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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動可能に設けられ、原稿が載置される給送原稿載置部と、
　第１位置に位置した前記給送原稿載置部に載置された原稿を搬送可能な搬送手段と、
　前記搬送手段により搬送される原稿の画像を読み取る画像読取手段と、
　前記画像読取手段によって画像が読み取られた原稿が排出される、前記給送原稿載置部
の下方に配置された排出部と、
　前記給送原稿載置部が前記第１位置にあるときに前記排出部を照明可能な照明手段と、
　前記給送原稿載置部が、前記第１位置より上方の第２位置にあるときに、前記照明手段
による光の照射を制限する制限手段と、を有することを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記制限手段は、前記給送原稿載置部が前記第１位置にあるかどうかを検知する検知手
段と、前記検知手段からの信号に基づいて前記照明手段を制御する制御手段と、を有し、
　前記検知手段が、前記第１位置からの前記給送原稿載置部の移動を検知した場合に、前
記照明手段による光の照射を制限するように前記制御手段が制御することを特徴とする請
求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記排出部の原稿が置かれていることを検知するセンサを備え、
　前記検知手段によって前記給送原稿載置部が前記第１位置にあることが検知され、且つ
、前記センサによって前記排出部の原稿が検知されたら、前記照明手段が前記排出部を照
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明するように前記制御手段が制御することを特徴とする請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記制限手段は、前記給送原稿載置部が前記第２位置にあるとき前記照明手段を消灯さ
せることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記制限手段は、前記照明手段からの光を遮断する位置に移動する遮蔽部を有し、
　前記給送原稿載置部が前記第１位置から前記第２位置へ移動するのに応じて前記遮蔽部
が前記照明手段からの光を遮断する位置に移動することを特徴とする請求項１に記載の画
像読取装置。
【請求項６】
　原稿が載置される移動可能な給送原稿載置部と、
　所定位置に位置した前記給送原稿載置部に載置された原稿を搬送可能な搬送手段と、
　前記搬送手段により搬送される原稿の画像を読み取る画像読取手段と、
　前記画像読取手段によって画像が読み取られた原稿が排出される、前記給送原稿載置部
の下方に配置された排出部と、
　前記排出部を照明する照明手段と、を有し、
　前記給送原稿載置部が前記所定位置から上方へ移動できる画像読取装置であって、
　前記給送原稿載置部が前記所定位置にあるかどうかを検知する検知手段と、
　前記給送原稿載置部が前記所定位置にないと前記検知手段が検知すると、前記照明手段
による光の照射を制限するように前記照明手段を制御する制御手段と、を有することを特
徴とする画像読取装置。
【請求項７】
　前記照明手段は、前記給送原稿載置部に設けられていることを特徴とする請求項１乃至
請求項６のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　装置本体と、
　原稿の画像を読み取る画像読取手段と、
　原稿が載置される給送原稿載置部と、前記給送原稿載置部に載置された原稿を、前記画
像読取手段が画像を読み取る位置へ搬送する搬送手段と、前記画像読取手段によって画像
が読み取られた原稿が載置される排出部と、前記排出部を照明する照明手段と、を有し、
前記装置本体に移動可能に設けられた原稿搬送装置と、を有し、
　前記原稿搬送装置が第１位置に位置した状態において、前記搬送手段によって搬送され
る原稿を前記画像読取手段が読み取り可能であり且つ前記照明手段が前記排出部を照明可
能な画像読取装置であって、
