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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートが載置される給送トレイを備える画像形成装置であって、
　前記給送トレイは、
　固定テーブルと、
　前記固定テーブルに対して引き出し及び収納自在に構成された延長テーブルと、
　センサーと
を備え、
　前記センサーは、透過型又は反射型の光センサーであり、
　前記センサーは、前記固定テーブルに配置され、前記延長テーブルが引き出されたとき
に前記延長テーブルに前記シートが載置されているか否かを検出し、
　前記給送トレイは、前記延長テーブルに前記シートが載置されているか否かに応じて、
前記センサーから出射された光を透過するか否かを決定するアクチュエーターを更に備え
、
　前記アクチュエーターは、前記延長テーブルの載置面に対して出没自在に構成された突
出部材を備え
　前記延長テーブルに前記シートが載置されるか否かに応じて、前記突出部材が出没する
、画像形成装置。
【請求項２】
　前記アクチュエーターは、前記突出部材が押下されたか否かに応じて揺動する揺動部材
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を備え、
　前記揺動部材の一方側端部が、前記突出部材と一体に形成され、
　前記揺動部材の他方側端部の位置に応じて、前記センサーから出射された光を透過する
か否かが決定される、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記アクチュエーターは、前記延長テーブルに固定された支持部材を有し、
　前記揺動部材は、前記支持部材を支点として、前記延長テーブルの底面に対して近接及
び離間する方向に揺動する、請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記支持部材は、前記延長テーブルの載置面と略平行方向に配置され、前記延長テーブ
ルの引き出し方向と略直交する方向に延びた支持軸を有し、
　前記揺動部材は、前記支持軸を揺動軸として揺動する、請求項３に記載の画像形成装置
。
【請求項５】
　前記アクチュエーターは、前記他方側端部に前記センサーから出射された光の透過を規
制する規制部材を備え、
　前記規制部材は、前記センサーから出射された光に対して略垂直な平板状部材である、
請求項２から請求項４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記シートに形成された画像を読み取る画像読取部と、
　前記画像読取部に前記シートを搬送するシート搬送部と
を更に備え、
　前記給送トレイは、前記シート搬送部に配置される、請求項１から請求項５のいずれか
１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記シートに画像を形成する画像形成部と、
　前記画像形成部に前記シートを搬送するシート搬送部と、
　前記給送トレイに載置された前記シートを前記シート搬送部に給送する給送部と
を更に備える、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、手差しトレイが記載されている。手差しトレイは、固定テーブル、延
長テーブル、用紙検出センサー、第１固着具、第２固着具、支持部材、及び付勢手段を備
える。用紙検出センサーは、延長テーブルに配置され、延長テーブルに載置された用紙の
有無を検出する。用紙検出センサーは、電線を有する。電線は、用紙検出センサーから固
定テーブル側に延びる。第１固着具は、電線を固定テーブルに固定する。支持部材は、長
尺状に形成され、一端側を支点として回動する。第２固着具は、電線の一部を支持部材に
固定する。付勢手段は、支持部材に固定された電線を延長テーブルに引き込む方向に付勢
する。
【０００３】
　延長テーブルが固定テーブルに収納されているときには、電線が延長テーブル側に引き
込まれる。延長テーブルが固定テーブルから引き出されているときには支持部材の他端側
が固定テーブルに引っ張られて電線が延長テーブルから固定テーブル側に繰り出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開平１０－２４６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の手差しトレイでは、延長テーブルに配置された電線が一定の範囲内
