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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿画像を読み取る読取位置と、
上記読取位置の上流側に配置された給送位置から上記読取位置にシートを案内する給送経
路と、
上記読取位置の下流側に配置された排出位置に上記読取位置からのシートを案内する排紙
経路と、
上記給送経路に配置されシートを上記読取位置に搬送する給送手段と、
上記排紙経路に配置されシートを上記排出位置に搬送する排紙手段と、
上記給送手段及び排紙手段を駆動する駆動手段と、
上記駆動手段を、上記読取位置から上記排出位置に向かう先行シートの搬送と同時に後続
シートを上記給送位置から上記読取位置に向けて搬送するように制御する制御手段と、
を備え、
上記排紙経路は、上記読取位置から上記排出位置に至る経路長が上記給送経路の給送位置
から読取位置に至る経路長より長くなるように構成され、
上記制御手段は、上記給送経路に設定された所定の第１位置にシート先端が到達したとき
にシートの搬送速度を給送速度から読取り速度に変更すると共に、
上記排紙手段で搬送されるシート後端が上記排紙経路に設定された所定の第２位置に到達
したときに上記給送位置から後続シートを上記第１位置に向けて給送するように上記駆動
手段を制御し、
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上記第２位置は、上記排出位置との間の距離が、上記第１位置と上記給送位置との間の距
離より短い位置に設定されていることを特徴とするドキュメントフィーダ。
【請求項２】
前記給送手段は、上流側に配置された給紙スタッカーから給紙されたシートを一時的に待
機するレジストローラで構成されていることを特徴とする請求項１記載のドキュメントフ
ィーダ。
【請求項３】
上記給送経路若しくは上記排紙経路を搬送されるシートの後端を検出するシート端検知手
段を設け、前記シート端検知手段は前記読取位置の上流側に配置されたシートセンサと、
前記排紙手段のシート搬送量を計測するカウンタとから構成されている請求項１記載のド
キュメントフィーダ。
【請求項４】
前記駆動手段は前記給紙手段と排紙手段とに連結された単一の駆動モータで構成され、
この駆動モータと上記給紙手段との間にはクラッチ手段が設けられ、
このクラッチ手段は前記シート端検知手段からの信号で制御されることを特徴とする請求
項１記載のドキュメントフィーダ。
【請求項５】
前記制御手段は、シート後端が前記排出位置に到達する手前で前記駆動手段を所定速度に
減速することを特徴とする請求項１記載のドキュメントフィーダ。
【請求項６】
前記給送位置の上流側に配置された給紙スタッカーと、
この給紙スタッカーに載置されたシートを一枚ずつ分離する分離ローラと、
前記給送位置に配置され、原稿を一時的に待機するレジストローラと、
前記給紙経路の前記読取位置の上流側に配置された給紙ローラと、
前記排紙経路の前記排出位置の上流側に配置された排紙ローラと、
前記給紙スタッカー上にシートを検出するエンプティ検出手段と、を備え、
前記駆動手段は、上記分離ローラを一方向の回転にて駆動し、レジストローラと給紙ロー
ラと排紙ローラとを他方向の回転にて駆動する正逆転可能な単一の駆動モータを有し、
前記制御手段は、シートが第２の位置に到達したときにシートを一旦停止させるとともに
前記エンプティ検出手段で前記給紙スタッカー上のシートの有無を検出し、前記エンプテ
ィ検出手段でシートを検出した場合に前記給紙トレイ上よりシートを前記給送位置に向け
て給紙することを特徴とする請求項１記載のドキュメントフィーダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスタッカー上に積載した原稿を読取プラテンに一枚ずつ分離して給送し、プラ
テンで原稿上の画像を順次読み取り、その後この原稿を排紙スタッカーに収納するドキュ
メントフィーダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、スキャナなどの画像読取装置のプラテンガラス上に据付けられた原稿搬送装置
は、給紙トレイ上に積載してある原稿を一枚ずつ繰り出して画像読取装置のプラテンガラ
ス上の読取位置へと搬送し、画像読取装置の光源、ミラー、レンズ、ＣＣＤからなる読取
手段に読み取らせた後、原稿を収納トレイ上に排出する構成が知られている。
【０００３】
　かかる装置として、プラテンガラスの上方に給紙スタッカーと排紙スタッカーを上下に
配置しＵ字状の経路で給紙スタッカーからプラテンガラスを介して排紙スタッカーに原稿
を搬送するものが広く使用されている。このような装置構成にあっては、プラテンガラス
