離間している。
【００１８】
　このように一方のガイド部材をガイド板と回転自在なローラとで構成し、ガイド板を第
１及び第２ガイド経路に配置し、ローラを第１ガイド経路に配置して、ガイド板をローラ
よりも他方のガイド部材から離間させることによって、第１ガイド経路の隙間を狭くした
り第２ガイド経路の隙間を広くすることができる。
【００１９】
　更に、本発明の画像読取り装置においては、前記一方のガイド部材は、ガイド板とリブ
とを有し、前記ガイド板が前記第１及び第２ガイド経路に配置され、前記リブが前記第１
ガイド経路に配置され、前記ガイド板が前記リブよりも前記他方のガイド部材から離間し
ている。
【００２０】
　このように一方のガイド部材をガイド板とリブとで構成し、ガイド板を第１及び第２ガ
イド経路に配置し、リブを第１ガイド経路に配置して、ガイド板をリブよりも他方のガイ
ド部材から離間させることによって、第１ガイド経路の隙間を狭くしたり第２ガイド経路
の隙間を広くすることができる。
【００２５】
　また、本発明の画像読取り装置においては、前記各ガイド部材よりも前記原稿の搬送方
向下流側に設けられ、前記直線状の搬送経路から分岐した湾曲搬送経路、及び前記直線状
の搬送経路と前記湾曲搬送経路とを切替える切替え部を備え、前記切替え部の切替えによ
り、前記原稿を前記直線状の搬送経路から前記湾曲搬送経路へと導いて搬送し、前記カー
ドを前記直線状の搬送経路だけで搬送している。
【００２６】
　このように湾曲搬送経路及び切替え部を設けた構成では、普通紙の原稿を直線状の搬送
経路から湾曲搬送経路へと導いて搬送したり、カードを直線状の搬送経路だけで搬送した
りすることができる。また、普通紙の原稿のサイズは、カードのサイズと比較して大きい
ことから、その搬送経路を十分に長くする必要があるが、湾曲搬送経路を十分に長くして
も、湾曲搬送経路を適宜に湾曲させることにより画像読取り装置の大型化を抑えることが
できる。仮に、直線状の搬送経路を十分に長くすると、画像読取り装置の大型化を避ける
ことができない。
【００２７】
　一方、本発明の画像形成装置は、上記本発明の画像読取り装置を備えている。このよう
な本発明の画像形成装置においても、上記本発明の画像読取り装置同様の作用効果を奏す
る。
【発明の効果】
【００２８】
　このような本発明では、搬送経路が該搬送経路の側方から見て直線状に形成されている
ため、普通紙の原稿だけではなく、より厚い名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカ
ードを搬送経路に通すことができる。また、各ガイド部材の間には、原稿が通過する狭い
隙間の第１ガイド経路と、原稿及びカードが通過する広い隙間の第２ガイド経路とが搬送
方向と直交する方向に設けられているため、原稿を第１及び第２ガイド経路に通過させ、
原稿の撓みや波打ちを狭い隙間の第１ガイド経路で抑制して、原稿に対する読取り部のピ
ントを維持しつつ、読取り部により原稿を読取ることができ、かつカードを広い隙間の第
２ガイド経路に通すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の画像読取り装置の第１実施形態を適用した画像形成装置を示す断面図で
ある。
【図２】図１の画像形成装置の本体上部に搭載された画像読取り装置を示す斜視図である
。
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【図３】図２の画像読取り装置を示す断面図である。
【図４】図２の画像読取り装置の読取り部を示す斜視図である。
【図５】図２の画像読取り装置における原稿ガイド板及び読取りガイド板の周辺を拡大し
て示す断面図である。
【図６】原稿ガイド板及び読取りガイド板を正面から見て示す断面図である。
【図７】読取りガイド板を上方向から見て示す平面図である。
【図８】カードの幅を示す平面図である。
【図９】画像読取り装置の変形例における原稿ガイド板及び読取りガイド板を正面から見
て示す断面図である。
【図１０】本発明の画像読取り装置の第２実施形態における原稿ガイド板及び読取りガイ
ド板を正面から見て示す断面図である。
【図１１】本発明の画像読取り装置の第３実施形態における原稿ガイド板及び読取りガイ
ド板を正面から見て示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
【００３１】
　図１は、本発明の画像読取り装置の第１実施形態を適用した画像形成装置を示す断面図
である。この画像形成装置１は、スキャナ機能、複写機能、プリンター機能、及びファク
シミリ機能等を有する所謂複合機であり、画像読取り装置２により読取られた原稿の画像
を外部に送信したり（スキャナ機能に相当する）、この読取られた原稿の画像又は外部か
ら受信した画像をカラーもしくは単色で記録用紙に記録形成する（複写機能、プリンター
機能、及びファクシミリ機能に相当する）。
【００３２】
　この画像形成装置１は、画像を記録用紙に印刷するべく、光走査装置１１、現像装置１