で移動するように規制できる。よって、電線が弛んだ状態や引っ張られた状態となること
を抑制できる。しかしながら、用紙検出センサーの電線の処理に関しては、未だ改善の余
地が残されている。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、延長テーブルに載置されたシートの
有無を検出するセンサーの配線処理を簡略化できる画像形成装置を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の画像形成装置は、シートが載置される給送トレイを備える。前記給送トレイは
、固定テーブルと、延長テーブルと、センサーとを備える。前記延長テーブルは、前記固
定テーブルに対して引き出し及び収納自在に構成される。前記センサーは、前記延長テー
ブルが引き出されたときに、前記延長テーブルにシートが載置されているか否かを検出す
る。前記センサーは、前記固定テーブルに配置される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の画像形成装置によれば、延長テーブルに載置されたシートの有無を検出するセ
ンサーの配線処理を簡略化できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係る画像形成装置の構成を示す図である。
【図２】本実施形態に係る画像読取ユニット及び原稿搬送ユニットを示す図である。
【図３】本実施形態に係る原稿トレイの斜視図である。
【図４】延長テーブルが収納されたときの原稿トレイを裏面側から見た斜視図である。
【図５】延長テーブルが引き出されたときの原稿トレイを裏面側から見た斜視図である。
【図６】図５に示すセンサーの近傍の領域ＶＩの拡大図である。
【図７】延長テーブルに原稿が載置されたときの原稿トレイを裏面側から見た斜視図であ
る。
【図８】図７に示すセンサーの近傍の領域ＶＩＩＩの拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面（図１～図８）を参照しながら説明する。なお
、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
【００１１】
　まず、図１を参照して、本実施形態に係る画像形成装置１００について説明する。図１
は、画像形成装置１００の構成を示す図である。図１に示すように、画像形成装置１００
は、複合機である。画像形成装置１００は、画像形成ユニット１、画像読取ユニット２、
原稿搬送ユニット３、及び制御部５を備える。
【００１２】
　画像形成ユニット１は、用紙Ｐに画像を形成する。画像形成ユニット１は、手差しトレ
イ１１、給送部１２、搬送部１３、画像形成部１４、定着部１６、及び排出部１７を備え
る。画像形成部１４は、転写部１５を含む。
【００１３】
　手差しトレイ１１は、用紙Ｐを搬送部１３へ供給する。給送部１２は、用紙Ｐを搬送部
１３へ供給する。搬送部１３は、用紙Ｐを、転写部１５及び定着部１６を経由して排出部
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１７まで搬送する。用紙Ｐは、「シート」の一例に相当する。
【００１４】
　画像形成部１４は、用紙Ｐに画像を形成する。画像形成部１４は、画像形成部１４ｃ、
画像形成部１４ｍ、画像形成部１４ｙ、及び画像形成部１４ｋを備える。
【００１５】
　転写部１５は、中間転写ベルト１５１を備える。画像形成部１４ｃ～画像形成部１４ｋ
が、それぞれ、中間転写ベルト１５１上にシアン色、マゼンタ色、イエロー色、及び黒色
のトナー像を転写する。複数色のトナー像が中間転写ベルト１５１上で重畳され、中間転
写ベルト１５１上に画像が形成される。転写部１５は、中間転写ベルト１５１上に形成さ
れた画像を、用紙Ｐ上に転写する。その結果、用紙Ｐに画像が形成される。
【００１６】
　定着部１６は、用紙Ｐを加熱及び加圧し、用紙Ｐに形成された画像を用紙Ｐに定着する
。排出部１７は、用紙Ｐを画像形成装置１００の外部へ排出する。
【００１７】
　制御部５は、画像形成ユニット１、画像読取ユニット２、及び原稿搬送ユニット３の動
作を制御する。具体的には、制御部５は、プロセッサー、及び記憶部を備える。記憶部は
、制御プログラムを記憶する。プロセッサーは、制御プログラムを実行することによって
