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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿読取部で画像データが読み取られた原稿をスイッチバックさせて搬送方向を変更さ
せる原稿反転部を備えた原稿搬送装置であって、
　原稿を載置する載置トレイと、
　前記載置トレイの下方に設けられる排出トレイと、
　前記載置トレイの原稿搬送方向下流側に設けられ、該載置トレイに載置された原稿の下
流端がその上方に配設された送り出しローラに接触するように上方に回動可能なリフト部
材と、
　前記送り出しローラの原稿搬送方向下流側から前記原稿読取部まで形成される第１原稿
搬送路と、
　前記原稿読取部から前記排出トレイまで形成される第２原稿搬送路と、
　前記第２原稿搬送路の途中から前記原稿反転部を通って形成される第３原稿搬送路と、
を備え、前記リフト部材の底面部分は前記第３原稿搬送路の上側部分の一部を形成するこ
とを特徴とする原稿搬送装置。
【請求項２】
　前記リフト部材は、前記載置トレイ側端部を支点に上下方向に回動可能に設けられ、原
稿搬送時には上方に回動して前記リフト部材の先端部が前記第３原稿搬送路を開放し、原
稿非搬送時には下方に回動して前記リフト部材の先端部が前記第３原稿搬送路を閉塞する
ことを特徴とする請求項１に記載の原稿搬送装置。
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【請求項３】
　前記リフト部材の先端部には底面側に第１傾斜部が設けられ、該第１傾斜部は前記底面
部分から先端側に上傾して形成されていることを特徴とする請求項２に記載の原稿搬送装
置。
【請求項４】
　前記リフト部材の基端部には底面側に第２傾斜部が設けられ、該第２傾斜部は前記底面
部分から基端側に下傾して形成されていることを特徴とする請求項２又は３に記載の原稿
搬送装置。
【請求項５】
　前記リフト部材の先端部の下方には凹部が形成されていることを特徴とする請求項２～
４のいずれかの請求項に記載の原稿搬送装置。
【請求項６】
　前記リフト部材の先端部の下方には弾性部が形成されていることを特徴とする請求項２
～４のいずれかの請求項に記載の原稿搬送装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかの請求項に記載の原稿搬送装置を備えることを特徴とする画像
形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、ファクシミリ、及びこれらの機能を有する複合機等の画像形成装置
に設けられる原稿搬送装置及びこれを備える画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置において、載置トレイに載置された原稿を１枚ずつ画像読取位置に
自動搬送してその画像を読み取った後に原稿を排出させる原稿搬送装置を備えたものが知
られている。
【０００３】
　従来のこの種の原稿搬送装置には、原稿を載置トレイから排出トレイまで搬送するため
の原稿搬送路が形成されており、載置トレイの原稿搬送方向下流側の近接した位置にリフ
ト部材（又は原稿押圧板）が配設されている。このリフト部材は、原稿搬送時に上方に回
動し、載置トレイ上の原稿の下流端をその上方に配設された送り出しローラに接触させる
ことで、載置トレイ上の原稿を前記原稿搬送路に送り出すようになっている。（例えば、
特許文献１及び２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２０３０６２号公報
【特許文献２】特開２００５－２３９３６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した従来の原稿搬送装置及びこれを備える画像形成装置には、原稿搬送路の途中で
原稿をスイッチバックさせて搬送方向を変更させる反転路が形成されており、この反転路
は前記リフト部材（又は原稿押圧板）の下方に配置されている。そのため、原稿搬送装置
や画像形成装置の高さ方向の寸法を抑制することが難しく、該装置のコンパクト化及び軽
量化を図ることが難しいという問題がある。また、前記リフト部材（又は原稿押圧板）と
は別個に前記反転路を形成するための多くの部品が必要となるため、部品コストの低減や
組立工数の削減を図り難いという問題がある。
【０００６】
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　本発明は上記した課題を解決すべくなされたものであり、装置のコンパクト化及び軽量
