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(57)【要約】
【課題】効率的かつ原稿の良好な走査品質を維持するこ
とができ、単純な構造の自動原稿送り装置を提供する。
【解決手段】自動原稿送り装置は、送りトレー（１０）
から走査モジュール（１０２）に延びる第１の通路（１
１）と、走査モジュールから反転ローラユニット（１６
）に延びる第２の通路（１２）と、反転ローラユニット
から第１の通路の中間部分（１１０）に延びる第３の通
路（１３）とを含む。原稿（２００）は、第１の走査の
ために第１及び第２の通路を介して送りトレーから反転
ローラユニット上に移動される。原稿が第２の通路を通
って移動する直前に、反転ローラユニットは原稿がそれ
を通過できるように駆動される。続いて原稿は、原稿の
両縁部（２０１、２０２）がその上で別々の方向（３０
１、３０２）に移動可能に動作可能である反転ローラユ
ニット上で反転され、第２の走査のために第３の通路、
中間部分の下流側の第１の通路の一部分、及び第２の通
路によって画成される輪になった通路を通過する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の対向する縁部（２０１、２０２）を有する原稿（２００）を両面走査
するための方法であって、
　（Ａ）原稿（２００）を第１の通路（１１）に沿って送りトレー（１０）から走査モジ
ュール（１０２）に移動させるステップと、
　（Ｂ）原稿（２００）をおもて面の走査のために走査モジュール（１０２）を通って移
動させるステップと、
　（Ｃ）２つの反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つを前方方向に回転するように
駆動し、それによって原稿（２００）の第１の縁部（２０１）が排出方向（３０１）にか
み部を通過するように、原稿（２００）を第２の通路（１２）に沿って２つの反転ローラ
（１６１、１６２）によって画成される前記かみ部内に移動させるステップと、
　（Ｄ）前記原稿（２００）の前記第２の縁部（２０２）の前記第２の通路（１２）から
の分離に応答して、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つを前記前方方向と反
対の反転方向に回転するように駆動し、それによって前記原稿（２００）の前記第２の縁
部（２０２）を前記反転ローラ（１６１、１６２）から第３の通路（１３）に沿って前記
排出方向（３０１）と反対の送り方向（３０２）に前記第１の通路（１１）上に移動させ
るステップと、
　（Ｅ）２つの反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つを前方方向に回転するように
駆動し、それによって前記原稿（２００）の前記第１および第２の縁部（２０１、２０２
）が互いに摺動可能な接触になるように、前記原稿（２００）の前記第１および第２の縁
部（２０１、２０２）を前記反転ローラ（１６１、１６２）間に配設することができるよ
うに、前記原稿（２００）の前記第２の縁部（２０２）を前記走査モジュール（１０２）
および前記第２の通路（１２）を通って前記かみ部内に移動させるステップと、
　（Ｆ）裏面の走査を完了させるために、前記原稿（２００）の前記第１の縁部（２０１
）を前記走査モジュール（１０２）および前記第２の通路（１２）を通って移動させるス
テップと、
を含む、両面走査方法。
【請求項２】
　前記ステップ（Ｆ）の後で、
　（Ｇ）前記原稿（２００）の前記第１の縁部（２０１）の前記第２の通路（１２）から
の分離に応答して、前記原稿（２００）の前記第１の縁部（２０１）を前記反転ローラ（
１６１、１６２）から前記第３の通路（１３）に沿って前記第１の通路（１１）上に移動
させるように、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つを反転方向に回転するよ
うに駆動するステップと、
　（Ｈ）前記原稿（２００）の前記第１および第２の縁部（２０１、２０２）が互いに摺
動可能な接触になるように、前記原稿（２００）の前記第１および第２の縁部（２０１、
２０２）を前記反転ローラ（１６１、１６２）間に配設することができるように、前記原
稿（２００）の前記第１の縁部（２０１）を前記第２の通路（１２）を通って前記かみ部
内に移動させるように、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つを前方方向に回
転するように駆動し、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つの前方方向での継
続する回転が、前記原稿（２００）が前記反転ローラ（１６１、１６２）から排出トレー
（１７）上へ移動させられるように、結果として前記原稿（２００）の前記第２の縁部（