２、感光体ドラム１３、ドラムクリーニング装置１４、帯電器１５、中間転写ベルト装置
１６、定着装置１７、用紙搬送経路Ｓ、給紙トレイ１８、及び用紙排出トレイ１９等を備
えている。
【００３３】
　画像形成装置１において扱われる画像データは、ブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼ
ンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）の各色を用いたカラー画像に応じたもの、又は単色（例えば
ブラック）を用いたモノクロ画像に応じたものである。このため、現像装置１２、感光体
ドラム１３、ドラムクリーニング装置１４、及び帯電器１５は、各色に応じた４種類のト
ナー像を形成するようにそれぞれ４個ずつ設けられ、それぞれがブラック、シアン、マゼ
ンタ、及びイエローに対応付けられて、４つの画像ステーションＰａ、Ｐｂ、Ｐｃ、Ｐｄ
が構成されている。
【００３４】
　各感光体ドラム１３は、それらの表面に光感光層を有している。各帯電器１５は、それ
ぞれの感光体ドラム１３の表面を所定の電位に均一に帯電させるための帯電手段であり、
接触型であるローラ型やブラシ型の帯電器のほか、チャージャー型の帯電器が用いられる
。
【００３５】
　光走査装置１１は、レーザダイオード及び反射ミラーを備えたレーザスキャニングユニ
ット（ＬＳＵ）であり、帯電された各感光体ドラム１３表面を画像データに応じて露光し
て、それらの表面に画像データに対応する静電潜像を形成する。
【００３６】
　各現像装置１２は、それぞれの感光体ドラム１３表面に形成された静電潜像を各色のト
ナーにより現像し、これらの感光体ドラム１３表面にトナー像を形成する。各ドラムクリ
ーニング装置１４は、現像及び画像転写後にそれぞれの感光体ドラム１３表面に残留した
トナーを除去及び回収する。
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【００３７】
　中間転写ベルト装置１６は、各感光体ドラム１３の上方に配置されており、中間転写ベ
ルト２１、中間転写ベルト駆動ローラ２２、従動ローラ２３、４つの中間転写ローラ２４
、及びベルトクリーニング装置２５を備えている。
【００３８】
　中間転写ベルト２１は、厚さ１００μｍ～１５０μｍ程度のフィルムを無端ベルト状に
形成したものである。中間転写ベルト駆動ローラ２２、従動ローラ２３、各中間転写ロー
ラ２４等は、中間転写ベルト２１を張架して支持し、中間転写ベルト２１を矢印Ｃ方向に
周回移動させる。
【００３９】
　各中間転写ローラ２４は、中間転写ベルト２１近傍に回転可能に支持され、中間転写ベ
ルト２１を介してそれぞれの感光体ドラム１３に押圧されている。
【００４０】
　各感光体ドラム１３表面のトナー像が中間転写ベルト２１に順次重ねて転写されて、中
間転写ベルト２１上にカラーのトナー像（各色のトナー像）が形成される。各感光体ドラ
ム１３から中間転写ベルト２１へのトナー像の転写は、中間転写ベルト２１裏面に圧接さ
れている各中間転写ローラ２４によって行われる。各中間転写ローラ２４は、直径８～１
０ｍｍの金属（例えばステンレス）軸をベースとし、その表面が導電性の弾性材（例えば
ＥＰＤＭ、発泡ウレタン等）により覆われたローラである。各中間転写ローラ２４には、
トナー像を転写するために高電圧の転写バイアス（トナーの帯電極性（－）とは逆極性（
＋）の高電圧）が印加されており、その導電性の弾性材により高電圧が記録用紙に対して
均一に印加される。
【００４１】
　こうして各感光体ドラム１３表面のトナー像は、中間転写ベルト２１で積層され、画像
データによって示されるカラーのトナー像となる。このカラーのトナー像は、中間転写ベ
ルト２１と共に搬送され、中間転写ベルト２１と２次転写装置２６の転写ローラ２６ａ間
のニップ域で記録用紙上に転写される。
【００４２】
　２次転写装置２６の転写ローラ２６ａには、中間転写ベルト２１上の各色のトナー像を
記録用紙に転写させるための電圧（トナーの帯電極性（－）とは逆極性（＋）の高電圧）
が印加されている。また、中間転写ベルト２１と２次転写装置２６の転写ローラ２６ａ間
のニップ域を定常的に得るために、転写ローラ２６ａもしくは中間転写ベルト駆動ローラ
２２の何れか一方を硬質材料（金属等）とし、他方を弾性ローラ等の軟質材料（弾性ゴム
ローラ、または発泡性樹脂ローラ等）としている。
【００４３】
　また、２次転写装置２６によって中間転写ベルト２１上のトナー像が記録用紙上に完全
に転写されず、中間転写ベルト２１上にトナーが残留することがあり、この残留トナーが
次工程でトナーの混色を発生させる原因となる。このため、ベルトクリーニング装置２５
によって残留トナーを除去及び回収する。ベルトクリーニング装置２５には、例えばクリ
ーニング部材として、中間転写ベルト２１に接触して残留トナーを除去するクリーニング
ブレードが設けられており、クリーニングブレードが接触する部位で、従動ローラ２３に
より中間転写ベルト２１裏側が支持されている。
【００４４】
　記録用紙は、中間転写ベルト２１と２次転写装置２６の転写ローラ２６ａ間のニップ域