化を図ると共に、部品コストの低減や組立工数の削減を図ることのできる原稿搬送装置及
びこれを備える画像形成装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した目的を達成するため、本発明は、原稿読取部で画像データが読み取られた原稿
をスイッチバックさせて搬送方向を変更させる原稿反転部を備えた原稿搬送装置であって
、原稿を載置する載置トレイと、前記載置トレイの下方に設けられる排出トレイと、前記
載置トレイの原稿搬送方向下流側に設けられ、該載置トレイに載置された原稿の下流端が
その上方に配設された送り出しローラに接触するように上方に回動可能なリフト部材と、
前記送り出しローラの原稿搬送方向下流側から前記原稿読取部まで形成される第１原稿搬
送路と、前記原稿読取部から前記排出トレイまで形成される第２原稿搬送路と、前記第２
原稿搬送路の途中から前記原稿反転部を通って形成される第３原稿搬送路と、を備え、前
記リフト部材の底面部分は前記第３原稿搬送路の上側部分の一部を形成することを特徴と
する。
【０００８】
　また、本発明に係る原稿搬送装置において、前記リフト部材は、前記載置トレイ側端部
を支点に上下方向に回動可能に設けられ、原稿搬送時には上方に回動して前記リフト部材
の先端部が前記第３原稿搬送路を開放し、原稿非搬送時には下方に回動して前記リフト部
材の先端部が前記第３原稿搬送路を閉塞することを特徴とする。
【０００９】
　上記した特徴を備えることにより、原稿搬送装置の高さ方向の寸法を抑制することがで
き、該装置のコンパクト化及び軽量化を図ることができる。また、リフト部材とは別個に
前記第３原稿搬送路の上側部分の一部を形成するための部品が不要となるため、部品コス
トの低減や組立工数の削減を図ることが可能となる。
【００１０】
　本発明に係る原稿搬送装置において、前記リフト部材の先端部には底面側に第１傾斜部
が設けられ、該第１傾斜部は前記底面部分から先端側に上傾して形成されていてもよく、
また、前記リフト部材の基端部には底面側に第２傾斜部が設けられ、該第２傾斜部は前記
底面部分から基端側に下傾して形成されていてもよい。
【００１１】
　このような特徴を備えることにより、原稿反転部において原稿を円滑且つ確実にスイッ
チバックさせることができ、装置の信頼性を高めることができる。
【００１２】
　本発明に係る原稿搬送装置において、前記リフト部材の先端部の下方には凹部が形成さ
れていてもよく、また、前記リフト部材の先端部の下方には弾性部が形成されていてもよ
い。
【００１３】
　このような特徴を備えることにより、原稿搬送装置の高さ寸法をさらに抑えることがで
きるため、該装置のコンパクト化及び軽量化を一段と図ることが可能となる。
【００１４】
　本発明は、上記したいずれかの原稿搬送装置を備える画像形成装置であってもよい。
【００１５】
　これにより、原稿搬送装置及び画像形成装置の高さ方向の寸法を抑制することができ、
該装置のコンパクト化及び軽量化を図ることができる。また、リフト部材とは別個に前記
第３原稿搬送路の上側部分の一部を形成するための部品が不要となるため、部品コストの
低減や組立工数の削減を図ることが可能となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、装置のコンパクト化及び軽量化を図ると共に、部品コストの低減や組
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立工数の削減を図ることができる等、種々の優れた効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る複合機を模式的に示す正面断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置を模式的に示す正面断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置のリフト部材及びその周辺の部材を示す
正面断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置のリフト部材及びその周辺の部材を示す
正面断面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置のリフト部材及びその周辺の部材を示す
正面断面図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置のリフト部材及びその周辺の部材を示す
正面断面図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置においてリフト部材の周辺の部材の変形
