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(57)【要約】
【課題】両面原稿読取処理が行われる際、及び、片面原
稿読取処理が行われる際に兼用できるスタック部が設け
られた原稿自動送り装置、及び画像読取装置を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】原稿載置台に載置された原稿を１枚づつ分
離して給紙する給紙手段１１と、給紙された原稿を、原
稿の一方の面の画像を読み取り画像データを生成するた
めの読取位置へ搬送する搬送手段１２と、読取位置にお
いて画像が読み取られた原稿を反転させる反転手段１３
と、読取位置において画像が読み取られた原稿をスタッ
ク部へ排出する排出手段１４と、読取位置において一方
の面の画像が読み取られ，その後、読取位置において他
方の面の画像が読みとられた原稿をスタック部へ排出す
る両面原稿読取処理、及び、読取位置において一方の面
の画像が読み取られた原稿をスタック部へ排出する片面
原稿読取処理、のいずれか一方を実行する制御手段１０
と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿載置台に載置された原稿を１枚づつ分離して給紙する給紙手段と、
　前記給紙手段により給紙された前記原稿を、前記原稿の画像を読み取り画像データを生
成するための読取位置へ搬送する搬送手段と、
　前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿を反転させる反転手段と、
　前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿をスタック部へ排出する排出手
段と、
　前記読取位置において一方の面の前記画像が読み取られ、その後、前記読取位置におい
て他方の面の前記画像が読みとられた前記原稿を前記スタック部へ排出する両面原稿読取
処理、及び、
　前記読取位置において一方の面の前記画像が読み取られた前記原稿を前記スタック部へ
排出する片面原稿読取処理、
　のいずれか一方を実行する制御手段と、
　を備えることを特徴とする原稿自動送り装置。
【請求項２】
　前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿を前記反転手段へ誘導するため
の第１誘導路、前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿を前記排出手段へ
誘導するための第２誘導路、及び、前記反転手段により反転された前記原稿を前記排出手
段へ誘導するための第３誘導路のいずれかを通じて前記原稿を誘導する第１誘導手段と、
　前記反転手段により反転された前記原稿を前記搬送手段へ誘導するための第４誘導路、
及び、前記反転手段により反転された前記原稿を前記第３誘導路へ誘導するための第５誘
導路のいずれか一方を通じて前記原稿を誘導する第２誘導手段と、を備えており、
　前記制御手段は、
　前記両面原稿読取処理として、
　前記給紙手段により前記原稿載置台に載置された前記原稿を給紙する給紙処理、
　前記給紙手段により給紙された前記原稿を前記読取位置へ搬送する第１搬送処理、
　前記第１誘導手段により、前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿を前
記第１誘導路を通じて前記反転手段へ誘導する第１誘導処理、
　前記反転手段により、誘導された前記原稿を反転させる反転処理、
　前記第２誘導手段により、反転された前記原稿を前記第４誘導路を通じて前記搬送手段
へ誘導する第２誘導処理、
　前記搬送手段により、誘導された前記原稿を前記読取位置へ搬送する第２搬送処理、
　前記第１誘導手段により、前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿を前
記第２誘導路を通じて前記排出手段へ誘導する第３誘導処理、及び、
　前記排出手段により、誘導された前記原稿を前記スタック部へ排出する排出処理を実行
する高速両面原稿読取処理、
　及び、
　前記給紙処理、前記第１搬送処理、前記第１誘導処理、前記反転処理、前記第２誘導処
理、前記第２搬送処理、前記第１誘導処理、前記反転処理、
　前記第１誘導手段及び前記第２誘導手段により、反転された前記原稿を前記第５誘導路
及び前記第３誘導路を通じて前記排出手段へ誘導する第４誘導処理、及び、
　前記排出処理、を実行する通常両面原稿読取処理
　のいずれか一方を実行することを特徴とする請求項１に記載の原稿自動送り装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記通常両面原稿読取処理を実行している途中に、前記高速両面原稿読取処理を実行す
ることを指示することを受け付けて、前記通常両面原稿読取処理を実行することを終了し
て、前記高速両面原稿読取処理を実行することを特徴とする請求項２に記載の原稿自動送
り装置。
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【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の原稿自動送り装置と、
　原稿の画像を読み取り画像データを生成するための読取位置において、前記原稿の前記
