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(57)【要約】
【課題】両面読取ジョブを実行するユーザーの利便性を
向上させることが可能な画像読取装置を提供する。
【解決手段】原稿搬送部１０Ｂは、読取位置ＲＰにおい
て原稿Ｄの両面の読み取りが終わった後、原稿Ｄの表裏
を再反転させてから原稿排出トレイ１２に原稿Ｄを排出
する第１排紙モード、および、原稿Ｄの表裏を再反転さ
せずに原稿排出トレイ１２に原稿Ｄを排出する第２排紙
モード、のうちいずれかの排紙モードで原稿Ｄを排出し
、操作パネル８は、第１排紙モードおよび第２排紙モー
ドのうちいずれの排紙モードで原稿Ｄを排出するかの選
択指示を受け付ける。
【選択図】図６



(2) JP 2014-230189 A 2014.12.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の表裏を反転させることによって原稿の両面を単一の読取位置で交互に読み取る両
面読取ジョブの実行が可能な画像読取装置であって、
　原稿がセットされる原稿セットトレイと、
　前記読取位置において原稿を読み取る画像読取部と、
　読み取りの終わった原稿が排出される原稿排出トレイと、
　前記原稿セットトレイから前記読取位置を経由して前記原稿排出トレイに至るメイン搬
送路に沿って原稿を搬送するとともに、前記両面読取ジョブの実行時には、前記読取位置
において片面の読み取りが終わった原稿の表裏を反転させ、表裏を反転させた原稿を前記
読取位置に搬送する原稿搬送部と、
　前記両面読取ジョブに関する設定指示を受け付ける操作部と、を備え、
　前記原稿搬送部は、前記読取位置において原稿の両面の読み取りが終わった後、原稿の
表裏を再反転させてから前記原稿排出トレイに原稿を排出する第１排紙モード、および、
原稿の表裏を再反転させずに前記原稿排出トレイに原稿を排出する第２排紙モード、のう
ちいずれかの排紙モードで原稿を排出し、
　前記操作部は、前記第１排紙モードおよび前記第２排紙モードのうちいずれの排紙モー
ドで原稿を排出するかの選択指示を受け付けることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記原稿セットトレイにおける原稿の有無を検知する原稿セット検知部を備え、
　前記原稿搬送部は、前記メイン搬送路への１枚目の原稿の供給が終了した時点で前記原
稿セット検知部が原稿無しを検知すれば、前記第１排紙モードおよび前記第２排紙モード
のうちいずれの排紙モードが選択されているかにかかわらず、前記第２排紙モードで原稿
を排出することを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記操作部は、前記第１排紙モードが選択されたとき、前記原稿セットトレイにセット
する原稿の枚数にかかわらず前記第１排紙モードで原稿を排出するか否かを受け付け、
　前記原稿搬送部は、前記原稿セットトレイにセットする原稿の枚数にかかわらず前記第
１排紙モードで原稿を排出する旨を前記操作部が受け付けた場合、前記メイン搬送路への
１枚目の原稿の供給が終了した時点で前記原稿セット検知部が原稿無しを検知したとして
も、前記第２排紙モードではなく、前記第１排紙モードで原稿を排出することを特徴とす
る請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記操作部は、前記第２排紙モードが選択されたとき、前記第２排紙モードで排出する
原稿の枚数を受け付け、
　前記原稿搬送部は、前記操作部が受け付けた枚数分の原稿については前記第２排紙モー
ドで排出することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の画像読取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、画像読取装置およびそれを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、原稿の表裏を反転させることによって原稿の両面を単一の読取位置で交互に読み
取る両面読取ジョブの実行が可能な画像読取装置が知られている（たとえば、特許文献１
の段落００４９参照）。
【０００３】
　このような両面読取ジョブの実行が可能な画像読取装置は、両面読取ジョブの実行指示
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を受けると、まず、原稿セットトレイにセットされた原稿を読取位置に搬送し、読取位置
において原稿の一方面（原稿セット時に上方に向けられた面）を読み取る。この後、一方
面の読み取りが終わった原稿の表裏を反転させ、表裏を反転させた原稿（一方面の読み取
りが終わった原稿）を読取位置よりも原稿搬送方向上流側の位置に戻す。そして、表裏を
反転させた原稿（一方面の読み取りが終わった原稿）を再び読取位置に搬送する。このと
きには、原稿の表裏が反転しているので、読取位置において原稿の一方面とは反対の他方
面を読み取ることができる。そして、原稿の両面の読み取りが終わると、両面の読み取り
が終わった原稿を原稿排出トレイに排出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１７１９０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　たとえば、原稿セットトレイに複数枚の原稿をセットして両面読取ジョブの実行を指示
した場合には、複数枚の原稿が１枚ずつ搬送されて順次読み取られる。この場合、表裏が
反転された原稿（両面の読み取りが終わった原稿）がそのまま原稿排出トレイに排出され
ると、原稿の一方面（原稿セット時に上方に向けられた面）が上方側（原稿セット時と同
一側）に向けられ、その状態で、１番目に読み取られた原稿（原稿セット時に最も上にセ
ットした原稿）から順に原稿排出トレイに積層されていく。このため、原稿排出トレイに
積層された複数枚の原稿のページの順番が揃わなくなる。したがって、原稿排出トレイに
排出される複数枚の原稿のページの順番を揃えたいユーザーからすると、ユーザー自身で
複数枚の原稿のページの順番を揃えなければならないので、煩わしく利便性が悪い。
【０００６】
　そこで、原稿の両面の読み取りが終わった後、両面の読み取りが終わった原稿の表裏を
再反転させてから、原稿排出トレイに原稿を排出するように構成する場合がある。しかし
、このように構成すると、原稿の表裏を反転させる動作が増える分、両面読取ジョブの開
始から終了までの時間が長くなる。したがって、両面読取ジョブを速やかに完了させたい
ユーザーの利便性が悪くなる。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、原稿の表裏を反転させるこ
とによって原稿の両面を単一の読取位置で交互に読み取る両面読取ジョブの実行が可能な
構成において、両面読取ジョブを実行するユーザーの利便性を向上させることができる画
像読取装置およびそれを備えた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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の画像読取装置は、原稿の表裏を反転させることに
よって原稿の両面を単一の読取位置で交互に読み取る両面読取ジョブの実行が可能な画像