例を示す正面断面図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置においてリフト部材の周辺の部材の別の
変形例を示す正面断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施に形態について詳細に説明する。なお、以下の
説明において、左右の向きは、正面から見た向き（各図において見える向き）を基準とす
る。
【００１９】
　まず、図１を参照しながら、本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置を備える複合機に
ついて概説する。ここで、図１は複合機を模式的に示す正面断面図であり、図１中、実線
の矢印は用紙の搬送方向を示し、一点鎖線の矢印はレーザ光の向きを示す。
【００２０】
　複合機１は、装置本体２を備え、装置本体２の内部下方には、正面側から水平に引き出
し可能なように給紙カセット３が設けられている。給紙カセット３は、その内部に印刷前
の用紙Ｐを積載して収容し、この用紙Ｐは、給紙カセット３の左上方に向けて、１枚ずつ
分離されて送り出される。
【００２１】
　装置本体２の内部であって、給紙カセット３の左方には、装置本体２の左側面に沿って
略垂直に第１用紙搬送部４が形成されている。給紙カセット３から送り出された用紙Ｐは
、第１用紙搬送部４によって、装置本体２の左側面に沿って垂直上方に搬送され、転写部
５まで搬送される。
【００２２】
　給紙カセット３の上方であって、装置本体２の右側面には、手差し給紙部６が設けられ
ている。手差し給紙部６には、給紙カセット３に収容されないサイズの用紙Ｐや、厚紙、
ＯＨＰシート等が載置される。
【００２３】
　手差し給紙部６の左方には、第２用紙搬送部７が形成されている。第２用紙搬送部７は
、給紙カセット３の上方において手差し給紙部６から第１用紙搬送部４まで略水平に延び
、第１用紙搬送部４に合流している。手差し給紙部６から送り出された用紙Ｐ等は、第２
用紙搬送部７によって、第１用紙搬送部４まで搬送される。
【００２４】
　装置本体２の上面には原稿搬送装置２０が設けられ、原稿搬送装置２０の下方には画像
読取装置８が設けられている。原稿搬送装置２０は、画像読取装置８の上面に設けられる
コンタクトガラス８ａを開閉可能に取り付けられている。原稿搬送装置２０に原稿が載置
されて操作パネル（図示せず）から所定の操作が行われると、原稿搬送装置２０によって
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、原稿が１枚ずつ分離されて送り出され、画像読取装置８によってその画像データが読み
取られる。なお、原稿搬送装置２０の詳細な構成及び動作については後述する。
【００２５】
　原稿の画像データの情報は、第２用紙搬送部７の上方であって、装置本体２の中央部に
配置された露光装置９に送られる。露光装置９からは、画像データに基づいて制御された
レーザ光Ｌが、画像形成部１０に向かって照射される。
【００２６】
　転写部５及び画像形成部１０は、第１用紙搬送部４の上方であって、露光装置９の左方
に設けられている。画像形成部１０では、露光装置９によって照射されたレーザ光Ｌによ
り静電潜像が形成され、この静電潜像からトナー像が現像される。トナーは、露光装置９
の上方に設けられたトナーコンテナ１１から画像形成部１０に補給される。画像形成部１
０で形成されたトナー像は、第１用紙搬送部４を通って送られてきた用紙Ｐに、転写部５
によって転写される。
【００２７】
　転写部５の上方には、定着装置１２が設けられている。転写部５において未定着トナー
像を担持した用紙Ｐは、定着装置１２へ送られて定着される。
【００２８】
　定着装置１２の上方には、用紙案内装置１３が設けられている。定着装置１２から排出
された用紙Ｐは、両面印刷を行わない場合、用紙案内装置１３から複合機１の胴内に設け
られた胴内用紙排出部１４に排出される。
【００２９】
　用紙案内装置１３から胴内用紙排出部１４に向かって用紙Ｐが排出される排出口部分は
、スイッチバック部１５としての機能を果たし、両面印刷を行う場合には、このスイッチ
バック部１５において、定着装置１２から排出された用紙Ｐの搬送方向が変更される。そ
して、用紙Ｐは、用紙案内装置１３を通過し、定着装置１２及び転写部５の左方に設けら
れた両面印刷用用紙搬送路１６を通って下方に送られ、再度、第１用紙搬送部４を通って
転写部５へ送られた後、上記したのと同様の動作が行われ、胴内用紙排出部１４に排出さ
れる。
【００３０】
　次に、図２を参照しながら、本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置２０について詳細