でカラーのトナー像を転写された後、定着装置１７へと搬送される。定着装置１７は、加
熱ローラ３１及び加圧ローラ３２等を備えており、加熱ローラ３１と加圧ローラ３２間に
記録用紙を挟み込んで搬送する。
【００４５】
　加熱ローラ３１は、図示しない温度検出器の検出出力に基づき、所定の定着温度となる
ように制御されており、加圧ローラ３２と共に記録用紙を熱圧着することにより、記録用
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紙に転写されたカラーのトナー像を溶融、混合、圧接し、記録用紙に対して熱定着させる
。
【００４６】
　一方、給紙トレイ１８は、記録用紙を格納しておくためのトレイであり、画像形成装置
１の下部に設けられて、トレイ内の記録用紙を供給する。また、手差しトレイ７は、記録
用紙を載置するためのトレイであり、画像形成装置１の側壁に設けられて、このトレイ内
の記録用紙を供給する。
【００４７】
　画像形成装置１には、給紙トレイ１８又は手差しトレイ７から供給された記録用紙を２
次転写装置２６や定着装置１７を経由させて用紙排出トレイ１９に送るための、Ｓの字形
状の用紙搬送経路Ｓが設けられている。この用紙搬送経路Ｓに沿って、用紙レジストロー
ラ３４、定着装置１７、搬送ローラ３５、及び排紙ローラ３６等が配置されている。
【００４８】
　給紙トレイ１８の端部には用紙ピックアップローラ３３が、設けられており、この用紙
ピックアップローラ３３により給紙トレイ１８から記録用紙が１枚ずつ引き出されて用紙
搬送経路Ｓへと搬送される。また、手差しトレイ７の端部にはピックアップローラ８が設
けられており、このピックアップローラ８により手差しトレイ７から記録用紙が１枚ずつ
引き出されて用紙搬送経路Ｓへと送り出される。
【００４９】
　搬送ローラ３５は、記録用紙の搬送を促進補助するための小型のローラであり、複数組
設けられている。
【００５０】
　用紙レジストローラ３４は、搬送されて来た記録用紙を一旦停止させて、記録用紙の先
端を揃え、中間転写ベルト２１と２次転写装置２６の転写ローラ２６ａ間のニップ域で中
間転写ベルト２１上のカラーのトナー像が記録用紙に転写されるように、各感光体ドラム
１３及び中間転写ベルト２１の回転にあわせて、記録用紙をタイミングよく搬送する。
【００５１】
　更に、記録用紙は、定着装置１７でカラーのトナー像を定着され、定着装置１７を通過
した後、排紙ローラ３６によって用紙排出トレイ１９上にフェイスダウンで排出される。
【００５２】
　また、記録用紙の表面だけではなく、裏面の印字を行う場合は、記録用紙を用紙搬送経
路Ｓの排紙ローラ３６により搬送する途中で、排紙ローラ３６を停止させてから逆回転さ
せ、記録用紙を反転経路Ｓｒに通して、記録用紙の表裏を反転させ、記録用紙を用紙レジ
ストローラ３４へと導き、記録用紙の表面と同様に、記録用紙の裏面に画像を記録して定
着し、記録用紙を用紙排紙トレイ１９に排出する。
【００５３】
　次に、図２、図３、及び図４を参照しつつ、図１の画像形成装置１の本体上部に搭載さ
れた画像読取り装置２を説明する。図２及び図３は、画像読取り装置２を示す斜視図、及
び画像読取り装置２を側方から見て示す断面図である。また、図４は、画像読取り装置２
の読取り部４１を示す斜視図である。
【００５４】
　画像読取り装置２は、下側の読取り部４１と、上側の原稿搬送部４２とを備えている。
上側の原稿搬送部４２は、その奥一辺をヒンジ（図示せず）により下側の読取り部４１の
奥一辺に枢支され、その手前部分を上下させることにより開閉される。原稿搬送部４２が
開かれたときには、図４に示すように読取り部４１の原稿載置板４３及び原稿ガイド板４
４が開放される。原稿載置板４３及び原稿ガイド板４４のいずれも、透光性を有するガラ
ス板等からなる。原稿載置板４３上には原稿が載置され、また原稿ガイド板４４上で原稿
が搬送されて通過する。
【００５５】
　読取り部４１は、原稿載置板４３、原稿ガイド板４４、及び第１読取りスキャナ４５等
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を備えている。第１読取りスキャナ４５は、光源４６、結像レンズ４７、及びＣＣＤ（Ch
arge Coupled Device）４８、及び第１～第４反射ミラー５１～５４等を備えており、原
稿載置板４３及び原稿ガイド板４４のいずれかの下方に移動され、原稿載置板４３上に載
置された原稿を読取ったり（第１読取りモード）、原稿ガイド板４４上を通過する原稿を
読取ったりする（第２読取りモード）。
【００５６】
　第１読取りモードでは、第１読取りスキャナ４５を原稿載置板４３の下方に移動させ、
原稿搬送部４２を開いて、原稿を原稿載置板４３上に載置し、原稿搬送部４２を閉じる。
そして、第１読取りスキャナ４５を副走査方向Ｙに原稿サイズに応じた距離だけ一定速度
で移動させながら、原稿載置板４３上の原稿を光源４６によって照明し、その反射光を第
１～第４反射ミラー５１～５４により順次反射して結像レンズ４７へと導く。結像レンズ