読取装置であって、原稿がセットされる原稿セットトレイと、読取位置において原稿を読
み取る画像読取部と、読み取りの終わった原稿が排出される原稿排出トレイと、原稿セッ
トトレイから読取位置を経由して原稿排出トレイに至るメイン搬送路に沿って原稿を搬送
するとともに、両面読取ジョブの実行時には、読取位置において片面の読み取りが終わっ
た原稿の表裏を反転させ、表裏を反転させた原稿を読取位置に搬送する原稿搬送部と、両
面読取ジョブに関する設定指示を受け付ける操作部と、を備えている。そして、原稿搬送
部は、読取位置において原稿の両面の読み取りが終わった後、原稿の表裏を再反転させて
から原稿排出トレイに原稿を排出する第１排紙モード、および、原稿の表裏を再反転させ
ずに原稿排出トレイに原稿を排出する第２排紙モード、のうちいずれかの排紙モードで原
稿を排出し、操作部は、第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの排紙モード
で原稿を排出するかの選択指示を受け付ける。
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【０００９】
　本発明では、両面読取ジョブの実行に際して、第１排紙モード（原稿の表裏を再反転さ
せてから原稿排出トレイに原稿を排出する排紙モード）および第２排紙モード（原稿の表
裏を再反転させずに原稿排出トレイに原稿を排出する排紙モード）のうちから所望の排紙
モードを選択することができる。すなわち、原稿排出トレイに順次排出され積層された複
数枚の原稿のページの順番を揃えたい場合には、原稿の表裏を再反転させてから原稿排出
トレイに原稿を排出することができ、両面読取ジョブを速やかに完了させたい場合には、
原稿の表裏を再反転させずに原稿排出トレイに原稿を排出することがでる（原稿の表裏を
再反転させる動作を省略することができる）。したがって、原稿排出トレイに順次排出さ
れ積層された複数枚の原稿のページの順番を揃えたいユーザーおよび両面読取ジョブを速
やかに完了させたいユーザーの両方の利便性が向上する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、第１排紙モード（原稿の表裏を再反転させてから原稿排出トレイに原稿を
排出する排紙モード）および第２排紙モード（原稿の表裏を再反転させずに原稿排出トレ
イに原稿を排出する排紙モード）のうちから所望の排紙モードを選択することができるの
で、ユーザーの利便性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態による画像形成装置（画像読取装置）の概略図
【図２】図１に示した画像読取装置の詳細図
【図３】図１に示した画像読取装置の詳細図
【図４】図１に示した画像形成装置（画像読取装置）のハードウェア構成を説明するため
のブロック図
【図５】図１に示した画像読取装置のハードウェア構成を説明するためのブロック図
【図６】図１に示した画像読取装置において排紙モードの選択指示を受け付けるときに表
示される受付画面の図
【図７Ａ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに複数枚の原稿がセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図７Ｂ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに複数枚の原稿がセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図７Ｃ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに複数枚の原稿がセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図７Ｄ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに複数枚の原稿がセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図７Ｅ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに複数枚の原稿がセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図７Ｆ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに複数枚の原稿がセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図８Ａ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに原稿が１枚だけセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図８Ｂ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに原稿が１枚だけセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図８Ｃ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに原稿が１枚だけセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図８Ｄ】図１に示した画像読取装置において原稿セットトレイに原稿が１枚だけセット
された場合の原稿搬送時の動作を説明するための図
【図９】図１に示した画像読取装置において排紙モードを設定するときの制御の流れを説
明するためのフローチャート
【図１０】図１に示した画像読取装置において排紙モードの詳細設定を受け付けるときに
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表示される受付画面の図
【図１１】図１に示した画像読取装置において排紙モードの詳細設定を受け付けるときに
表示される受付画面の図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本実施形態の画像読取装置を備えた画像形成装置について、スキャン機能、プリント機
能およびコピー機能など複数種の機能を搭載する複合機を例にとって説明する。
【００１３】
　（画像形成装置（画像読取装置）の全体構成）
　図１に示すように、画像形成装置１００は、本体上方に装着された画像読取装置２００
を備える。なお、画像読取装置２００の構成については、後に詳細に説明する。
【００１４】
　また、画像形成装置１００は、給紙部３、用紙搬送部４、画像形成部５および定着部６
で構成されるエンジン部７を備える。そして、エンジン部７は、画像データ（たとえば、
画像読取装置２００による原稿Ｄの読み取りによって得られた画像データなど）に基づく
画像を用紙Ｐに印刷して出力する。
【００１５】
　給紙部３は、ピックアップローラー３２および給紙ローラー対３３を含み、カセット３
１内に収容された用紙Ｐを用紙搬送路ＣＰに供給する。用紙搬送部４は、複数の搬送ロー
ラー対４２を含み、用紙搬送路ＣＰに沿って用紙Ｐを搬送し、印刷済みの用紙Ｐを排出ト
レイ４１に排出する。
【００１６】
　画像形成部５は、感光体ドラム５１、帯電装置５２、露光装置５３、現像装置５４、転
写ローラー５５およびクリーニング装置５６を含む。そして、画像形成部５は、画像デー