の上流側に給送経路が下流側に排紙経路が構成され、これ等の経路が全体としてＵ字状に
形成され、各経路にはプラテンガラスに原稿を給送するための一つ若しくは複数のローラ
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対とプラテンガラスから原稿を排紙スタッカーに排紙するための一つ若しくは複数のロー
ラ対が配置されている。そして、これらのローラ対を駆動モータで駆動するように構成さ
れている。そして、プラテンガラスの手前の所定位置まで一定の搬送速度で原稿搬送させ
、所定の位置でカラー原稿、モノクロ原稿、読取解像度に応じて設定される読取速度に切
り換えてプラテンガラス上に給送し、排紙するように制御している。
【０００４】
　このような装置においては、原稿の読み取りが完了した後に原稿を停止させ、その後に
駆動モータを逆転させて給紙スタッカー上の次原稿を繰り出し、そして給紙スタッカーか
らプラテンガラス上に送る経路途中のレジスト位置に次原稿が到達すると駆動モータを逆
転から正転に切り換え、次原稿のプラテンガラス上への供給と先原稿の排紙スタッカーへ
の排紙を同時に行なうように制御している（例えば、特開２００１－３０２０５３号公報
）。
【０００５】
　しかし、近年の原稿搬送装置を搭載した画像読取装置においては、ブレや歪みのない高
画質の読取画像や大量の原稿を取り扱うことのできる装置の要求が高まっている。このた
め、プラテンガラス上から原稿を掬い上げる際の衝撃による読取画像のブレを防止するた
めに原稿の掬い上げ角度を極力小さくすることや、大量の原稿を収納可能な排紙スタッカ
ーが望まれている。そして、原稿の掬い上げ角度を極力小さくし、かつ大量の原稿を収納
可能にするためには、供給経路の長さに比べて読取位置から排紙スタッカーに至る排出経
路を長くする必然性が生じる。
【０００６】
　そして、この装置に上述した搬送制御方法を適用すると、次原稿が読取手段によって読
み取り中に先原稿が排紙スタッカーに排出されることとなるため、原稿の排紙による駆動
負荷の変動によって、読取画像の画質劣化の問題が生じる。さらに、先原稿は次原稿の読
取速度と同一速度で排紙スタッカーに排紙されることとなるので、原稿が速い速度で排出
される場合は、原稿が排紙スタッカー上で散乱し、遅い速度で排出される場合は、排紙ロ
ーラの位置に原稿後端が残ることとなり、排紙整列性が良くないとの問題が生じる。
【０００７】
　このような問題を解決するものとして、読取速度が原稿の排紙整列性に支障のない所定
範囲の速度の場合は原稿の間隔を一定の最小間隔で搬送するように制御し、読取速度が所
定範囲外の速度の場合は先原稿を排紙整列性に支障のない所定範囲内に切り換えて排出し
た後に次原稿を供給するように制御するものが提案されている（例えば、特開平１１－２
２２３４５号）。
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－３０２０５３号公報
【特許文献２】特開平１１－２２２３４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述のような手段を用いても、読取速度が所定の範囲内で排紙速度が異
なるため、排紙整列性が十分良好なものではなく、また読取速度が所定範囲内の速度の場
合は次原稿が読取手段によって読取中に先原稿が排紙スタッカーに排出されることとなる
ため、原稿の排紙による駆動負荷の変動によって、読取画像の画質劣化が生じるとの問題
は依然として解決がされない。また、読取速度が所定範囲外の速度の場合は先原稿の排出
速度を切り換えて排出した後に次原稿の供給を開始するように制御するので、原稿の処理
時間が増大するとの問題が生じる。
【００１０】
　そこで本発明は、プラテンガラス上の読取位置に順次原稿を効率的に供給し、原稿読取
中に先の原稿を排紙することが無く安定した画像の読取りが可能であり、更に排紙スタッ
カーに原稿を整然と収納することの可能なドキュメントフィーダを提供することを目的と
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している。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するために、本発明の原稿搬送装置は、原稿画像を読み取る読取位
置と、上記読取位置の上流側に配置された給送位置から上記読取位置にシートを案内する
給送経路と、上記読取位置の下流側に配置された排出位置に上記読取位置からのシートを
案内する排紙経路と、上記給送経路に配置されシートを上記読取位置に搬送する給送手段
と、上記排紙経路に配置されシートを上記排出位置に搬送する排紙手段と、上記給送手段
及び排紙手段を駆動する駆動手段と、上記駆動手段を、上記読取位置から上記排出位置に
向かう先行シートの搬送と同時に後続シートを上記給送位置から上記読取位置に向けて搬
