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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】普通紙サイズを含む大サイズ用紙に対応した第
１アクチュエータと、名刺幅内に配置した第２アクチュ
エータとを用いて、カールした普通紙サイズの用紙であ
っても確実に検知する。
【解決手段】原稿載置トレイ２、ピックアップローラ５
、および共通の揺動軸に固定される第１，第２アクチュ
エータ２１，２２を備える。ピックアップローラは原稿
載置トレイにセットされた用紙を給紙する。アクチュエ
ータは原稿載置トレイの載置面に突出し、セットされた
用紙の先端が当接して押動されることにより用紙を検出
する。第１アクチュエータは幅方向における第１サイズ
に対応したアクチュエータである。第２アクチュエータ
２２は幅方向において第１アクチュエータより内側の名
刺幅内に配置され普通紙サイズ未満の小サイズの用紙に
対応したアクチュエータである。第２アクチュエータの
検知側端は第１アクチュエータの検知側端よりも給紙方
向上流側に位置する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙載置トレイと、該用紙載置トレイにセットされた用紙を給紙するピックアップロー
ラと、前記用紙載置トレイの載置面に突出し、セットされた用紙の先端が当接して押動さ
れることにより用紙を検出するアクチュエータと、
　を備えた給紙装置において、
　前記アクチュエータは、幅方向における第１サイズの用紙に対応した第１アクチュエー
タと、幅方向における前記第１サイズよりも小さい第２サイズの用紙に対応した第２アク
チュエータと、から構成され、
　前記第２アクチュエータの検知側端は前記第１アクチュエータの検知側端よりも給紙方
向上流側に位置する、給紙装置。
【請求項２】
　前記第１アクチュエータおよび前記第２アクチュエータは共通の揺動軸に固定される、
請求項１に記載の給紙装置。
【請求項３】
　前記第２アクチュエータの検知側端は、高さ方向において下側から、給紙方向下流側に
向かって傾斜する第１傾斜部と、前記第１傾斜部に接続され水平に近い傾斜を有する平坦
部と、前記平坦部に接続され、前記第１傾斜部よりも傾斜角度が小さい第２傾斜部とを有
する、請求項１または２に記載の給紙装置。
【請求項４】
　前記第１アクチュエータの検知側端は、高さ方向において下側から、給紙方向下流側に
向かって傾斜する第１傾斜部と、前記第１傾斜部に接続され、その第１傾斜部よりも傾斜
角度が大きい第２傾斜部とを有する、請求項３に記載の給紙装置。
【請求項５】
　前記第２アクチュエータの前記第１傾斜部は、前記第１アクチュエータの前記第１傾斜
部よりも傾斜角度が大きい、請求項３または４に記載の給紙装置。
【請求項６】
　前記第２アクチュエータは高さ方向において前記第１アクチュエータよりも低い、請求
項１～５のいずれかに記載の給紙装置。
【請求項７】
　ピックアップローラを回転可能に保持する移動可能なピックアップホルダーを有し、給
紙方向に対して直交する方向において、前記第２アクチュエータは前記ピックアップホル
ダーの幅内に配置される、請求項６に記載の給紙装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の給紙装置を備える画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、複合機、ファクシミリ装置などの画像形成装置に備えられる、給紙
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、原稿自動搬送装置では用紙載置トレイに用紙（原稿）を所定の位置に用紙がセッ
トされたとき用紙のセットを検出するための検出部材（アクチュエータ）が設けられてい
る。用紙のセットの検知は、用紙の先端がアクチュエータに当接し、アクチュエータが給
紙方向へ揺動されることで検知している。
【０００３】
　原稿の用紙の幅サイズに応じて検知タイミングを適正に調整するために、例えば特許文
献１において、普通紙サイズを含む比較的大サイズの用紙に対応した第１アクチュエータ
と、幅方向において第１アクチュエータよりも内側に配置され、比較的小さな小サイズ用