　前記第１位置よりも前記装置本体から離れた第２位置に前記原稿搬送装置があるときに
、前記照明手段による光の照射を制限する制限手段を有することを特徴とする画像読取装
置。
【請求項９】
　前記制限手段は、前記原稿搬送装置が前記第１位置にあるかどうかを検知する検知手段
と、前記検知手段からの信号に基づいて前記照明手段を制御する制御手段と、を有し、
　前記原稿搬送装置の、前記第１位置からの移動を前記検知手段が検知したら、前記照明
手段による光の照射を制限するように前記照明手段を前記制御手段が制御することを特徴
とする請求項８に記載の画像読取装置。
【請求項１０】
　前記排出部に原稿が置かれていることを検知するセンサを備え、
　前記検知手段によって前記原稿搬送装置が前記第１位置にあることが検知され、且つ、
前記センサによって前記排出部の原稿が検知されたら、前記照明手段が前記排出部を照明
するように、前記制御手段が制御することを特徴とする請求項９に記載の画像読取装置。
【請求項１１】
　前記制限手段は、前記原稿搬送装置が前記第２位置にあるとき前記照明手段を消灯させ
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ることを特徴とする請求項８乃至請求項１０のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項１２】
　前記制限手段は、前記照明手段からの光を遮断する位置に移動する遮蔽部を有し、
　前記原稿搬送装置が前記第１位置から移動するのに応じて、前記遮蔽部が前記照明手段
による光を遮断する位置に移動することを特徴とする請求項８に記載の画像読取装置。
【請求項１３】
　装置本体と、
　原稿の画像を読み取る画像読取手段と、
　原稿が載置される給送原稿載置部と、前記給送原稿載置部に載置された原稿を、前記画
像読取手段が画像を読み取る位置へ搬送する搬送手段と、前記画像読取手段によって画像
が読み取られた原稿が載置される排出部と、前記排出部を照明する照明手段と、を備え、
前記装置本体に可動に支持された原稿搬送装置と、を有し、
　前記原稿搬送装置が所定位置に位置した状態において前記搬送手段によって搬送される
原稿を前記画像読取手段が読み取り可能であり、且つ、前記原稿搬送装置が前記所定位置
から前記装置本体から離れるように移動できる画像読取装置であって、
　前記原稿搬送装置が前記所定位置にあるかどうかを検知する検知手段と、
　前記原稿搬送装置が前記所定位置にないと前記検知手段が検知すると、前記照明手段に
よる光の照射を制限するように前記照明手段を制御する制御手段と、を有することを特徴
とする画像読取装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の画像読取装置と、
　前記画像読取装置が読み取った画像に基づいて記録媒体に画像を形成する画像形成部と
、を有することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の排出部に光を照射する照明手段を有する画像読取装置及び画像形成装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複写機やファクシミリ装置、複合機等の画像形成装置に設けられる画像読取
装置には、自動原稿搬送装置（以下、ＡＤＦ：Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅ
ｒと呼ぶ）を備えたものがある。このＡＤＦは、原稿載置部から原稿を給送し、原稿の画
像を読み取る原稿読取部を経由して、前記原稿載置部の下方に設けられた原稿排出部に排
出搬送する。
【０００３】
　前記画像読取装置では、前記ＡＤＦによって原稿が前記原稿載置部から前記原稿排出部
に搬送されるため、ユーザーは前記原稿排出部から原稿を取り除く必要があるが、排出さ
れた原稿に気付かず、ユーザーが原稿を取り忘れてしまう問題が生じている。
【０００４】
　そこで、この原稿の取り忘れを防止するために、特許文献１のような構成が提案されて
いる。特許文献１では、前記原稿載置部に、前記原稿排出部が見通し可能な透視部を設け
ている。さらに、前記原稿排出部に原稿が排出されたことを検知する原稿検知手段と、前