送するように制御する制御手段とを備える。上記排紙経路は上記読取位置から上記排出位
置に至る経路長が上記給送経路の給送位置から読取位置に至る経路長より長くなるように
構成され、上記制御手段は、上記給送経路に設定された所定の第１位置にシート先端が到
達したときにシートの搬送速度を給送速度から読取り速度に変更すると共に、上記排紙手
段で搬送されるシート後端が上記排紙経路に設定された所定の第２位置に到達したときに
上記給送位置から後続シートを上記第１位置に向けて給送するように上記駆動手段を制御
し、上記第２位置は、上記排出位置との間の距離が、上記第１位置と上記給送位置との間
の距離より短い位置に設定したものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本願発明は、シート端検知手段からの信号に基づいてシート後端が、排紙経路の所定位
置に到達したとき、給送手段と排紙手段を同時に駆動するように制御することによって、
排紙経路の所定位置にある先原稿の給送動作と給送位置にある次原稿の排紙動作が同時に
実行されるので、原稿の処理時間が短くなる。さらに、排紙経路の所定位置と排出位置と
の間の距離を給送位置と原稿が読取速度に変更される給送経路の所定位置との間の距離よ
り短い位置としたので、排紙スタッカーに予め定められた一定の速度にて先原稿が常時排
紙されるようになる。これによって、原稿が整然と排紙スタッカー上に排紙され、また原
稿読取中に先の原稿を排紙することが無く安定した画像の読み取りが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を図面に基づいて説明する。図１は本発明に係る原稿搬送装置（ドキュメ
ントフィーダ）及びこの原稿搬送装置が搭載される画像読取装置の主要部を示す図である
。
【００１４】
　図１において、Ａは原稿読取装置本体Ｈに搭載された原稿搬送装置であり、この原稿搬
送装置Ａにて原稿読取装置本体Ｈのコンタクトガラス１上面の読取位置に供給された原稿
を原稿読取装置Ｈにて読み取り、読み取られた画像データをプリンタやパーソナルコンピ
ュータ等の画像形成装置に送信するように構成されている。
【００１５】
　原稿読取装置本体Ｈは、ＬＥＤ等の光源２、セルフォックレンズ３、ＣＣＤ等の光電変
換素子４を有する読取ユニット５を備えており、コンタクトガラス１を介して光源２から
の光を搬送される原稿に照射し、セルフォックレンズ３を介してＣＣＤなどの光電変換素
子４により光電変換して原稿画像を読み取る。そして、この原稿読取装置本体Ｈは、原稿
搬送装置Ａを開閉してコンタクトガラス１に載置されたブック物等の厚い原稿を読み取る
ために読取ユニット５を副走査方向に移動させることによって原稿の画像を読み取るモー
ドと、原稿搬送装置Ａでコンタクトガラス１の上方を搬送される原稿を所定の読取位置Ｘ
で読取ユニット５を停止させて読み取るモードとを備えている。
【００１６】
　原稿搬送装置Ａは、複数枚の原稿を載置可能な給紙スタッカー１０と、読み取られた原
稿を収納する排紙スタッカー１１と、コンタクトガラス１を押圧するためにスポンジ等の
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多孔質部材と白色マイラー等のフィルム部材とを有する押圧カバー１２と、原稿を読取り
位置Ｘに搬送するための原稿搬送機構とから構成される。また、給紙スタッカー１０上に
載置された原稿の幅方向を規制するサイドガイド１０ａが設けられている。
【００１７】
　原稿搬送機構の搬送経路は、給紙スタッカー１０上の原稿をコンタクトガラス１上の読
取位置Ｘに案内するための給紙経路２２ａ及び供給経路２２ｂと、読取位置Ｘから排紙ス
タッカー１１に原稿を案内する排紙経路２３にて構成されている。
【００１８】
　さらに、原稿搬送機構には、給紙スタッカー１０上に積載された原稿の最上位原稿に接
触して原稿を繰り出す昇降自在な繰り出しローラ１５と、この繰り出しローラ１５で繰り
出された原稿を給送する給紙ローラ１６と最上位原稿の１枚のみを通過して２枚目以降の
原稿の給送を阻止する分離部材１７からなる分離手段、この分離手段で１枚に分離され給
送される原稿の先端を突き当てて整合した後に下流側に送るレジストローラ対１８が配置
されている。さらに、読取位置Ｘの手前には読取位置Ｘに原稿を供給する送りローラ対１
９が配置され、読取位置Ｘの下流側には原稿を排紙スタッカー１１に排紙する排紙ローラ
対２０が配置されている。また、排紙ローラ対２０の駆動ローラ２１ａの駆動軸には、回
動自在な排紙フラッパー２８が自重で垂下されて設けられている。
【００１９】
　そして、繰り出しローラ１５、給紙ローラ１６にて給紙スタッカー１０上の原稿は給紙
経路２２ａに沿って案内され、レジストローラ対１８、送りローラ対１９にて供給経路２