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紙に対応した第２アクチュエータと、を有している。
【０００４】
　第１アクチュエータと第２アクチュエータの検知側（給紙方向上流側）端エッジは平行
であり、同一の角度で傾斜しているが、小サイズ用紙に対応した第２アクチュエータの検
知側端の方が、普通紙サイズを含む大サイズ用紙に対応した第１アクチュエータの検知側
端よりも給紙方向下流側に位置している。第１アクチュエータと第２アクチュエータとは
同一の揺動軸に支持されており、一方のアクチュエータが揺動すれば連動して他方のアク
チュエータも揺動する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－５１２５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では小サイズ用紙に対応した第２アクチュエータを名刺幅内に配置すること
で名刺サイズの原稿にも対応できることを記載している。
【０００７】
　しかしながら、第２アクチュエータを名刺幅内に配置すると厚紙で出来た名刺は第２ア
クチュエータで容易に検知出来るが、第１アクチュエータで検知されるべき普通紙サイズ
の原稿がセットされ、その用紙の先端がカールしている場合、第１アクチュエータの検知
側端に沿って用紙がカールして第１アクチュエータは揺動することがなく、第１アクチュ
エータよりも検知側端が給紙方向下流側に位置する第２アクチュエータに用紙の先端が当
接することはなく、検知ミスが発生する課題があった。
【０００８】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、普通紙サイズを含む大サイズ用
紙に対応した第１アクチュエータと、名刺幅内に配置した第２アクチュエータとを用いて
、カールした普通紙サイズの用紙であっても確実に検知出来る給紙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】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の給紙装置は用紙載置トレイ、ピックアップローラ、
およびアクチュエータを備える。ピックアップローラは用紙載置トレイにセットされた用
紙を給紙する。アクチュエータは紙載置トレイの載置面に突出し、セットされた用紙の先
端が当接して押動されることにより用紙を検出する。アクチュエータは、第１アクチュエ
ータおよび第２アクチュエータを備える。第１アクチュエータは幅方向における第１サイ
ズの用紙に対応したアクチュエータである。第２アクチュエータは幅方向における第１サ
イズよりも小さい第２サイズの用紙に対応したアクチュエータである。そして、第２アク
チュエータの検知側端は第１アクチュエータの検知側端よりも給紙方向上流側に位置する
。第１アクチュエータおよび第２アクチュエータは共通の揺動軸に固定されることで構造
を簡素化できる。
【００１０】
　この構成によると、第１アクチュエータで検知されるべき第１サイズの用紙の先端がカ
ールしていても確実に給紙方向上流側に位置する第２アクチュエータによって用紙が用紙
値載置トレイにセットされたことを検知することができる。
【００１１】
　また本発明では第２アクチュエータの検知側端は、第１傾斜部、平坦部および第２傾斜
部を有する。第１傾斜部は、高さ方向において下側から、給紙方向下流側に向かって傾斜
する。平坦部は水平に近い傾斜を有し、第１傾斜部に接続される。第２傾斜部は平坦部に
接続され、第１傾斜部よりも傾斜角度が小さい。
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【００１２】
　このように第２サイズの用紙を検知する第２アクチュエータの検知側端は給紙方向下流
側に向かうに従って下側から２段階に傾斜角度が小さくなるようにすることで、下カール
した用紙であっても、その先端が傾斜角度の大きな第１傾斜部に当接して第１傾斜部を確
実に押動して揺動させるので、原稿載置トレイにセットされた小サイズ用紙を確実に検知
することが出来る。第１傾斜部と第２傾斜部との間の平坦部上に、小サイズ用紙を置くよ
うにしてセットすることも可能となり、原稿のセットのしかたの自由度が広がる。
【００１３】
　第１アクチュエータの検知側端は第１傾斜部および第２傾斜部を有する。第１傾斜部は