タに基づきトナー像を形成し、そのトナー像を用紙Ｐに転写する。定着部６は、加熱ロー
ラー６１および加圧ローラー６２を含み、用紙Ｐに転写されたトナー像を加熱および加圧
して定着させる。
【００１７】
　また、図２に示すように、画像読取装置２００は、搬送読取用のコンタクトガラス２０
ａおよび載置読取用のコンタクトガラス２０ｂを有する。そして、画像読取装置２００は
、コンタクトガラス２０ａ上に搬送される原稿Ｄを読み取る搬送読取およびコンタクトガ
ラス２０ｂ上に載置された原稿Ｄを読み取る載置読取の実行が可能に構成されている。具
体的には、画像読取装置２００は、原稿Ｄを搬送するための原稿搬送ユニット１と原稿Ｄ
を読み取るための画像読取ユニット２とを備える。なお、以下の説明では、搬送読取時の
読取位置（コンタクトガラス２０ａ上の位置）を読取位置ＲＰと称する。
【００１８】
　原稿搬送ユニット１は、原稿Ｄがセットされる原稿セットトレイ１１および読み取りの
終わった原稿Ｄが排出される原稿排出トレイ１２を含む。また、原稿搬送ユニット１には
、原稿搬送路として、原稿Ｄを読取位置ＲＰに搬送するためのメイン搬送路ＣＰ１が設け
られている。
【００１９】
　メイン搬送路ＣＰ１は、原稿セットトレイ１１から読取位置ＲＰを経由して原稿排出ト
レイ１２に至る。これにより、原稿セットトレイ１１からメイン搬送路ＣＰ１に原稿Ｄが
供給され、その原稿Ｄがメイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送されると、メイン搬送路ＣＰ１
に沿って搬送される原稿Ｄは読取位置ＲＰを通過する。このとき、原稿Ｄの一方面（原稿
セットトレイ１１への原稿Ｄのセット時に上方に向けられた面）がコンタクトガラス２０
ａと対向することにより、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの一方面が読み取られる。そして
、原稿Ｄの片面だけを読み取る片面読取ジョブでは、読取位置ＲＰにおいて一方面の読み
取りが終わった原稿Ｄは、引き続きメイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送され、原稿排出トレ
イ１２に排出される。
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【００２０】
　原稿搬送ユニット１には、原稿搬送路として、原稿Ｄの原稿搬送方向の前後（原稿Ｄの
表裏）を反転させるための反転搬送路ＣＰ２も設けられている。この反転搬送路ＣＰ２は
、読取位置ＲＰの原稿搬送方向下流側においてメイン搬送路ＣＰ１と分岐し、読取位置Ｒ
Ｐの原稿搬送方向上流側においてメイン搬送路ＣＰ１と合流している。そして、原稿Ｄの
一方面および他方面（一方面の反対面）の両面を読み取る両面読取ジョブでは、読取位置
ＲＰにおいて一方面の読み取りが終わった原稿Ｄは、原稿排出トレイ１２に排出されずに
メイン搬送路ＣＰ１から反転搬送路ＣＰ２に送られる。
【００２１】
　反転搬送路ＣＰ２に送られた原稿Ｄ（片面の読み取りが終わった原稿Ｄ）は、その原稿
搬送方向の前後が反転され、メイン搬送路ＣＰ１の読取位置ＲＰよりも原稿搬送方向上流
側の位置に戻される。これにより、原稿Ｄの表裏が反転された状態となる。反転搬送路Ｃ
Ｐ２からメイン搬送路ＣＰ１に戻された原稿Ｄは、メイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送され
ることにより、読取位置ＲＰを再び通過する。このときには、原稿Ｄの表裏が反転されて
いるので、原稿Ｄの他方面（未読取面）がコンタクトガラス２０ａと対向する。したがっ
て、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの他方面が読み取られる。このように、両面読取ジョブ
では、原稿Ｄの表裏が反転され、原稿Ｄの両面が単一の読取位置ＲＰで交互に読み取られ
る。
【００２２】
　また、原稿搬送ユニット１には、原稿セットトレイ１１からメイン搬送路ＣＰ１に原稿
Ｄを供給するための給紙部１０Ａが設けられている。給紙部１０Ａは、メイン搬送路ＣＰ
１の原稿搬送方向上流側に設けられ、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄを引き
出してメイン搬送路ＣＰ１に供給する。具体的には、給紙部１０Ａは、ピックアップロー
ラー１３、給紙ローラー対１４（駆動ローラー１４ａおよび分離ローラー１４ｂ）および
原稿ストッパー１５などを含む。
【００２３】
　ピックアップローラー１３は、給紙ローラー対１４の駆動ローラー１４ａの回転軸を支
点として回動可能に取り付けられており、給紙を開始する前は上方に回動して待機してい
る（図２参照）。そして、ピックアップローラー１３は、給紙を開始するときに下方に回
動し、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄを押圧する（図３参照）。これにより
、ピックアップローラー１３が回転すると、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄ
が引き出される。また、ピックアップローラー１３は、給紙を開始して以降、原稿セット
トレイ１１にセットされた原稿Ｄが無くなると、上方に回動して給紙を開始する前の状態
に戻る。
【００２４】
　給紙ローラー対１４は、互いに対向配置された駆動ローラー１４ａおよび分離ローラー
１４ｂからなる。駆動ローラー１４ａは、図示しないモーターから駆動力が伝達されて回
転駆動する。分離ローラー１４ｂは、駆動ローラー１４ａの回転に従動して回転する。そ
して、給紙ローラー対１４は、ピックアップローラー１３よりも原稿搬送方向下流側に配
置される。これにより、原稿セットトレイ１１から原稿Ｄが引き出されると、その原稿Ｄ
が給紙ローラー対１４の給紙ニップ（駆動ローラー１４ａと分離ローラー１４ｂとの間）
に進入し、給紙ローラー対１４の回転方向に送られてメイン搬送路ＣＰ１に供給される。
【００２５】
　なお、分離ローラー１４ｂにはトルクリミッター（図示せず）が連結されている。これ
により、給紙ニップに進入した原稿Ｄが１枚の場合には、原稿搬送方向に送られる原稿Ｄ
に従動して分離ローラー１４ｂが回転する。一方で、給紙ニップに複数枚の原稿Ｄが重な
って進入した場合には、分離ローラー１４ｂが従動回転しなくなるので、駆動ローラー１
４ａと当接する上側の原稿Ｄのみが原稿搬送方向に送られる。すなわち、重送の発生が抑
制される。また、重送の発生をより確実に抑制するため、ピックアップローラー１３と給
紙ローラー対１４との間（給紙ニップの直前）にフリクションパッド１６も配置される。
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【００２６】
　原稿ストッパー１５は、ピックアップローラー１３と給紙ローラー対１４との間におい
て上下方向に移動可能に取り付けられている。原稿ストッパー１５は、給紙を開始する前
は下方に移動しており、原稿搬送経路を遮断している（図２参照）。このときには、原稿
セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄの先端が原稿ストッパー１５に当接する。すなわ
ち、原稿Ｄの先端が原稿ストッパー１５によって位置決めされる。そして、原稿ストッパ
ー１５は、給紙を開始するときに上方に移動し、ピックアップローラー１３と給紙ローラ