２ｂに沿って読取位置Ｘに供給される。そして、送りローラ対１９と排紙ローラ対２０に
よって原稿は読取位置Ｘを通過される。この読取位置Ｘを通過する過程でコンタクトガラ
ス１の下方に静止された読取ユニット５によって原稿は読み取られ、読み取られた原稿は
排紙経路２３に沿って排紙スタッカー１１に排紙される。このとき、この排紙フラッパー
２８は、図９に示すように排紙ローラ対２０で排紙される原稿が突き当たる（図９（ａ）
参照）。これによって、排紙ローラ対２０の原稿搬送力によって排紙フラッパー２８が回
動し（図９（ｂ）参照）、そして排紙フラッパー２８によって排紙スタッカー１１上に排
出される原稿を下方に案内する（図９（ｃ）参照）。このような排紙フラッパーの作用に
よって、原稿が勢いよく飛び出すのを防止し、原稿の排紙整列性を良好にしている。
【００２０】
　なお、読取位置Ｘにおけるコンタクトガラス１と白色バックアップガイド２７との間に
は、透明のフィルム部材２１が設けられている。この透明フィルム部材２１は読取位置Ｘ
の上流側の上流ガイド２５と下流側の下流ガイド２６との間に掛渡されるように取り付け
られ、白色バックアップガイド２７との間に読取経路を形成する。これによって、送りロ
ーラ対１９で搬送される原稿は、透明フィルム部材２１に沿って支障なく下流側ガイド２
６に案内される。
【００２１】
　ここで、本実施例では排紙経路２３のコンタクトガラス１から原稿を掬い上げる角度を
小さくし、読取位置Ｘから排紙スタッカー１１に至る長さを極力長く形成している。これ
は、原稿の掬い上げる際の衝撃を小さくして読取画像のブレを防止し、さらに排紙スタッ
カー１１の原稿収納面に対して排紙口を高い位置にして原稿収納量を増大するためである
。
【００２２】
　図２は、駆動手段としての原稿搬送機構の駆動構成を示す駆動伝達構成図である。ここ
では、正逆転自在な駆動モータＭＴの正転駆動で、繰り出しローラ１５、給紙ローラ１６
を駆動し、逆転駆動でレジストローラ対１８、送りローラ対１９、排紙ローラ対２０を駆
動するように構成されている。
【００２３】
　駆動モータＭＴの正転駆動は複数のギヤを介してメインギヤＺ１に伝達され、さらにメ
インギヤＺ１から複数のギヤを介して給紙ローラ１６に伝達される。そして、これにより
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給紙ローラ１６が原稿給紙方向に回転する。給紙ローラ１６の駆動軸にはギヤＺ１０が設
けられており、給紙ローラ１６の駆動は繰り出しローラ１５の軸に設けられたギヤＺ１２
にギヤＺ１１を介して繰り出しローラ１５にも駆動が伝達される。
【００２４】
　また、給紙ローラ１６の駆動軸には、ワンウェイクラッチＯＷ１が設けられており、こ
のワンウェイクラッチＯＷ１によって駆動モータＭＴの正転駆動のみが給紙ローラ１６、
繰り出しローラ１５に伝達され、逆転駆動は伝達されない構成となっている。
【００２５】
　駆動モータＭＴの逆転駆動は、複数のギヤを介してメインギヤＺ１に伝達される。レジ
ストローラ１８の駆動軸、及び送りローラ１９の駆動軸の一方側にはそれぞれギヤＺ２０
、ギヤＺ２１が取り付けられており、このギヤＺ２０、ギヤＺ２１はメインギヤＺ１に歯
合してレジストローラ１８及び送りローラ１９に駆動モータＭＴの逆転駆動を伝達する。
レジストローラ１８の駆動軸の他方側には、ギヤＺ２２が取り付けられており、レジスト
ローラ１８の駆動がギヤＺ２２から複数ギヤを介して、排紙ローラ２０の駆動軸に設けら
れたギヤＺ２３に伝達される。これによって、駆動モータＭＴからレジストローラ１８の
駆動軸に伝達された駆動が排紙ローラ２０の軸に伝達され、排紙ローラ２０が原稿搬送方
向に回転する。
【００２６】
　また、レジストローラ１８の駆動軸には、ワンウェイクラッチＯＷ２が設けられており
、このワンウェイクラッチＯＷ２によって駆動モータＭＴの逆転駆動のみがレジストロー
ラ１８、排紙ローラ２０に伝達され、正転駆動は伝達されない構成となっている。なお、
送りローラ１９は駆動モータＭＴの逆転駆動で搬送方向に回転し、正転駆動で搬送方向と
逆方向に回転するように構成されているが、後述するように駆動モータＭＴが正転駆動し
、送りローラ１９が逆方向に回転する時には、原稿が送りローラ１９の位置に存在しない
ため、何等支障が生じない。
【００２７】
　なお、給紙ローラ１６の駆動軸には、繰り出しローラ１５を支持する昇降アーム（図示
せず）の一端側が取り付けられており、この駆動軸の給紙方向の回転（駆動モータＭＴの
正転駆動）により昇降アームが回動して繰り出しローラ１５が下降し、繰り出しローラ１
５が原稿に当接すると、バネクラッチＣＬ１（図示せず）、バネクラッチＣＬ２（図示せ
ず）の作用により昇降アームに対して給紙ローラ１６の駆動軸は空転するように構成して