高さ方向において下側から、給紙方向下流側に向かって傾斜する。第２傾斜部は第１傾斜
部に接続され、第１傾斜部よりも傾斜角度が大きい。
【００１４】
　このように第１サイズの用紙を検知する第１アクチュエータの検知側端は給紙方向下流
側に向かうに従って下側から２段階に傾斜角度が大きくなるようにすることで、上カール
した用紙が第１傾斜部を滑っても第２傾斜部に当接して第２傾斜部を揺動させるので上カ
ールした用紙でも原稿載置トレイにセットされたことを確実に検知することができる。
【００１５】
　第２アクチュエータの第１傾斜部は、第１アクチュエータの第１傾斜部よりも傾斜角度
が大きく設定される。これにより、第１アクチュエータおよび第２アクチュエータが共通
の揺動軸に固定されていても、傾斜角度の大きい第２アクチュエータの検知側端の第１傾
斜部および平坦部は第１アクチュエータの検知側端の第１傾斜部よりも給紙方向上流側に
存在するようになる。
【００１６】
　給紙装置はピックアップローラを回転可能に支持する移動可能なピックアップホルダー
を有する。この場合、給紙方向に対して直交する方向において、第２アクチュエータはピ
ックアップホルダーの幅内に配置され、第１アクチュエータはピックアップホルダーの幅
外に配置される。このように配置できるのは、第２アクチュエータの高さが第１アクチュ
エータの高さよりも低く設定されているからである。これにより、原稿載置トレイの原稿
載置面から突出する第１，第２アクチュエータをコンパクトに配置することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によると、普通紙サイズを含む大サイズ用紙に対応した第１アクチュエータと
、名刺幅内に配置した第２アクチュエータとを用いて、カールした普通紙サイズの用紙で
あっても確実に検知出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明第１実施形態に係る給紙装置の側面図である。
【図２】上記給紙装置の原稿載置トレイの給紙部周辺を示す斜視図である。
【図３】上記給紙装置のアクチュエータとストッパーを示す斜視図である。
【図４】上記給紙装置のアクチュエータとストッパーを示す断面図である。
【図５】上記給紙装置のアクチュエータを示す断面図である。
【図６】図２の給紙装置が備える原稿戴置トレイの下部分、アクチュエータ、ストッパー
の構成を示す図解図である。
【図７】本発明に係る画像形成装置の概略構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、この発明の第１の実施形態について、図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図７に示すように、画像形成装置ＭＦＰは、筐体１０００、自動原稿搬送装置（ＡＤＦ
:Automatic Document Feeder）１、及び制御部３０００を備えている。筐体１０００は概
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略直方体型を呈する。
【００２１】
　筐体１０００は、画像読取部１１００、画像形成部１２００、及び給紙部１３００を備
えている。画像読取部１１００は、筐体１０００の上部に配置され、画像読取部１１００
の下に画像形成部１２００が配置され、画像形成部１２００の下に給紙部１３００が配置
されている。画像読取部１１００とＡＤＦ１とによって画像読取装置４００が構成されて
いる。
【００２２】
　画像形成部１２００は、画像読取部１１００との間に画像形成処理済みの用紙を収容す
る用紙排紙トレイ６７を設けるための空間８３（いわゆる胴内排紙部。）を有するように
、一部の水平方向の断面積が画像読取部１１００より小さく形成されている。用紙として
、普通紙、印画紙、ＯＨＰフィルム等の記録媒体が挙げられる。
【００２３】
　画像形成部１２００は、露光ユニット３００、４個の画像生成部１５１，１５２，１５
３，１５４、中間転写ベルトユニット６００、二次転写ローラ６６、定着装置７００、用
紙排紙トレイ６７、及び用紙搬送路６８，６９を備え、用紙に画像形成処理を行う。
【００２４】
　中間転写ベルトユニット６００は、中間転写ベルト６１、駆動ローラ６２、従動ローラ
６３、及びテンションローラ（不図示。）を有している。中間転写ベルト６１は、駆動ロ