４７は、原稿からの反射光をＣＣＤ４８に集光して、原稿表面の画像をＣＣＤ４８上に結
像させる。ＣＣＤ４８は、原稿表面の画像を繰り返し主走査方向Ｘに走査し、その度に、
１主走査ラインのアナログ画像信号を出力する。
【００５７】
　第２読取りモードでは、第１読取りスキャナ４５を原稿ガイド板４４の下方に移動させ
て位置決めし、原稿搬送部４２により原稿を原稿ガイド板４４上で副走査方向Ｙに搬送し
て通過させる。原稿が原稿ガイド板４４上を通過するときに、第１読取りスキャナ４５の
光源４６により原稿表面を原稿ガイド板４４を介して照明し、原稿表面からの反射光を第
１読取りスキャナ４５の第１～第４反射ミラー５１～５４により順次反射して結像レンズ
４７へと導き、原稿表面からの反射光を結像レンズ４７によりＣＣＤ４８に集光させ、原
稿表面の画像をＣＣＤ４８上に結像させ、ＣＣＤ４８により原稿表面の画像を主走査方向
Ｘに繰返し走査して、原稿表面の画像を読取る。
【００５８】
　また、原稿搬送部４２に内蔵の第２読取りスキャナ５５により原稿裏面の画像を読取る
ことができる。第２読取りスキャナ５５は、原稿ガイド４４の上方に配置されており、第
１読取りスキャナ４５と同様に、光源４６、結像レンズ４７、及びＣＣＤ（Charge Coupl
ed Device）４８、及び第１～第４反射ミラー５１～５４等を備えている。原稿搬送部４
２により原稿が副走査方向Ｙに搬送されて原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６（少な
くとも一部が透光性を有するガラス板等からなる）の間を通過するときに、第２読取りス
キャナ５５の光源４６により原稿裏面を読取りガイド板５６を介して照明し、その反射光
を第１～第４反射ミラー５１～５４により順次反射して結像レンズ４７へと導く。結像レ
ンズ４７は、原稿裏面からの反射光をＣＣＤ４８に集光して、原稿裏面の画像をＣＣＤ４
８上に結像させ、ＣＣＤ４８により原稿裏面の画像を主走査方向Ｘに繰返し走査して、原
稿裏面の画像を読取る。
【００５９】
　更に、第１及び第２読取りスキャナ４５、５５により原稿ガイド板４４上を通過する原
稿の表裏を同時に読取ることも可能である。
【００６０】
　こうして第１及び第２読取りスキャナ４５、５５のＣＣＤ４８により読取られた原稿の
画像は、ＣＣＤ４８からアナログ画像信号として出力され、このアナログ画像信号がデジ
タル画像信号にＡ／Ｄ変換される。そして、このデジタル画像信号（画像データ）は、種
々の画像処理を施されてから画像形成装置１の光走査装置１１へと送受され、画像形成装
置１において画像が記録用紙に記録され、この記録用紙が複写原稿として出力される。
【００６１】
　一方、原稿搬送部４２は、この原稿搬送部４２が閉じられたときに原稿載置板４３上の
原稿を押さえる底板６１、底板６１並びに原稿載置板４３の上方に配置された原稿トレイ
６２、原稿トレイ６２から原稿ガイド板４４を経由してストレート搬送経路６３、ストレ
ート搬送経路６３の途中から分岐して上方へと湾曲した湾曲搬送経路６４、湾曲搬送経路
６４の終端側に設けられた第１原稿排出トレイ６５、ストレート搬送経路６３の終端側に
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設けられた第２原稿排出トレイ６６等を備えている。
【００６２】
　原稿トレイ６２は、固定トレイ６２ａ及び昇降トレイ６２ｂを備え、ストレート搬送経
路６３に近づくほど低くなるように傾斜している。原稿は、固定トレイ６２ａもしくは昇
降トレイ６２ｂに載せられ、その先端側を昇降トレイ６２ｂに載せられる。昇降トレイ６
２ｂは、昇降機構（図示せず）を内蔵しており、通常は下降され、原稿が載せられると、
原稿の先端がピックアップローラ６７に当接するまで上昇される。
【００６３】
　ストレート搬送路６３は、該ストレート搬送路６３を側方から見て直線状に延びている
。このストレート搬送経路６３では、その始端にピックアップローラ６７が配置され、そ
の終端に排出ローラ６８が配置され、その途中に複数の搬送ローラ６９及びレジストロー
ラ７１が配置されている。
【００６４】
　また、湾曲搬送経路６４は、ストレート搬送経路６３との分岐点から上方に湾曲して第
１原稿排出トレイ６５に至っている。この湾曲搬送経路６４では、その終端に排出ローラ
７２が配置され、その途中に搬送ローラ６９が配置されている。
【００６５】
　更に、ストレート搬送経路６３と湾曲搬送経路６４の分岐点には、切替え爪７３が配置
されている。
【００６６】
　第２読取りモードを設定し、厚みが０．１～０．２ｍｍ程度の普通紙の原稿を読取る場
合は、切替え爪７３が実線で示すようにその軸７３ａ周りで時計回り方向に回転されて位
置決めされる。この状態で、原稿が原稿トレイ６２上に載せられると、原稿の先端がピッ
クアップローラ６７に当接するまで昇降トレイ６２ｂが上昇し、ピックアップローラ６７
が回転して、ピックアップローラ６７により原稿が原稿トレイ６２から引き出されてスト
レート搬送経路６３へと送り込まれる。ストレート搬送経路６３では、搬送ローラ６９に