いる。また、給紙ローラ１６の駆動軸にも駆動モータＭＴの逆転駆動が伝達され、昇降ア
ームを反時計回りに回動させることにより繰り出しローラ１５を上昇させる。このとき、
給紙ローラ１６はワンウェイクラッチＯＷ１の作用で回転しない。上昇した昇降アームは
図示しない規制部材に当接し、バネクラッチＣＬ３（図示せず）の作用により昇降アーム
と給紙ローラ１６の駆動軸とは空転する。
【００２８】
　なお、本実施例では、部品点数を低減して構造を簡素化して、組立て工数やコストを低
減させるために単一の駆動モータＭＴを用いて各ローラを駆動するように駆動手段を構成
している。
【００２９】
　しかし、繰り出しローラ、給紙ローラ、レジストローラを駆動する駆動モータと、送り
ローラ、排紙ローラを駆動する駆動モータとを個別に設けて原稿を送るように構成するこ
とも可能である。
【００３０】
　次に、原稿搬送装置Ａの検出センサ及び制御系について、図１並びに図３の制御ブロッ
ク図に基づき説明すると、図１に示すように給紙スタッカー１０の原稿給紙方向下流側に
は給紙スタッカー１０上に原稿が載置されたことを検出するエンプティセンサＳ１が設け
られ、給紙経路２２ａには給紙される原稿の端部を検知するレジストセンサＳ２が設けら
れている。さらに、排紙経路２３の排紙ローラ対２０の手前には、排紙センサＳ３が設け
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られており、この排紙センサＳ３が原稿の後端を検出したことに基づき原稿が排紙された
か否かを判断する。
【００３１】
　これらの経路中に配置された各センサＳ１～Ｓ３は、図３に示すように装置全体の駆動
を制御する制御手段としての制御部３０上に接続されている。さらに、制御部３０は、原
稿読取装置本体Ｈの制御部と通信ケーブルにて接続されており、原稿読取装置本体Ｈから
の給紙指令、読取搬送指令を含む各種コマンドや情報等を受信する。そして、各センサか
らの検知信号及び原稿読取装置本体Ｈからの各種コマンドや情報に基づいて、駆動モータ
ＭＴの駆動が制御される。
【００３２】
　また、制御手段としての制御部３０は、原稿搬送の情報や読取ユニット５が読取開始す
るための読取コマンドを含む各種コマンド等を原稿読取装置本体Ｈに送信する。
【００３３】
　また、駆動モータＭＴはパルスモータである。ＲＯＭ３３には複数の駆動モータＭＴの
速度データが記憶されており、ＣＰＵ３１は複数の速度データから１つを選択し、この選
択された速度データに基づき駆動パルス発生器３２から駆動パルス信号を出力させる。そ
して、駆動パルス発生器３２から出力された駆動パルス信号によって駆動モータＭＴが駆
動されるようになっている。このようにして、給紙、搬送される原稿の搬送速度が制御さ
れるとともに、読取位置Ｘにおいては読取倍率やカラー原稿、モノクロ原稿、読取解像度
等のそれぞれに対応して設定された読取速度で原稿を搬送するようになっている。
【００３４】
　なお、駆動パルス発生器３２から出力される駆動パルス信号はＣＰＵ３１にフィードバ
ックされ、この駆動パルス数をカウントすることによって駆動モータＭＴの駆動量を計測
し、これから原稿が搬送されている位置を検出する。
【００３５】
　ここで、本実施例では原稿の搬送効率を向上させ、さらに原稿の排紙整列性に不具合を
生じさせないために、先に給紙される原稿と次に給紙する原稿を以下のような搬送方法で
搬送している。図８は搬送方法を示す説明図であり、図８に基づいて先に給紙される原稿
と次に給紙する原稿の搬送方法を説明する。なお、ここでは上記実施例と同一な符号を用
いて説明する。
【００３６】
　図８（ａ）に示すように、先原稿はレジストローラ対１８にてその先端を整合させた後
に、レジストローラ対１８のニップ位置（給送位置ＰＡ）から読取速度切換位置Ｐ１まで
の距離ＬＡを搬送したことが計測されると「高速」から「読取速度」に切り換わって搬送
される。このとき、距離ＬＡの計測は、駆動モータＭＴの逆転駆動開始から距離ＬＡに相
当する駆動モータパルス数をカウントすることで計測すればよい。
【００３７】
　そして、図８（ｂ）に示すように読取中の先原稿の後端がレジストセンサＳ２で検出し
た後、先原稿が距離Ｌ２を搬送したことが計測されると、先原稿の後端が読取位置Ｘを通
過し、読み取りが完了したと判断して原稿の搬送速度を「読取速度」から「高速」に切り
換えて搬送する。このとき、距離Ｌ２の計測は、レジストセンサＳ２が原稿後端を検出し
た時点から距離Ｌ２に相当する駆動モータパルス数をカウントすることで計測すればよい
。
【００３８】
　その後、図８（ｃ）に示すように原稿の後端が読取位置Ｘを通過し、高速搬送される先
原稿の後端が排紙待機位置Ｐ２まで搬送されたことが計測されると、駆動モータＭＴを一
旦停止し、正転駆動させる。これによって、先原稿は排紙待機位置Ｐ２に停止待機状態と