ーラ６２と従動ローラ６３との間に張架されてループ状の周回経路を形成している。中間
転写ベルトユニット６００および二次転写ローラ６６は本発明の転写装置の一例である。
中間転写ベルト６１は本発明の無端ベルトの一例である。
【００２５】
　画像形成部１２００は、ブラック、並びに、カラー画像を色分解して得られる減法混色
の３原色であるシアン、マゼンタ及びイエローの４色の各色相に対応した画像データを用
いて、画像生成部１５１，１５２、１５３，１５４において画像形成処理を行う。画像生
成部１５１～１５４は、中間転写ベルト６１の周回方向に沿って一列に配置されている。
画像生成部１５２～１５４は、画像生成部１５１と実質的に同様に構成されている。
【００２６】
　ブラックの画像生成部１５１は、感光体ドラム５０１、帯電装置５０２、現像装置５０
４、一次転写ローラ５０５、及びクリーニング装置６４を備えている。
【００２７】
　帯電装置５０２は、感光体ドラム５０１の表面を所定の電位に均一に帯電させる。
【００２８】
　露光ユニット３００は、図示しない半導体レーザ、ポリゴンミラー、第１ｆθレンズ及
び第２ｆθレンズを備えており、ブラック、シアン、マゼンタ及びイエローの各色相の画
像データによって変調されたレーザビームのそれぞれを、画像生成部１５１～１５４のそ
れぞれの感光体ドラム５０１に照射する。４個の感光体ドラム５０１のそれぞれの周面に
は、ブラック、シアン、マゼンタ及びイエローの各色相の画像データによる静電潜像が形
成される。露光ユニット３００は本発明の光走査装置の一例である。
【００２９】
　現像装置５０４は、静電潜像が形成された感光体ドラム５０１の周面に、画像生成部１
５１～１５４のそれぞれの色相のトナー（現像剤）を供給し、静電潜像をトナー像に顕像
化する。
【００３０】
　クリーニング装置６４は、現像及び画像転写の後における感光体ドラム５０１の表面に
残留したトナーを回収する。
【００３１】
　中間転写ベルト６１の外周面は、４個の感光体ドラム５０１に順に対向する。中間転写
ベルト６１を挟んで各感光体ドラム５０１に対向する位置のそれぞれに、一次転写ローラ
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５０５が配置されている。中間転写ベルト６１と感光体ドラム５０１とが互いに対向する
位置のそれぞれが、一次転写位置である。
【００３２】
　一次転写ローラ５０５には、感光体ドラム５０１の周面に担持されたトナー像を中間転
写ベルト６１上に転写するために、トナーの帯電極性（マイナス）と逆極性（プラス）の
一次転写バイアスが定電圧制御によって印加される。これによって、感光体ドラム５０１
のそれぞれに形成された各色相のトナー像は中間転写ベルト６１の外周面に順次重ねて転
写（一次転写）され、中間転写ベルト６１の外周面にフルカラーのトナー像が形成される
。
【００３３】
　但し、イエロー、マゼンタ、シアン及びブラックの色相の一部のみの画像データが入力
された場合は、４個の感光体ドラム５０１のうち、入力された画像データの色相に対応す
る一部のみにおいて静電潜像及びトナー像の形成が行われる。例えば、モノクロ印刷モー
ド時には、ブラックの色相に対応した画像生成部１５１の感光体ドラム５０１のみにおい
て静電潜像の形成及びトナー像の形成が行われ、中間転写ベルト６１の外周面にはブラッ
クのトナー像のみが転写（一次転写）される。
【００３４】
　画像生成部１５１～１５４の全てにおいて画像形成処理が行われるフルカラー画像形成
時には、４個の一次転写ローラ５０５が中間転写ベルト６１を全ての感光体ドラム５０１
に圧接させる。一方、画像生成部１５１のみにおいて画像形成処理が行われるモノクロ画
像形成時には、画像生成部１５１のみにおいて一次転写ローラ５０５が中間転写ベルト６
１を感光体ドラム５０１に圧接させる。
【００３５】
　各一次転写ローラ５０５は、ステンレス等の金属を素材とする軸の表面を導電性の弾性
材によって被覆して構成されており、導電性の弾性材によって中間転写ベルト６１に均一
に高電圧を印加する。
【００３６】
　二次転写ローラ６６は、中間転写ベルト６１を挟んで駆動ローラ６２に所定のニップ圧
で圧接している。二次転写ローラ６６は、導電性樹脂であって硬質材料で構成されている
。二次転写ローラ６６は、中間転写ベルト６１の外周面に担持されたトナー像を、用紙に