画像を読み取り画像データを生成する画像データ生成手段と、
　を備えることを特徴とする画像読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置と組み合わせて使用され、載置された複数毎の原稿を１枚づつ
読取位置へ送ることが可能な原稿自動送り装置、及び画像読取装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ファクシミリ装置、複合機、コピー機、スキャナでは、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　
Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）が使用されている。このようなＡＤＦにおいて、原稿
載置部に載置された原稿が１枚づつ読取位置へ搬送されて、その後、スタック部まで搬送
される。このようなＡＤＦを用いて構成された原稿自動送り装置が、特許文献１に例示さ
れている。
【０００３】
　この種の原稿自動送り装置を備えた画像読取装置において、両面原稿読取処理及び片面
原稿読取処理は以下の通りに行われる。図４は、従来の画像読取装置を示す図である。
【０００４】
　［両面原稿読取処理］
　図４に示される画像読取装置において、原稿載置部２に下向きに載置された両面原稿（
両面に画像が存在する原稿）が、最下部から１枚づつ分離されて読取位置６へ搬送される
。そして、読取位置６において原稿片面（下向きの面）の画像が読み取られ、排紙経路３
１を移動する。排紙経路３１を移動した両面原稿は、反転切り換えレバー１３がスイッチ
バック通路１４側に切り換えられることにより、スイッチバック通路１４に送られる。
【０００５】
　そして、原稿後端がセンサー１６により検知された際には、両面原稿は、スイッチバッ
ク返送路３２を通じて読取位置６へ搬送される。読取位置６へ搬送された両面原稿は、原
稿載置部２に載置された際とは表裏逆とされており、読取位置６において、画像が読み取
られていない面の画像が読み取られる。
【０００６】
　そして、両面の画像が読み取られた原稿は排紙経路３１を移動する。排紙経路３１を移
動した原稿は、反転切り換えレバー１３が両面原稿スタック部１７側に切り換えられるこ
とにより、両面原稿ページ順スタック部１７へ搬送される。両面原稿は、両面原稿ページ
順スタック部１７へ搬送された時点では、原稿載置部２に載置された際と表裏が同じであ
る。そのため、両面原稿ページ順スタック部１７において、原稿がページ順に排出される
。
【０００７】
　［片面原稿読取処理］
　図４に示される画像読取装置において、原稿載置部２に載置された片面原稿（片面のみ
に画像が存在する原稿）が、最下部から１枚づつ分離されて読取位置６へ搬送される。そ
して、読取位置６において原稿片面の画像が読み取られ、片面原稿ページ順スタック部１
９に排出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平８－３１０７４０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、この種の原稿自動送り装置において、両面原稿読取処理が行われる際と、片
面原稿読取処理が行われる際とで、原稿が搬送される経路（以下、搬送経路という）が異
なる。つまり、両面原稿読取処理が行われる際には、原稿は、原稿載置部２→読取位置６
→排紙経路３１→スイッチバック通路１４→スイッチバック返送路３２→読取位置６→排
紙経路３１→両面原稿ページ順スタック部１７で表された搬送経路（以下、搬送経路１と
いう）を通る。
【００１０】
　一方、片面原稿読取処理が行われる際には、原稿は、原稿載置部２→読取位置６→片面
原稿ページ順スタック部１９で表された搬送経路（以下、搬送経路２という）を通る。こ
のように、片面原稿読取処理が行われる際に、原稿が、両面原稿ページ順スタック部１７
ではなく片面原稿ページ順スタック部１９へ排出される理由は、原稿が両面原稿ページ順
スタック部１７へ排出されると、排出された原稿のページ順が、原稿載置部２に載置され
た時点と入れ替わってしまうからである。
【００１１】
　このように搬送経路１と搬送経路２とは、始点（原稿載置部２）は同じであるが、終点
が異なる。つまり、搬送経路１の終点が両面原稿ページ順スタック部１７であり、搬送経
路２の終点が片面原稿ページ順スタック部１９である。
【００１２】
　このように、両面原稿読取処理が行われる際に使用される搬送経路１の終点と、片面原
稿読取処理が行われる際に使用される搬送経路２の終点とは互いに異なる。そのため、両
面原稿ページ順スタック部１７と片面原稿ページ順スタック部１９とが各々独立して設け
られることを要するので、製造コストがかかる傾向にある。
【００１３】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、両面原稿読取処理が行われる
際、及び、片面原稿読取処理が行われる際に兼用できるスタック部が設けられた原稿自動
送り装置、及び画像読取装置を提供することを第１の目的とする。また、両面原稿読取処
理が行われる際に使用される搬送経路をユーザの所望に応じて短縮することができる原稿