なり、次原稿の給紙が開始される。このとき、排紙待機位置は、（給送位置ＰＡから読取
速度切換位置Ｐ１までの距離ＬＡ）＞（排紙待機位置Ｐ２から排出位置ＰＢまでの距離Ｌ
Ｂ）となるように設定する。排紙待機位置Ｐ２に原稿が到達したことは、レジストセンサ
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Ｓ２が原稿後端を検出した時点から距離Ｌ４に相当する駆動モータパルス数をカウントす
ることで計測し、これによって認識すればよい。
【００３９】
　そして、図８（ｄ）に示すように、駆動モータＭＴを逆転駆動させる。これによって、
待機中の先行原稿は、排紙スタッカー１１に向かって搬送され、同時にレジストローラ対
１８のニップ位置に突き当てられた状態の次原稿は読取速度切換位置Ｐ１に向かって搬送
される。この次原稿が読取速度切換位置Ｐ１に到達した時点で駆動モータが「高速」から
「読取速度」に切り換わる。
　この時、先原稿はＬＡ＞ＬＢの位置関係から次原稿の先端が読取速度切換位置Ｐ１に到
達する前（読取速度の切換え前）に完全に排出位置ＰＢを通過して排紙スタッカー１１に
排紙される。
【００４０】
　つまり、この搬送方法では、先原稿の給紙と次原稿の排紙の動作を同時に行なわせるよ
うにすることで原稿の搬送効率を向上させ、次原稿が読取速度に切り換えられた時点では
先原稿が排紙スタッカー１１に排出されているようにしているので、原稿は常に一定の速
度で排紙されて原稿の排紙整列性に不具合を生じさせない。
【００４１】
　上述した搬送方法に基づき制御される本実施例における原稿搬送装置Ａの原稿搬送動作
を図４の原稿の搬送状態を示す模式図を参照しつつ、図５のタイミングチャート及び図６
の動作フローチャートに基づき説明する。
【００４２】
　操作パネルや外部装置（図示せず）からの給紙信号を受信し、エンプティセンサＳ１で
給紙スタッカー１０上に原稿が載置されていることが検知されると駆動モータＭＴが正転
駆動され、繰り出しローラ１５によって原稿が繰り出される（ＳＴ１～ＳＴ３）。繰り出
された原稿は給紙ローラ１６と分離部材１７からなる分離手段によって１枚に分離されて
下流側に給紙される。そして、レジストセンサＳ２が原稿の先端を検知すると、その検知
から所定量（Ｌ１）搬送させた後に駆動モータＭＴは一旦停止される（ＳＴ３～ＳＴ６）
。駆動モータＭＴが停止したとき、原稿の先端はレジストローラ対１８のニップ部に突き
当てられてたわみが形成され、原稿の先端が整合されスキューが除去されている。そして
、この一旦停止後、原稿読取装置本体Ｈが読み取り可能状態であるか否かが読取搬送指令
信号の受信によって判断され、読み取り可能状態であれば駆動モータＭＴを逆転で高速駆
動させる（ＳＴ７～ＳＴ８）。これによって、レジストローラ対１８、送りローラ対１９
、排紙ローラ対２０の各ローラ対が回転し、原稿を高速で読取位置Ｘに向けて搬送する。
【００４３】
　そして、原稿の先端が読み取り位置手前の予め定められた読取速度切換位置Ｐ１に到達
すると原稿読取装置本体Ｈに対して読取タイミング信号を送信するとともに駆動モータＭ
Ｔは高速駆動から読取速度に切り換えられる（ＳＴ９～ＳＴ１１）。これによって、原稿
は読取位置Ｘを読取速度で移動され、読取ユニット５にて原稿画像が読み取られる。なお
、原稿が読取速度切換位置Ｐ１に到達したか否かは、駆動モータＭＴを逆転駆動開始させ
た時点からの駆動パルス信号をカウントし、レジストローラ対１８のニップ位置から予め
定められた読取速度切換位Ｐ１までの距離（ＬＡ）に相当する駆動パルスがカウントされ
たことに基づき認識される。
【００４４】
　その後、レジストセンサＳ２が読み取り中の原稿の後端を検知した時点から原稿が所定
距離（Ｌ２）搬送されたことに基づき駆動モータＭＴを高速に切り換える（ＳＴ１２～Ｓ
Ｔ１４）。このとき、原稿の後端は読取位置Ｘを通過した状態であり、原稿の読み取りは
既に完了している。つまり、上記の所定距離（Ｌ２）は原稿後端がレジストセンサＳ２の
位置から読取位置Ｘに至る距離となっている。
【００４５】
　読み取られた原稿は、駆動モータＭＴを高速に切り換えることによって排紙ローラ対２
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０にて高速で搬送され、その後端が予め定められた排紙待機位置Ｐ２に到達すると給紙ス
タッカー１０上に次原稿Ｄ２があるか否かがエンプティセンサＳ１で検出される（ＳＴ１
５～ＳＴ１６）。そして、エンプティセンサＳ１によって、次原稿Ｄ２がないと判断され
た場合は、駆動モータＭＴの逆転駆動を継続し、排紙センサＳ３が原稿の後端を検出した
時点から確実に原稿の後端が排紙スタッカー１１に到達する距離、駆動モータＭＴを駆動
して停止する（ＳＴ１７～ＳＴ２１）。一方、エンプティセンサＳ１によって次原稿Ｄ２