２０２）の前記第２の通路（１２）および前記かみ部を通過する移動になるステップと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ステップ（Ｃ）および（Ｈ）において、前記原稿（２００）が前記かみ部内に移動
させられる直前に、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つを前方方向に回転す
るように駆動することによって、前記原稿（２００）の前記第１の縁部（２０１）が前記
かみ部内に移動させられ、かつ前記ステップ（Ｅ）において、前記原稿（２００）が前記
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かみ部内に移動させられる直前に、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つを前
方方向に回転するように駆動することによって、前記原稿（２００）の前記第２の縁部（
２０２）が前記かみ部内に移動させられる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ステップ（Ｃ）および（Ｈ）において、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうち
の１つが、前記走査モジュール（１０２）に近接して配設される第１のセンサ（２２）に
よる前記原稿（２００）の前記第１の縁部（２０１）の存在の検出によって前記前方方向
に回転するように駆動され、かつ前記ステップ（Ｅ）において、前記反転ローラ（１６１
、１６２）のうちの１つが、前記第１のセンサ（２２）による前記原稿（２００）の前記
第２の縁部（２０２）の存在の検出によって前記前方方向に回転するように駆動される、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ステップ（Ｄ）において、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つが、前
記第２の通路（１２）と前記第３の通路（１３）との間の接合部のところに配設される第
２のセンサ（２１）による前記原稿（２００）の前記第２の縁部（２０２）の前記第２の
通路（１２）からの分離の検出によって反転方向に回転するように駆動され、かつ前記ス
テップ（Ｇ）において、前記反転ローラ（１６１、１６２）のうちの１つが、前記第２の
センサ（２１）による前記原稿（２００）の前記第１の縁部（２０１）の前記第２の通路
（１２）からの分離の検出によって反転方向に回転するように駆動される、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　走査モジュール（１０２）を含む画像形成装置上で使用することができるようにされた
自動原稿（２００）送り装置であって、
　走査すべき原稿（２００）を受けることができるようにされた送りトレー（１０）と、
　排出トレー（１７）と、
　前記送りトレー（１０）から前記走査モジュール（１０２）に延びるようになされ、か
つ前記送りトレー（１０）から前記走査モジュール（１０２）に向かって移動させるよう
に前記原稿（２００）を案内することができるようにされた第１の通路（１１）と、
　前記送りトレー（１０）から前記第１の通路（１１）上に前記原稿（２００）を移動さ
せることができるようにされた分離／送りローラユニット（１４）と、
　前記排出トレー（１７）に近接して配設され、１対の上側および下側反転ローラ（１６
１、１６２）を含み、前記上側および前記下側反転ローラ（１６１、１６２）の間を互い
に反対である排出方向（３０１）と送り方向（３０２）のうちの選択される１つの方向に
前記原稿（２００）を移動させるようになされた反転ローラユニット（１６）と、
　前記走査モジュール（１０２）から前記反転ローラユニット（１６）に延びるようにな
され、かつ前記走査モジュール（１０２）から前記反転ローラユニット（１６）上に移動
させるように前記原稿（２００）を案内することができるようにされた第２の通路（１２
）と、
　前記反転ローラユニット（１６）から前記第１の通路（１１）に延び、かつ前記第２の
通路（１２）と空間的に連通する端部を有する第３の通路（１３）であって、前記反転ロ
ーラユニット（１６）から前記第１の通路（１１）上に送り方向（３０２）に移動させる
ように前記原稿（２００）を案内することができるようにされた第３の通路（１３）と、
　前記上側および下側反転ローラ（１６１、１６２）のうちの少なくとも１つを２つの方
向のうちの選択される１つの方向に回転するように駆動させるための制御ユニット（５０
）と、
　前記原稿（２００）の位置を検出し、信号を前記制御ユニット（５０）に伝達し、それ