転写（二次転写）する。
【００３７】
　一次転写位置のそれぞれにおいて中間転写ベルト６１の外周面に転写されたトナー像は
、中間転写ベルト６１の回転によって、中間転写ベルト６１と二次転写ローラ６６との対
向位置である二次転写位置へ搬送される。
【００３８】
　給紙部１３００の給紙カセット８１には、用紙が収容されている。用紙搬送路６８には
、複数の搬送ローラ１２Ａ，１２Ｂが配置されている。用紙搬送路６８は、給紙カセット
８１に収容されている用紙を、二次転写位置（本発明でいう転写部。）及び定着装置７０
０を経由して用紙排紙トレイ６７へ送るために、略垂直方向に配置されている。
【００３９】
　用紙搬送路６９には、複数の搬送ローラ１２Ｃ，１２Ｄが配置されている。用紙搬送路
６９は、用紙の搬送方向において、定着装置７００の下流側から二次転写位置の上流側ま
で設けられている。用紙搬送路６９には、定着装置７００を通過した後で用紙排紙トレイ
６７へ排出される用紙が、それまでの後端を前にして搬送される。これによって、用紙は
表裏を反転した状態で、二次転写位置へ再送される。
【００４０】
　給紙部１３００は、給紙カセット８１の他に、手差しトレイ８２を備えている。給紙カ
セット８１及び手差しトレイ８２のそれぞれには、用紙が収容される。
【００４１】
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　給紙部１３００は、給紙カセット８１又は手差しトレイ８２の何れかから１枚ずつ用紙
を給紙する。給紙カセット８１に収容された用紙は、ピックアップローラ１１Ａによって
給紙され、用紙搬送路６８を経由して二次転写位置へ搬送される。手差しトレイ８２に収
容された用紙は、ピックアップローラ１１Ｂによって給紙され、用紙搬送路６８を経由し
て二次転写位置へ搬送される。
【００４２】
　用紙搬送方向において二次転写位置の上流側に、レジストローラ１３が配置されている
。レジストローラ１３は、給紙カセット８１又は手差しトレイ８２から給紙された用紙の
先端を、中間転写ベルト６１の表面に形成されたトナー像の先端と合わせるタイミングで
回転を開始し、二次転写位置へ用紙を供給する。
【００４３】
　給紙部１３００から給紙された用紙が二次転写位置を通過する際に、駆動ローラ６２に
、トナーの帯電極性（マイナス）と同極性（マイナス）の高電圧の転写電圧が印加される
。これによって、中間転写ベルト６１の外周面から用紙の表面に、トナー像が二次転写さ
れる。
【００４４】
　トナー像が用紙に転写された後の中間転写ベルト６１上に残留した現像剤は、中間転写
ベルト用クリーニング装置６５によって回収される。
【００４５】
　トナー像が転写された用紙は、定着装置７００に導かれる。定着装置７００は加熱ロー
ラ７１および加圧ローラ７２を備える。加圧ローラ７２は加熱ローラ７１に圧接して定着
部を形成し、トナー像が転写された用紙は定着部に通紙されることで加熱及び加圧される
。これによって、トナー像が、用紙の表面に堅牢に定着する。トナー像が定着した用紙は
、トナー像が定着した面を下にして用紙排紙トレイ６７上へ排出される。
【００４６】
　次に、本発明に特徴的な給紙装置について説明する。本実施形態では、給紙装置の例と
してＡＤＦ１に適用したもので説明する。ＡＤＦは積載原稿の高速画像読取用として画像
形成装置（例えば、ＭＦＰと呼ばれる複合機。）のほとんどの機種に標準で搭載される。
【００４７】
　図１に示すように、ＡＤＦ１は上下に配置される原稿載置トレイ２および原稿排出トレ
イ３を備え、原稿載置トレイ２から原稿排出トレイ３へ至る略Ｕ字状の用紙搬送路１００
が内部に形成される。
【００４８】
　用紙搬送路１００の上流端部であって原稿載置トレイ２にセットされる原稿（一枚の場
合もあるし、複数枚の場合もある。）の先端部の上方位置にピックアップローラ５が配置
される。ピックアップローラ５は原稿載置トレイ２にセットされた原稿を最上位の用紙か
ら１枚ずつ給紙する。ピップアップされた用紙は用紙搬送路１００の適所に設けられた給
紙ローラ６や搬送ローラ７によって搬送され、読取部１０１で原稿面の画像が読み取られ
た後、さらに用紙搬送路１００を搬送されて原稿排出トレイ３上に排出される。
【００４９】
　図２はピックアップローラ周辺の要部の斜視図を示す。ピックアップホルダー５２が回