ー対１４との間における原稿搬送経路を開放する（図３参照）。また、原稿ストッパー１
５は、給紙を開始して以降、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄが無くなると、
下方に移動して給紙を開始する前の状態に戻る。
【００２７】
　また、原稿搬送ユニット１には、原稿搬送部１０Ｂが設けられている。原稿搬送部１０
Ｂは、メイン搬送路ＣＰ１に供給された原稿Ｄを読取位置ＲＰに搬送する。さらに、原稿
搬送部１０Ｂは、両面読取ジョブの実行時に、読取位置ＲＰにおいて片面の読み取りが終
わった原稿Ｄをメイン搬送路ＣＰ１から反転搬送路ＣＰ２に送り、メイン搬送路ＣＰ１の
読取位置ＲＰよりも原稿搬送方向上流側の位置に戻して再び読取位置ＲＰに搬送する（表
裏が反転された原稿Ｄを読取位置ＲＰに搬送する）。この原稿搬送部１０Ｂは、搬送ロー
ラー対１７、切替爪１８および反転ローラー対１９を含む。
【００２８】
　搬送ローラー対１７は、メイン搬送路ＣＰ１に沿って複数配置される。そして、搬送ロ
ーラー対１７は、メイン搬送路ＣＰ１に原稿Ｄが供給されると、その原稿Ｄをメイン搬送
路ＣＰ１に沿って搬送する。これにより、メイン搬送路ＣＰ１に供給された原稿Ｄは、読
取位置ＲＰを通過する。
【００２９】
　切替爪１８は、読取位置ＲＰの原稿搬送方向上流側に有るメイン搬送路ＣＰ１と反転搬
送路ＣＰ２との分岐点に回動可能に取り付けられている。そして、切替爪１８は、読取位
置ＲＰを通過した原稿Ｄを原稿排出トレイ１２に排出する場合、メイン搬送路ＣＰ１と反
転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路を塞ぐ方向に回動する（図２参照）。これにより、
読取位置ＲＰを通過した原稿Ｄ（搬送ローラー対１７によって搬送される原稿Ｄ）は、反
転搬送路ＣＰ２に送られず、そのままメイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送されて原稿排出ト
レイ１２に排出される。
【００３０】
　また、切替爪１８は、読取位置ＲＰを通過した原稿Ｄを反転搬送路ＣＰ２に送る場合、
メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路を開放する方向に回動する
（図３参照）。これにより、読取位置ＲＰを通過した原稿Ｄ（搬送ローラー対１７によっ
て搬送される原稿Ｄ）は、反転搬送路ＣＰ２に送られるので、原稿排出トレイ１２には排
出されない。
【００３１】
　反転ローラー対１９は、反転搬送路ＣＰ２に送られた原稿Ｄの原稿搬送方向の前後を反
転するためのローラー対であり、正逆回転の切り替えが可能となっている。反転ローラー
対１９は、反転搬送路ＣＰ２に原稿Ｄが送られた場合、ひとまず正回転して原稿Ｄをその
先端から排出トレイ１２側に送り出し、原稿Ｄの後端が反転搬送路ＣＰ２に入ると、原稿
Ｄの後端が通過しきる前に逆回転する。このとき、切替爪１８がメイン搬送路ＣＰ１と反
転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路を塞ぐ方向に回動する。これにより、反転搬送路Ｃ
Ｐ２に送られた原稿Ｄは、その原稿搬送方向の前後が反転された状態で反転搬送路ＣＰ２
に沿って搬送され、メイン搬送路ＣＰ１の読取位置ＲＰよりも原稿搬送方向上流側の位置
に戻される。そして、反転搬送路ＣＰ２からメイン搬送路ＣＰ１に原稿Ｄが戻されたとき
には、その原稿Ｄの表裏が反転された状態となっている。
【００３２】
　また、原稿搬送ユニット１には、原稿セットトレイ１１における原稿Ｄの有無を検知す
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るための原稿セットセンサーＳＳが設けられている。原稿セットセンサーＳＳは、発光部
および受光部を有する反射型の光センサーである。このような原稿セットセンサーＳＳで
は、原稿セットトレイ１１に原稿Ｄが有るとき、発光部からの光が原稿Ｄで反射され、原
稿Ｄで反射された光を受光部が受ける。一方で、原稿セットトレイ１１に原稿Ｄが無いと
きには、発光部からの光が原稿Ｄで反射されず、受光部は光を受けない。これにより、原
稿セットセンサーＳＳは、原稿セットトレイ１１に原稿Ｄが有るときと無いときとで出力
を変動させる。あるいは、原稿セットセンサーＳＳとして、原稿セットトレイ１１に原稿
Ｄが有るときには発光部と受光部との間の光路を遮蔽（開放）し、原稿セットトレイ１１
に原稿Ｄが無いときには発光部と受光部との間の光路を開放（遮蔽）するアクチュエータ
ーが設けられた光センサーを用いてもよい。
【００３３】
　さらに、原稿搬送ユニット１には、原稿搬送路（メイン搬送路ＣＰ１および反転搬送路
ＣＰ２）の複数の位置において原稿Ｄの有無（原稿Ｄの到達および通過）を検知するため
の複数の原稿搬送センサーＦＳが設けられている。これら複数の原稿搬送センサーＦＳは
、光センサーであり、対応する検知位置に原稿Ｄが有るときと無いときとで出力を変動さ
せる。たとえば、複数の原稿搬送センサーＦＳのうち１つは、給紙ローラー対１４に最も
近い搬送ローラー対１７と給紙ローラー対１４との間の位置（以下、検知位置ＤＰと称す
る）において原稿Ｄの有無を検知するために用いられる。なお、図２には、図面を見易く
するため、検知位置ＤＰにおいて原稿Ｄの有無を検知するための原稿搬送センサーＦＳの
みを図示している。
【００３４】
　画像読取ユニット２には、ランプ２１、ミラー２２、レンズ２３およびイメージセンサ
ー２４などを含む画像読取部２０が設けられている。
【００３５】
　ランプ２１は、複数のＬＥＤ素子を有し、原稿Ｄに照射する光を生成する。複数のＬＥ
Ｄ素子は、図示しないが、読取ライン方向である主走査方向（図２の紙面に対して垂直な
方向）にライン状に配列されている。なお、冷陰極管などをランプ２１として用いてもよ
い。そして、ランプ２１は、コンタクトガラス２０ａ上に搬送される原稿Ｄを読み取ると
きには、コンタクトガラス２０ａに向けて光を照射する（コンタクトガラス２０ａを透過
した光が原稿Ｄを照射する）。一方で、ランプ２１は、コンタクトガラス２０ｂ上に載置
された原稿Ｄを読み取るときには、コンタクトガラス２０ｂに向けて光を照射する（コン
タクトガラス２０ｂを透過した光が原稿Ｄを照射する）。原稿Ｄで反射された反射光は、
ミラー２２で反射され、レンズ２３に導かれる。レンズ２３は、反射光を集光する。
【００３６】
　イメージセンサー２４は、原稿Ｄで反射された反射光（レンズ２３で集光された光）を
受光することにより原稿Ｄをライン単位で読み取る。このイメージセンサー２４は、主走
査方向にライン状に並ぶ複数の光電変換素子を有するＣＣＤからなり、反射光を受光する
と、ライン単位で画素毎に光電変換して電荷を蓄積する。そして、イメージセンサー２４
は、蓄積電荷に応じたアナログ信号を出力する。すなわち、イメージセンサー２４の画素
毎のアナログ出力は、反射光の光量に応じて変動する。
【００３７】
　また、ランプ２１およびミラー２２は、主走査方向と直交する副走査方向に移動可能な
移動枠２５に保持される。移動枠２５は、ワイヤー２６の一端と連結される。ワイヤー２
６の他端は、回転することでワイヤー２６を巻き取る巻取ドラム２７に連結される。これ
により、巻取ドラム２７が回転することによって移動枠２５が副走査方向に移動し、ラン
プ２１およびミラー２２が移動枠２５と共に副走査方向に移動する。なお、移動枠２５に
は複数本のワイヤー２６が連結され、複数本のワイヤー２６が架けまわされる。
