
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に対して開閉自在に設けられた本体カバーと、該本体カバーの開閉状態を識別
するスイッチ機構とを有する画像形成装置において、
　上記スイッチ機構が、上記装置本体側に配設されたスイッチと、

スイッチをその回転で作動させるカムと、

該本体カバ
ーの閉時の移動により上記カムを回転させることが可能なレバーとからなり、
　上記本体カバーが閉じるとき、

ことを特徴とする画
像形成装置。
【請求項２】
　

　
ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。

【請求項３】
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その円弧表面上の一の
接線に沿って形成された直線部分を有し、上記
その先端部の少なくとも一部に該先端部の移動方向に沿って形成され上記直線部分と当接
可能な直線形状部を有し、その基端部で上記本体カバーに回動自在に支持され

上記レバーの先端部が上記直線部分に当接し上記カムを
所定の角度回転させることにより上記スイッチを作動させた後、上記直線形状部と上記直
線部分とが平行な状態で当接し、上記直線形状部が上記直線部分上をスリップしながら移
動することによって、上記カムの回転が上記所定の角度に抑制される

上記カムは、上記直線部分の近傍に被係止部材を有し、上記レバーの先端部は、上記被
係止部材と対応する位置に係止部材を有し、

上記本体カバーが開くとき、上記被係止部材と上記係止部材とが係合して、上記カムを
元の位置に戻す



　

ことを特徴とする請求項１または２記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複写機、ファックス、プリンターなどの電子写真式画像形成装置に関し、特に
、本体カバーの閉開を識別するスイッチ機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、装置本体に対する本体カバーの開閉状態を識別するためのスイッチ機構として、
装置本体側にリミットスイッチからなるスイッチを配設し、本体カバー側にこのスイッチ
と対応する位置に操作部材を設け、本体カバーが閉じられたとき、上記操作部材が上記ス
イッチと接触し作動させるスイッチ機構が、一般に採用されている。
【０００３】
通常、上記操作部材は、レバー形状の部材であり、本体カバーの内面に立設された状態で
使用される。また、この本体カバーは、樹脂で成形された大きな平板状の形状であり、そ
りが発生しやすく、ねじれに対する強度も弱い。このため、上記スイッチを操作する上記
レバーの位置を、このスイッチの位置に対して高精度に保つことが困難であり、検知のた
めの作動範囲が数ミリと非常に狭い上記スイッチの誤作動が問題となっている。
【０００４】
さらに、メンテナンス時において、作業者は、本体カバーを開いて作業をするが、上記レ
バーが本体カバーから突出しているため、これが作業に邪魔となり、ときには体が接触し
、レバーを破損させることも多かった。
【０００５】
そこで、上記誤作動を防止するために、部品寸法を厳しくすることで高精度な位置決めを
行うにはコストがかかり過ぎる。また、上記問題に対して、特開平８－２８５１８３号公
報には、上記レバーとスイッチとの間にガイド部材を設け、このガイド部材にレバーを案
内させるスイッチ機構、及び、その本体カバーの開閉の動作とリンクさせて上記レバーを
回動自在に本体カバー内に畳み込む機構を有する画像形成装置が開示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記画像形成装置（特開平８－２８５１８３号）では、上記スイッチの狭い作動
範囲に対し、上記レバーによる確実な操作は確保されていない。すなわち、本体カバーの
前後方向の位置決めはされていないため、レバーが届かず不十分な接触による誤作動が生
じることも考えられ、ガイド部材によるレバーの案内の効果は十分に発揮されていない。
また、スイッチ機構とは直接に関係がないレバーの畳み込み機構を本体カバー内に設ける
のでは構成が複雑となる。
【０００７】
そこで、本発明の目的は、コストのかかる高精度の位置決めを不要とし、安価な構成で上
記スイッチの狭い作動範囲に対する操作を確実としたスイッチ機構を有し、操作部材であ
るレバーが、その構成上本体カバー内に収納できる画像形成装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成する本発明の画像形成装置は、装置本体に対して開閉自在に設けられた
本体カバーと、該本体カバーの開閉状態を識別するスイッチ機構とを有する画像形成装置
において、上記スイッチ機構が、上記装置本体側に配設されたスイッチと、