より原稿が搬送され、原稿の先端がレジストローラ７１に突き当てられ揃えられてから、
レジストローラ７１により原稿が原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６の間へと搬送さ
れ、更に切替え爪７３により原稿が湾曲搬送経路６４へと搬送され、原稿が搬送ローラ６
９及び排出ローラ７２を経由して第１原稿排出トレイ６５へと搬送され排出される。そし
て、原稿の搬送途中で、第１読取りスキャナ４５もしくは第２読取りスキャナ５５により
原稿の表面もしくは裏面が読取られる。
【００６７】
　また、名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカード（１．４～１．５ｍｍ程度の厚
み）を読取る場合は、切替え爪７３が点線で示すようにその軸７３ａ周りで反時計回り方
向に回転されて位置決めされる。この状態で、カードが原稿トレイ６２上に載せられると
、カードの先端がピックアップローラ６７に当接するまで昇降トレイ６２ｂが上昇し、ピ
ックアップローラ６７によりカードが原稿トレイ６２から引き出されてストレート搬送経
路６３へと送り込まれる。ストレート搬送経路６３では、搬送ローラ６９によりカードが
搬送され、カードの先端がレジストローラ７１に突き当てられ揃えられてから、レジスト
ローラ７１によりカードが原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６の間へと搬送され、更
に切替え爪７３及び排出ローラ６８を経由して第２原稿排出トレイ６６へと搬送され排出
される。そして、カードの搬送途中で、第１読取りスキャナ４５もしくは第２読取りスキ
ャナ５５によりカードの表面もしくは裏面が読取られる。
【００６８】
　ストレート搬送経路６３は、略直線状であるため、ジャム等を生じることなく、カード
を速やかに搬送することができる。
【００６９】
　このような原稿搬送部４２においては、第１読取りスキャナ４５により原稿載置板４３
及び原稿ガイド板４４上の原稿が読取られることから、第１読取りスキャナ４５による原
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稿載置板４３上での高さ方向の原稿読取り位置と原稿ガイド板４４上での高さ方向の原稿
読取り位置を一致させて、いずれの原稿読取り位置でも第１読取りスキャナ４５のピント
が合うようにしている。また、原稿トレイ６２は、原稿載置板４３よりも高い位置にある
。そして、原稿搬送部４２のストレート搬送経路６３は、原稿載置板４３よりも高い位置
の原稿トレイ６２から原稿載置板４３と同一高さの原稿ガイド板４４へと直線状に延びて
いる。従って、ストレート搬送経路６３は、原稿ガイド板４４側でより低くなるように傾
斜している。
【００７０】
　このため、ストレート搬送経路６３の一部を形成する原稿ガイド板４４と読取りガイド
板５６も傾斜している。詳しくは、原稿の表面に直接重なる原稿載置板４３の上面を基準
とすると、原稿載置板４３の上面に対して原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６が傾斜
している。
【００７１】
　ところで、先に述べたように普通紙の原稿（０．１～０．２ｍｍ程度の厚み）、及び名
刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカード（１．４～１．５ｍｍ程度の厚み）のいず
れであっても、原稿トレイ６２から切替え爪７３まではストレート搬送経路６３を通過し
、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６の間を通過する。
【００７２】
　しかしながら、仮に、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６の隙間が広過ぎた場合は
、各ガイド板４４、５６間で原稿が撓んだり波打ったりすることがあり、原稿に対する第
１及び第２読取りスキャナ４５、５５のピントが合わなくなる。また、原稿ガイド板４４
と読取りガイド板５６の隙間が狭過ぎた場合は、各ガイド板４４、５６間でカードが通り
難くなり、ジャムが発生し易くなる。
【００７３】
　そこで、本実施形態の画像読取り装置２では、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６
の間に、原稿が通過する狭い隙間の第１ガイド経路と、原稿及びカードが通過する広い隙
間の第２ガイド経路とを設けている。
【００７４】
　次に、そのような原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６の間に設けられた第１及び第
２ガイド経路を説明する。図５は、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６を側方から見
て示す断面図である。図６は、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６を正面から見て示