動軸５１に回動自在に支持される。ピックアップホルダー５２はピックアップローラ５を
回転自在に支持する。ピックアップホルダー５２は図示しない駆動モータによって必要に
応じて矢印Ｒ１のように回動され、ピックアップローラ５が下降して最上位の用紙に当接
し、給紙できるようになる。ピックアップローラ５の近傍には、用紙幅に対応した用紙が
原稿載置トレイ２にセットされたことを検出するために、アクチュエータが設けられる。
【００５０】
　アクチュエータは第１アクチュエータ２１、第２アクチュエータ２２から構成される。
第１アクチュエータ２１は普通紙サイズを含む大サイズの用紙（本発明の幅方向における
第１サイズの用紙の一例。）に対応して配設される。第２アクチュエータ２２は幅方向に
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おいて第１アクチュエータ２１の内側の名刺（本発明の幅方向における第２サイズの用紙
の一例。）幅内に配設される。名刺幅とは名刺サイズの用紙に対応した幅である。
【００５１】
　また、第１アクチュエータ２１，第２アクチュエータ２２に対応して用紙の規制手段と
して、第１ストッパー３１，第２ストッパー３２が設けられる。第１ストッパー３１，第
２ストッパー３２はセットされた原稿を所定の位置に規制するものである。
【００５２】
　第２アクチュエータ２２はピックアップホルダー５２の幅内に配置され、第１アクチュ
エータ２１はピックアップホルダー５２の幅外に配置される。このように配置できるのは
、第２アクチュエータ２２の高さが第１アクチュエータ２１の高さよりも低く設定されて
いるからである。これにより、原稿載置トレイ２の原稿載置面から突出する第１，第２ア
クチュエータ２１，２２をコンパクトに配置することができる。
【００５３】
　図３はアクチュエータとストッパーの全容を示す斜視図である。第１アクチュエータ２
１と第２アクチュエータ２２は共通の揺動軸２３に固定される。第１ストッパー３１、第
２ストッパー３２は共通の揺動軸３３に固定される。揺動軸２３，３３は原稿載置トレイ
２の載置面床下に配置される。この床下の揺動軸２３，３３から原稿載置トレイ２の載置
面に設けられた開口を通して第１、第２アクチュエータ２１，２２、第１、第２ストッパ
ー３１，３２は原稿載置トレイ２の載置面の上方へ突出する。なお、本実施形態では、第
１、第２アクチュエータ２１，２２は共通軸としての揺動軸２３を共有するが、揺動軸は
別でギアなどを介して連動させる構成でも構わない。第１、第２ストッパー３１，３２に
関しても同様である。
【００５４】
　図４に示すように、第１、第２アクチュエータ２１，２２は給紙方向の上流側端は検知
側端２１１，２２２（図４参照。）となっており、検知側端が原稿載置トレイ２にセット
された原稿の先端が当接して押動されて揺動する。
【００５５】
　第２アクチュエータ２２の検知側端２２１は、第１アクチュエータ２１の検知側端２１
１よりも給紙方向上流側に位置する。これにより、第１アクチュエータ２１で検知される
べき普通紙サイズを含む用紙の先端がカールしていても確実に給紙方向上流側に位置する
第２アクチュエータ２２によって用紙がセットされたことを検知することができる。
【００５６】
　原稿がセットされたことは、第１，第２アクチュエータ２１，２２の揺動を検知スイッ
チ２５で検知することで判定される。つまり、揺動軸２３に固定された検知片２４が、検
知スイッチ２５の光学軸を遮らない位置まで回動されたことにより、検知スイッチ２５が
ＯＮになり原稿が正しくセットされたと判定される。
【００５７】
　第１ストッパー３１，第２ストッパー３２は原稿載置トレイ２にセットされた原稿の用
紙の先端が当接されることで、原稿セット時の給紙方向の位置決めを行う。第１ストッパ
ー３１、第２ストッパー３２に関しては本発明の第２の実施形態において詳述する。
【００５８】
　図５に示すように、第１アクチュエータ２１の検知側端２１１は第１傾斜部２１２、第
２傾斜部２１３を有する。第１傾斜部２１２は高さ方向において下側から給紙方向下流側
に向かって傾斜する。第２傾斜部２１３は第１傾斜部２１２に接続され、その第１傾斜部
２１２よりも傾斜角度が大きく設定される。第１傾斜部２１２の傾斜は水平ラインを基準
として例えば６５～７５度に設定される。
【００５９】
　このように普通紙サイズを含む大サイズに対応した用紙を検知する第１アクチュエータ