がある判断された場合は、駆動モータＭＴを一旦停止させた後に次原稿Ｄ２の給紙動作を
開始させる（ＳＴ１８）。このとき、先原稿Ｄ１は排紙待機位置Ｐ２に停止して待機状態
となっている。
【００４６】
　ここで、排紙原稿待機位置Ｐ２は、レジストローラ対１８のニップ位置から読取速度切
換位置Ｐ１に至る距離（ＬＡ）に対し、排紙ローラ対２０のニップ位置からの排紙原稿待
機位置Ｐ２間の距離（ＬＢ）が短くなるように設定されている。また、排紙待機位置Ｐ２
に原稿の後端が到達したことは、レジストセンサＳ２が原稿の後端を検知した時点から駆
動モータＭＴの駆動パルス数をカウントし、カウント値がレジストセンサＳ２の位置から
排紙待機位置Ｐ２までの距離（Ｌ４）に相当するカウント値に到達したことによって認識
される。
【００４７】
　次原稿Ｄ２の給紙動作は、１枚目（先原稿Ｄ１）と同様に駆動モータＭＴを正転駆動し
、繰り出しローラ１５で次原稿Ｄ２を繰り出し、給紙ローラ１６と分離部材１７で１枚に
分離する。そして、次原稿Ｄ２の先端がレジストローラ対１８のニップ部に突き当てて整
合される（ＳＴ３～ＳＴ６）。
【００４８】
　次に、原稿読取装置本体Ｈが読み取り可能状態であれば駆動モータＭＴを逆転で高速駆
動させる。これによって、レジストローラ対１８、送りローラ対１９が回転し、次原稿Ｄ
２が高速で読取速度切換位置（Ｐ１）に向けて搬送されるとともに、排紙ローラ対２０が
回転して排紙待機位置（Ｐ２）に待機された先原稿Ｄ１が排紙スタッカー１１に向かって
送られる。
【００４９】
　そして、次原稿Ｄ２の先端が読取速度切換位置Ｐ１に到達すると駆動モータＭＴを高速
から読取速度に切り換えられる。このとき、先原稿Ｄ１は、レジストローラ対１８のニッ
プ位置から読取速度切換位置Ｐ１に至る距離（ＬＡ）よりも排紙ローラ対２０のニップ位
置からの排紙原稿待機位置Ｐ２間の距離（ＬＢ）が短いので、次原稿Ｄ２の先端が読取速
度切換位置Ｐ１に到達した時点では、既に排紙ローラ対２０のニップ位置を通過し、排紙
スタッカー１１上に排出されている。
【００５０】
　このとき、先原稿Ｄ１は、高速で排紙スタッカー１１に排出されることとなるが、排紙
フラッパー２８によって下方に向かって案内されるため、原稿が勢い良く飛び出すことが
防止され、排紙スタッカー１１上に原稿が散乱することがなくなるとともに、排紙ローラ
対２０の従動ローラ２０ｂに原稿が巻き付くように排出されるため、排紙ローラ対２０の
従動ローラ２０ｂに引っ掛かった状態で後残りされることが防止される。
【００５１】
　読取速度に切り換えられた次原稿Ｄ２は、先原稿Ｄ１と同様にその後端が読取位置Ｘを
通過すると高速で搬送され、排紙待機位置Ｐ２に到達した時点で、エンプティセンサＳ１
によって給紙スタッカー１０上の原稿の有無が検出される。そして、給紙スタッカー１０
上に原稿がなければ搬送動作が継続され、給紙スタッカー１０上に原稿がある場合は、次
原稿Ｄ２を排紙待機位置Ｐ２で停止して給紙スタッカー１０上の後続原稿の給紙が開始さ
れる。
【００５２】
　以降、給紙スタッカー１０上の最後の原稿が給紙されるまで上述した給紙、搬送動作が
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繰り返されることとなる。
【００５３】
　この実施例によれば、レジストローラ対１８のニップ位置から読取速度切換位置Ｐ１に
至る距離（ＬＡ）よりも排紙ローラ対２０のニップ位置からの排紙原稿待機位置Ｐ２間の
距離（ＬＢ）が短くなるように排紙原稿待機位置Ｐ２を設定しているので、読取倍率等の
読み取り条件によって原稿の排紙速度が異なることがなく、常時一定の速度で原稿が排出
される。これによって、良好な排紙整列性を容易に得ることができる。
【００５４】
　また、先原稿を排紙待機位置Ｐ２で一旦停止し、次原稿をレジストローラ対１８まで給
紙した後にこのニップ点からの次原稿の供給と、排紙待機位置Ｐ２からの先原稿の排紙を
同時に行なうように制御したので、原稿の処理時間が短縮される。
【００５５】
　上述した実施例では、次原稿Ｄ２の先端が読取速度切換位置Ｐ１に到達するまで駆動モ
ータＭＴを高速駆動し、先原稿Ｄ１の排紙と次原稿Ｄ２の搬送を高速で行なうようにした
が、次原稿Ｄ２の先端が読取速度切換位置Ｐ１に到達する過程で駆動モータＭＴの駆動速
度を高速から排紙整列性を考慮した適正な速度に切り換え、先原稿Ｄ１を適正な排紙速度
で排紙するように制御してもよい。
【００５６】
　この場合の具体的な実施の形態を、図７の動作フローチャートに基づき説明する。駆動
モータＭＴが逆転駆動され、原稿がレジストローラ対１８によって搬送されると、原稿が
１枚目か否かが判断される（ＳＴ５８～ＳＴ５９）。原稿が１枚目であれば、原稿の先端
が読取速度切換位置Ｐ１に到達するまで高速で駆動して、読取速度切換位置Ｐ１の位置で