記原稿排出部を照射する照明を設けている。
【０００５】
　そして、前記照明によって前記原稿排出部へ光を照射することにより、ユーザーが前記
原稿排出部を目視することを促し、前記原稿排出部へ排出された原稿の取り忘れを防止し
ている。具体的には、前記原稿排出部に一定時間原稿が載置されていると、前記照明が光
を照射している。さらに、省電力化のために、光を照射し始めてから所定時間経過後に照
射を終了させている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１０９０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記照明によって光を照射することでユーザーが原稿排出部に載置された原稿に気付く
と、ユーザーは原稿載置部を回動させて原稿排出部の上方を開放することで原稿排出部か
ら原稿を取り除く。しかしながら、原稿排出部から原稿を取り除く際に、照明によって光
が照射されている間に原稿載置部を回動させたとき、照明は光を発している。
【０００８】
　また、ＡＤＦを備えた画像読取装置は、複数枚の原稿の画像をＡＤＦにより読み取る（
以下、流し読みと呼ぶ）作業の他に、書籍等の厚物原稿の画像をＡＤＦの下方に設けられ
た原稿台にセットして読み取る（以下、固定読みと呼ぶ）作業も可能である。そのため、
前記流し読みの作業の後に、原稿排出部に載置された原稿の存在をユーザーが認識してい
ても、その原稿を取り除く前に続けて前記固定読みの作業を行う場合がある。この場合、
厚物原稿を原稿台にセットする際に、照明によって光が照射されている間にＡＤＦを回動
させると、照明は光を発している。
【０００９】
　以上のように、照明による無駄な光の照射が行われている。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、無駄な光の照射を防止することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明の画像読取装置は、移動可能に設けられ、原稿が載置
される給送原稿載置部と、第１位置に位置した前記給送原稿載置部に載置された原稿を搬
送可能な搬送手段と、前記搬送手段により搬送される原稿の画像を読み取る画像読取手段
と、前記画像読取手段によって画像が読み取られた原稿が排出される、前記給送原稿載置
部の下方に配置された排出部と、前記給送原稿載置部が前記第１位置にあるときに前記排
出部を照明可能な照明手段と、前記給送原稿載置部が、前記第１位置より上方の第２位置
にあるときに、前記照明手段による光の照射を制限する制限手段と、を有することを特徴
とする。
　また、原稿が載置される移動可能な給送原稿載置部と、所定位置に位置した前記給送原
稿載置部に載置された原稿を搬送可能な搬送手段と、前記搬送手段により搬送される原稿
の画像を読み取る画像読取手段と、前記画像読取手段によって画像が読み取られた原稿が
排出される、前記給送原稿載置部の下方に配置された排出部と、前記排出部を照明する照
明手段と、を有し、前記給送原稿載置部が前記所定位置から上方へ移動できる画像読取装
置であって、前記給送原稿載置部が前記所定位置にあるかどうかを検知する検知手段と、
前記給送原稿載置部が前記所定位置にないと前記検知手段が検知すると、前記照明手段に
よる光の照射を制限するように前記照明手段を制御する制御手段と、を有することを特徴
とする。
【００１２】
　また上記目的を達成するため、本発明の画像読取装置は、装置本体と、原稿の画像を読
み取る画像読取手段と、原稿が載置される給送原稿載置部と、前記給送原稿載置部に載置
された原稿を、前記画像読取手段が画像を読み取る位置へ搬送する搬送手段と、前記画像
読取手段によって画像が読み取られた原稿が載置される排出部と、前記排出部を照明する
照明手段と、を有し、前記装置本体に移動可能に設けられた原稿搬送装置と、を有し、前
記原稿搬送装置が第１位置に位置した状態において、前記搬送手段によって搬送される原
稿を前記画像読取手段が読み取り可能であり且つ前記照明手段が前記排出部を照明可能な
