
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書走査装置で文書を送給し、二重走査する方法であって、
ａ）前記文書の個別シートをそのスタックから走査装置の走査領域に移動させるステップ
、
ｂ）前記走査領域で前記文書シートの第１の面側を走査するステップ、
ｃ）前記シートを前記走査領域から 一対の対向文書出口移動ローラに移動させるステ
ップ、
ｄ）前記出口移動ローラの間のニップで前記シートの対向面側を掴み、前記出口移動ロー
ラを出口方向に回転させてそれらの間にある前記シートを出口方向に引き、前記シートの
後縁を前記走査領域から遠くに移動させるステップ、
ｅ）前記シートの後縁がそれらの間を通る前に、前記出口移動ローラの回転方向を逆にし
、前記シートを面を逆向きにして前記走査領域に送り、前記文書シートの第２の面側を走
査するステップ、
ｆ）前記シートの前記第２の面側の前部分を走査し、前記シートの後縁が前記ニップを送
り方向で通る前に前記シートの前縁を前記出口移動ローラの間のニップに移動させて、前
記ニップと前記走査領域との間で前記シートに歪みを形成するステップ、
ｇ）前記出口移動ローラの回転方向を再び逆にして、前記 出口移動ローラ

前記出口方向に回転させ、前記ニップにおけるシートの歪
みを、前記ニップで前記シートの隣接する前部分および後部分が差動滑りを生じさせるこ
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となく解消するステップ、
ｈ）前記 出口移動ローラ 駆動される ローラ を前記出口方向に
回転させ続けて前記シートの後部分を前記走査領域に引き、前記シートの前記後部分を前
記ニップにある前記シートの前部分を通って 滑らせながら、前
記シートの前記第２の 側の前記後部分を走査するステップ、および
ｉ）前記出口移動ローラを前記出口方向に回転させて、前記シートを前記 移動ローラ
の間から排出するステップ、
を備えていることを特徴とする方法。
【請求項２】
　更に、前記ステップ（ｉ）で前記シートの後縁が前記 ローラの間を通る前に、
前記出口移動ローラを再び送り方向に回転させて前記シートを逆に向けて前記走査領域を
通って再び送り、前記シートを排出する前に前記出口 ローラまで戻すステップを備え
ていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　更に、 ステップ（ｃ）と ステップ（ｄ）との間で文書案内ゲートを前記走査領
域と前記出口移動ローラとの間 移動させ、前記シートの移動を前記走査領域から前記出
口移動ローラまで案内するステップを備えていることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記ゲートを移動文書シートに接触させることにより移動させるステップを備えている
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　更に、文書シートのスタックの最も上にあるシートに係合して前記最も上のシートを前
記ステックから前記走査領域の方に移動させるステップを備えていることを特徴とする請
求項３に記載の方法。
【請求項６】
　更に、対向する文書送りローラを使用して前記最も上にあるシートを前記ステックから
分離し、前記シートを前記走査領域に移動させるステップを備えていることを特徴とする
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　更に、前記ステップ（ａ）から ステップ（ｉ）までを繰り返し、前記文書シートを
元の面を上にして排出し、積み重ねることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　更に、前記ステップを繰り返して前記文書シートを元の順序で面を下にして排出し、積
み重ねることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、文書走査装置で走査すべき個別文書シートの送りに関するものであり、更に詳
細に記せば、走査済み文書を受取り、必要なら、個別シートを走査領域に送り返し、二重
走査、すなわち、文書シートの両面の走査を行う。ここに使用するかぎり、用語「文書走
査装置」は、必ずしも限定されるものではないが、孤立文書複写機、ファクシミリ機械、
文書走査機械、およびこのような装置の組合せを包含すると、広く規定するつもりである
。
【０００２】
【従来の技術】
二重走査できる大型複写機の自動文書送りおよび配送装置は一般に、二重走査中に反転す
る文書ほども長い文書送り経路を必要とする。これは多数ユーザの事務機器の大きな個体