、画像形成ユニット１、画像読取ユニット２、及び原稿搬送ユニット３の動作を制御する
。
【００１８】
　次に、図１及び図２を参照して、本実施形態に係る画像読取ユニット２、及び原稿搬送
ユニット３の構成について説明する。図２は、画像読取ユニット２、及び原稿搬送ユニッ
ト３を示す側面図である。図２に示すように、画像読取ユニット２は、コンタクトガラス
２１、及び画像読取部２２を備えている。コンタクトガラス２１には、原稿が載置される
。
【００１９】
　画像読取部２２は、コンタクトガラス２１を介して原稿Ｒの画像を読み取る。具体的に
は、画像読取部２２は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）のような
発光部と、イメージセンサーのような撮像部とを備える。画像読取部２２は、本実施形態
では、ＣＩＳ（Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｅｎｓｏｒ）ユニットである。なお、Ｃ
ＩＳユニットに換えて、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）センサ
ー、及びレンズ系を設けてもよい。
【００２０】
　画像読取部２２は、副走査方向に移動しながら、コンタクトガラス２１上に載置された
原稿Ｒの画像を読み取る。副走査方向は、主走査方向と直交する方向を示す。
【００２１】
　原稿搬送ユニット３は、画像読取部２２に原稿Ｒを搬送する。原稿搬送ユニット３は、
給送トレイ４、ピックアップローラー３１、給送ローラー３２、レジストローラー対３３
、搬送ローラー対３４、排出ローラー対３５、及び原稿排出トレイ３６を備えている。ま
た、原稿搬送ユニット３は、ＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）を構
成している。破線矢印Ａは、原稿Ｒの搬送経路を示す。ピックアップローラー３１、給送
ローラー３２、レジストローラー対３３、搬送ローラー対３４、及び排出ローラー対３５
は、「シート搬送部」に相当する。
【００２２】
　給送トレイ４には、複数枚の原稿Ｒが載置される。ピックアップローラー３１は、複数
枚の原稿Ｒのうちの最上部の原稿Ｒを１枚ずつ給送ローラー３２に向けて繰り出す。給送
ローラー３２は、レジストローラー対３３に原稿Ｒを給送する。
【００２３】
　レジストローラー対３３は、所定のタイミングでコンタクトガラス２１に向けて原稿Ｒ
を送出する。原稿Ｒがコンタクトガラス２１を通過するときに、原稿Ｒに形成された画像
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が画像読取ユニット２によって読み取られる。そして、搬送ローラー対３４は、原稿Ｒを
排出ローラー対３５に搬送する。更に、排出ローラー対３５は、原稿Ｒを原稿排出トレイ
３６に排出する。
【００２４】
　次に、図３を参照して、本実施形態に係る給送トレイ４の構成について説明する。図３
は、給送トレイ４の斜視図である。図３に示すように、給送トレイ４は、固定テーブル４
１、延長テーブル４２、下面カバー４５、及び、突出部材４４５を備える。
【００２５】
　固定テーブル４１には、複数枚の原稿Ｒが載置される。また、固定テーブル４１の下面
には、下面カバー４５が固定テーブル４１に対向して取り付けられている。固定テーブル
４１は、延長テーブル４２を引き出し及び収納自在に支持する。延長テーブル４２は、固
定テーブル４１と下面カバー４５との間に形成される空間に収納される。
【００２６】
　下面カバー４５は、略平板状の部材である。下面カバー４５は、固定テーブル４１にお
ける原稿Ｒの搬送方向の中央部近傍から上流側の端部までの範囲に、固定テーブル４１の
下面に取り付けられる。下面カバー４５における原稿Ｒの搬送方向の上流側の端部には、
第１切欠部４５１と第２切欠部４５２とが形成されている。第１切欠部４５１は、原稿Ｒ
の幅方向の一方側の端部近傍で、且つ、突出部材４４５に対応する位置に形成されている
。第２切欠部４５２は、第１切欠部４５１から原稿Ｒの幅方向の他方側の端部に離間した
位置に形成されている。固定テーブル４１と下面カバー４５との間に収納されている延長
テーブル４２を引き出す際に、ユーザーは、第２切欠部４５２に露出している延長テーブ
ル４２を把持する。
【００２７】
　延長テーブル４２は、固定テーブル４１に対して引き出し及び収納自在に構成される。