に説明する。ここで、図２は原稿搬送装置２０を模式的に示す正面断面図であり、図中、
実線の矢印は原稿の搬送方向を示す。
【００３１】
　原稿搬送装置２０には、原稿Ｄ（二点鎖線で示す）の搬送方向上流側から順に、載置ト
レイ２１、リフト部材２２、原稿送り部２３、及び排出トレイ２４が設けられている。
【００３２】
　載置トレイ２１は、原稿搬送装置２０の右側上部に設けられ、原稿Ｄを上方から載置可
能に形成されている。載置トレイ２１は、原稿搬送方向の上流側から下流側、すなわち図
２中の右方から左方に向かって下傾して形成されている。また、載置トレイ２１には、カ
ーソル２５が設けられており、このカーソル２５によって満載時の原稿の高さが所定高さ
に規制されるようになっている。
【００３３】
　リフト部材２２は、載置トレイ２１の原稿搬送方向下流側に設けられている。リフト部
材２２は、載置トレイ２１の載置面に沿った形状を成し、載置トレイ２１側の端部（図示
右側端部）に設けられた支軸２６を中心として、上下方向に回動可能に設けられている。
なお、リフト部材２２の詳細については後述する。
【００３４】
　原稿送り部２３は、原稿供給口２７と、原稿供給装置２８と、を備えている。原稿供給
装置２８は、原稿供給口２７の原稿搬送方向上流側においてリフト部材２２の上方に配設
されるピックアップローラ２９、原稿供給口２７の原稿搬送方向下流側に配設される供給
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ベルト３０及び分離ローラ３１と、を備えている。
【００３５】
　供給ベルト３０は、原稿搬送方向に回転し、２個のプーリ３２，３３に巻き掛けられて
いる。分離ローラ３１は、供給ベルト３０の下方に配置され、供給ベルト３０に接触して
おり、供給ベルト３０と分離ローラ３１とが接触して形成される搬送ニップに原稿Ｄが挿
通されるようになっている。
【００３６】
　原稿供給口２７の下流側には、第１原稿搬送路３２が形成されている。第１原稿搬送路
３２は、図２中、下方左側に延出した後に下方右側に湾曲して形成されている。第１原稿
搬送路３２には、原稿供給装置２８の搬送方向下流側に、搬送ローラ対３３と、レジスト
ローラ対３４と、が設けられている。また、レジストローラ対３４の搬送方向上流側直近
には、タイミングスイッチ３５が設けられている。タイミングスイッチ３５は、原稿Ｄ後
端の通過を検知し、タイミングスイッチ３５が得た原稿Ｄ後端の通過時間情報は、原稿送
り部２３に設けられた各搬送ローラや駆動部の動作タイミングや動作時間の基準として用
いられる。
【００３７】
　第１原稿搬送路３２の原稿搬送方向下流端は、原稿搬送装置２０の底面に到達し、この
部分には、原稿読取部３６が配置されている。原稿読取部３６には、読取ガイド部材３７
が設けられている。
【００３８】
　読取ガイド部材３７は、画像読取装置８のコンタクトガラス８ａに対向して配置されて
いる。読取ガイド部材３７は、原稿搬送装置２０の前後方向（図２の紙面垂直方向）に長
く延び、原稿Ｄを案内する部分が下方に凸となる形状を成している。そして、原稿搬送装
置２０が画像読取装置８を閉鎖した図２の状態において、読取ガイド部材３７は、コンタ
クトガラス８ａとの間を通過する原稿Ｄが、コンタクトガラス８ａに接触するように案内
する。
【００３９】
　第１原稿搬送路３２の原稿搬送方向下流側には、右方に延びるように第２原稿搬送路３
８が形成されている。第２原稿搬送路３８には、原稿読取部３６の原稿搬送方向下流側に
、原稿切替部３９が設けられている。
【００４０】
　原稿切替部３９には、略水平に前後方向（図２の紙面垂直方向）に延びる支軸（図示せ
ず）を中心として揺動可能な切替ガイド４０が設けられている。切替ガイド４０は、くさ
び形状を成しており、ソレノイド（図示せず）によって、原稿搬送方向上流側の先端部を
上下に振り分けるように姿勢変更される。
【００４１】
　第２原稿搬送路３８の原稿搬送方向下流端には、排出ローラ対４１及び排出口４２が設
けられている。排出トレイ２４は、載置トレイ２１の下方に設けられており、載置トレイ
２１と排出トレイ２４とが上下二段に形成されている。
【００４２】
　また、原稿切替部３９の搬送方向下流側には、右方に延びる第２原稿搬送路３８に対し
て右斜め上方に延びるように、第３原稿搬送路４３が形成されている。第３原稿搬送路４
３には、原稿切替部３９の搬送方向下流側に、第１原稿分岐部４６が設けられており、第
１原稿分岐部４６には、第１分岐ガイド４７が設けられている。第１分岐ガイド４７は、
原稿搬送装置２０の前後方向（図２の紙面垂直方向）に長く延びてくさび状断面形状を成