では大きな短所ではないが、小型の多機能周辺複写機または走査装置では、それは装置の
足跡の大きさに大きい影響を与える。足跡の大きさが大きいと利用可能にしておかなけれ
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ばならない十分な机上空間が必要である。このような装置では、二重化区画の長さだけで
文書長の半分に近くなる。たとえば、法律用箋の大きさの文書を二重走査するとき、それ
はかなり大きい。長い二重化経路の他の欠点は、媒体の余分な長さを管理する付加ローラ
または案内に起因する追加費用、および複雑さが増すことによる文書詰まりの可能性が大
きくなることである。長い二重化経路を防止する一つの方法は、文書を二重化装置の外側
で、機械の側面から突出しているトレイに排出することである。この解決法にも空間を消
費し、かつ文書が装置の保護領域の外側にある間、文書を損傷する傾向が増大するという
別の短所がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、一層簡潔な二重化区画を利用することにより、一層簡潔な文書走査装置を提
供するのが大いに有利である。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、文書走査装置で文書を送給し、二重走査する方法を提供する。この方法は、
ａ）前記文書の個別シートをそのスタックから走査装置の走査領域に移動させるステップ
、
ｂ）前記走査領域で前記文書シートの第１の面側を走査するステップ、
ｃ）前記シートを前記走査領域から 一対の対向文書出口移動ローラに移動させるステ
ップ、
ｄ）前記出口移動ローラの間のニップで前記シートの対向面側を掴み、前記出口移動ロー
ラを出口方向に回転させてそれらの間にある前記シートを出口方向に引き、前記シートの
後縁を前記走査領域から遠くに移動させるステップ、
ｅ）前記シートの後縁がそれらの間を通る前に、前記出口移動ローラの回転方向を逆にし
、前記シートを面を逆向きにして前記走査領域に送り、前記文書シートの第２の面側を走
査するステップ、
ｆ）前記シートの前記第２の面側の前部分を走査し、前記シートの後縁が前記ニップを送
り方向で通る前に前記シートの前縁を前記出口移動ローラの間のニップに移動させて、前
記ニップと前記走査領域との間で前記シートに歪みを形成するステップ、
ｇ）前記出口移動ローラの回転方向を再び逆にして、前記 出口移動ローラ

前記出口方向に回転させ、前記ニップにおけるシートの歪
みを、前記ニップで前記シートの隣接する前部分および後部分が差動滑りを生じさせるこ
となく解消するステップ、
ｈ）前記 出口移動ローラ 駆動される ローラ を前記出口方向に
回転させ続けて前記シートの後部分を前記走査領域に引き、前記シートの前記後部分を前
記ニップにある前記シートの前部分を通って 滑らせながら、前
記シートの前記第２の 側の前記後部分を走査するステップ、および
ｉ）前記出口移動ローラを前記出口方向に回転させて、前記シートを前記 移動ローラ
の間から排出するステップ、
を備えている。
【０００５】
装置に関しては、本発明の第１の実施形態が二重文書走査装置を備え、この装置は、
ａ）走査すべき文書シートのスタックを保持する文書入力支持体、
ｂ）文書シートを文書走査領域に移動させる文書送り装置、
ｃ）個別文書シートを、前記走査領域を通ってそこを移動中に、走査する文書走査装置、
ｄ）走査済み文書シートを保持する文書出力支持体、
ｅ）走査済み文書シートを前記走査領域から前記出力支持体に移動させる文書配送装置で
あって、被動ローラと、前記被動ローラに対向し、それらの間に文書移動ニップを形成す
るピンチローラとを備え、前記被動ローラが、移動すべき文書シートの表面の摩擦係数よ
りも大きい摩擦係数を有する文書接触面を備えている文書配送装置、および
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ｆ）前記被動ローラを反対方向に選択的に回転させる駆動装置、
を備えている。
【０００６】
本発明の第２の実施形態は、文書走査装置で文書を送給し、二重走査する方法を提供する
。この方法は、
ａ）前記文書の個別シートをそのスタックから走査装置の走査領域に移動させるステップ
、
ｂ）前記走査領域で前記文書シートの第１の面側を走査するステップ、
ｃ）前記シートの前縁を前記走査領域から一対の離間設置された文書配送ローラの間のニ
ップに移動させるステップ、
ｄ）前記文書配送ローラを共に移動させ前記文書配送ローラの間のニップで前記シートの
反対面側を掴み、前記文書配送ローラを文書配送方向に回転させて前記シートをそれらの