自動送り装置、及び画像読取装置を提供することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一局面に係る原稿自動送り装置は、原稿載置台に載置された原稿を１枚づつ分
離して給紙する給紙手段と、前記給紙手段により給紙された前記原稿を、前記原稿の一方
の面の画像を読み取り画像データを生成するための読取位置へ搬送する搬送手段と、前記
読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿を反転させる反転手段と、前記読取位
置において前記画像が読み取られた前記原稿をスタック部へ排出する排出手段と、前記読
取位置において一方の面の画像が読み取られ、その後、前記読取位置において他方の面の
画像が読みとられた前記原稿を前記スタック部へ排出する両面原稿読取処理、及び、前記
読取位置において一方の面の画像が読み取られた前記原稿を前記スタック部へ排出する片
面原稿読取処理、のいずれか一方を実行する制御手段と、を備えることを特徴とする（請
求項１）。
【００１５】
　この構成によれば、両面原稿読取処理、片面原稿読取処理のいずれにおいても、原稿が
共通のスタック部へ排出される。そのため、両面原稿読取処理が行われる際、及び、片面
原稿読取処理が行われる際に兼用できるスタック部が設けられた原稿自動送り装置を提供
することができる。
【００１６】
　上記構成において、前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原稿を前記反転
手段へ誘導するための第１誘導路、前記読取位置において前記画像が読み取られた前記原
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稿を前記排出手段へ誘導するための第２誘導路、及び、前記反転手段により反転された前
記原稿を前記排出手段へ誘導するための第３誘導路のいずれかを通じて前記原稿を誘導す
る第１誘導手段と、前記反転手段により反転された前記原稿を前記搬送手段へ誘導するた
めの第４誘導路、及び、前記反転手段により反転された前記原稿を前記第３誘導路へ誘導
するための第５誘導路のいずれか一方を通じて前記原稿を誘導する第２誘導手段と、を備
えており、前記制御手段は、前記両面原稿読取処理として、前記給紙手段により前記原稿
載置台に載置された前記原稿を給紙する給紙処理、前記給紙手段により給紙された前記原
稿を前記読取位置へ搬送する第１搬送処理、前記第１誘導手段により、前記読取位置にお
いて前記画像が読み取られた前記原稿を前記第１誘導路を通じて前記反転手段へ誘導する
第１誘導処理、前記反転手段により、誘導された前記原稿を反転させる反転処理、前記第
２誘導手段により、反転された前記原稿を前記第４誘導路を通じて前記搬送手段へ誘導す
る第２誘導処理、前記搬送手段により、誘導された前記原稿を前記読取位置へ搬送する第
２搬送処理、前記第１誘導手段により、前記読取位置において前記画像が読み取られた前
記原稿を前記第２誘導路を通じて前記排出手段へ誘導する第３誘導処理、及び、前記排出
手段により、誘導された前記原稿を前記スタック部へ排出する排出処理を実行する高速両
面原稿読取処理、及び、前記給紙処理、前記第１搬送処理、前記第１誘導処理、前記反転
処理、前記第２誘導処理、前記第２搬送処理、前記第１誘導処理、前記反転処理、前記第
１誘導手段及び前記第２誘導手段により、反転された前記原稿を前記第５誘導路及び前記
第３誘導路を通じて前記排出手段へ誘導する第４誘導処理、及び、前記排出処理、を実行
する通常両面原稿読取処理のいずれか一方を実行することを特徴とする（請求項２）。
【００１７】
　この構成によれば、両面原稿読取処理として、両面の画像が読みとられた原稿が反転さ
れずにスタック部へ排出される高速両面原稿読取処理、及び、両面の画像が読みとられた
原稿が反転されてスタック部へ排出される通常両面原稿読取処理のいずれか一方が実行さ
れる。
【００１８】
　そのため、後述されるように、ユーザによって速度アップモードが指示されているか否
かによって、高速両面原稿読取処理、及び、通常両面原稿読取処理のいずれか一方が実行
される。従って、両面原稿読取処理が行われる際に使用される搬送経路がユーザの所望に
応じて短縮される。
【００１９】
　また、通常両面原稿読取処理において、両面の画像が読みとられた原稿が反転されてス
タック部へ排出されるので、スタック部へ原稿がページ順に排出される。従って、ユーザ
が、両面原稿読取処理において生産性を優先させるか、それとも、両面の画像が読み取ら
れた原稿をページ順にスタックさせるか、を適宜選択できる。
【００２０】
　上記構成において、前記制御手段は、前記通常両面原稿読取処理を実行している途中に
、前記高速両面原稿読取処理を実行することを指示することを受け付けて、前記通常両面
原稿読取処理を実行することを終了して、前記高速両面原稿読取処理を実行する構成とす
ることができる（請求項３）。そのため、通常両面原稿読取処理が実行されている途中に
おいて、実行されている処理が、高速両面原稿読取処理へ切り替わる。そのため、ユーザ
は、通常両面原稿読取処理の処理速度が遅いと感じた際には、通常両面原稿読取処理が実
行されている途中であっても、高速両面原稿読取処理を実行させることができる。
【００２１】
　また、本発明の他の局面に係る画像読取装置は、請求項１乃至請求項３のいずれか一項
に記載の原稿自動送り装置と、原稿の画像を読み取り画像データを生成するための読取位