給送トレイ４に、所定サイズより大きいサイズの原稿Ｒが載置される場合に、延長テーブ
ル４２は、固定テーブル４１に対して引き出される。所定サイズは、例えば、国際規格Ｉ
ＳＯ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄｉｚａｔｉｏｎ）２１６で規定されたＡ４サイズである。所定サイズより大きいサイ
ズは、例えば、国際規格ＩＳＯ２１６で規定されたＡ３サイズである。
【００２８】
　突出部材４４５は、延長テーブル４２の原稿載置面から上方に突出した板状部材である
。原稿載置面は、延長テーブル４２の上面を示す。突出部材４４５は、延長テーブル４２
の原稿載置面に対して略垂直方向に沿って配置されている。また、突出部材４４５は、延
長テーブル４２の原稿載置面に対して出没自在に構成される。
【００２９】
　次に、図１、図３及び図４を参照して、給送トレイ４の要部の構成について説明する。
図４は、延長テーブル４２が収納されたときの給送トレイ４を裏面側から見た斜視図であ
る。図４では、説明のために、下面カバー４５を固定テーブル４１から取り外した状態を
示している。ただし、図４では、第１切欠部４５１と第２切欠部４５２との位置を示すた
めに、下面カバー４５を二点鎖線で記載している。図４に示すように、給送トレイ４は、
センサー４３、及びアクチュエーター４４を更に備える。
【００３０】
　センサー４３は、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されているか否かを検出する。セン
サー４３は、固定テーブル４１に配置される。具体的には、センサー４３は、透過型の光
センサーである。センサー４３の検出信号は、制御部５に伝送される。
【００３１】
　制御部５は、センサー４３の検出信号に基づいて、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置さ
れているか否かを判定する。
【００３２】
　アクチュエーター４４は、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されているか否かに応じて
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、センサー４３から出射された光を透過するか否かを決定する。アクチュエーター４４は
、延長テーブル４２に配置される。アクチュエーター４４は、規制部材４４１、揺動部材
４４２、支持部材４４３、及び連結部材４４４を備える。
【００３３】
　支持部材４４３は、延長テーブル４２に固定され、揺動部材４４２を揺動自在に支持す
る。具体的には、支持部材４４３は、支持軸４４３ａを備える。支持軸４４３ａは、延長
テーブル４２の底面と略平行に配置される。また、支持軸４４３ａは、延長テーブル４２
の引き出し方向に対して略直交する方向に延びる。
【００３４】
　揺動部材４４２は、支持部材４４３に支持される。また、揺動部材４４２は、支持軸４
４３ａを揺動軸として揺動する。揺動部材４４２は、延長テーブル４２の引き出し方向と
略平行に延び、連結部材４４４及び規制部材４４１と一体に形成される。
【００３５】
　連結部材４４４は、揺動部材４４２における延長テーブル４２の先端側端部に配置され
、揺動部材４４２と図３に示す突出部材４４５とを連結する。具体的には、連結部材４４
４は、突出部材４４５と一体に形成される。
【００３６】
　延長テーブル４２は、板状に形成された一対の保護部材４２１を備える。一対の保護部
材４２１は、それぞれ、延長テーブル４２の下面に立設され、下方に突出する。一対の保
護部材４２１は、連結部材４４４の両側面に、それぞれ対向して配置される。保護部材４
２１は、ユーザーが連結部材４４４に触れることを抑制する。延長テーブル４２を固定テ
ーブル４１と下面カバー４５との間に収納した状態では、保護部材４２１は第１切欠部４
５１に収納される。
【００３７】
　規制部材４４１は、揺動部材４４２における固定テーブル４１の基端側端部に配置され
、センサー４３から出射された光の透過を規制する。具体的には、規制部材４４１は、セ
ンサー４３から出射された光に対して略垂直な平板状部材である。延長テーブル４２が収
納された状態では、図４に示すように、規制部材４４１は、センサー４３から固定テーブ
ル４１の基端側に離間した位置に配置される。
【００３８】
　以上、図１から図４を参照して説明したように、本実施形態では、センサー４３が、延