しており、その下部に設けられた支持部（図示せず）を中心として揺動可能となっている
。第１分岐ガイド４７は、原稿Ｄが第３原稿搬送路４３を通過する時、上端部を図３中の
右方に振るように姿勢変更し、原稿が第１分岐ガイド４７を通過し終わった時或いは原稿
が当接していない時、上端部を図２中の左方に振り、図２に示す姿勢を保持する。
【００４３】
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　第３原稿搬送路４３には、第１原稿分岐部４６の原稿搬送方向下流側端部に、第２原稿
分岐部４８が設けられており、第２原稿分岐部４８には、第２分岐ガイド４９が設けられ
ている。第２分岐ガイド４９は、原稿搬送装置２０の前後方向（図２の紙面垂直方向）に
長く延びてくさび状断面形状を成しており、その左側部分に設けられた支軸（図示せず）
を有し、この支軸を中心として揺動可能となっている。第２分岐ガイド４９は、原稿Ｄが
第３原稿搬送路４３を通過する時、図２中の右端部を上方に振るように姿勢変更し、原稿
が第２分岐ガイド４９を通過し終わった時或いは原稿が当接していない時、図２中の右端
部を下方に振り、図２に示す姿勢を保持する。
【００４４】
　また、第３原稿搬送路４３には、第２原稿分岐部４８の原稿搬送方向下流側に原稿反転
部５０が設けられている。原稿反転部５０は、互いに当接し合って原稿Ｄを搬送するため
の搬送ニップを形成する反転ローラ５１ａと従動コロ５１ｂとから成る反転ローラ対５１
と、反転ローラ５１より右方（第３原稿搬送路４３の下流端部）に形成される反転路５２
と、を備えて構成されている。反転ローラ５１ａは、図示しないモータにより、図２にお
ける時計方向及び反時計方向にそれぞれ回転可能に設けられている。
【００４５】
　原稿反転部５０及び第２原稿分岐部４８の左方であって、第３原稿搬送路４３の上方に
は、第４原稿搬送路５３が設けられている。第４原稿搬送路５３は、原稿反転部５０及び
第２原稿分岐部４８から、左方に向かって延び、搬送ローラ対３３の搬送方向上流側で第
１原稿搬送路３２に合流している。
【００４６】
　また、第１原稿分岐部４６において第３原稿搬送路４３の途中から分岐して、第５原稿
搬送路５４が設けられている。第５原稿搬送路５４は、第１原稿分岐部４６から下方右側
に向かって延び、第２原稿搬送路３８に合流しており、第５原稿搬送路５４の途中には、
搬送ローラ対５５が備えられている。
【００４７】
　次に、図３～図６を参照しながら、リフト部材２２について説明する。ここで、図３～
図６はリフト部材２２及びその周辺の部材を示す断面図であり、図３及び図４はリフト部
材２２の前後方向中央部から前方に外れた位置における正面断面図であり、図５及び図６
はリフト部材２２の前後方向中央部における正面断面図である。
【００４８】
　リフト部材２２は、前後方向（紙面垂直方向）に長く延びる平板形状の上面部６１と、
前後方向に平行を成すように上面部６１の下面から下方に延出する複数のリブ６２と、前
後方向に隣接する各リブ６２同士を連結するように形成される複数の補強部６３と、を備
えて構成されている。
【００４９】
　各リブ６２の底面部分６２ａは第３原稿搬送路４３の反転路５２の上側部分を形成する
ように形成されている。各リブ６２の先端部（図示左側端部）には第１傾斜部６４が設け
られ、第１傾斜部６４は底面部分６２ａから先端側に上傾して形成されている。また、各
リブ６２の基端部（図示右側端部）には第２傾斜部６５が設けられ、第２傾斜部６５は底
面部分６２ａから基端側に下傾して形成されている。
【００５０】
　各補強部６３は、前後方向中央部と該中央部を外れた位置とでは、位置、形状、及び数
が異なっている。図５及び図６に示されているように、前記中央部の先端部には補強部６
３とリブ６２とにより囲まれた空間６６に原稿検知センサ６７が保持されており、この原
稿検知センサ６７はリフト部材２２上の原稿の有無を検知可能となっている。
【００５１】
　次に、図２～図６を参照しながら、本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置２０による
原稿搬送動作について説明する。
【００５２】
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　ユーザーが、載置トレイ２１上に原稿Ｄを載置して、前記操作パネル（図示せず）から
所定の操作を行うと、載置トレイ２１に積載された原稿Ｄがリフト部材２２によって持ち
上げられ、送り出しローラ２９に最上層の原稿Ｄの下流端が下方から接触する。この最上
層の原稿Ｄは、送り出しアップローラ２９から供給ベルト３０に引き渡され、供給ベルト
３０により原稿送り部２３の内部へ搬送される。