置において、前記原稿の前記画像を読み取り画像データを生成する画像データ生成手段と
、を備えることを特徴とする（請求項４）。そのため、請求項１乃至請求項３のいずれか
一項が奏する効果を発揮する画像読取装置が提供される。
【発明の効果】
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【００２２】
　本発明によれば、両面原稿読取処理、片面原稿読取処理のいずれにおいても、原稿が共
通のスタック部へ排出される。そのため、両面原稿読取処理が行われる際、及び、片面原
稿読取処理が行われる際に兼用できるスタック部が設けられた原稿自動送り装置を提供す
ることができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、両面原稿読取処理として、両面の画像が読みとられた原稿が反
転されずにスタック部へ排出される高速両面原稿読取処理、及び、両面の画像が読みとら
れた原稿が反転されてスタック部へ排出される通常両面原稿読取処理のいずれか一方が実
行される。そのため、後述されるように、ユーザによって速度アップモードが指示されて
いるか否かによって、高速両面原稿読取処理、及び、通常両面原稿読取処理のいずれか一
方が実行される。従って、両面原稿読取処理が行われる際に使用される搬送経路がユーザ
の所望に応じて短縮される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像読取装置の内部構成を模式的に示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る画像読取装置の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図３】画像読取装置の基本動作の概要の一例を示すフローチャートである。
【図４】従来の画像読取装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の一実施形態に係る原稿自動送り装置及び画像読取装置について説明する
。図１は、本発明の一実施形態に係る画像読取装置の内部構成を模式的に示す図である。
また、図２は、本発明の一実施形態に係る画像読取装置の機能構成の一例を示すブロック
図である。図１に示す画像読取装置Ａは、本発明の一実施形態に係る原稿自動送り装置１
と、スキャナ部２とを備える。
【００２６】
　図１に示す原稿自動送り装置１は、給紙トレイ（原稿載置台）１１０、ピックアップロ
ーラ１１１、給紙ベルト１１２、給紙ローラ１１３、レジストローラ１２０、複数の搬送
ローラ１２１・・・、第１誘導部（第１誘導手段）１５、反転ローラ１３０、第２誘導部
（第２誘導手段）を構成する第２切換ガイド１６、スタック部１４０、排出ローラ１４１
、及び、誘導ローラ１４３、を備える。
【００２７】
　このような原稿自動送り装置１において、ピックアップローラ１１１は、給紙トレイ１
１０にページ順に載置された原稿の束を、最上段の原稿から最下段の原稿まで順次取り込
む。給紙ベルト１１２は給紙ローラ１１３の回転により回転して、ピックアップローラ１
１１により取り込まれた原稿を、給紙路１１５を通じて搬送路１２２へ給紙する。分離コ
ロ１１４は、複数枚に重なった原稿を１枚づつ分離する。
【００２８】
　レジストローラ１２０は、先に読取が開始されている原稿についてのスキャナ部２での
読取進行状況、搬送路１２２上の位置等に応じて、読取位置Ｐへ原稿を給紙するタイミン
グを調整する。ここに、読取位置Ｐはスキャナ部２により原稿の一方の面の画像の画像を
読み取るための位置である。各搬送ローラ１２１は、原稿を読取位置Ｐへ搬送するととも
に、読取位置Ｐにおいて画像が読み取られた原稿を、第１誘導部１５へ搬送する。
【００２９】
　第１誘導部１５は、時計回り方向又は反時計回り方向に回転して上向き又は下向きとさ
れる第１切換ガイド１５０、第１ガイド１５１、第２ガイド１５２、第３ガイド１７０、
及び第４ガイド１８０からなる。このような第１誘導部１５において、第１切換ガイド１
５０は、反時計回り方向に回転して下向きとなった際には、第１ガイド１５１とともに、
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読取位置Ｐにおいて画像が読み取られた原稿を、反転搬送路１３１へ誘導するための第２
誘導路Ｒ２を形成する。第２誘導路Ｒ２が形成された際には、読取位置Ｐにおいて画像が
読み取られた原稿は、第２誘導路Ｒ２を通じて反転搬送路１３１へ誘導される。反転搬送
路１３１へ誘導された原稿は、反転ローラ１３０の回転により反転されて表裏が逆となる
。
【００３０】
　一方、第１切換ガイド１５０は、時計回りに回転して上向きとなった際には、第２ガイ
ド１５２とともに、読取位置Ｐにおいて画像が読み取られた原稿を、排出路１４２へ誘導
するための第１誘導路Ｒ１を形成する。第１誘導路Ｒ１が形成された際には、読取位置Ｐ
において画像が読み取られた原稿は、第１誘導路Ｒ１を通じて排出路１４２へ誘導される
。排出路１４２へ誘導された原稿は、排出ローラ１４１の回転によりスタック部１４０へ
排出される。
【００３１】
　また、第１誘導部１５において、第１切換ガイド１５０が上向き及び下向きのいずれの
状態にかかわらず、第２ガイド１５２及び第４ガイド１８０は、反転ローラ１３０により