す断面図である。また、図７は、読取りガイド板５６を上方向から見て示す平面図である
。
【００７５】
　原稿ガイド板４４は、例えば、その全体を透光性を有するガラス板等で構成されており
、第１読取りスキャナ４５による原稿ガイド板４４を介しての原稿もしくはカードの読取
りが可能になっている。
【００７６】
　また、図７に示すように読取りガイド板５６は、主走査方向Ｘに沿って長い開口部５６
ａに嵌め込まれた透光性を有するガラス板８１を備えており、第２読取りスキャナ５５に
よるガラス板８１を介しての原稿もしくはカードの読取りが可能になっている。
【００７７】
　図６に示すように原稿ガイド板４４の両端部と読取りガイド板５６の両端部間にはそれ
ぞれのスペーサ８２が配置されており、原稿ガイド板４４が固定され、読取りガイド板５
６の両端部が各バネ８３により下方に付勢されて、原稿ガイド板４４の両端部と読取りガ
イド板５６の両端部間に各スペーサ８２が挟み込まれ、各スペーサ８２により原稿ガイド
板４４と読取りガイド板５６間の隙間Ｈ２が設定されて維持されている。
【００７８】
　また、図５～図７に示すように読取りガイド板５６には、４つの矩形状開口部５６ｂが
形成され、４つのローラ８４が読取りガイド板５６の上側からそれぞれの矩形状開口部５
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６ｂを介して下側へと突出している。各ローラ８４には、共通の軸８５が通され、この軸
８５が読取りガイド板５６の上側に配設された４対の把持爪８６により把持されて、各ロ
ーラ８４が支持されている。各ローラ８４のいずれも回転自在である。また、原稿ガイド
板４４と各ローラ８４間には、隙間Ｈ２よりも狭い隙間Ｈ１が設定されている。
【００７９】
　ここで、内側の２つのローラ８４で挟まれる中央領域には、いずれのローラ８４も存在
せず、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６間の隙間Ｈ２を有する第２ガイド経路８８
が設定されている。
【００８０】
　また、各スペーサ８２で挟まれる領域は、第１ガイド経路８７が設定されている。第１
ガイド経路８７は、第２ガイド経路８８を包含しており、原稿ガイド板４４と各ローラ８
４間の狭い隙間Ｈ１及び原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６間の広い隙間Ｈ２を有す
るが、第１ガイド経路８７を通過する原稿の厚みが狭い隙間Ｈ１で制限されるため、隙間
Ｈ１を第１ガイド経路８７の有効な隙間とみなす。
【００８１】
　第２ガイド経路８８は、名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカードを通過させる
ためのものであり、その幅がカードの幅よりも広くかつ画像読取り装置２で扱われる最小
サイズの原稿の幅よりも狭くされている。例えば、図８に示すようにカードＣの幅は５４
ｍｍ程度である。また、最小サイズの原稿を工業規格のＡ５とすると、その幅は１４８ｍ
ｍである。このため、第２ガイド経路８８の幅J２をカードの幅よりも広くかつ最小サイ
ズの原稿の幅よりも狭い５５ｍｍ（５４ｍｍ＋１ｍｍ）としている。また、第２ガイド経
路８８の隙間Ｈ２は、カードの厚みよりも広く設定されている。例えば、カードの厚みは
、クレジットカード等のエンボス加工を考慮すると、最大で１．４～１．５ｍｍ程度の厚
みとなる。このため、第２ガイド経路８８の隙間Ｈ２を１．６ｍｍに設定している。
【００８２】
　第２読取りモードを設定し、名刺、クレジットカード、ＩＣカード等のカードを読取る
場合は、切替え爪７３が点線で示すようにその軸７３ａ周りで反時計回り方向に回転され
て位置決めされる（図３を参照）。この状態で、カードを原稿トレイ６２の中央位置に配
置する。このカードは、原稿トレイ６２から引き出されてストレート搬送経路６３へと送
り込まれ、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６間の第２ガイド経路８８（中央領域）
へと搬送される。第２ガイド経路８８の幅J２がカードの幅よりも広く、かつ第２ガイド
経路８８の隙間Ｈ２がカードの厚みより広いので、カードが第２ガイド経路８８を速やか
に通過し、第１もしくは第２読取りスキャナ４５、５５によりカードの表面もしくは裏面
が読取られ、カードが排出ローラ６８を経由して第２原稿排出トレイ６６へと搬送され排
出される。
【００８３】
　一方、第１ガイド経路８７の幅J１は、各スペーサ８２の離間距離に相当し、画像読取
り装置２で扱われる最大サイズの原稿の幅に応じて設定されている。例えば、最大サイズ
を工業規格のＡ３とすると、その幅は２９７ｍｍである。このため、第１ガイド経路８７
の幅J１を最大サイズの原稿の幅よりも数ミリ広くしている。また、第１ガイド経路８７
の隙間Ｈ１は、普通紙の原稿の厚みよりも僅かに広くされている。例えば、普通紙の原稿
の厚みは、０．１～０．２ｍｍ程度の厚みである。このため、第１ガイド経路８７の隙間