によって前記制御ユニット（５０）が、前記信号を受けたときに前記上側および下側反転
ローラ（１６１、１６２）のうちの１つの回転および回転方向を制御することができるよ
うにされた第１のセンサ（２２）と、
を備える、自動原稿（２００）送り装置。
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【請求項７】
　前記制御ユニット（５０）が、前記上側および下側反転ローラ（１６１、１６２）を回
転させるために駆動するように動作可能である、請求項６に記載の自動原稿（２００）送
り装置。
【請求項８】
　前記第１のセンサ（２２）が前記第１の通路（１１）に沿って、かつ前記走査モジュー
ル（１０２）に近接して配設されるようになされている、請求項６に記載の自動原稿（２
００）送り装置。
【請求項９】
　前記第２の通路（１２）と前記第３の通路（１３）との間の接合部のところに配設され
、かつ前記制御ユニット（５０）が前記原稿（２００）を送り方向（３０２）に前記反転
ローラユニット（１６）上に移動させるために前記反転ローラユニット（１６）を作動さ
せるように、前記第２の通路（１２）の端部からの前記原稿（２００）の分離を検出し、
前記制御ユニット（５０）に信号を伝達することができるようにされた第２のセンサ（２
１）をさらに備える、請求項６に記載の自動原稿（２００）送り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００８年１月２８日出願の特許文献１の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、自動原稿送り装置に関し、より詳しくは、複写機に適用可能な自動原稿送り
装置、およびそれを使用して原稿を両面走査する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　図１および図２を参照すると、自動原稿送り装置９内で原稿９００の裏面を走査するた
めの、特許文献２に開示されている従来型の両面走査方法の一実施形態では、原稿９００
をラップローラ９３の周りに移動させるために、上側および下側供給ローラ９１、９２が
、図１に示すように、それぞれ時計回りおよび反時計周りに回転する。原稿９００の前縁
が上側および下側供給ローラ９１、９２と接触するとき、シートのゆがみが生じる。その
ようなシートのゆがみをなくすために、図２に示すように、上側および下側供給ローラ９
１、９２の各々の回転方向が逆にされて、原稿９００の前縁が、上側および下側供給ロー
ラ９１、９２の間に画成されるかみ部の間に取り込まれることが可能になる。続いて、原
稿９００の前縁および後縁が別々の方向に移動できるように、上側供給ローラ９１の回転
方向が再度逆にされる。そのような機器構成によって、自動原稿送り装置９の設置面積サ
イズを減少させることができる。しかしながら、そのような構成およびシートゆがみの除
去は、裏面走査時間を増加させるのみならず、原稿９００の走査品質にも悪影響を及ぼす
。
【０００４】
　図３を参照すると、自動原稿送り装置９’内で原稿９００の前縁および後縁を別々の方
向に移動させるための、特許文献２に開示されている別の実施形態では、上昇機構（図示
せず）の動作を介してピンチローラ９１’を駆動ローラ９２’から切り離すことができる
。しかしながら、送り装置９’のこの構造は、この上昇機構の存在に起因して複雑になる
。これによって、送り装置９’の製造コストが増加する。
【特許文献１】台湾特許出願第０９７１０３０７９号
【特許文献２】米国特許第６，３０７，６１４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の１つの目的は、効率的でかつ原稿の良好な走査品質を維持することができる、
原稿の両面走査のための方法を提供することである。



(5) JP 2009-177772 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

【０００６】
　本発明の別の目的は、単純な構造を有する自動原稿送り装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、第１および第２の対向する縁部を有する原稿を両面走査する
ための方法が提供され、この方法は、
　（Ａ）原稿を第１の通路に沿って送りトレーから走査モジュールに移動させるステップ
と、
　（Ｂ）原稿をおもて面の走査のために走査モジュールを通って移動させるステップと、
　（Ｃ）２つの反転ローラのうちの１つを前方方向に回転するように駆動し、それによっ
て原稿の第１の縁部が排出方向にかみ部を通過するように、原稿を第２の通路に沿って反
転ローラによって画成されるかみ部内に移動させるステップと、
　（Ｄ）原稿の第２の縁部の第２の通路からの分離に応答して、反転ローラのうちの１つ