反転された原稿を、排出路１４２へ誘導するための第３誘導路Ｒ３を形成している。この
ような第３誘導路Ｒ３を通じて、反転ローラ１３０の回転により反転された原稿が、誘導
ローラ１４３の回転により排出路１４２へ誘導される。排出路１４２へ誘導された原稿は
、排出ローラ１４１によりスタック部１４０へ排出される。
【００３２】
　反転ローラ１３０は、第２誘導路Ｒ２を通じて、第３ガイド１７０からなる反転搬送路
１３１へ誘導された原稿を、時計回り方向の回転、及び、その後の反時計回り方向の回転
により反転させて、表裏を逆とする。また、反転ローラ１３０は、反時計回り方向の回転
により、反転された原稿を、第２切換ガイド１６又は後述される第５誘導路Ｒ５へ搬送す
る。排出ローラ１４１は、第１誘導路Ｒ１又は第３誘導路Ｒ３を通じて排出路１４２へ誘
導された原稿を、時計回り方向の回転によりスタック部１４０へ排出する。
【００３３】
　第２切換ガイド１６は、時計回り方向又は反時計回り方向へ回転して上向き又は下向き
とされる。第２切換ガイド１６は、時計回りに回転して下向きとなった際には、第３ガイ
ド１７０とともに、反転された原稿を搬送路１２２へ誘導するための第４誘導路Ｒ４を形
成する。この場合、反転された原稿は、反転ローラ１３０の反時計回り方向の回転により
第４誘導路Ｒ４を通じて搬送路１２２へ誘導される。搬送路１２２へ誘導された原稿は、
搬送ローラ１２１の回転により読取位置Ｐへ搬送される。
【００３４】
　一方、第２切換ガイド１６は、反時計回りに回転して上向きとなった際には、第１ガイ
ド１５１とともに、反転された原稿を前記第３誘導路Ｒ３へ誘導するための第５誘導路Ｒ
５を形成する。この場合、反転された原稿は、反転ローラ１３０の反時計回り方向の回転
により第３誘導路Ｒ３へ誘導される。そして、第３誘導路Ｒ３へ誘導された原稿は、誘導
ローラ１４３の反時計回り方向の回転により排出路１４２へ誘導される。排出路１４２へ
誘導された原稿は、排出ローラ１４１の時計回り方向の回転によりスタック部１４０へ排
出される。
【００３５】
　また、図１に示すスキャナ部２は、原稿の画像を光学的に読み取って画像データを生成
する。スキャナ部２は、コピー機、複合機、ファクシミリ装置など、画像を取り扱うこと
が可能な装置本体に設けられる。スキャナ部２は、光源２００、第１ミラー２０１、第２
ミラー２０２、第３ミラー２０３、第１キャリッジ２０４、第２キャリッジ２０５、結像
レンズ２０６、及びＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）２０７、を
備える。
【００３６】
　このようなスキャナ部２において、第１キャリッジ２０４及び第２キャリッジ２０５が
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静止した状態で光源２００から読取位置Ｐに光束が照射される。読取位置Ｐに照射された
光束は、原稿の表面で反射して反射光束となる。このような反射光束は、第１ミラー２０
１、第２ミラー２０２、及び第３ミラー２０３で順次反射され、結像レンズ２０６に入射
され結像されてＣＣＤ２０７へ入射される。このようにＣＣＤ２０７へ入射された光束が
光電変換されて、画素の階調値に応じたレベルの電気信号とされ、後段の図示しない画像
処理部へ入力され、各種画像処理がされる。
【００３７】
　図２に示す画像読取装置Ａは、制御部（制御手段）１０、給紙部（給紙手段）１１、搬
送部（搬送手段）１２、反転部（反転手段）１３、排出部（排出手段）１４、第１誘導部
（第１誘導手段）１５、第２誘導部（第２誘導手段）１６、画像データ生成部（画像デー
タ生成手段）２０、操作部２１、及び表示部２２を備える。
【００３８】
　このような画像読取装置Ａにおいて、制御部１０、給紙部１１、搬送部１２、反転部１
３、排出部１４、第１誘導部１５、及び第２誘導部１６により、原稿自動送り装置１が構
成されている。また、画像データ生成部２０、操作部２１、表示部２２により、スキャナ
部２が構成されている。
【００３９】
　図２に示す原稿自動送り装置１において、制御部１０は、例えば、マイクロコンピュー
タで構成されており、コントロールバス（例えば、ＣＰＵバス）及びデータバスを通じて
制御信号及びデータの転送を行うことにより、原稿自動送り装置１及びスキャナ部２を制
御する。また、制御部１０は、後述される片面原稿読取処理、及び両面原稿読取処理のい
ずれか一方を実行する。ここに、両面原稿読取処理は、高速両面原稿読取処理及び通常両
面原稿読取処理のいずれか一方を実行する処理である。
【００４０】
　また、制御部１０は、後述される速度アップモードが指示されたことを、画像読取ジョ
ブの実行が終了するまでの間保存する。速度アップモードが指示されたことは、高速両面
原稿読取処理を実行することを指示すること、の意である。このように、速度アップモー
ドが指示されたことは、後述されるステップＳ２（図３）における判断に使用される。
【００４１】
　給紙部１１は、図１に示される給紙トレイ１１０、ピックアップローラ１１１、給紙ベ
ルト１１２、給紙ローラ１１３、分離コロ１１４、及び給紙路１１５で構成されており、
給紙トレイ１１０に載置された原稿を１枚づつ分離して搬送路１２２へ給紙する。
【００４２】
　搬送部１２は、図１に示されるレジストローラ１２０、搬送ローラ１２１、及び搬送路