読取速度に切り換わる。これによって、原稿の搬送速度も高速から読み取り速度に切り換
わり、読取位置Ｘに搬送される。一方、２枚目以降の原稿であれば、先行する原稿が排紙
待機位置Ｐ２で待機状態となっているので、駆動モータＭＴの逆転駆動によって排紙ロー
ラ対２０も回転し、レジストローラ対１８のニップ位置にある原稿と先行原稿が同時に搬
送される。そして、先行原稿の後端が排紙センサＳ３で検出されると駆動モータＭＴを高
速駆動から低速駆動に切り換える（ＳＴ６０～ＳＴ６１）。これによって、先行原稿は低
速で排紙スタッカー１１に排出される。そして、先行原稿が排出された後に原稿の先端が
読取速度切換位置Ｐ１に到達し、駆動モータＭＴの駆動速度が読取速度に切り換わること
となる。
【００５７】
　以降の動作（ＳＴ６２～ＳＴ７４）は、上述した実施例の動作（ＳＴ９～ＳＴ２１）と
同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００５８】
　これによって、排紙スタッカー１１への原稿の排紙速度を一定にすることができ、さら
に排紙スタッカー１１に積載される原稿の排紙整列性を良好とするために上述の実施例に
おける排紙フラッパー２８などの特別な部材を設ける必要がなくなる。
【００５９】
　また、上記実施例では、ワンウェイクラッチを用いて駆動モータＭＴの正転で繰り出し
ローラ１５と給紙ローラ１６を駆動させ、逆転でレジストローラ１８と排紙ローラ２０を
駆動する構成としたが、駆動モータＭＴと繰り出しローラ１５及び給紙ローラ１６との間
に電磁クラッチを用いて適切なタイミングで駆動モータＭＴの駆動を伝達、遮断して繰り
出しローラ１５及び給紙ローラ１６を駆動してもよい。
【００６０】
　上記実施の形態によれば、供給経路に比べて排紙経路が長く形成したので、排紙スタッ
カーの原稿収納量を増大させても、排紙経路のコンタクトガラス１から原稿を掬い上げる
角度を小さくすることが可能となり、読取画像のブレが防止できる。
【００６１】
　また、単一の駆動モータで複数の送りローラ対を駆動するように構成したので、部品点
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【００６２】
　さらに、供給経路に比べて排紙経路が長く形成した装置において、原稿された装置でレ
ジストローラから読取速度切換位置までの距離よりも読み取り後の原稿の停止位置から排
紙ローラのニップ位置（排紙口）に至る距離を短くしたので、読取速度が読取倍率や読取
解像度によって異なる場合であっても、排紙整列性を損なうことなく、原稿交換時間の短
縮ができ、また良好な読み取り画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明に係る原稿搬送装置及びこの原稿搬送装置が搭載される画像読取装置の主
要部を示す断面図である。
【図２】図１の装置の駆動伝達を示す構成図である。
【図３】図１の装置の制御系を示すブロック図である。
【図４】図１の装置に於ける原稿の搬送状態を示すものであり、同図（ａ）は先原稿の読
取り状態を示し、（ｂ）は先原稿が排紙経路に待機した状態を示し、（ｃ）は次原稿を分
離して繰り出した状態を示し、（ｄ）は先原稿の排紙と次原稿がレジストローラ対から繰
り出された状態を示し、（ｅ）は先原稿が排出完了し、次原稿が速度切換位置に到達した
状態を示している。
【図５】本発明に係る原稿搬送装置の動作を示すタイミングチャート図である。
【図６】本発明に係る原稿搬送装置の搬送動作を示す動作フローチャート図である。
【図７】本発明に係る原稿搬送装置における他の実施例の搬送動作を示す動作フローチャ
ート図である。
【図８】本発明の原理を説明する為の説明図であり、同図（ａ）は原稿先端が速度切換位
置に到達した状態を示し、（ｂ）は原稿後端が読取位置を通過した状態を示し、（ｃ）は
先原稿が排紙待機位置に次原稿がレジストローラ対に繰り出された状態を示し、（ｄ）は
先原稿の排出が完了、次原稿が速度切換位置に到達した状態の位置関係の説明図である。
【図９】図１の装置の排紙フラッパーの動作状態説明図であり、同図（ａ）は原稿先端が
排紙ローラ対に到達した状態を示し、（ｂ）は原稿が排紙スタッカーに排出される状態を
示し、（ｃ）は原稿の排出が完了した状態を示す。
【符号の説明】
【００６４】
Ａ　原稿搬送装置（ドキュメントフィーダ）
Ｈ　原稿読取装置
１０　給紙スタッカー
１１　排紙スタッカー
１８　レジストローラ対
１９　送りローラ対
２０　排紙ローラ対
２２ａ　給紙経路
２２ｂ　供給経路
２３　排紙経路
３０　制御部
Ｓ２　レジストセンサ
Ｓ３　排紙センサ
ＭＴ　駆動モータ
Ｐ１　読取速度切換位置
Ｐ２　排紙待機位置
ＰＡ　給送位置
ＰＢ　排出位置
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