長テーブル４２に載置される原稿Ｒの有無を検出する。また、センサー４３が固定テーブ
ル４１に配置されるため、センサー４３が延長テーブル４２に配置されている形態と比較
して、センサー４３の配線処理を簡略化できる。
【００３９】
　また、図２を参照して説明したように、給送トレイ４は、原稿搬送ユニット３に配置さ
れる。よって、原稿搬送ユニット３の給送トレイ４において、延長テーブル４２に載置さ
れる原稿Ｒの有無を検出するセンサー４３の配線処理を簡略化できる。
【００４０】
　本実施形態では、図１及び図２を参照して説明したように、給送トレイ４が原稿搬送ユ
ニット３に配置されるが、本発明はこれに限定されない。給送トレイ４が画像形成装置１
００に配置される形態であればよい。例えば、給送トレイ４が手差しトレイ１１に配置さ
れる形態でもよい。この形態では、給送トレイ４には用紙Ｐが載置される。また、この形
態では、手差しトレイ１１において、延長テーブル４２に載置される用紙Ｐの有無を検出
するセンサー４３の配線処理を簡略化できる。なお、この形態では、搬送部１３は、「シ
ート搬送部」に相当する。
【００４１】
　次に、図１、図３、図５及び図６を参照して、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されて
いない場合の給送トレイ４について説明する。図５及び図６は、延長テーブル４２に原稿
Ｒが載置されていない場合の給送トレイ４を示す。図５は、延長テーブル４２が引き出さ
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れたときの給送トレイ４を裏面側から見た斜視図である。また、図６においても、説明の
ために下面カバー４５を取り外している。図６は、図５に示すセンサー４３の近傍の領域
ＶＩの拡大図である。
【００４２】
　アクチュエーター４４は、延長テーブル４２に配置される。そのため、延長テーブル４
２が引き出されたときには、延長テーブル４２が収納されたときと比較して、アクチュエ
ーター４４は、固定テーブル４１の先端側に移動する。その結果、図６に示すように、規
制部材４４１は、センサー４３の下方に離間した位置に配置される。
【００４３】
　センサー４３は、投光部４３１、及び受光部４３２を備える。投光部４３１は、例えば
、ＬＥＤを備え、受光部４３２に向けて光を投射する。受光部４３２は、例えば、フォト
トランジシタを備え、投光部４３１から投射された光を検出する。
【００４４】
　図６に示すように、規制部材４４１は、投光部４３１から出射された光の透過を規制し
ていない。具体的には、規制部材４４１は、投光部４３１と受光部４３２との間には位置
していない。したがって、受光部４３２が、投光部４３１から投射された光を検出し、そ
の旨を示す検出信号を制御部５へ伝送する。その結果、制御部５は、延長テーブル４２に
原稿Ｒが載置されていないと判定する。
【００４５】
　次に、図１、図３、図７及び図８を参照して、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されて
いる場合の給送トレイ４について説明する。図７及び図８には、延長テーブル４２に原稿
Ｒが載置されている場合の給送トレイ４を示す。図７は、延長テーブル４２が引き出され
たときの給送トレイ４を裏面側から見た斜視図である。また、図７においても、説明のた
めに下面カバー４５を取り外している。図８は、図７に示すセンサー４３の近傍の領域Ｖ
ＩＩＩの拡大図である。
【００４６】
　延長テーブル４２に原稿Ｒが載置された場合には、突出部材４４５が原稿Ｒによって押
下され、突出部材４４５の上端が延長テーブル４２の原稿載置面と略面一となる位置まで
突出部材４４５が没入する。その結果、連結部材４４４が延長テーブル４２の底面から離
間する向きに移動し、揺動部材４４２が揺動する。
【００４７】
　具体的には、揺動部材４４２は、規制部材４４１がセンサー４３の下方に離間した位置
から投光部４３１と受光部４３２との間の位置へ移動するように揺動する。すなわち、連
結部材４４４が延長テーブル４２の底面から離間する向きに移動すると共に、規制部材４
４１が投光部４３１と受光部４３２との間の位置へ移動する。
【００４８】
　その結果、図８に示すように、規制部材４４１は、投光部４３１から出射された光の透
過を規制する。したがって、受光部４３２が、投光部４３１から投射された光を検出せず