１２２で構成されており、給紙された原稿を搬送路１２２を通じて読取位置Ｐへ搬送する
。また、搬送部１２は、反転部１３Ｂによって反転された原稿を搬送路１２２を通じて読
取位置Ｐへ搬送する。反転部１３は、反転ローラ１３０及び反転搬送路１３１で構成され
ており、読取位置Ｐにおいて画像が読み取られた原稿を反転させる。
【００４３】
　排出部１４は、図１に示されるスタック部１４０、排出ローラ１４１、排出路１４２、
及び誘導ローラ１４３から構成されており、読取位置Ｐにおいて一方の面の画像が読み取
られ、その後、読取位置Ｐにおいて他方の面の画像が読み取られた原稿をスタック部１４
０へ排出する。第１誘導部１５は、図１に示される第１切換ガイド１５０、第１ガイド１
５１、第２ガイド１５２、第３ガイド１７０、及び第４ガイド１８０から構成されており
、先述された第１誘導路Ｒ１、第２誘導路Ｒ２、及び第３誘導路Ｒ３のいずれかを通じて
原稿を誘導する。
【００４４】
　第２誘導部（第２切換ガイド）１６は、先述された第４誘導路Ｒ４、及び第５誘導路Ｒ
５のいずれか一方を通じて原稿を搬送する。
【００４５】
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　また、図２に示すスキャナ部２において、画像生成部２０は、図１に示される光源２０
０、第１ミラー２０１、第２ミラー２０２、第３ミラー２０３、第１キャリッジ２０４、
第２キャリッジ２０５、結像レンズ２０６、及びＣＣＤ２０７、で構成されており、読取
位置Ｐにおいて原稿の一方の面の画像の画像を読み取り画像データを生成する。操作部２
１は、後述される各種の指示を行うための操作キー群を備える。表示部２２は、表示パネ
ルを備えており、各種の表示画面を表示する。
【００４６】
　このような画像読取装置Ａにおいて、制御部１０は、片面原稿読取処理及び両面原稿読
取処理として、以下の処理を行う。
【００４７】
　［片面原稿読取処理］
　片面原稿読取処理において、以下の処理が実行される。
１）給紙処理
　制御部１０は、給紙部１１による給紙処理を行う。この給紙処理において、給紙トレイ
１１０に載置された原稿が、最上段から最下段にかけて順次、給紙路１１５を通じて搬送
路１２２へ給紙される。
２）第１搬送処理
　制御部１０は、搬送部１２による第１搬送処理を行う。この第１搬送処理において、搬
送路１１５へ給紙された原稿が読取位置Ｐへ搬送される。
３）排出処理
　制御部１０は、排出部１４による排出処理を行う。この排出処理において、読取位置Ｐ
において一方の面の画像が読み取られた原稿が、排出ローラ１４１の回転によりスタック
部１４０へ排出される。
【００４８】
　［両面原稿読取処理］
　両面原稿読取処理は、高速両面原稿読取処理と通常両面原稿読取処理とに区分される。
高速両面原稿読取処理において、以下の処理が実行される。
（高速両面原稿読取処理）
　制御部１０は、先述された１）給紙処理、及び２）第１搬送処理を行う。その後、以下
の処理を行う。
３）第１誘導処理
　制御部１０は、第１誘導部１５により、第２誘導路Ｒ２を形成して、読取位置Ｐにおい
て一方の面の画像が読み取られた原稿を、第２誘導路Ｒ２を通じて反転部１３へ誘導する
第１誘導処理を行う。この第１誘導処理において、第１切換ガイド１５０が反時計回り方
向に回転して下向きとなり、第２誘導路Ｒ２が形成され、読取位置Ｐにおいて一方の面の
画像が読み取られた原稿が、搬送ローラ１２１の回転により、第２誘導路Ｒ２を通じて反
転搬送路１３１へ誘導される。
【００４９】
４）反転処理
　制御部１０は、読取位置Ｐにおいて一方の面の画像が読み取られた原稿を、反転部１３
により反転させる反転処理を行う。この反転処理において、読取位置Ｐにおいて一方の面
の画像が読み取られた原稿が、反転ローラ１３０の時計回り方向の回転、及びその後の反
時計回り方向の回転により反転されて表裏逆とされる。
【００５０】
５）第２誘導処理
　制御部１０は、第２誘導部１６により第４誘導路Ｒ４を形成して、読取位置Ｐにおいて
一方の面の画像が読み取られた原稿を、第４誘導路Ｒ４を通じて搬送部１２へ誘導する第
２誘導処理を行う。この第２誘導処理において、第２切換ガイド１６が時計回り方向へ回
転して下向き（図１に示される第２切換ガイド１６の向き）となり、第４誘導路Ｒ４が形
成され、読取位置Ｐにおいて一方の面の画像が読み取られた原稿が、反転ローラ１３０の
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反時計回り方向の回転により、第４誘導路Ｒ４を通じて搬送路１２２へ誘導される。
【００５１】
６）第２搬送処理
　制御部１０は、搬送部１２による第２搬送処理を行う。この第２搬送処理において、読
取位置Ｐにおいて一方の面の画像が読み取られ、且つ、搬送路１２２へ誘導された原稿が
、読取位置Ｐへ搬送される。この際、原稿の表裏は、第１搬送処理で搬送される際とは異
なり、既に反転部１３によって逆とされている。
【００５２】
７）第３誘導処理
　制御部１０は、第１誘導部１５により第１誘導路Ｒ１を形成して、読取位置Ｐにおいて
他方の面の画像が読み取られた原稿を、第１誘導路Ｒ１を通じて排出路１４２へ誘導する
第３誘導処理を行う。この第３誘導処理において、第１切換ガイド１５０が時計回り方向
に回転して上向き（図１に示される第１切換ガイド１５０の向き）となり、第１誘導路Ｒ