２１の検知側端２１１は給紙方向下流側に向かうに従って下側から２段階に傾斜角度が大
きくなるようにすることで、上カールした用紙が第１傾斜部２１２を滑っても第２傾斜部
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２１３に当接して第２傾斜部２１３を揺動させるので上カールした用紙でも原稿載置トレ
イ２にセットされたことを確実に検知することができる。
【００６０】
　第２アクチュエータ２２の検知側端２２１は第１傾斜部２２２、平坦部２２３、および
第２傾斜部２２４を有する。
【００６１】
　第１傾斜部２２２は給紙方向において下側から、給紙方向下流側に向かって傾斜する。
平坦部２２３は水平に近い傾斜（水平ラインを基準にして例えば－５度～＋５度。）を有
し、第１傾斜部２２２に接続され、その第１傾斜部２２２よりも傾斜角度が小さい。第２
傾斜部２２４は平坦部２２３に接続され、第１傾斜部２２２よりも傾斜角度が大きく設定
される。第１傾斜部２２２の傾斜は水平ラインを基準として例えば４０～５５度に設定さ
れる。
【００６２】
　このように名刺サイズを含む小サイズに対応した用紙を検知する第２アクチュエータ２
２の検知側端２２１は給紙方向下流側に向かうに従って下側から２段階に傾斜角度が小さ
くなるようにすることで、下カールした用紙であっても、その先端が傾斜角度の大きな第
１傾斜部２２２に当接して第１傾斜部２２２を確実に押動して揺動させるので、原稿載置
トレイ２にセットされた小サイズ用紙を確実に検知することが出来る。特に実施形態では
平坦部２２３上に名刺サイズの原稿を置くようにしてセットすることも可能となり、原稿
のセットのしかたの自由度が広がる。尚、小サイズ用紙として、例えば、葉書、封筒など
がある。
【００６３】
　なお、第２アクチュエータ２２の検知側端２２１の第１傾斜部２２２は、第１アクチュ
エータ２１の検知側端２１１の第１よりも傾斜角度が大きく設定される。これにより、第
１アクチュエータ２１および第２アクチュエータ２２が共通の揺動軸２３に固定されてい
ても、傾斜角度の大きい第２アクチュエータ２２の検知側端２２１の第１傾斜部２２２お
よび平坦部２２３は第１アクチュエータ２１の検知側端２１１の第１傾斜部２１２よりも
給紙方向上流側に存在するようになる。
【００６４】
　このため、第１アクチュエータ２１で検知されるべき大サイズの用紙の先端がカールし
ていても第２アクチュエータ２２の第１傾斜部２２２で確実に検知することができる。
【００６５】
　第２アクチュエータ２２の平坦部２２３は必ずしも平坦でなくても良く、若干の傾斜を
有していても良い。
【００６６】
　第１の実施形態では、普通紙サイズと小サイズの用紙に対し、用紙を検知する第１アク
チュエータ２１と第２アクチュエータ２２を設けたが、第２の実施形態として、図６のよ
うに、用紙を原稿載置トレイ２に載置した時に、用紙が下流側に入りこまないように、普
通紙サイズに対し第１ストッパー３１を、小サイズの用紙に対し、第２ストッパー３２を
設けている。
【００６７】
　第２サイズ（同図符号Ｗで示される幅。）用紙通過域の外側に第１ストッパー３１を配
置し、第２サイズ用紙通過域の内側に第２ストッパー３２を配置したので、名刺などの第
２幅用紙の移動も適切に規制でき、第１サイズ用紙に加えて第２サイズ用紙も適切に給紙
できる。ここでは第２サイズ用紙は、Ａ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙およびＢ３用紙など
の通常使用される普通紙サイズで、第２サイズ用紙は、名刺や葉書などの小サイズの用紙
である。
【００６８】
　図６に示すように、原稿載置トレイ２の下流部分１０２には、更に第１，第２ストーパ
ー３１、３２が設けられる。第１、第２ストッパー３１、３２は、原稿が原稿載置トレイ
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２に載置されたときに、給紙ローラ６への原稿の意図しない入り込みを防止するために、
ピックアップローラ５（不図示。）の給紙位置の下流側近傍において、原稿の下流側への
移動を規制するための部材である。この実施形態では、Ａ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙お