を前方方向と反対の反転方向に回転するように駆動し、それによって原稿の第２の縁部を
反転ローラから第３の通路に沿って排出方向と反対の送り方向に第１の通路上に移動させ
るステップと、
　（Ｅ）反転ローラのうちの１つを前方方向に回転するように駆動し、それによって原稿
の第１および第２の縁部が互いに摺動可能な接触になるように、原稿の第１および第２の
縁部を反転ローラ間に配設することができるように、原稿の第２の縁部を走査モジュール
および第２の通路を通ってかみ部内に移動させるステップと、
　（Ｆ）裏面の走査を完了させるために、原稿の第１の縁部を走査モジュールおよび第２
の通路を通って移動させるステップと、
を含む。
【０００８】
　この方法には、シートゆがみを生じさせるステップ、およびそのゆがみをなくすステッ
プがまったく含まれないので、この方法を実施するために必要な時間を著しく減少させる
ことができる。
【０００９】
　本発明の別の態様によれば、走査モジュールを含む画像形成装置上で使用することがで
きるようにされた自動原稿送り装置が提供され、この自動原稿送り装置は、走査すべき原
稿を受けることができるようにされた送りトレーと、排出トレーと、送りトレーから走査
モジュールに延びるようになされ、かつ送りトレーから走査モジュールに向かって移動さ
せるように原稿を案内することができるようにされた第１の通路と、送りトレーから第１
の通路上に原稿を移動させることができるようにされた分離／送りローラユニットと、排
出トレーに近接して配設され、１対の上側および下側反転ローラを含み、上側および下側
反転ローラの間を互いに反対である排出方向と送り方向のうちの選択される１つの方向に
原稿を移動させるようになされた反転ローラユニットと、走査モジュールから反転ローラ
ユニットに延びるようになされ、かつ走査モジュールから反転ローラユニット上に移動さ
せるように原稿を案内することができるようにされた第２の通路と、反転ローラユニット
から第１の通路に延び、かつ第２の通路と空間的に連通する端部を有する第３の通路であ
って、反転ローラユニットから第１の通路上に送り方向に移動させるように原稿を案内す
ることができるようにされた第３の通路と、上側および下側反転ローラのうちの少なくと
も１つを２つの方向のうちの選択される１つの方向に回転するように駆動させるための制
御ユニットと、原稿の位置を検出し、信号を制御ユニットに伝達し、それによって制御ユ
ニットが、信号を受けたときに上側および下側反転ローラのうちの１つの回転および回転
方向を制御することができるようにされた第１のセンサと、を備える。
【００１０】
　この自動原稿送り装置では、上側および下側反転ローラを切り離すための上昇機構を設
ける必要がなく、それによって結果的に簡単な構造になる。
【００１１】
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　本発明のこれらおよび他の特徴および利点については、添付の図面を参照して、本発明
の好ましい実施形態に関する以下の詳細な説明を読めば、明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図４～図６を参照すると、本発明による自動原稿送り装置の好ましい実施形態は、複写
機などの画像形成装置１００の頂部カバー１０１の上に配設される。この画像形成装置１
００は、頂部カバー１０１の下に配設される走査モジュール１０２を含む。
【００１３】
　この自動原稿送り装置１は、送りトレー１０、第１の通路１１、第２の通路１２、第３
の通路１３、分離／送りローラユニット１４、案内ローラユニット１５、反転ローラユニ
ット１６、および排出トレー１７を含む。送りトレー１０は、走査すべき原稿２００を受
けるために頂部カバー１０１上に配設される。第１の通路１１は、送りトレー１０から走
査モジュール１０２に向けて原稿２００を案内するために、送りトレー１０から走査モジ
ュール１０２に延びる。分離／送りローラユニット１４は、送りトレー１０から第１の通
路１１上に原稿２００を移動させるために、送りトレー１０と第１の通路１１との間に配
設される。案内ローラユニット１５は、第１の通路１１に沿って配設される。排出トレー
１７は、頂部カバー１０１上に配設される。反転ローラユニット１６は、排出トレー１７
に近接して配設され、１対の上側および下側反転ローラ１６１、１６２を含む。この下側
反転ローラ１６２は、上側反転ローラ１６１と下側反転ローラ１６２の間を互いに反対で
ある排出方向３０１と送り方向３０２のうちの選択される１つの方向に原稿２００を移動
させるように回転可能である。第２の通路１２は、走査モジュール１０２から反転ローラ
ユニット１６上に移動させるように原稿２００を案内するために、走査モジュール１０２
から反転ローラユニット１６に延びる。第３の通路１３は、反転ローラユニット１６から