【００３８】
　コンタクトガラス２０ａ上に搬送される原稿Ｄを読み取る場合には、移動枠２５がコン
タクトガラス２０ａの下方に移動する。その後、原稿搬送ユニット１がコンタクトガラス
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２０ａ上に原稿Ｄを搬送する。このとき、コンタクトガラス２０ａ上を通過する原稿Ｄに
対してランプ２１が光を照射するとともに、原稿Ｄで反射された反射光の光電変換をイメ
ージセンサー２４が連続して繰り返し行う。これにより、原稿Ｄの読み取りがライン単位
で行われる。
【００３９】
　一方で、コンタクトガラス２０ｂ上に載置された原稿Ｄを読み取る場合には、移動枠２
５が副走査方向（正面から見て左から右に向かう方向）に移動する。そして、移動枠２５
が副走査方向に移動している最中に、コンタクトガラス２０ｂ上に載置された原稿Ｄに対
してランプ２１が光を照射するとともに、原稿Ｄで反射された反射光の光電変換をイメー
ジセンサー２４が連続して繰り返し行う。これにより、原稿Ｄの読み取りがライン単位で
行われる。
【００４０】
　また、図１に戻って、画像形成装置１００（画像読取装置２００）は、操作パネル８を
備える。操作パネル８は、タッチパネル付きの液晶表示部８１を含む。この液晶表示部８
１は、ユーザーから各種設定などを受け付けるためのソフトキーやメッセージなどを表示
する。さらに、操作パネル８には、テンキー８２やスタートキー８３などのハードキーも
設けられている。
【００４１】
　（画像形成装置（画像読取装置）のハードウェア構成）
　図４に示すように、画像形成装置１００（画像読取装置２００）は、主制御部１１０を
備える。主制御部１１０は、メインＣＰＵ１１１、画像処理部１１２および記憶部１１３
を含む。画像処理部１１２は、画像処理専用のＡＳＩＣなどからなり、画像データに対し
て画像処理（拡大／縮小、濃度変換およびデータ形式変換など）を施す。記憶部１１３は
、ＲＯＭおよびＲＡＭなどからなり、プログラムおよびデータを記憶する。そして、主制
御部１１０は、記憶部１１３に記憶されたプログラムおよびデータに基づき、画像形成装
置１００の全体制御を行う。
【００４２】
　また、図５に示すように、画像形成装置１００（画像読取装置２００）は、原稿搬送制
御部１２０および画像読取制御部１３０を備える。原稿搬送制御部１２０は、ＣＰＵ１２
１および記憶部１２２を含み、主制御部１１０から指示を受け、給紙部１０Ａによる給紙
動作および原稿搬送部１０Ｂによる原稿搬送動作を制御する。画像読取制御部１３０は、
ＣＰＵ１３１および記憶部１３２を含み、主制御部１１０から指示を受け、画像読取部２
０による画像読取動作を制御する。
【００４３】
　原稿搬送制御部１２０は、原稿セットセンサーＳＳと接続され、原稿セットセンサーＳ
Ｓの出力に基づき、原稿セットトレイ１１における原稿Ｄの有無を検知する。この構成に
おいては、原稿搬送制御部１２０が本発明の「原稿セット検知部」に相当する。
【００４４】
　さらに、原稿搬送制御部１２０は、複数の原稿搬送センサーＦＳと接続され、複数の原
稿搬送センサーＦＳの各出力に基づき、原稿搬送路（メイン搬送路ＣＰ１および反転搬送
路ＣＰ２）の複数の位置における原稿Ｄの有無を検知する。たとえば、原稿搬送制御部１
２０は、検知位置ＤＰにおける原稿Ｄの有無を検知することにより、給紙タイミングを計
ったり、給紙枚数をカウントしたりする。
【００４５】
　画像読取制御部１３０は、画像読取部２０の出力（イメージセンサー２４のアナログ出
力）を処理するため、アナログ処理部２０１、補正部２０２および画像メモリー２０３と
接続される。アナログ処理部２０１は、増幅回路やＡ／Ｄ変換回路などを含む。そして、
アナログ処理部２０１は、イメージセンサー２４のアナログ出力を増幅し、デジタルの画
像データに変換して出力する。補正部２０２は、シェーディング補正などの補正を行う。
画像メモリー２０３は、画像データを蓄積し、主制御部１１０（画像処理部１１２）に転
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送する。
【００４６】
　また、主制御部１１０は、操作パネル８と接続され、操作パネル８の表示動作を制御し
たり、操作パネル８に対してユーザーが行った操作を検知したりする。たとえば、操作パ
ネル８は、スタートキー８３を押下する操作をユーザーが行うと、その押下操作を読取ジ
ョブ（片面読取ジョブや両面読取ジョブ）の実行指示として受け付ける。そして、主制御
部１１０は、操作パネル８が読取ジョブの実行指示を受け付けると、原稿搬送制御部１２
０および画像読取制御部１３０の各部に指示し、原稿搬送ユニット１および画像読取ユニ
ット２に読取ジョブを実行させる。
【００４７】
　操作パネル８は、読取ジョブに関する設定も受け付ける。たとえば、操作パネル８は、
両面の読み取りが終わった原稿Ｄをどのような排紙モードで排出するかの設定を受け付け
る。この構成においては、操作パネル８が本発明の「操作部」に相当する。なお、排紙モ
ードについては後述する。
【００４８】
　（排紙モード）
　画像読取装置２００は、両面読取ジョブを実行する場合、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄ
の両面の読み取りが終わった後、第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれかの
排紙モードで原稿Ｄを原稿排出トレイ１２に排出する。第１排紙モードというのは、読取
位置ＲＰにおいて原稿Ｄの両面の読み取りが終わった後、原稿Ｄの表裏を再反転させてか
ら原稿排出トレイ１２に原稿Ｄを排出するモードである。第２排紙モードというのは、読
取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの両面の読み取りが終わった後、原稿Ｄの表裏を再反転させず
に原稿排出トレイ１２に原稿Ｄを排出するモードである。
【００４９】
　第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの排紙モードで原稿Ｄを排出するか
の選択指示は、操作パネル８が受け付ける。たとえば、操作パネル８は、排紙モードの選
択指示を受け付けるとき、図６に示すような受付画面ＳＳ１を表示する。なお、この受付
画面ＳＳ１においては、「はい」というソフトキーＫ１をタッチする操作が第１排紙モー
ドを選択するための操作となり、「いいえ」というソフトキーＫ２をタッチする操作が第
２排紙モードを選択するための操作となる。
【００５０】
　以下に、図７Ａ～図７Ｆを参照して、第１排紙モードで原稿Ｄを排出するときの動作に
ついて具体的に説明する。なお、以下の説明では、原稿セットトレイ１１に原稿束（積層
された複数枚の原稿Ｄ）がセットされているものとする。
【００５１】
　まず、両面読取ジョブの実行指示を受け付けると、原稿搬送制御部１２０は、給紙部１
０Ａに給紙動作を行わせ、原稿搬送部１０Ｂに原稿搬送動作を行わせる。具体的には、図
７Ａに示すように、給紙部１０Ａは、ピックアップローラー１３を下方に回動して原稿Ｄ
に当接させるとともに、原稿ストッパー１５を上方に移動させて原稿搬送経路を開放する
。この状態で、給紙部１０Ａは、ピックアップローラー１３および給紙ローラー対１４を
回転させることによって、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄをメイン搬送路Ｃ