１が形成され、読取位置Ｐにおいて他方の面の画像が読み取られた原稿が、搬送ローラ１
２１の回転により、第１誘導路Ｒ１を通じて排出路１４２へ誘導される。
【００５３】
８）排出処理
　制御部１０は、排出部１４による排出処理を行う。つまり、一方の面の画像及び他方の
面の画像が読取位置Ｐにおいて画像が読み取られた原稿が、排出ローラ１４１の回転によ
りスタック部１４０へ排出される。
【００５４】
　このような高速両面原稿読取処理において、スタック部１４０には、給紙トレイ１１０
に載置された原稿が表裏反転されて排出されるので、スタック部１４０へ排出された時点
では、給紙トレイ１１０に載置された時点と比較すると、原稿のページ順が入れ替わって
いる。しかしながら、後述される通常両面原稿読取処理と比較すると、原稿を反転させる
回数が減少する。従って、処理速度が高速となる。
【００５５】
　また、通常両面原稿読取処理において、以下の処理が実行される。
（通常両面原稿読取処理）
　制御部１０は、高速両面原稿読取処理と同様に、先述された１）給紙処理、２）第１搬
送処理、３）第１誘導処理、４）反転処理、５）第２誘導処理、６）第２搬送処理、を順
次行った後、再び、７）第１誘導処理、８）反転処理を行う。
【００５６】
　尚、７）第１誘導処理において反転搬送路１３１へ誘導される原稿は、６）第２搬送処
理において読取位置Ｐへ搬送されて、読取位置Ｐにおいて他方の面の画像が読み取られた
原稿である。つまり、読取位置Ｐにおいて両面の画像が読み取られた原稿である。そのた
め、８）反転処理において反転される原稿は、読取位置Ｐにおいて両面の画像が読み取ら
れた原稿である。
【００５７】
　制御部は、このような１）～８）に示される処理を行った後、さらに、以下の処理を行
う。
９）第４誘導処理
　制御部１０は、第１誘導部１５及び第２誘導部１６により、読取位置Ｐにおいて、一方
の面の画像及び他方の面の画像（つまり両面の画像）が読み取られ、且つ、反転部１３に
よって表裏逆とされた原稿を、第５誘導路Ｒ５及び第３誘導路Ｒ３を通じて排出部１４へ
誘導する第４誘導処理を行う。この第１誘導処理において、第１切換ガイド１５０の方向
が上向き及び下向きのいずれの状態にかかわらず、第３誘導路Ｒ３が、第２ガイド１５２
及び第４ガイド１８０により形成されている。
【００５８】
　そのため、第２切換ガイド１６が反時計回りに回転して上向きとなれば第５誘導路Ｒ５
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が形成されるので、第５誘導路Ｒ５及び第３誘導路Ｒ３が連通した状態となる。このよう
な状態で、読取位置Ｐにおいて一方の面の画像及び他方の面の画像が読み取られ、且つ、
反転部１３によって表裏逆とされた原稿が、第５誘導路Ｒ５及び第３誘導路Ｒ３を通じて
、反転ローラ１３０の反時計回り方向の回転により排出路１４２へ誘導される。
１０）排出処理
　制御部１０は、排出部１４による排出処理を行う。この排出処理の概要は先述された通
りである。
【００５９】
　このような通常両面画像読取処理において、スタック部１４０に排出される原稿のペー
ジ順は、反転処理が行われないため、給紙トレイ１１０に載置された時点と同じである。
【００６０】
　図３は、画像読取装置Ａの基本動作の概要の一例を示すフローチャートである。
【００６１】
　画像読取装置Ａにおいて、コピー、スキャニング、及びファクシミリ送信といった画像
読取ジョブの実行が操作部２１の操作キーの操作により指示された際には以下の処理が実
行される。
【００６２】
　制御部１０は、指示された画像読取ジョブが、片面読取ジョブであるか、両面読取ジョ
ブであるかを判定する（ステップＳ１）。この判定の結果、片面読取ジョブであると判定
した際には（ステップＳ１のＹＥＳ）、制御部１０は、先述された［片面原稿読取処理］
を行う。
【００６３】
　このような片面原稿読取処理において、制御部１０は、給紙トレイ１１０に載置された
原稿を搬送し（ステップＳ１６）、読取位置Ｐにおいて画像を読み取り（ステップＳ１７
）、画像が読み取られた原稿をスタック部１４０へ排出する（ステップＳ１８）。つまり
、この一連の処理において、先述された給紙処理、第１搬送処理、及び排出処理が実行さ
れる。その後、制御部１０は、片面原稿読取処理を、給紙トレイ１１０に載置されている
原稿が無くなるまで行う（ステップＳ２０）。
【００６４】
　一方、指示された画像読取ジョブが、両面読取ジョブであると判定した際には（ステッ
プＳ１のＮＯ）、制御部１０は、以下の処理を実行する。つまり、両面読取ジョブである
と判定した際には、速度アップモードが指示されているか否かを判定する（ステップＳ２
）。
【００６５】
　この判定の結果、速度アップモードが指示されていると判定した際には（ステップＳ２
のＹＥＳ）、制御部１０は、先述された［高速両面原稿読取処理］を実行する。尚、速度
アップモードが指示されている際には、ステップＳ３に示される判定処理が行われてから
、以下の処理が実行される。このような処理は、後述される。
【００６６】
　高速両面原稿読取処理において、制御部１０は、給紙トレイ１１０に載置された原稿を
搬送し（ステップＳ４）、読取位置Ｐにおいて画像を読み取り（ステップＳ５）、画像が
読み取られた原稿を反転して（ステップＳ６）、表裏を逆としてから、再度、読取位置Ｐ