出て送り方向３０２に移動させるように原稿２００を案内するために、反転ローラユニッ
ト１６から第１の通路１１の中間部分１１０に延びる。この第３の通路１３は、反転ロー
ラユニット１６に隣接する位置で第２の通路１２と空間的に連通する端部を有する。
【００１４】
　この自動原稿送り装置１は、第１のセンサ２２、第２のセンサ２１、および制御ユニッ
ト５０をさらに含む。第１のセンサ２２は、第１の通路１１に沿って走査モジュール１０
２に近接して配設される。第２のセンサ２１は、第２の通路１２と第３の通路１３との間
の接合部のところに配設される。下側反転ローラ１６２は、前方方向（すなわち、時計回
り方向）または反転方向（すなわち、反時計回り方向）に回転するように駆動される。
【００１５】
　本発明による原稿２００の両面走査の方法は、以下のステップを含む。
　（Ａ）原稿２００が、分離／送りローラユニット１４によって第１の通路１１に沿って
送りトレー１０から走査モジュール１０２に移動させられる。第１の通路１１に沿った原
稿２００の移動中、第１のセンサ２２が原稿２００の第１の端部（すなわち、前縁）の存
在を検知すると、第１のセンサ２２は、信号を制御ユニット５０に発する。制御ユニット
５０は、第１のセンサ２２からの信号を受けるとき、下側反転ローラ１６２を時計回り（
すなわち、前方方向）に回転させるように駆動する。したがって図６に示すように、上側
反転ローラ１６１が、下側反転ローラ１６２によってそれらの間の摩擦接触に起因して駆
動される。
　（Ｂ）原稿２００は、案内ローラユニット１５によって第１の走査（すなわち、おもて
面の走査）のために走査モジュール１０２を通って移動するように案内される。
　（Ｃ）原稿２００は、図６に示すように原稿２００の第１の縁部２０１が上側および下
側反転ローラ１６１、１６２によってかみ部を通って排出方向３０１に移動するように、
上側および下側反転ローラ１６１、１６２によって画成されるかみ部内に第２の通路１２
に沿って移動させられる。
　（Ｄ）図７に示すように、原稿２００が第２の通路１２から切り離され、それによって
第２のセンサ２１が原稿２００の第２の縁部（すなわち、後縁）の存在を検知すると、こ
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の第２のセンサ２１は、制御ユニット５０に信号を発する。制御ユニット５０が第２のセ
ンサ２１から信号を受けると、制御ユニット５０は、図７に示すように、下側反転ローラ
１６２を反時計回りに（すなわち、反転方向に）回転させるように駆動する。したがって
、原稿２００の第２の縁部２０２が、上側および下側反転ローラ１６１、１６２から第３
の通路１３に沿って送り方向３０２に第１の通路１１上に移動させられる。
　（Ｅ）原稿２００の第２の縁部２０２が、図８に示す位置に到達すると、下側反転ロー
ラ１６２は、第１のセンサ２２の検出を介して、かつ制御ユニット５０の制御の下で上記
の方法で時計回りに回転させられる。この時点で、上側反転ローラ１６１も、移動する原
稿２００との摩擦接触に起因して時計回りに回転する。下側反転ローラ１６２の時計回り
の回転のために、原稿２００の第２の縁部２０２が、反転ローラユニット１６に近接する
第２の通路１２の端部に到達した後、図９に示すように、原稿２００の継続する前進の結
果、原稿２００の第２の縁部がかみ部内に移動して、原稿２００の第１および第２の縁部
２０１、２０２が、互いに摺動可能な接触になるように上側および下側反転ローラ１６１
、１６２間に配設されることが可能となる。そのようなものとして、図１０に示すように
、上側および下側反転ローラ１６１、１６２は、別々の方向に回転し、原稿２００の第１
および第２の縁部２０１、２０２は、反転ローラユニット１６上を別々の方向に移動する
。上側および下側反転ローラ１６１、１６２の外側表面は、下側反転ローラ１６２と原稿
２００との間の摩擦が、上側反転ローラ１６１と原稿２００との間の摩擦より大きくなり
、それによってこの時点で原稿２００の第１および第２の縁部２０１、２０２を上側と下
側反転ローラ１６１、１６２の間で別々の方向に移動させることができるように設計され
る。続いて、原稿２００の第１の縁部２０１が、送り方向３０２に反転ローラユニット１
６から出ていくとき、図１１に示すように、上側反転ローラ１６１は、下側反転ローラ１
６２によって反時計回りに回転するように駆動される。したがって原稿２００は、第３の
通路１３、中間部分１１０の下流の第１の通路１１の一部分、および第２の通路１２によ
って画定される輪になった通路に沿って移動させることができる。
　（Ｆ）原稿２００は、上側および下側反転ローラ１６１、１６２によって排出方向３０
１に移動するように駆動される。したがって、原稿２００の第１の縁部２０１は、第２の
走査（すなわち、裏面の走査）を完了するように走査モジュール１０２および第２の通路