Ｐ１に供給する。
【００５２】
　原稿搬送部１０Ｂは、搬送ローラー対１７を回転させ、メイン搬送路ＣＰ１に供給され
た原稿Ｄをメイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送する。これにより、原稿Ｄが読取位置ＲＰに
搬送されて読取位置ＲＰを通過するので、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの一方面（原稿セ
ットトレイ１１へのセット時に上方に向けられた面）の読み取りが行われる。
【００５３】
　また、原稿搬送部１０Ｂは、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２との分岐点に原稿
Ｄの先端が至る前に、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路が開
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放されるように切替爪１８を回動させておく。これにより、図７Ｂに示すように、読取位
置ＲＰを通過した原稿Ｄが反転搬送路ＣＰ２に送られる。
【００５４】
　その後、原稿搬送部１０Ｂは、原稿Ｄの表裏を反転させるための原稿反転動作を行う。
具体的には、原稿搬送部１０Ｂは、反転ローラー対１９をひとまず正回転させ、原稿Ｄを
その先端から排出トレイ１２側に送り出す。そして、原稿搬送部１０Ｂは、原稿Ｄの後端
が反転搬送路ＣＰ２に入ると、原稿Ｄの後端が反転ローラー対１９を通過しきる前に反転
ローラー対１９を逆回転させることによって、原稿Ｄの原稿搬送方向の前後を反転させる
。このとき、原稿搬送部１０Ｂは、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿
搬送経路が塞がれるように切替爪１８を回動させる。これにより、原稿搬送方向の前後が
反転された原稿Ｄが反転搬送路ＣＰ２に沿って搬送され、メイン搬送路ＣＰ１の読取位置
ＲＰよりも原稿搬送方向上流側の位置に戻る。そして、反転搬送路ＣＰ２からメイン搬送
路ＣＰ１に戻った原稿Ｄは、その表裏が反転された状態となる。
【００５５】
　続いて、図７Ｃに示すように、原稿搬送部１０Ｂは、表裏を反転した原稿Ｄ（原稿搬送
方向の前後を反転した原稿Ｄ）をメイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送する。これにより、原
稿Ｄが読取位置ＲＰに搬送されて読取位置ＲＰを再び通過する。このときには、原稿Ｄの
表裏が反転されているので、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの他方面（未読取面）の読み取
りが行われる。
【００５６】
　また、原稿搬送部１０Ｂは、両面の読み取りが終わった原稿Ｄの先端がメイン搬送路Ｃ
Ｐ１と反転搬送路ＣＰ２との分岐点に至る前に、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２
とを繋ぐ原稿搬送経路が開放されるように切替爪１８を回動させておく。このため、図７
Ｄに示すように、読取位置ＲＰを通過した原稿Ｄ（両面の読み取りが終わった原稿Ｄ）が
反転搬送路ＣＰ２に送られる。この後、原稿搬送部１０Ｂは、原稿反転動作を再び行う。
これにより、図７Ｅに示すように、原稿搬送方向の前後が再反転された原稿Ｄ（両面の読
み取りが終わった原稿Ｄ）がメイン搬送路ＣＰ１の読取位置ＲＰよりも原稿搬送方向上流
側の位置に戻る。
【００５７】
　そして、図７Ｆに示すように、原稿搬送部１０Ｂは、表裏を再反転した原稿Ｄ（両面の
読み取りが終わった原稿Ｄ）をメイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送し、原稿排出トレイ１２
に排出する。すなわち、このとき、原稿搬送部１０Ｂは、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送
路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路が塞がれるように切替爪１８を回動させておく。なお、２
枚目以降の原稿Ｄについても、１枚目の原稿Ｄと同様に両面が読み取られ、表裏が再反転
されて原稿排出トレイ１２に排出される。
【００５８】
　次に、第２排紙モードで原稿Ｄを排出するときの動作について説明する。なお、以下の
説明では、原稿セットトレイ１１に原稿束（積層された複数枚の原稿Ｄ）がセットされて
いるものとする。
【００５９】
　まず、両面読取ジョブの実行指示を受け付けると、図７Ａ～図７Ｃに示した動作と同様
の動作を行う。すなわち、原稿Ｄの表裏を反転させることによって原稿Ｄの両面を単一の
読取位置ＲＰで交互に読み取る。
【００６０】
　ここで、第２排紙モードでは、第１排紙モードと異なり、図７Ｄおよび図７Ｅに示した
動作を省略し、図７Ｆに示した動作に移行する。具体的には、両面の読み取りが終わった
原稿Ｄ（表裏が反転された原稿Ｄ）が反転搬送路ＣＰ２に送られないように、メイン搬送
路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路を切替爪１８によって塞ぐ。これによ
り、両面の読み取りが終わった原稿Ｄは、反転搬送路ＣＰ２に送られず、そのままメイン
搬送路ＣＰ１に沿って搬送され、原稿排出トレイ１２に排出される。すなわち、両面の読
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み取りが終わった原稿Ｄは、その表裏が再反転されずに原稿排出トレイ１２に排出される
。なお、２枚目以降の原稿Ｄについても、１枚目の原稿Ｄを同様に両面が読み取られ、表
裏が再反転されずに原稿排出トレイ１２に排出される。
【００６１】
　このように、第１排紙モードでは、原稿排出トレイ１２に排出される原稿Ｄの表裏を再
反転させる。したがって、原稿Ｄの一方面（原稿セット時に上方に向けられた面）が原稿
排出トレイ１２側（下方側）に向けられ、その状態で、１番目に読み取った原稿Ｄ（原稿
セット時に最も上にセットされた原稿Ｄ）から順に原稿排出トレイ１２に積層されていく
。これにより、原稿排出トレイ１２に積層された複数枚の原稿Ｄのページの順番が揃う。
たとえば、原稿セットトレイ１１に２枚の原稿Ｄがセットされ、原稿セット時に一番上に
位置していた１番目の原稿Ｄの一方面が１ページで他方面が２ページであり、２番目の原
稿Ｄの一方面が３ページで他方面が４ページであったとする。この場合、２枚の原稿Ｄの
表裏が再反転されて２枚の原稿Ｄが原稿排出トレイ１２に順次排出され積層されると、１
番目の原稿Ｄの一方面（１ページ目の面）が下向きとなり、２番目の原稿Ｄの一方面（３
ページ目の面）も下向きとなるので、２枚の原稿Ｄのページの順番が揃う。しかし、第１
排出モードでは、原稿Ｄの表裏を再反転させる分、両面読取ジョブの開始から終了までの
時間が長くなる。
【００６２】
　一方で、第２排紙モードでは、原稿排出トレイ１２に排出される原稿Ｄの表裏を再反転
させない。したがって、原稿Ｄの表裏を再反転させない分、両面読取ジョブの開始から終
了までの時間が短縮される。しかし、第２排紙モードでは、原稿Ｄの一方面（原稿セット
時に上方に向けられた面）が上方側（原稿セット時と同一側）に向けられ、その状態で、
１番目に読み取った原稿Ｄ（原稿セット時に最も上にセットされた原稿Ｄ）から順に原稿