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画像読取装置であって、前記第１位置よりも前記装置本体から離れた第２位置に前記原稿
搬送装置があるときに、前記照明手段による光の照射を制限する制限手段を有することを
特徴とする。
　また、装置本体と、原稿の画像を読み取る画像読取手段と、原稿が載置される給送原稿
載置部と、前記給送原稿載置部に載置された原稿を、前記画像読取手段が画像を読み取る
位置へ搬送する搬送手段と、前記画像読取手段によって画像が読み取られた原稿が載置さ
れる排出部と、前記排出部を照明する照明手段と、を備え、前記装置本体に可動に支持さ
れた原稿搬送装置と、を有し、前記原稿搬送装置が所定位置に位置した状態において前記
搬送手段によって搬送される原稿を前記画像読取手段が読み取り可能であり、且つ、前記
原稿搬送装置が前記所定位置から前記装置本体から離れるように移動できる画像読取装置
であって、前記原稿搬送装置が前記所定位置にあるかどうかを検知する検知手段と、前記
原稿搬送装置が前記所定位置にないと前記検知手段が検知すると、前記照明手段による光
の照射を制限するように前記照明手段を制御する制御手段と、を有することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、排出部に光が照射されている間に、ユーザーが給送原稿載置部又は原
稿搬送装置を回動させる動作を行うと、停止手段が照明手段による光の照射を停止させる
。そのため、無駄な光の照射を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る複写機Ａの概略構成を示した図
【図２】（ａ）は本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置と画像読取装置の概要を示した
図、（ｂ）は図２（ａ）の給送原稿載置部の回動動作を示した図
【図３】図２（ａ）の原稿搬送装置の回動動作を示した図
【図４】本発明の実施の形態に係る照明手段の動作を示したフローチャート
【図５】（ａ）は本発明の実施の形態に係る原稿搬送装置と画像読取装置の他の概要を示
した図、（ｂ）は図５（ａ）の遮蔽部が作動した場合を示した図
【図６】シャッターを用いて遮光する形態での制御ブロック図。
【図７】シャッターを用いて遮光する形態において構成を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし
、以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置など
は、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。従
って、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもの
ではない。
【００１６】
　図１～図４を参照しながら、本発明の実施の形態に係る画像読取装置及び画像形成装置
ついて説明する。ここでは、画像読取装置を備えた画像形成装置としての複写機Ａを例示
して説明する。
【００１７】
　図１は本発明の実施の形態に係る複写機Ａの概略構成を示す概略図である。図２は前記
複写機Ａに設けられた画像読取装置の構成図であり、図２（ａ）は画像読み装置の斜視図
、図２（ｂ）は画像読み装置の給送トレイを回動させた状態の斜視図である。図３は前記
画像読取装置のＡＤＦを回動させた状態の斜視図である。図４は前記画像読取装置に設け
られた照明手段の動作を示したフローチャートである。
【００１８】
　まず図１を用いて、本発明の実施の形態に係る複写機Ａの概略構成について説明する。
図１示すように、複写機Ａは、操作表示部１０２、画像読取手段１０３、画像処理部１０
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４、画像形成部１０５、制御部１０１などを備えて構成されている。
【００１９】
　操作表示部１０２は、ユーザーにより読取画像の倍率変更や濃度変更などの様々な操作
が行われ、各種の情報を表示するタッチパネルを有する液晶ディスプレイである。画像読
取手段１０３は、原稿の画像を読み取るための画像読取装置である。画像処理部１０４は