よびＢ３用紙などの通常使用される普通紙サイズの用紙だけでなく、名刺や葉書などの小
サイズの用紙にも適切に対応できるように第１，第２ストッパー３１、３２が構成されて
いる。
【００６９】
　具体的には、第１，第２ストッパー３１、３２は、ピックアップローラ５（不図示。）
の軸方向の一方端部側（片側）に配置される。第１ストッパー３１は、下流側に向かって
所定角度で傾斜し、第２幅用紙が通過する通過域Ｗ（第２サイズ用紙通過域Ｗ：たとえば
原稿載置トレイ２の幅方向中央を中心とする幅９１ｍｍの範囲。図６参照）の原稿搬送方
向と直交する方向における外側であって、かつピックアップホルダー５２（不図示。）の
原稿搬送方向と直交する方向における幅外に配置される。
【００７０】
　一方、第２ストッパー３２は、第１ストッパー３１よりも下流側に大きく傾斜する第１
片３２１と、第１片３２１の先端から上方に屈曲して略鉛直上方向に延びる第２片３２２
とを含み、原稿搬送方向と直交する方向における、第２サイズ用紙通過域Ｗの内側であっ
てかつピックアップホルダー５２の幅内に配置される。また、第２ストッパー３２の第２
片３２２は、第１ストッパー３１よりも下流側に位置するようにされる。さらに、第２ス
トッパー３２の高さは、第１ストッパー３１の高さよりも低く設定され、ピックアップロ
ーラ５の下降時に、ピックアップホルダー５２内に第２ストッパー３２が納まる。
【００７１】
　このように、この第２の実施形態では、原稿送り出し時における、第１サイズ用紙（名
刺や葉書などの小サイズの用紙）および第２サイズ用紙（Ａ４用紙、Ａ３用紙、Ｂ４用紙
およびＢ３用紙などの通常使用される普通紙サイズ）の移動規制の解除も適切に行われる
。
【００７２】
　本発明の第３実施形態として、本発明はＡＤＦに限らず、画像形成装置でトナー像が転
写される用紙を収容する給紙装置などにも適用が可能である。
【００７３】
　このような給紙装置としては、図７に示すように、給紙カセット８１、手差しトレイ８
２がある。これら給紙カセット８１、手差しトレイ８２には先に述べたアクチュエータな
どの構造が設けられており、普通紙サイズとしては、A5～A3サイズと小サイズ用紙として
、例えば、葉書、封筒、名刺サイズの用紙などが検出可能となる。
【００７４】
　上述の実施形態の説明は、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、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示
される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべて
の変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００７５】
ＭＦＰ…画像形成装置
１…ＡＤＦ
２…用紙載置トレイ
３…原稿排出トレイ
５，１１Ａ，１１Ｂ…ピックアップローラ
６…給紙ローラ
７…搬送ローラ
１２Ａ，１２Ｂ…搬送ローラ
１２Ｃ，１２Ｄ…搬送ローラ
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１３…レジストローラ
２１…第１アクチュエータ
２２…第２アクチュエータ
２３…揺動軸
２４…検知片
２５…検知スイッチ
３１…第１ストッパー
３１…第２ストッパー
５１…回動軸
５２…ピックアップホルダー
６１…中間転写ベルト
６２…駆動ローラ
６３…従動ローラ
６４…クリーニング装置
６５…中間転写ベルト用クリーニング装置
６６…二次転写ローラ
６７…用紙排紙トレイ
６８，６９…用紙搬送路
７１…加熱ローラ
７２…加圧ローラ
８１…給紙カセット
１００…用紙搬送路
１０１…読取部
１０２…下流部分
２１１…検知側端
２１１，２２２…検知側端
２１２…第１傾斜部
２１３…第２傾斜部
２２１…検知側端
２２２…第１傾斜部
２２３…平坦部
２２４…第２傾斜部
３００…露光ユニット
３２１…第１片
３２２…第２片
５０１…感光体ドラム
５０２…帯電装置
５０４…現像装置
５０５…一次転写ローラ
６００…中間転写ベルトユニット
７００…定着装置
１０００…筐体
１１００…画像読取部
１２００…画像形成部
１３００…給紙部
３０００…制御部
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