、その旨を示す検出信号を制御部５へ伝送する。その結果、制御部５は、延長テーブル４
２に原稿Ｒが載置されていると判定する。
【００４９】
　以上、図３から図８を参照して説明したように、本実施形態では、延長テーブル４２に
原稿Ｒが載置されたときに、原稿Ｒによって突出部材４４５が押下され、アクチュエータ
ー４４がセンサー４３から出射された光を透過するか否かを決定する。よって、センサー
４３から出射された光を透過するか否かに応じて、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置され
ているか否かを検出できる。したがって、簡素な構成で、延長テーブル４２に載置される
原稿Ｒの有無を検出できる。
【００５０】
　また、図７及び図８を参照して説明したように、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置され
たときに、原稿Ｒによって突出部材４４５が押下され、揺動部材４４２の一方側端部（連
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結部材４４４）が押下される。その結果、揺動部材４４２が揺動し、揺動部材４４２の他
方側端部（規制部材４４１）の位置に応じて、センサー４３から出射された光を透過する
か否かが決定される。したがって、簡素な構成で、延長テーブル４２に載置される原稿Ｒ
の有無を検出できる。
【００５１】
　更に、図３及び図４を参照して説明したように、揺動部材４４２が、延長テーブル４２
に固定された支持部材４４３を支点として揺動するため、延長テーブル４２を固定テーブ
ル４１に対して引き出し又は収納されても、突出部材４４５の延長テーブル４２に対する
位置が変化しない。よって、突出部材４４５を延長テーブル４２の載置面から突出させる
ための、延長テーブル４２の載置面の孔を小さくすることができる。したがって、延長テ
ーブル４２の載置面の強度の低下を抑制できる。また、揺動部材４４２が、固定テーブル
４１及び延長テーブル４２に対して近接及び離間する方向に揺動するため、突出部材４４
５に加わる押圧力で、揺動部材４４２を揺動できる。したがって、簡素な構成で、延長テ
ーブル４２に載置される原稿Ｒの有無を検出できる。
【００５２】
　また、図４を参照して説明したように、支持軸４４３ａは、延長テーブル４２の載置面
と略平行で、且つ、延長テーブル４２を引き出す方向と略直交する方向に延びる。また、
揺動部材４４２は、支持軸４４３ａを揺動軸として揺動する。よって、揺動部材４４２を
、固定テーブル４１及び延長テーブル４２に対して近接及び離間する方向に揺動できる。
したがって、簡素な構成で、延長テーブル４２に載置される原稿Ｒの有無を検出できる。
【００５３】
　更に、図４を参照して説明したように、アクチュエーター４４は、センサー４３から出
射された光の透過を規制する規制部材４４１を備える。規制部材４４１は、揺動部材４４
２の他方側端部に配置される。また、規制部材４４１は、センサー４３から出射された光
に対して略垂直な平板状部材である。よって、揺動部材４４２が揺動することによって、
規制部材４４１がセンサー４３から出射された光の透過を規制するか否かが決定されるた
め、センサー４３から出射された光が透過するか否かを確実に決定できる。したがって、
延長テーブル４２に載置される原稿Ｒの有無を正確に検出できる。
【００５４】
　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明した。ただし、本発明は、上
記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様において
実施することが可能である（例えば、下記に示す（１）～（６））。図面は、理解し易く
するために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図示された各構成要素の
厚み、長さ、個数等は、図面作成の都合上から実際とは異なる場合がある。また、上記の
実施形態で示す各構成要素の形状、寸法等は一例であって、特に限定されるものではなく
、本発明の構成から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００５５】
　（１）図１及び図２を参照して説明したように、画像形成装置１００は、複合機である
が、本発明はこれに限定されない。画像形成装置は、給送トレイ４を備える形態であれば