、前記画像読取手段１０３によって読み取られた画像に濃度補正処理などの画像処理を施
す。画像形成部１０５は、前記画像処理部１０４により画像処理が施された画像データに
基づいて記録紙などの記録媒体にトナーによる画像を転写及び定着させる。制御部（制御
手段）１０１は、ＣＰＵ及びＲＡＭ、ＲＯＭなどの制御機器を有しており、前記複写機Ａ
を制御する。
【００２０】
　次に、図２（ａ）、図２（ｂ）及び図３を用いて、画像読取装置である前記画像読取手
段１０３の構成について説明する。前記画像読取手段１０３は複数枚の原稿の流し読みを
行うために原稿の搬送を行う原稿搬送装置であるＡＤＦ２と、前記ＡＤＦ２により搬送さ
れた原稿及び原稿台ガラス３０３上にセットされた原稿の画像を読み取るための画像読取
装置３により構成される。
【００２１】
　ＡＤＦ２は、給送トレイ２０１、給送原稿検知センサ２０２、原稿搬送手段２０３、排
出トレイ２０４、排出原稿検知センサ２０５、排出照明２０６、給送トレイ回動検知セン
サ２０７などを備えて構成されている。
【００２２】
　給送トレイ２０１は、給送原稿を載置するための給送原稿載置部である。給送トレイ２
０１は、ＡＤＦ２の本体フレーム２０９に回動自在に保持されている。給送原稿検知セン
サ２０２は、前記給送トレイ２０１に原稿が載置されたことを検知するための給送原稿検
知手段である。原稿搬送手段２０３は、前記給送トレイ２０１に載置された原稿をローラ
やベルトなどにより搬送する。排出トレイ２０４は、前記原稿搬送手段２０３から排出さ
れた原稿を載置するための排出部であり、給送トレイ２０１の下方に配置されている。排
出原稿検知センサ２０５は、前記排出トレイ２０４に原稿が載置されたことを検知するた
めの排出原稿検知手段である。排出照明２０６は、前記排出トレイ２０４に載置された原
稿に光を照射するための照明手段である。なお、前記排出照明２０６は、例えば電球や蛍
光灯、発光ダイオードなどである。ここでは、排出照明２０６は、給送トレイ２０１に設
けられている。給送トレイ回動検知センサ２０７は、前記給送トレイ２０１の回動動作を
検知するための給送原稿載置部回動検知手段である。
【００２３】
　図３に示すように、画像読取装置３の上には前記ＡＤＦ２が回動可能（開閉可能）に備
えられている。シート状の原稿は、前記原稿搬送手段２０３により搬送されて流し読みガ
ラス３０２の位置（読取位置）で、この流し読みガラス３０２の位置で停止している画像
読取手段により画像が読み取られる。一方、書籍等の厚物原稿は、原稿台ガラス３０３の
上にセットされて、この原稿台ガラス３０３の上の原稿に沿って移動（走査）する画像読
取手段により画像が読み取られる。
【００２４】
　さらに、画像読取装置３には、前記ＡＤＦ２の回動動作を検知する原稿搬送装置回動検
知手段としてのＡＤＦ回動検知センサ３０１が設けられている。前記画像読取装置３に備
えられたＡＤＦ回動検知センサ３０１により、前記ＡＤＦ２を開くように回動させる動作
が検知される。すなわち、ＡＤＦ回動検知センサ３０１により、前記ＡＤＦ２を画像読取
装置３の装置本体における読取位置から遠ざかる方向に回動させる動作が検知される。
【００２５】
　ＡＤＦ２は給送トレイ２０１上にセットされた原稿を、１枚ずつＡＤＦ２の内部へと給
送する。ＡＤＦ２は、原稿を画像読取装置３の読取位置（流し読みガラス３０２）を介し
て搬送し、排出トレイ２０４に排出する。なお、ＡＤＦ２によって搬送されているとき、
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原稿の画像は画像読取装置３に内包された読取センサ（画像読取手段）によって読み取ら
れる。
【００２６】
　ここで、図２（ｂ）に示すように、給送トレイ２０１は排出トレイ２０４の原稿載置面
の上方に回動可能に設けられている。即ち、排出トレイ２０４に排出された原稿は、給送
トレイ２０１を開くように（排出トレイ２０４の原稿載置面から遠ざかる方向に）回動さ
せることで、容易に取り除くことができるようになっている。
【００２７】
　前記排出照明２０６は、例えば図４のフローチャートに示すように、ＡＤＦ２に設けら
れた排出原稿検知センサ２０５が排出トレイ２０４上に排出された原稿を検知した場合に