【００５３】
　図３及び図５は載置トレイ２１上に原稿Ｄが満載されている状態を示しており、図４は
載置トレイ２１上に少ない枚数の原稿Ｄが載置されている状態を示しているが、何れの場
合も、原稿搬送装置２０が原稿Ｄを搬送している間、リフト部材２２は第３原稿搬送路４
３の反転路５２を開放するように上方に回動した姿勢を保持している。
【００５４】
　その後、原稿Ｄは第１原稿搬送路３２を通って原稿読取部３６に搬送され、装置本体２
の画像読取装置８（図１参照）によって、原稿Ｄの下面側の画像データが読み取られる。
【００５５】
　片面の画像データのみを読み取る場合、画像データの読み取りが完了した原稿Ｄは、原
稿切替部３９の切替ガイド４０によって、第２原稿搬送路３８へ振り分けられ、排出ロー
ラ対４１によって排出口４２から排出トレイ２４に排出される。
【００５６】
　一方、表裏両面の画像データの読み取りが必要な場合、原稿Ｄは、原稿切替部３９の切
替ガイド４０によって、第２原稿搬送路３８の途中から第３原稿搬送路４３へ振り分けら
れる。第３原稿搬送路４３に進入した原稿Ｄは、第１原稿分岐部４６及び第２原稿分岐部
４８を通過し、原稿反転部５０に送り込まれる。
【００５７】
　原稿反転部５０では、第３原稿搬送路４３を搬送されてきた原稿Ｄの下流部分を奥側（
図中右方）の反転路５２へと一旦送り込み、その原稿Ｄの搬送方向上流部分が反転ローラ
対５１に差し掛かったとき、反転ローラ５１ａと従動コロ５１ｂとの搬送ニップに原稿Ｄ
を保持した状態で反転ローラ５１ａの回転を逆転させることにより、原稿Ｄをスイッチバ
ックさせて搬送方向を右方から左方へと変更する。
【００５８】
　これにより、第２原稿分岐部４８を通過して原稿反転部５０で搬送方向が変更された原
稿は、第４原稿搬送路５３を通り、再度、第１原稿搬送路３２に送り込まれ、原稿読取部
３６において上記読み取った面と反対側の面の画像データが読み取られる。
【００５９】
　このようにして両面の画像データが読み取られた原稿Ｄは、第２原稿搬送路３８の途中
から再度、第３原稿搬送路４３に進入し、原稿反転部５０に向かって搬送される。その後
、原稿Ｄは、原稿反転部５０においてスイッチバックされ、第１原稿分岐部４６によって
第３原稿搬送路４３から第５原稿搬送路５４に進入する。そして、原稿Ｄは、第２原稿搬
送路３８を通り、排出ローラ対４１によって排出口４２から排出トレイ２４に排出される
。
【００６０】
　以降、載置トレイ２１上の原稿がなくなる迄、同様の動作が繰り返され、原稿搬送装置
２０による原稿搬送動作が完了すると、図６に示すように、リフト部材２２は下方に回動
してリフト部材２２の先端部が第３原稿搬送路４３の反転路５２を閉塞する。
【００６１】
　上記した本発明の実施の形態によれば、リフト部材２２が第３原稿搬送路４３の反転路
５２の上側部分を形成するため、原稿搬送装置２０や複合機１の高さ方向の寸法を抑制す
ることが可能となり、該装置２０，１のコンパクト化及び軽量化を図ることができる。ま
た、リフト部材２２とは別個に反転路５２を形成するための部品が不要となるため、部品
コストの低減や組立工数の削減を図ることが可能となる。
【００６２】
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　なお、上記した本発明の実施形態の説明は、本発明に係る原稿搬送装置２０及びこれを
備えた複合機１における好適な実施の形態を説明しているため、技術的に好ましい種々の
限定を付している場合もあるが、本発明の技術範囲は、特に本発明を限定する記載がない
限り、これらの態様に限定されるものではない。
【００６３】
　例えば、図７に示すように、リフト部材２２の先端部の下方の部材７０に凹部７１を形
成したり、或いは、図８に示すように、リフト部材２２の先端部の下方の部材７０に弾性
部７２を形成したりすることもできる。これらの場合には、原稿搬送装置２０や複合機１
の高さ寸法をさらに抑えることができるため、該装置２０，１のコンパクト化及び軽量化
を一段と図ることが可能となる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　　複合機（画像形成装置）
　２０　　原稿搬送装置
　２１　　載置トレイ
　２２　　リフト部材
　２４　　排出トレイ
　２９　　送り出しローラ
　３２　　第１原稿搬送路
　３６　　原稿読取部
　３８　　第２原稿搬送路
　４３　　第３原稿搬送路
　５０　　原稿反転部
　６４　　第１傾斜部
　６５　　第２傾斜部
　６６ａ　底面部分
　７１　　凹部
　７２　　弾性部
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