間に引き、前記シートの後縁を前記走査領域から遠くに移動させるステップ、
ｅ）前記文書配送ローラを、前記シートの前記後縁がそれらの間を通る前に、送り方向に
回転させて前記シートを面を逆向きにして前記走査領域に案内して送り、前記シートの第
２の面側を走査するステップ、
ｆ）前記シートの後縁が送り方向に移動している間、前記ニップを通る前に前記シートの
前記第２の面側を走査し、前記シートの前縁を配送方向に前記文書配送ローラの方へ移動
させるステップ、
ｇ）前記文書配送ローラを互いに分離してそれらの間に間隙を形成し、シートが前記文書
配送ローラの間を移動している間に前記シートの前記前縁に前記シートの後縁を通過させ
るステップ、
ｈ）前記シートの前記後縁を前記分離した文書配送ローラの間を通過させ、次に前記ロー
ラを共に移動させて前記文書配送ローラを前記文書配送方向に回転させ、前記シートを前
記文書配送ローラの間から排出するステップ、
を備えている。
【０００７】
本発明の第２の実施形態の装置の局面は、下記を備えた二重文書走査装置を提供する。
ａ）走査すべき文書シートのスタックを保持する文書入力支持体、
ｂ）文書シートを文書走査領域に移動させる文書送り装置、
ｃ）個別文書シートを、それが走査領域を移動している間に走査する文書走査装置、
ｄ）走査済み文書シートを保持する文書出力支持体、
ｅ）走査済み文書シートを前記走査領域から前記出力支持体に移動させる文書配送装置で
あって、被動ローラと、これに対向して取り付けられ、前記被動ローラの方におよび被動
ローラから遠くに移動させ、且つそれらの間に文書移動ニップを形成するピンチローラと
を備えている文書配送装置、
ｆ）前記被動ローラを反対方向に選択的に回転させ、前記ピンチローラを前記被動ローラ
の方におよび被動ローラから遠くに移動させる駆動装置、および
ｇ）前記走査領域と前記文書配送装置との間に前記シートの移動を案内するゲート。
【０００８】
第３の実施例により本発明は、文書走査装置で文書を送り、二重走査する方法を提供する
。この方法は、
ａ）前記文書の個別シートをそのスタックから走査装置の走査領域に移動させるステップ
、
ｂ）前記走査領域で前記文書シートの第１の面側を走査するステップ、
ｃ）前記シートを前記走査領域から被動ローラおよび対向する第１のピンチローラから成
る第１の対の対向文書配送ローラに移動させるステップ、
ｄ）前記第１の対の対向文書配送ローラを文書配送方向に回転させるステップ、
ｅ）前記文書シートの前縁を前記被動ローラの回転シート縁の案内面に係合させて前記表
面に係合している前記前縁を前記第１の対の文書配送ローラの間のニップの方にニップに
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掴まれるように移動させ、前記シートをそれらの間で前記シートの後縁を前記走査領域か
ら遠くに移動させるステップ、
ｆ）前記第１の対の文書配送ローラの回転方向を、前記シートの前記後縁がそれらの間を
通る前に、逆にして前記文書配送ローラを文書送り方向に回転させ、前記シートを面を逆
向きにして前記走査領域に送り、前記文書シートの第２の面側を走査するステップ、
ｇ）前記シートの前記第２の面側を走査するステップ、
ｈ）前記走査済みのシートの前縁を前記配送方向に移動させて前記被動ローラの前記シー
ト縁の案内面に係合させて前記前縁を前記被動ローラおよび第２の対向ピンチローラから
成る第２の対の文書移動ローラの間のニップの方に前記ニップに掴まれるように移動させ
るステップ、および
ｉ）前記第２の対の文書配送ローラを前記出口方向に回転させ続け、前記シートを前記第
２の対の文書配送ローラとの間から排出するステップ、
を備えている。
【０００９】
第３の実施形態の装置の局面は、下記から成る二重走査装置を提供する。
ａ）走査すべき文書シートのスタックを保持する文書入力支持体、
ｂ）文書シートを前記文書入力支持体から文書走査領域に移動させる文書送り装置、
ｃ）個別文書シートを、前記走査領域を通って移動している間に、走査する文書走査装置
、
ｄ）走査済み文書シートを保持する文書出力支持体、
ｅ）走査済み文書シートを前記走査領域から前記出力支持体まで移動させる文書配送装置
であって、文書シートの前縁に係合してこれを被動ローラの回転方向に移動させる表面を
有する被動ローラ、前記被動ローラに対向し、それらの間に第１の文書移動ニップを形成
する第１のピンチローラ、および前記被動ローラに対向し、それらの間に第２の文書移動
ニップを形成する第２のピンチローラ、を備えている文書配送装置、および
ｆ）前記被動ローラを反対方向に選択的に回転させる駆動装置。
【００１０】
【発明の実施の形態】