１２を通って移動させられる。
【００１６】
　ステップ（Ｆ）が実施された後、原稿２００をひっくり返すためにステップ（Ｄ）およ
び（Ｅ）が繰り返されるが、原稿２００の前縁および後縁はそれぞれ、第１および第２の
縁部２０１、２０２として入れ代えられる。輪になった通路に沿った原稿２００の第２の
移動の結果として、原稿２００は、上側および下側反転ローラ１６１、１６２から出て排
出方向３０１に移動させられ、その結果、排出トレー１７上に落ちる。
【００１７】
　代替実施形態では、制御ユニット５０は、上側および下側反転ローラ１６１、１６２を
駆動して回転させるように動作可能である。
【００１８】
　別の代替実施形態では、第２のセンサ２１は省略される。この実施形態では、第１のセ
ンサ２２が原稿２００の後縁の存在を検出すると、第１のセンサは、対応する信号を制御
ユニット５０に発する。制御ユニット５０は、この対応する信号を受けたときから所定の
時間間隔後、下側反転ローラ１６２を反時計回りに回転するように駆動する。この時間間
隔は、下側反転ローラ１６２が反時計回りに回転するように駆動される直前に原稿２００
の後縁が第２の通路１２から切り離されるように選択される。
【００１９】
　本発明のこの方法には、上述した従来型の両面走査方法のシートゆがみを生じさせるス
テップ、およびそのゆがみをなくすステップがまったく含まれないので、本発明の方法を
実施するために必要な時間を著しく減少させることができる。
【００２０】
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　さらに、本発明の自動原稿送り装置では、原稿２００の第１および第２の縁部２０１、
２０２は、上側および下側反転ローラ１６１、１６２の回転方向の制御を介して反転ロー
ラユニット１６上で別々の方向に移動させられる。結果として、上側および下側反転ロー
ラ１６１、１６２を切り離すための上昇機構を設ける必要がなく、それによって結果的に
簡単な構造になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】シートゆがみの形成を示す、特許文献２に開示されている自動原稿送り装置の一
実施形態の概略側面図である。
【図２】図１と同様の図であるが、シートゆがみの除去を示す図である。
【図３】特許文献２に開示されている自動原稿送り装置の別の実施形態の概略側面図であ
る。
【図４】画像形成装置上で使用状態の、本発明による自動原稿送り装置の好ましい実施形
態の概略側面図である。
【図５】好ましい実施形態の概略ブロック図である。
【図６】原稿が、どのように第１の通路、走査モジュール、および第２の通路を通って送
りトレーから反転ローラユニット上に移動させられるかを示す、好ましい実施形態の概略
側面図である。
【図７】図６と同様の図であるが、原稿の第２の通路からの分離に応答して、どのように
反転ローラユニットの下側反転ローラの回転方向が逆にされるかを示す図である。
【図８】図６と同様の図であるが、第１のセンサが原稿の前縁の存在を検知すると、どの
ように下側反転ローラが前方方向に回転するように駆動されるかを示す図である。
【図９】図６と同様の図であるが、第２の走査動作中に原稿の前縁が、反転ローラユニッ
トに近接する第２の通路の端部に達する状態を示す図である。
【図１０】図６と同様の図であるが、第２の走査動作中に原稿が、輪になった通路を通っ
て延びるように、原稿の前縁が、反転ローラユニットを通って排出方向に移動させられる
状態を示す図である。
【図１１】図６と同様の図であるが、第２の走査動作中に原稿の後縁が、反転ローラユニ
ットから出ていく状態を示す図である。
【符号の説明】
【００２２】
　１　自動原稿送り装置
　９　　自動原稿送り装置
　９’　　自動原稿送り装置
　１０　　送りトレー
　１１　　第１の通路
　１２　　第２の通路
　１３　　第３の通路
　１４　　分離／送りローラユニット
　１５　　案内ローラユニット
　１６　　反転ローラユニット
　１７　　排出トレー
　２１　　第２のセンサ
　２２　　第１のセンサ
　５０　　制御ユニット
　９１　　上側供給ローラ
　９２　　下側供給ローラ
　９１’　　ピンチローラ
　９２’　　駆動ローラ
　１００　　画像形成装置
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　１０１　　頂部カバー
　１０２　　走査モジュール
　１６１、１６２　　反転ローラ
　２００　　原稿
　２０１　　原稿の第１の縁部
　２０２　　原稿の第２の縁部
　３０１　　排出方向
　３０２　　送り方向
　９００　　原稿

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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