、排出トレイに向けて光を照射し、排出トレイ２０４へユーザーの目視を促し、排出トレ
イ２０４上に載置された原稿の取り忘れを防止する役割を果たす。排出照明２０６の点灯
、消灯は、排出原稿検知センサ２０５、ＡＤＦ回動検知センサ３０１、給送トレイ回動検
知センサ２０７などの各センサからの信号に基づいて制御部１０１によって制御される。
制御部１０１は、排出照明２０６による光の照射を停止させる停止部（停止手段）を構成
する。以下では、制御部１０１によって行われる排出照明２０６の制御について図４のフ
ローチャートを用いて説明する。
【００２８】
　排出トレイ２０４上に原稿が排出され、排出原稿検知センサ２０５が排出トレイ２０４
上に原稿が存在すると判断した場合には、ステップＳ４０１及びＳ４０２に示すように、
排出照明２０６が光を照射する。一方で、ステップＳ４０５及びＳ４０７に示すように、
排出トレイ２０４上の原稿がユーザーによって取り除かれ、排出原稿検知センサ２０５が
排出トレイ２０４上に原稿が存在しないと判断した場合には、排出照明２０６を消灯し、
光の照射をやめる。
【００２９】
　次に、ステップＳ４０３に示すように、ＡＤＦ回動検知センサ３０１は、排出照明２０
６が点灯している間に、ＡＤＦ２が回動されたかどうかを検知している。ＡＤＦ回動検知
センサ３０１がＡＤＦ２の回動動作が行われたと判断した場合には、排出照明２０６を消
灯し、光の照射をやめる（Ｓ４０８）。これにより、ユーザーが複数枚の原稿の画像をＡ
ＤＦ２によって読み取った後、排出トレイ２０４上へ排出された原稿を取り除く前に、書
籍等の厚物原稿を原稿台ガラス３０３上にセットして画像読取を行うために、ＡＤＦ２を
回動させても排出照明２０６の照射光がユーザーに直接照射されるのを防ぐことができる
。その後、ＡＤＦ２が閉じられたら（Ｓ４０９のＹｅｓ）、排出原稿検知センサ２０５が
排出トレイ２０４上に原稿が存在するかどうかを検知する（Ｓ４０１）。ＡＤＦ２が閉じ
られ且つ排出検知センサ２０５が排出トレイ２０４上の原稿を検知したら、Ｓ４０２に示
すように、排出照明２０６が光を照射する。ここで、ＡＤＦ２の回動動作が行われなかっ
た場合には、排出照明２０６は継続して光を照射し続ける。
【００３０】
　次に、ステップＳ４０４に示すように、給送トレイ回動検知センサ２０７は、給送トレ
イ２０１が回動されたかどうかを検知している。給送トレイ回動検知センサ２０７が給送
トレイ２０１の回動動作が行われたと判断した場合には（Ｓ４０４のＹｅｓ）、排出照明
２０６を消灯し、光の照射をやめる（Ｓ４１０）。これにより、ユーザーがＡＤＦ２によ
って原稿の画像を読み取った後、排出トレイ２０４上へ排出された原稿を取り除くために
給送トレイ２０１を回動させた際に、排出照明２０６の照射光がユーザーに直接照射され
るのを防ぐことができる。その後、給送トレイ２０１が閉じられたら（Ｓ４１１のＹｅｓ
）、排出原稿検知センサ２０５が排出トレイ２０４上に原稿が存在するかどうかを検知す
る（Ｓ４０１）。給送トレイ２０１が閉じられ且つ排出検知センサ２０５が排出トレイ２
０４上の原稿を検知したら、４０２に示すように、排出照明２０６が光を照射する。ここ
で、給送トレイ２０１の回動動作が行われなかった場合には、排出照明２０６は継続して
光を照射し続ける。
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【００３１】
　さらに、排出トレイ２０４上の原稿が取り除かれず、かつ、給送トレイ２０１及びＡＤ
Ｆ２の両方の回動動作が行われなかった場合には、省エネルギー化の観点から以下のよう
にする。すなわち、ステップＳ４０６に示すように、排出原稿検知センサ２０５が排出ト
レイ２０４上に原稿が存在すると判断してから所定の時間（例えば１０秒）経過後に、排
出照明２０６を消灯し、光の照射をやめる。これにより、消費電力の削減を図ることがで
きる。
【００３２】
　なお、前述した実施の形態では、前記排出照明２０６を給送トレイ２０１又はＡＤＦ２
の回動動作に応じて消灯させている。しかしながら、排出照明２０６（光源）から照射さ
れる照射光を遮る遮蔽部であるシャッター５０１を設け、給送トレイ２０１又はＡＤＦ２