排出トレイ１２に積層されていく。このため、原稿排出トレイ１２に積層された複数枚の
原稿Ｄのページの順番が揃わなくなる。
【００６３】
　したがって、本実施形態では、第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの排
紙モードで原稿Ｄを排出するかの選択指示を受け付けるようになっている。これにより、
原稿排出トレイ１２に順次排出され積層された複数枚の原稿Ｄのページの順番を揃えたい
場合には、第１排紙モードを選択することができ、両面読取ジョブを速やかに完了させた
い場合には、第２排紙モードを選択することができる。
【００６４】
　ただし、本実施形態では、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄが１枚だけの場
合には、第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの排紙モードが選択されてい
るかにかかわらず、第２排紙モードで原稿Ｄを排出する。以下に、図８Ａ～図８Ｄを参照
して、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄが１枚だけの場合における原稿Ｄの排
出動作について説明する。
【００６５】
　まず、両面読取ジョブの実行指示を受け付けると、原稿搬送制御部１２０は、給紙部１
０Ａに給紙動作を行わせ、原稿搬送部１０Ｂに原稿搬送動作を行わせる。すなわち、図８
Ａに示すように、給紙部１０Ａは、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄをメイン
搬送路ＣＰ１に供給する。そして、原稿搬送部１０Ｂは、メイン搬送路ＣＰ１に供給され
た原稿Ｄを読取位置ＲＰに搬送する。これにより、原稿Ｄが読取位置ＲＰを通過するので
、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの一方面の読み取りが行われる。
【００６６】
　また、原稿搬送部１０Ｂは、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２との分岐点に原稿
Ｄの先端が至る前に、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路が開
放されるように切替爪１８を回動させておく。これにより、図８Ｂに示すように、読取位
置ＲＰを通過した原稿Ｄが反転搬送路ＣＰ２に送られる。
【００６７】
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　ここで、原稿搬送制御部１２０は、原稿搬送センサーＦＳの出力に基づき検知位置ＤＰ
において原稿Ｄの後端の通過を検知したとき（原稿Ｄの後端が給紙部１０Ａを抜けたこと
を検知したとき）、原稿セットセンサーＳＳの出力に基づき原稿セットセンサーＳＳに原
稿Ｄが有るか否かを検知する。言い換えると、メイン搬送路ＣＰ１への１枚目の原稿Ｄの
供給が終了した時点で原稿セットトレイ１１における原稿Ｄの有無を検知する。このとき
、原稿セットセンサーＳＳに原稿Ｄが無ければ、原稿セットトレイ１１にセットされてい
た原稿Ｄが１枚だけだった（現在搬送中の原稿Ｄだけだった）ということである。したが
って、原稿搬送制御部１２０は、原稿セットセンサーＳＳに原稿Ｄが無いことを検知すれ
ば、第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの排紙モードが選択されているか
にかかわらず、第２排紙モードで原稿Ｄが排出されるように設定する。
【００６８】
　その後、図８Ｃに示すように、原稿搬送部１０Ｂは、原稿反転動作を行い、表裏を反転
した原稿Ｄをメイン搬送路ＣＰ１に沿って搬送する。これにより、原稿Ｄが読取位置ＲＰ
に搬送されて読取位置ＲＰを再び通過する。このときには、原稿Ｄの表裏が反転されてい
るので、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの他方面（未読取面）の読み取りが行われる。
【００６９】
　また、このとき、原稿搬送部１０Ｂは、第２排紙モードで原稿Ｄを排出するように設定
されているため、メイン搬送路ＣＰ１と反転搬送路ＣＰ２とを繋ぐ原稿搬送経路を切替爪
１８によって塞いだままにしておく。これにより、図８Ｄに示すように、両面の読み取り
が終わった原稿Ｄは、反転搬送路ＣＰ２に送られず、そのままメイン搬送路ＣＰ１に沿っ
て搬送され、原稿排出トレイ１２に排出される。すなわち、原稿搬送部１０Ｂは、第１排
紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの排紙モードが選択されているかにかかわら
ず、両面の読み取りが終わった原稿Ｄの表裏を再反転させずに原稿排出トレイ１２に原稿
Ｄを排出する（第２排紙モードで原稿Ｄを排出する）。
【００７０】
　以下に、図９に示すフローチャートを参照して、排紙モードを設定するときの制御の流
れについて説明する。
【００７１】
　図９のフローチャートのスタート時点では、第１排紙モードおよび第２排紙モードのう
ちいずれかの排紙モードが選択されているとする。そして、原稿セットトレイ１１に１枚
以上の原稿Ｄがセットされた状態で両面読取ジョブの実行指示を受けたとき、図９のフロ
ーチャートがスタートする。
【００７２】
　ステップＳ１において、原稿搬送制御部１２０は、給紙部１０Ａによる給紙動作を開始
させる。また、原稿搬送制御部１２０は、原稿搬送部１０Ｂによる原稿搬送動作を開始さ
せる。そして、ステップＳ２において、原稿搬送制御部１２０は、原稿搬送センサーＦＳ
の出力に基づき、原稿Ｄの後端が検知位置ＤＰを通過したか否かを判断する（メイン搬送
路ＣＰへの１枚目の原稿Ｄの供給が終了したか否かを判断する）。その結果、原稿Ｄの後
端が検知位置ＤＰを通過していれば、ステップＳ３に移行し、原稿Ｄの後端が検知位置Ｄ
Ｐを未だ通過していなければ、ステップＳ２の判断を繰り返す。
【００７３】
　ステップＳ３に移行すると、原稿搬送制御部１２０は、原稿セットセンサーＳＳの出力
に基づき、原稿セットトレイ１１に原稿Ｄが有るか否かを判断する。その結果、原稿セッ
トトレイ１１に原稿Ｄが有れば、ステップＳ４に移行する。なお、この時点で原稿セット
トレイ１１に原稿Ｄが有れば、原稿セットトレイ１１に複数枚の原稿Ｄがセットされたと
いうことである。
【００７４】
　ステップＳ４に移行すると、原稿搬送制御部１２０は、第１排紙モードおよび第２排紙
モードのうち選択された排紙モードで原稿Ｄが排出されるように設定する。
【００７５】
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　一方で、ステップＳ３において、原稿セットトレイ１１に原稿Ｄが無ければ、ステップ
Ｓ５に移行する。なお、この時点で原稿セットトレイ１１に原稿Ｄが無ければ、原稿セッ
トトレイ１１にセットされた原稿Ｄが１枚だけだったということである。
【００７６】
　ステップＳ５に移行すると、原稿搬送制御部１２０は、第２排紙モードで原稿Ｄが排出
されるように設定する。
【００７７】
　本実施形態の画像形成装置１００（画像読取装置２００）は、原稿Ｄがセットされる原
稿セットトレイ１１と、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄを読み取る画像読取部２０と、読み