において原稿を読み取り（ステップＳ７）、スタック部１４０へ排出する（ステップＳ８
）。つまり、この一連の処理において、先述された給紙処理、第１搬送処理、第１誘導処
理、反転処理、第２誘導処理、第２搬送処理、第３誘導処理、及び排出処理が実行される
。その後、制御部１０は、このような高速両面原稿読取処理を、給紙トレイ１１０に載置
されている原稿が無くなるまで行う（ステップＳ１９）。
【００６７】
　一方、制御部１０は、速度アップモードが指示されていないと判定した際には（ステッ
プＳ２のＮＯ）、先述された［通常両面原稿読取処理］を実行する。
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【００６８】
　このような通常両面原稿読取処理において、制御部１０は、給紙トレイ１１０に載置さ
れた原稿を搬送し（ステップＳ１０）、読取位置Ｐにおいて画像を読み取り（ステップＳ
１１）、画像が読み取られた原稿を反転して（ステップＳ１２）、表裏を逆としてから、
再度、読取位置Ｐにおいて原稿を読み取る（ステップＳ１３）。ついで、制御部１０は、
読取位置Ｐにおいて両面の画像が読み取られた原稿を再度反転して（ステップＳ１４）、
表裏を元に戻してからスタック部１４０へ排出する（ステップＳ１５）。つまり、この一
連の処理において、先述された給紙処理、第１搬送処理、第１誘導処理、反転処理、第２
誘導処理、第２搬送処理、第１誘導処理、反転処理、第４誘導処理、及び排出処理が実行
される。
【００６９】
　その後、制御部１０は、このような通常両面原稿読取処理を、途中で、速度アップモー
ドが指示されない限り、給紙トレイ１１０に載置されている原稿が無くなるまで行う（ス
テップＳ１９）。つまり、画像読取装置Ａにおいて、両面読取ジョブとして、原則的に、
通常両面原稿読取処理が優先して実行される。
【００７０】
　ところが、画像読取装置Ａにおいて、通常両面原稿読取処理が実行されている途中に、
ユーザが、速度アップモードを指示した際には、先述されたように、速度アップモードが
指示されたことが制御部１０に保存される。制御部１０は、速度アップモードが指示され
ているか否かを、速度アップモードが指示されたことが制御部１０に保存されているか否
かを判定することによって判定する。
【００７１】
　そのため、制御部１０は、以下の処理が実行できる。つまり、制御部１０は、速度アッ
プモードが指示されていると判定し（ステップＳ２のＹＥＳ）、その後、通常両面原稿読
取処理が実行されているか否かを判定する（ステップＳ３）。
【００７２】
　制御部１０は、通常両面原稿読取処理が実行されていると判定した際には（ステップＳ
３のＹＥＳ）、通常両面原稿読取処理を終了する。尚、通常両面原稿読取処理を終了する
タイミングは、速度アップモードが指示される直前にステップＳ１０～Ｓ１４に示される
処理が行われている原稿が排紙（ステップＳ１５）された時点であることが望ましい。
【００７３】
　そして、制御部１０は、表示部２２によって「原稿を取り除いてください」等といった
メッセージ画面を表示させて、ユーザに対して、スタック部１４０から原稿を取り除くこ
とを促す（ステップＳ９）。通常両面原稿読取処理においてスタック部１４０に排出され
る原稿は、高速両面原稿読取処理においてスタック部１４０に排出される原稿とは、表裏
が逆だからである。
【００７４】
　その後、制御部１０は、高速両面原稿読取処理を、給紙トレイ１１０に載置されている
原稿が無くなるまで行うことができる。速度アップモードが指示されたことは、先述され
たように、画像読取ジョブそのものが終了するまで制御部１０に保存されたままだからで
ある。このように、通常両面原稿読取処理が実行されている途中において、実行されてい
る処理が、高速両面原稿読取処理へ切り替わる。そのため、ユーザは、通常両面原稿読取
処理の処理速度が遅いと感じた際には、通常両面原稿読取処理が実行されている途中であ
っても、高速両面原稿読取処理を実行させることができる。
【００７５】
　以上に説明されたように、画像読取装置Ａにおいて、ユーザによって速度アップモード
が指示されているか否かによって、高速両面原稿読取処理、及び、通常両面原稿読取処理
のいずれか一方が実行される。従って、両面原稿読取処理が行われる際に使用される搬送
経路がユーザの所望に応じて短縮される。
【００７６】
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　また、通常両面原稿読取処理において、両面の画像が読み取られた原稿が反転されて排
出されるので、スタック部１４０において原稿がページ順に排出された状態となる。従っ
て、ユーザが、両面原稿読取処理において、生産性を優先させるか、両面の画像が読み取
られた原稿をページ順にスタックさせるか、を適宜選択できる。
【符号の説明】
【００７７】
　Ａ　　画像読取装置
　１　　原稿自動送り装置
　１０　制御部
　１１　給紙部
　１２　搬送部
　１３　反転部
　１４　排出部
　１４０　スタック部
　１５　第１誘導部
　１６　第２誘導部（第２切換ガイド）
　Ｐ　　読取位置
　Ｒ１　第１誘導路
　Ｒ２　第２誘導路
　Ｒ３　第３誘導路
　Ｒ４　第４誘導路
　Ｒ５　第５誘導路

【図１】 【図２】
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