Ｈ１を０．４ｍｍ程度に設定している。これにより、普通紙の原稿が第１ガイド経路８７
を速やかに通過しかつ原稿ガイド板４４と各ローラ８４間で原稿の撓みや波打ちが効果的
に抑制される。
【００８４】
　普通紙の原稿を読取る場合は、切替え爪７３が実線で示すようにその軸７３ａ周りで時
計回り方向に回転されて位置決めされる（図３を参照）。この状態で、原稿を原稿トレイ
６２の中央位置に配置する。この原稿は、原稿トレイ６２から引き出されてストレート搬
送経路６３へと送り込まれ、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６間の第１及び第２ガ
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イド経路８７、８８へと搬送される。第２ガイド経路８８の隙間Ｈ２が十分に広いので、
原稿の中央部分が第２ガイド経路８８を容易に通過する。また、第２ガイド経路８８の幅
J２が最小サイズの原稿の幅よりも狭いので、原稿の両側部分が第１ガイド経路８７の狭
い隙間Ｈ１を通過する。更に、第１ガイド経路８７の隙間Ｈ１が普通紙の原稿の厚みより
も僅かに広くされているので、原稿の両側部分は、第１ガイド経路８７の隙間Ｈ１を通過
しつつ、この隙間Ｈ１によりその撓みや波打ちを抑制され、延いては原稿全体の撓みや波
打ちが抑制される。これにより、原稿に対する第１及び第２読取りスキャナ４５、５５の
ピントが維持されつつ、原稿の表面もしくは裏面が読取られ、原稿が切替え爪７３を介し
て湾曲搬送経路６４へと搬送され、原稿が搬送ローラ６９及び排出ローラ７２を経由して
第１原稿排出トレイ６５へと搬送され排出される。
【００８５】
　このように本実施形態の画像読取り装置２では、カードは、ストレート搬送経路６３を
通過し、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６間の第２ガイド経路８８を通過する。こ
のため、ジャム等が発生することはない。また、原稿は、原稿ガイド板４４と読取りガイ
ド板５６間の第１及び第２ガイド経路８７、８８を通過し、第１ガイド経路８７で原稿の
撓みや波打ちが抑制される。このため、原稿に対する第１及び第２読取りスキャナ４５、
５５のピントが維持されつつ、原稿の表面もしくは裏面が読取られる。
【００８６】
　図９は、画像読取り装置２の変形例における原稿ガイド板及び読取りガイド板の周辺を
拡大して示す断面図である。この変形例では、読取りガイド板５６の開口部５６ａに嵌め
込まれたガラス板８１を読取りガイド板５６の裏面側から突出した各固定爪８９により固
定し、また各固定爪８９の下端を原稿ガイド板４４に当接させて、各固定爪８９を原稿ガ
イド板４４と読取りガイド板５６間の隙間Ｈ２を設定して維持するためのスペーサとして
も用いている。これにより、スペーサを格別に設ける必要がなく、部品点数を削減するこ
とができる。
【００８７】
　図１０は、本発明の画像読取り装置の第２実施形態における原稿ガイド板４４と読取り
ガイド板５６を正面から見て示す断面図である。
【００８８】
　本実施形態では、読取りガイド板５６に３つの矩形状開口部５６ｂ、５６ｃを形成し、
３つのローラ８４、９１を読取りガイド板５６の上側からそれぞれの矩形状開口部５６ｂ
、５６ｃを介して下側へと突出させている。各ローラ８４、９１には、共通の軸９２が通
されており、この軸９２が読取りガイド板５６の上側に配設された４対の把持爪８６によ
り把持されて、各ローラ８４、９１が支持されている。各ローラ８４、９１のいずれも回
転自在である。
【００８９】
　中央のローラ９１は、小径ローラ９１ａの両側に大径ローラ９１ｂを一体的に固定した
ものである。小径ローラ９１ａ及び各大径ローラ９１ｂは、それらの軸心が軸９２に重な
って共通し、共に回転する。両側の各ローラ８４は、図５～図７と同様のものである。
【００９０】
　矩形状開口部５６ｃには中央のローラ９１が配置されるため、両側の矩形状開口部５６
ｂよりも主走査方向Ｘに長くなっている。
【００９１】
　尚、図７と同様に、読取りガイド板５６に長い開口部５６ａを設け、この開口部５６ａ
にガラス板８１を嵌め込んで固定している。また、原稿ガイド板４４の両端部と読取りガ
イド板５６の両端部間に各スペーサ８２を挟み込み、各スペーサ８２により原稿ガイド板
４４と読取りガイド板５６間の隙間を一定に維持している。
【００９２】
　ここで、中央のローラ９１の小径ローラ９１ａの径が各大径ローラ９１ｂ及び各ローラ
８４の径よりも小さく、小径ローラ９１ａが各大径ローラ９１ｂ及び各ローラ８４よりも
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原稿ガイド板４４から離間しており、小径ローラ９１ａと原稿ガイド板４４間に広い隙間
Ｈ２が形成され、この隙間Ｈ２を有する第２ガイド経路８８が設定されている。
【００９３】
　第２ガイド経路８８の幅J２は、小径ローラ９１ａの幅と略同一であって、カードの幅
よりも広くかつ画像読取り装置２で扱われる最小サイズの原稿の幅よりも狭くされている