取りの終わった原稿Ｄが排出される原稿排出トレイ１２と、原稿セットトレイ１１から読
取位置ＲＰを経由して原稿排出トレイ１２に至るメイン搬送路ＣＰ１に沿って原稿Ｄを搬
送するとともに、両面読取ジョブの実行時には、読取位置ＲＰにおいて片面の読み取りが
終わった原稿Ｄの表裏を反転させ、表裏を反転させた原稿Ｄを読取位置ＲＰに搬送する原
稿搬送部１０Ｂと、両面読取ジョブに関する設定指示を受け付ける操作パネル８（操作部
）と、を備えている。そして、原稿搬送部１０Ｂは、読取位置ＲＰにおいて原稿Ｄの両面
の読み取りが終わった後、原稿Ｄの表裏を再反転させてから原稿排出トレイ１２に原稿Ｄ
を排出する第１排紙モード、および、原稿Ｄの表裏を再反転させずに原稿排出トレイ１２
に原稿Ｄを排出する第２排紙モード、のうちいずれかの排紙モードで原稿Ｄを排出し、操
作パネル８は、第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの排紙モードで原稿Ｄ
を排出するかの選択指示を受け付ける。
【００７８】
　本実施形態では、両面読取ジョブの実行に際して、第１排紙モードおよび第２排紙モー
ドのうちから所望の排紙モードを選択することができる。すなわち、原稿排出トレイ１２
に排出される複数枚の原稿Ｄのページの順番を揃えたい場合には、原稿Ｄの表裏を再反転
させてから原稿排出トレイ１２に原稿Ｄを排出することができ、両面読取ジョブを速やか
に完了させたい場合には、原稿Ｄの表裏を再反転させずに原稿排出トレイ１２に原稿Ｄを
排出することがでる（原稿Ｄの表裏を再反転させる動作を省略することができる）。した
がって、原稿排出トレイ１２に排出される複数枚の原稿Ｄのページの順番を揃えたいユー
ザーおよび両面読取ジョブを速やかに完了させたいユーザーの両方の利便性が向上する。
【００７９】
　たとえば、複数枚の原稿Ｄを電子データ化して保存し、読み取りの終わった複数枚の原
稿Ｄを破棄する場合には、原稿排出トレイ１２に排出される複数枚の原稿Ｄのページの順
番が揃っている必要はない。この場合、第１排出モードでしか原稿Ｄが排出されないよう
になっていると、必要ないにもかかわらず原稿Ｄの表裏を再反転させる動作が行われるの
で、ユーザーにとっては煩わしい。しかし、排出モードとして第２排出モードの選択が可
能になっていると、不要な動作（原稿Ｄの表裏を再反転させる動作）が省略され、両面読
取ジョブが速やかに完了するので、ユーザーの利便性が向上する。
【００８０】
　また、本実施形態では、上記のように、メイン搬送路ＣＰ１への１枚目の原稿Ｄの供給
が終了した時点で、原稿搬送制御部１２０（原稿セット検知部）が原稿セットトレイ１１
に原稿Ｄが無いことを検知すれば、第１排紙モードおよび第２排紙モードのうちいずれの
排紙モードが選択されているかにかかわらず、第２排紙モードで原稿Ｄを排出する。すな
わち、原稿セットトレイ１１にセットした原稿Ｄが１枚だけの場合には、自動的に第２排
紙モードで原稿Ｄが排紙される。ここで、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄが
１枚だけの場合には、表裏を再反転させていない原稿Ｄを原稿排出トレイ１２に排出した
としても、ユーザーの利便性が低下することはない。したがって、原稿セットトレイ１１
にセットされた原稿Ｄが１枚だけの場合には、第２排紙モードで原稿Ｄを排出することに
より、両面読取ジョブを速やかに完了させた方が良い。
【００８１】
　なお、上記した構成において、第１排紙モードが選択されたとき、原稿セットトレイ１
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１にセットする原稿Ｄの枚数にかかわらず第１排紙モードで原稿Ｄを排出するか否かを操
作パネル８が受け付けるようになっていてもよい。たとえば、操作パネル８は、受付画面
ＳＳ１（図６参照）においてソフトキーＫ１がタッチされたとき、図１０に示すような受
付画面ＳＳ２を表示し、原稿セットトレイ１１にセットする原稿Ｄの枚数にかかわらず第
１排紙モードで原稿Ｄを排出するか否かを受け付ける。
【００８２】
　図１０に示した受付画面ＳＳ２において、「はい」というソフトキーＫ１１をタッチす
ると、原稿セットトレイ１１にセットされた原稿Ｄの枚数にかかわらず第１排紙モードで
原稿Ｄが排出されるように設定される。この場合、原稿搬送部１０Ｂは、メイン搬送路Ｃ
Ｐ１への１枚目の原稿Ｄの供給が終了した時点で、原稿搬送制御部１２０が原稿セットト
レイ１１に原稿Ｄが無いことを検知したとしても（原稿セットトレイ１１にセットされた
原稿Ｄが１枚だけであったとしても）、第２排紙モードではなく、第１排紙モードで原稿
Ｄを排出する。
【００８３】
　一方で、図１０に示した受付画面ＳＳ２において、「いいえ」というソフトキーＫ１２
をタッチすると、原稿セットトレイ１１にセットする原稿Ｄの枚数に応じて排紙モードが
切り替わるように設定される。具体的には、原稿セットトレイ１１に原稿束（積層された
複数枚の原稿Ｄ）をセットした場合には、第１排紙モードで原稿Ｄが排出され、原稿セッ
トトレイ１１にセットした原稿Ｄが１枚だけの場合には、第２排紙モードで原稿Ｄが排出
される。
【００８４】
　このように構成すれば、原稿セットトレイ１１にセットした原稿Ｄが１枚だけであった
としても、その原稿Ｄを第１排紙モードで排出することができるので、ユーザーにとって
は利便性が良い。
【００８５】
　また、上記した構成において、第２排紙モードが選択されたとき、第２排紙モードで排
出する原稿Ｄの枚数を操作パネル８が受け付けるようになっていてもよい。たとえば、操
作パネル８は、受付画面ＳＳ１（図６参照）においてソフトキーＫ２がタッチされたとき
、図１１に示すような受付画面ＳＳ３を表示し、第２排紙モードで排出する原稿Ｄの枚数
を受け付ける。
【００８６】
　図１１に示した受付画面ＳＳ３において、入力欄Ｃに数値を入力すると、その数値に相
当する枚数分の原稿Ｄについては第２排出モードで排出される。たとえば、入力欄Ｃに数
値「５」を入力すると、１枚目から５枚目までの原稿Ｄが第２排出モードで排出される。
この場合、仮に６枚以上の原稿Ｄが原稿セットトレイ１１にセットされていれば、１枚目
から５枚目までの原稿Ｄは第２排出モードで排出されるが、６枚目以降の原稿Ｄは第１排
紙モードで排出される。
【００８７】
　このように構成すれば、第２排紙モードで排出する原稿Ｄの枚数を任意に設定できるの
で、ユーザーにとっては利便性が良い。
【００８８】
　今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によっ
て示され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
る。
【符号の説明】
【００８９】
　　８　操作パネル（操作部）
　　１０Ｂ　原稿搬送部
　　１１　原稿セットトレイ



(16) JP 2014-230189 A 2014.12.8

　　１２　原稿排出トレイ
　　２０　画像読取部
　　１００　画像形成装置
　　１２０　原稿搬送制御部（原稿セット検知部）
　　２００　画像読取装置
　　ＣＰ１　メイン搬送路
　　Ｄ　原稿
　　ＲＰ　読取位置

【図１】 【図２】
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【図８Ｃ】 【図８Ｄ】

【図９】 【図１０】
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