文書走査装置の種々の局面の構造的細目は周知であるから、このような装置の文書配送部
分を、すなわち、文書走査領域から下流にある部分を目指している本発明を、概略形態で
図示した様々な側面立面図を参照して開示することにする。
【００１１】
類似部品を指示するのに類似参照数字を使用している図１および後続の図で見られるよう
に、文書走査装置は、水平から好適に傾いて個別文書シートを入力支持トレイ１０から文
書送り装置３０まで移動する際の重力補助を行なっている文書入力トレイ１０を備えてい
る。走査装置はまた、入力支持トレイ１０の下に図示したように設置され、走査済み文書
シートを装置オペレータが選択できる順序に受取り、積み重ねるための文書出力支持トレ
イ２０を備えている。たとえば、個別文書シートのスタックを単純走査しようとすれば、
すなわち、原初シートが一方の側だけに情報を保持していれば、文書シートを入力支持ト
レイ１０上に表を上にして番号順に、たとえば、ページ１を上にして、積み重ねることが
でき、個別シートをスタックの上から撮み、上のシートを最初に走査し、走査済みシート
を反転し、表を下にして、それらが走査される同じ順序に文書出力支持トレイ２０の上に
排出されるようにしている。別の積み重ね順序および表を上または下にする文書の向きは
意のままに可能である。
【００１２】
文書送り装置３０は、走査すべき個別文書を

、文書巻き付けローラ４２または円筒形経路および巻き付けローラ４２の周辺に設置
されて個別文書シートをそれと密接に係合して保持する一つ以上のピンチローラ４４を備
えている。したがって、個別文書シートは、巻き付けローラの表面を辿り、プラテン４８
の左端で走査ステーション４９に到達して通り抜ける。走査装置の文書走査部分の特定の
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細目は、本発明に関係しない。傾斜文書案内４６が走査ステーション４９から突出し、文
書シートを文書配送装置５０の方に導いている。走査すべき原初文書シートは、文書のス
タックから最も上のシートを巻き付けローラ４２とピンチローラ４４との間のニップに運
ぶ一対の能動単一シート分離ローラ３４，３６に移動させる予備送りローラまたは撮みロ
ーラ３２を備えている文書送り装置によって送給される。本発明の詳細には重要ではない
が、文書入力支持トレイ１０の下端に近い全般に垂直のストッパ１２は、支持トレイの下
端を上方に片寄せてその上にある文書のスタックを最も上の文書シートが予備送りローラ
３２の摩擦面に係合できる状態でストッパ１２に接触するようにするばね１４に関連して
動作することがわかる。更に、当業者は、本開示を通じて言及する予備送りローラ３２の
ような様々なローラには概略図で見られるように、ローラが共通シャフトに離間設置され
た一連のローラの他に単一ローラをも構成している装置を包含するつもりであることを認
識するであろう。
【００１３】
次に、文書配送装置５０に移って、図１～図１０に示した実施形態では、この配送装置５
０が、図示した位置で下部被動ローラ５４と接線方向に係合している上部ピンチローラ５
２を備えている。文書案内およびマイラーなどのようなポリエステルシートの柔軟プラス
チック・ゲートとすることができる移動制御ゲート５６が走査装置に取り付けられており
、該ゲート５６は、ローラ５２，５４間のニップから走査巻き付けローラ４２とピンチロ
ーラ４４との間のニップの方に延長する全般に平面状のまたは平らな表面を呈している。
このゲートの下端は、文書シートの移動の意図する経路に設置されている図１に示した位
置から走査領域４９の右まで（文書配送方向）ローラ５２，５４間のニップの方に移動で
きるようになっている。ゲート５６に固有の柔軟性のため、ゲートの下端は、シートの前
縁との係合により図３に見られるように上に、邪魔にならないように曲がってシートをピ
ンチローラ５２と被動ローラ５４との間のニップに受けられるようになっている。
【００１４】
図１～図１０に示す文書配送装置５０の第１の実施形態を使用して走査すべき文書の進行
を次に説明する。走査すべき文書シートを入力支持トレイ１０から走査領域４９を通って
移動させる第１のステップには、走査すべき文書の最初のシートをスタックの残りの部分
から分離することがある。これは、最も上のシートを文書スタックから撮みあげる図示し
た文書送り装置３０で行われる。しかし、最も下にあるシートをスタックの下から撮むこ
とができる公知の装置は存在しており、必要ならこれを本発明に使用できる。単一文書シ
ートを撮むには、予備送りローラ３２を（図１で見られるように時計回りに）回転させて
文書シートをストッパ１２の上を、能動分離ローラ３４，３６間のニップに送るが、これ