の回動動作と連動させて、前記シャッター５０１により排出照明２０６の光を遮断するこ
とで排出照明２０６が光の照射を止めるように構成してもよい。
【００３３】
　具体的には図５（ａ）、図５（ｂ）に示すように、給送トレイ２０１及びＡＤＦ２の回
動動作に連動して作動するシャッター５０１が排出照明２０６の近傍に設けられている。
本実施形態では、排出照明２０６の照明を停止させる停止部（停止手段）をシャッター５
０１が構成する。ユーザーが給送トレイ２０１（又はＡＤＦ２）を図５（ａ）に示す閉じ
た位置から図５（ｂ）に示す開いた位置へと回動させると、これに連動して前記シャッタ
ー５０１が排出照明２０６の光を遮断する位置に移動し、排出照明２０６の照射光を遮断
する。これにより、ユーザーに排出照明２０６の照射光が直接照射されるのを防ぐことが
できる。シャッター５０１を動かすためには、図６の制御ブロック図に示したソレノイド
５０３を用いる。
【００３４】
　制御部５０２が、ＡＤＦ回動検知センサ３０１によってＡＤＦ２が開かれたことを検知
すると、排出照明２０６の照射光を遮断する位置にシャッター５０１が位置するようにソ
レノイド５０３への通電を制御する。制御部５０２が、ＡＤＦ回動検知センサ３０１によ
ってＡＤＦ２が閉じられたことを検知すると、排出照明２０６の照射光を遮断しない位置
にシャッター５０１が位置するようにソレノイド５０３への通電を制御する。制御部５０
２が、給送トレイ回動検知センサ２０７によって給送トレイ２０１が開いたことを検知す
ると、排出照明２０６の照射光を遮断する位置にシャッター５０１が位置するようにソレ
ノイド５０３の通電を制御する。制御部５０２が、給送トレイ回動検知センサ２０７によ
って給送トレイ２０１が閉じたことを検知すると、排出照明２０６の照射光を遮断しない
位置にシャッター５０１が位置するようにソレノイド５０３の通電を制御する。
【００３５】
　なお、シャッターを用いて排出照明２０６の照射光を遮断する形態としては、図７に例
示したように給送トレイ２０１の回動にメカ的にシャッターを連動させる連動機構を備え
た構成であってもよい。図７において、６０２はＡＤＦ２に設けられ、シャッターである
遮光板６０１を移動させるためのカムである。遮光板６０１はスライド移動可能に給送ト
レイ２０１に設けられている。遮光板６０１は引っ張りバネ６０３によって図中の左方へ
、即ち遮光板６０１の端部６０１ａがカム６０２に突き当たるように付勢されている。図
７Ａは、給送トレイ２０１を閉じた状態である。図７Ｂは給送トレイ２０１を開いた状態
である。図７Ａから図７Ｂで示した位置へと給送トレイ２０１を開くと、カム６０１の作
用で引っ張りバネ６０３の付勢力によって排出照明２０６の照射光を遮断する位置に遮光
板６０１が移動する。
【００３６】
　また、前述した実施形態では、画像読取装置として、原稿搬送装置（ＡＤＦ２）が画像
読取装置の装置本体に対して回動可能な構成を例示したが、これに限定されるものではな
い。原稿を流し読みする構成のみの画像読取装置であっても本発明は有効である。
【００３７】
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　また、前述した実施形態では、画像形成装置として複写機を例示したが、本発明はこれ
に限定されるものではない。例えばファクシミリ装置等の他の画像形成装置や、或いはこ
れらの機能を組み合わせた複合機等の他の画像形成装置であっても良い。これらの画像形
成装置に本発明を適用することにより同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００３８】
Ａ …複写機
２ …ＡＤＦ
３ …画像読取装置
１０１ …制御部
２０１ …給送トレイ
２０２ …給送原稿検知センサ
２０３ …原稿搬送手段
２０４ …排出トレイ
２０５ …排出原稿検知センサ
２０６ …排出照明
２０７ …給送トレイ回動検知センサ
３０１ …ＡＤＦ回動検知センサ
３０２ …流し読みガラス
３０３ …原稿台ガラス
５０１ …シャッター

【図１】 【図２】
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