よい。例えば、画像形成装置がスキャナーである形態でもよい。また、例えば、画像形成
装置がプリンターである形態でもよい。
【００５６】
　（２）図３～図８を参照して説明したように、センサー４３が透過型の光センサーであ
るが、本発明はこれに限定されない。センサー４３が規制部材４４１の有無を検出する形
態であればよい。例えば、センサー４３が反射型の光センサーである形態でもよい。また
、例えば、センサー４３が近接センサーである形態でもよい。
【００５７】
　（３）図３～図８を参照して説明したように、アクチュエーター４４が揺動部材４４２
を有するが、本発明はこれに限定されない。延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されている
か否かに応じて、センサー４３から出射された光を透過するか否かをアクチュエーター４
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４が決定する形態であればよい。例えば、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されているか
否かに応じて、延長テーブル４２の底面に平行な方向にスライドするスライド部材をアク
チュエーター４４が備える形態でもよい。この形態では、スライド部材の位置に応じて、
センサー４３から出射された光を透過するか否かが決定される。
【００５８】
　（４）図３～図８を参照して説明したように、揺動部材４４２が固定テーブル４１及び
延長テーブル４２に対して近接及び離間する方向に揺動するが、本発明はこれに限定され
ない。揺動部材４４２が、突出部材４４５が押下されたか否かに応じて揺動する形態であ
ればよい。例えば、揺動部材が、延長テーブル４２の底面に平行な方向に揺動する形態で
もよい。
【００５９】
　（５）図３～図８を参照して説明したように、アクチュエーター４４は規制部材４４１
を備えるが、本発明はこれに限定されない。延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されている
か否かに応じて、アクチュエーター４４がセンサー４３から出射された光を透過するか否
かを決定する形態であればよい。例えば、原稿Ｒが載置されているか否かに応じて、延長
テーブル４２の底面に平行な方向にスライドするスライド部材をアクチュエーター４４が
備える形態でもよい。この形態では、スライド部材の位置に応じて、センサー４３から出
射された光を透過するか否かが決定される。
【００６０】
　（６）図３～図８を参照して説明したように、センサー４３の受光部４３２が投光部４
３１から出射された光を受光しない場合に、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されている
と判定するが、本発明はこれに限定されない。センサー４３の受光部４３２が投光部４３
１から出射された光を受光する場合に、延長テーブル４２に原稿Ｒが載置されていると判
定する形態でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、画像形成装置に関するものであり、産業上の利用可能性を有する。
【符号の説明】
【００６２】
　１００　　画像形成装置
　１　　画像形成ユニット
　１１　　手差しトレイ
　２　　画像読取ユニット
　２２　　画像読取部
　３　　原稿搬送ユニット
　３１　　ピックアップローラー（シート搬送部の一部）
　３２　　給送ローラー（シート搬送部の一部）
　３３　　レジストローラー対（シート搬送部の一部）
　３４　　搬送ローラー対（シート搬送部の一部）
　３５　　排出ローラー対（シート搬送部の一部）
　４　　給紙トレイ
　４１　　固定テーブル
　４２　　延長テーブル
　４２１　保護部材
　４３　　センサー
　４３１　　投光部
　４３２　　受光部
　４４　　アクチュエーター
　４４１　　規制部材
　４４２　　揺動部材
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　４４３　　支持部材
　４４３ａ　　支持軸
　４４４　　連結部材
　４４５　　突出部
　４５　　下面カバー
　５　　制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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