により一度に単一文書シートより多くない文書が巻き付けローラ４２とピンチローラ４４
との間のニップに確実に送られることになる。図１は、送られているシートを示し、矢印
は、シートの前縁を概略示す左を指している。図２は、巻き付けローラ４２を通過して走
査領域４９で走査されてしまった後のシートの前縁を示している。シートの後縁は、なお
予備送りローラ３２を通って入力支持トレイ１０から全く離れてはいないことに注目され
る。
【００１５】
図３は、その第１の（上部）面側が走査された後の文書シートの位置を示している。シー
トは、今度は巻き付けローラ４２の周りを一回通ってから反転した関係になることに注目
すべきである。また、移動文書シートの前縁に係合したゲート５６が撓んで図３に示すよ
うに曲がった姿勢のままになっていることにも注目する。しかし、比較すれば、図２およ
び図４は、巻き付けローラ４２の上面の方に戻る経路で図５に示すように左へ移動する文
書シートを案内するように機能する正常の曲がらない姿勢にあるゲートを示している。文
書シートを二重走査しようとする場合には、被動文書配送ローラ５２の回転方向を、文書
の後縁が配送ローラ５２，５４の間を通る前（図４）に、逆にして文書を今度はもう一度
ゲート５６により案内し、巻き付けローラ４２に送るようにしている。
【００１６】
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図６は、文書シートが走査領域４９を通ってもう一度巻き付けローラ４２の周りを通り、
文書の前縁が文書送り方向に回転し続けている文書配送ローラ５２，５４の方に向いてい
るときの文書シートの第２の側（元来は下側）の走査を示している。今度は、文書シート
の前縁が図７で見られるように回転文書配送ローラに係合するにつれて、図示のように文
書の上部および下部区域にシートの歪みが生じている。この点で、文書シートの第２の側
の一部が走査されてしまっている。文書配送ローラ５０，５２の回転が図８に示すように
再び反転してローラ間のすべての歪みを解消し、文書シートの前縁および後縁が共に今度
は図８に示すように文書配送ローラ５２，５４の右側にあるようになる。歪みが生ずると
シートの後方張力が除かれ、シートの前縁を配送ローラ５２，５４間のニップにより容易
に掴むことができる。
【００１７】
図９において文書配送装置５０の下部被動ローラ５４は、文書配送方向に回転し続けてい
るが、上部ピンチローラ５２の回転方向は反転してしまっているので、ローラ５２は、今
度は文書シートとの摩擦接触のため、文書配送方向に回転する。これにより、文書シート
は自身を通り過ぎて差動的に滑ることができ、シートの前縁または下縁は、文書の後縁が
左に引かれながら右に移動するので、シートの第２の側の残りの部分を走査することがで
きる。この設計の特徴および、走査しようとする更に長い、たとえば、法律用箋の長さの
文書シートの両端間の多量の重なりを利用する設計は、走査経路にシートの重なりが存在
しない走査装置と比較して装置の全体の大きさおよび生ずる足跡を減少させる。本発明の
第１の実施形態の差動滑りは、文書配送被動ローラ５４を走査すべき個別文書シートの向
き合う面の間の摩擦係数よりも大きい摩擦係数を有する粗い文書接触面を備えるように設
計することにより可能になっているので、滑りは、シートと被動ローラ５４との間ではな
く、シートの対向面の間で行われる。適切な一つ以上のモータおよび一つ以上の伝動装置
（図示せず）が回転動力を予備送りローラ３２、能動分離ローラ３４，３６、巻き付けロ
ーラ４２、および被動ローラ５４に与える。被動ローラ５４の回転方向は、当業者の技巧
の範囲に十分入る制御装置により選択的に変更され、したがって詳細は本発明を完全に理
解するのに不可欠ではない。また、ゲート５６がポリエステル・シート材料または他の、
ゲートの右下端が移動文書シートの前縁との接触により曲がっている図面に示すように良
好な記憶を有する柔軟プラスチックの受動ゲートを備えることができる。代わりに、ゲー
トが剛いピボット的に取り付けられた平面状部材または長手方向に滑り得る平面状部材の
形態を取ることができるが、ゲート移動の適切な電子装置および機械的制御装置は、不必
要な複雑さを説明したような好適受動ゲートに付加する。図１０は、その第２の側の走査
の完了後、二重走査されたシートの出力トレイ２０への排出を示している。
【００１８】
文書配送装置６０の第２の実施形態が図１１～図１６に図示されており、文書配送経路の
下に取り付けられた被動ローラ６２、および被動ローラ６２の方におよび被動ローラ６２
から遠くに制御された移動を行うよう取り付けられ、必要に応じてそれらの間にニップお