。また、第２ガイド経路８８の隙間Ｈ２は、カードの厚みよりも広くされている。
【００９４】
　また、中央のローラ９１の各大径ローラ９１ｂは、両側の各ローラ８４と同一径であり
、各大径ローラ９１ｂ及び各ローラ８４と原稿ガイド板４４間には、狭い隙間Ｈ１が設定
されている。
【００９５】
　第１ガイド経路８７は、各スペーサ８２に挟まれる領域であって、各スペーサ８２間の
離間距離に相当する幅J１を有し、第２ガイド経路８８を包含する。また、第１ガイド経
路８７は、各大径ローラ９１ｂ及び各ローラ８４と原稿ガイド板４４間の狭い隙間Ｈ１及
び小径ローラ９１ａと原稿ガイド板４４間の広い隙間Ｈ２を有するが、第１ガイド経路８
７を通過する原稿の厚みが狭い隙間Ｈ１で制限されるため、隙間Ｈ１を第１ガイド経路８
７の有効な隙間とみなす。
【００９６】
　このような構成において、カードは、ストレート搬送経路６３を通過し、小径ローラ９
１ａと原稿ガイド板４４間の第２ガイド経路８８を通過する。このため、ジャム等が発生
することはない。また、原稿は、各ローラ８４、９１ａ、９１ｂと原稿ガイド板４４間の
第１及び第２ガイド経路８７、８８を通過し、第１ガイド経路８７で原稿の撓みや波打ち
が抑制される。このため、原稿に対する第１及び第２読取りスキャナ４５、５５のピント
が維持されつつ、原稿の表面もしくは裏面が読取られる。
【００９７】
　図１１は、本発明の画像読取り装置の第３実施形態における原稿ガイド板４４と読取り
ガイド板５６を正面から見て示す断面図である。
【００９８】
　本実施形態では、原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６を対向配置し、読取りガイド
板５６の下面に複数本のリブ９３を形成している。
【００９９】
　尚、図７と同様に、読取りガイド板５６に長い開口部５６ａを設け、この開口部５６ａ
にガラス板８１を嵌め込んで固定している。また、原稿ガイド板４４の両端部と読取りガ
イド板５６の両端部間に各スペーサ８２を挟み込み、各スペーサ８２により原稿ガイド板
４４と読取りガイド板５６間の隙間を一定に維持している。
【０１００】
　ここで、読取りガイド板５６の下面の中央領域には、リブ９３が存在せず、原稿ガイド
板４４と読取りガイド板５６間に広い隙間Ｈ２が形成され、この隙間Ｈ２を有する第２ガ
イド経路８８が設定されている。
【０１０１】
　第２ガイド経路８８の幅J２は、カードの幅よりも広くかつ画像読取り装置２で扱われ
る最小サイズの原稿の幅よりも狭くされている。また、第２ガイド経路８８の隙間Ｈ２は
、カードの厚みよりも広くされている。
【０１０２】
　また、読取りガイド板５６の下面の両側領域には、リブ９３が４本ずつ形成されており
、各リブ９３が読取りガイド板５６よりも原稿ガイド板４４に接近し、各リブ９３と原稿
ガイド板４４間に狭い隙間Ｈ１が設定されている。
【０１０３】
　第１ガイド経路８７は、各スペーサ８２間の離間距離に相当する幅J１を有し、第２ガ
イド経路８８を包含する。また、第１ガイド経路８７は、各リブ９３と原稿ガイド板４４
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が、狭い隙間Ｈ１を第１ガイド経路８７の有効な隙間とみなす。
【０１０４】
　このような構成において、カードは、ストレート搬送経路６３を通過し、原稿ガイド板
４４と読取りガイド板５６間の第２ガイド経路８８を通過する。このため、ジャム等が発
生することはない。また、原稿は、原稿ガイド板４４と各リブ９３間の第１ガイド経路８
７及び原稿ガイド板４４と読取りガイド板５６間の第２ガイド経路８８を通過し、第１ガ
イド経路８７で原稿の撓みや波打ちが抑制される。このため、原稿に対する第１及び第２
読取りスキャナ４５、５５のピントが維持されつつ、原稿の表面もしくは裏面が読取られ
る。
【０１０５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態及び変形例について説明したが
、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範
囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかで
あり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと解される。
【符号の説明】
【０１０６】
１　画像形成装置
２　画像読取り装置
１１　光走査装置
１２　現像装置
１３　感光体ドラム
１４　ドラムクリーニング装置
１５　帯電器
１６　中間転写ベルト装置
１７　定着装置
１８　給紙トレイ
１９　用紙排出トレイ
４１　読取り部
４２　原稿搬送部
４４　原稿ガイド板
５６　読取りガイド板
８１　ガラス板
８２　スペーサ
８３　バネ
８４、９１　ローラ
８５、９２　軸
８６　把持爪
８７　第１ガイド経路
８８　第２ガイド経路
９３　リブ
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