よび間隙を作る上部ピンチローラ６４を採用している。図１１～図１６で見られる実施形
態に図示されていない文書 装置の他の要素は、文書入力支持トレイ１０および文書出
力 トレイ２０、適切な文書送り装置３０、および文書 装置４０を含めて、図１～
図１０に示したものと実質的に同じである。図１１は、被動ローラ６２と、図１１で矢印
により示した上部位置に図示され、走査済み文書の前端を挟むことなく受けるための間隙
を設けているピンチローラ６４との間の間隙の方に向けられている案内４６から送られて
いる文書を示している。図１２で見られるように、ピンチローラ６４は、文書の後縁が撓
んだゲート５６を越えて通過するまで、ただし被動ローラ６２とピンチローラ６４との間
のニップを離れる前に、下方にゲート５６が撓んだ状態で図示されているその挟み位置ま
で移動する。次に、被動ローラ６２の回転方向が図１３に示したように反転し、撓まない
ゲート５６により案内される文書を巻き付けローラ４２の上部の方に送り、図１４で見ら
れるように文書の第２の側を走査する。図１５において、ピンチローラ６４が再び持ち上
げられ、被動ローラ６２とピンチローラ６４との間に間隙を作って文書の前縁を受け入れ
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、撓んだゲートが動作して文書の前縁を被動ローラ６２が文書配送方向に（図１５で時計
回り）回転するにつれて被動ローラ６２の表面に対して保持し、一方、文書の上部区域は
ローラ６２，６４間の間隙を通って左の方に自由に移動する。図１６において、ピンチロ
ーラ６４は再びその下がった位置に図示され、ゲート５６はその撓まない状態で示されて
おり、文書シートを完全に排出して 出力支持トレイ２０に配送するか、被動ローラ６
２の回転方向を再び反転して、文書を走査領域４９を通して巻き付けローラ４２に再び送
り、文書シートを出力支持トレイに面を下にして積み重ねることができるように更に反転
する。このようにして、文書シートのスタックが、スタックの上から下へ連続する順序に
元来の表を上にして供給されれば、一度に１枚づつ、走査できるので、それらが表を下に
してその元来の順序で出力トレイに配給されるようになる。図１５で見られるように（走
査しようとする更に長い、たとえば、法律用箋の長さに対して）、文書シートの前縁と後
縁との間に多量の重なりがあるように設計すれば、図１～図９に見られる実施形態を参照
して説明した様式で装置の足跡が減少することになる。
【００１９】
文書配送装置７０の第３の実施形態を図１７ａ～図１７ｃに示している。ここで再び、入
力および出力支持トレイ１０，２０、文書送り装置３０、およびスキャナ自身を図示して
ないが、それらはもちろん必要である。図１７ａ～図１７ｃにおいて、配送装置７０は、
突起付きまたは歯付きにし、または他の場合半径方向に延長する溝またはトラフ、または
十分に粗くした表面を設けて走査しようとする文書の前縁を捕らえて被動ローラ７２の回
転方向に移動させることができる周辺シート縁の案内面を有する被動ローラ７２を備えて
いる。被動ローラ７２上の第１のピンチローラ７４は、ローラ７２と共に図１７ａに示す
ような走査済み文書シートの前縁を受けるニップを形成している。破線は、全般にローラ
７２の回転中心の方に走査領域４９からの走査済みシートの前縁の移動経路を示し、この
場合シートの前縁は周辺溝の一つに係合して受け取られ、前縁がゲート５６の右下端に係
合して被動ローラ７２と上部ピンチローラ７４との間のニップにシート配送方向へ案内さ
れるようにシートを移動させて位置決めする。この実施形態では、ゲート５６は、前縁が
ローラ７２と７４との間のニップに近付くにつれてシートと接触するや否やわずかに撓む
。
【００２０】
図１７ｂでは、被動ローラ７２の回転方向が逆転しているので、今度はそれがシート送り
方向に回転してローラ７２，７４間のニップを通過できなかったシートの前縁をゲート５
６の上面に沿って後方へ巻き付けローラ４２とピンチローラ４４との間のニップに移動さ
せ、シートの第２の側を巻き付けローラ４２により走査領域を通じて移動させることがで
きるようになる。シートの第２の側の走査に続き、前縁が下部静止案内４６により被動ロ
ーラ７２と下部ピンチローラ７６との間に形成されたニップに導かれ、それにより走査済
みシートを今度は配送ローラ７２，７６の間から出力支持トレイ２０に排出できる。この
構成では、文書シートを走査し、反転して再び走査するが、前の実施形態の場合のように
出力トレイ２０に配送する前にもう一度反転することはできない。図１７ａ～図１７ｃの
実施形態では、シートの後縁および法律用箋の長さのような長いシートの前縁が配送装置
７０で重ならないが、前の二つの実施形態と異なり、前縁は一つのピンチローラ７６と被
動ローラ７２との間にあり、シートの後縁は、別のピンチローラ７４と被動ローラ７２と
の間にあり、したがって本発明の最初の二つの実施形態を参照して説明したような装置の
足跡の大きさの減少を生ずることが今度も注目される。
【００２１】
説明した文書配送装置の三つの実施形態のすべてにおいて、静止シート案内４６を必要に
応じて本来的に柔軟な受動案内ゲート５６に関連してまたは関連せずに、またはその移動
を走査すべきシートの移動向と時間調節した関係に制御されている案内ゲート５６を用い
て、使用することができまたは使用しなくてよいことが認識されよう。走査すべき長いシ
ートの前縁および後縁が配送装置のローラで重なり、ローラの反転を行なってシートの歪
みを生ぜしめ、足跡の空間を保存することができる。
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【００２２】
当業者は、上に図示し説明した好適実施形態に様々な修正を行うことができること、およ
び保護の範囲は特許請求の範囲の表現によってのみ限定されることを認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、対向出口駆動機構
およびピンチローラによる文書の歪みおよび差動滑りを利用する第１の実施形態に従って
通過する二重走査文書の進行を示している。
【図２】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図３】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図４】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図５】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図６】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図７】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図８】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図９】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二重
走査文書の進行を示している。
【図１０】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１と同様、二
重走査文書の進行を示している。
【図１１】可動ピンチローラおよび文書案内ゲートを利用する第２の実施形態の連続部分
概略側面立面図である。
【図１２】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１１と同様、
二重走査文書の進行を示している。
【図１３】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１１と同様、
二重走査文書の進行を示している。
【図１４】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１１と同様、
二重走査文書の進行を示している。
【図１５】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１１と同様、
二重走査文書の進行を示している。
【図１６】本発明による文書送り装置の連続概略側面立面断面図であり、図１１と同様、
二重走査文書の進行を示している。
【図１７】ａ～ｃは突起付き中心ローラを用いる３つのローラ文書移動機構を利用する第
３の実施形態の連続部分概略側面立面図である。
【符号の説明】
１０　文書入力支持体
２０　文書出力支持体
３０　文書送り装置
３４　文書送りローラ
３６　文書送りローラ
４０　走査装置
４９　走査領域
５０　文書配送装置
５２　出口移動ローラ
５４　出口移動ローラ
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５６　文書案内ゲート
６０　文書配送装置
６２　文書配送ローラ
６４　文書配送ローラ
７０　文書配送装置
７２　文書移動ローラ
７４　文書移動ローラ
７６　ピンチローラ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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