スイッチをその回転で作動させる
カムと、

該
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上記レバーは、上記先端部近くで上記装置本体側に設けられたガイド部材に移動自在に
案内されるものであり、該ガイド部材により上記本体カバーの開閉・移動範囲が規制され
る

その円弧表面
上の一の接線に沿って形成された直線部分を有し、上記

その先端部の少なくとも一部に該先端部の移動方向に沿って形成され上記直線部
分と当接可能な直線形状部を有し、その基端部で上記本体カバーに回動自在に支持され



本体カバーの閉時の移動により上記カムを回転させることが可能なレバーとからなり、上
記本体カバーが閉じるとき、

ことを特徴としている。
【０００９】
　

【００１０】
　

【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の画像形成装置の一実施例を図面に基づいて説明する。まず、図１は、本
実施例の画像形成装置について要部構成の概略を示している。本実施例の画像形成装置は
、装置本体の側面を構成する本体フレーム１と、この本体フレーム１に支持され、上記装
置本体に対して 自在である本体カバー２とを有する。また 体カバー２の
を識別するスイッチ機構は、その基本的構成として 体フレーム１に設けられたリミッ
トスイッチからなるスイッチ３と、本体フレーム１に回動自在に支持され イッチ３に
隣接して配置されるカム と 体カバー２の 時の移動によ ム４を回動

可能なレバー５ らなるものである。
【００１３】
　 バー５は 体カバー２の側面にその基端部を回動白在に支持され、その先端部から
数センチの位置に横へ突出する円柱形の嵌合部５ａを有しており、この嵌合部５ａを設け
た部分より先の部分を先端部５ｂとしている。このレバー５は、このレバー５を案内する
ガイド部材として本体フレーム１に「く」の字状に成形されたガイド孔１ａに上記嵌合部
５ａで遊嵌され、このレバー５の先端部５ｂが、このガイド孔１ａに沿って一定の軌跡で
移動可能となっている。また、この先端部５ｂは、本体カバー２が閉じられるとガイド孔
１ａの上端へ移動し、このガイド孔１ａの上端の延長上に配設されているカム４に当接す
るものである。この先端部５ｂの当接でカム４を回転させることにより イッチ３が作
動する。このようにして 体カバー２が閉じられたことを検知可能とする。
【００１４】
　図２は、上記スイッチ機構について ム４の回転 イッチ３が作動した状態を示す
拡大図である。本実施例の画像形成装置で使用されるスイッチ機構の詳細構成は、カム４
と、レバー５と、スイッチ３とからなる ム４は、その円弧表面上の一の接線に沿った
直線部分として成形された板状部４ａを有する。また バー５の先端部５ｂの下面部５
ｃは直線 となっている ム４には、突起４ｂがあり、このカム４が回転することに
よってスイッチ３の検知部材３ａを、上記突起４ｂで押してスイッチ３のオンオフを行う
。
【００１５】
　この図２では、本体カバー２が完全に閉じられたときの状態を示しており バー５の
嵌合部５ａは、ガイド孔１ａの上端付近に達している。この図に示すように、本体カバー
２の閉じる方向の動作により、上記先端部５ｂは、ガイド孔１ａに案内されてこのガイド
孔１ａの上端付近に達するとき、その先端部５ｂがカム４の板状部４ａに当接し、このカ
ム４を で表した位置から実線で表した位置まで回転させる。このようにカム４が回転
すると イッチ３は、カム４の突起４ｂにより検知部材３ａが押されて作動する。
【００１６】
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上記レバーの先端部が上記直線部分に当接し上記カムを所定
の角度回転させることにより上記スイッチを作動させた後、上記直線形状部と上記直線部
分とが平行な状態で当接し、上記直線形状部が上記直線部分上をスリップしながら移動す
ることによって、上記カムの回転が上記所定の角度に抑制される

請求項１記載の画像形成装置において、上記カムは、上記直線部分の近傍に被係止部材
を有し、上記レバーの先端部は、上記被係止部材と対応する位置に係止部材を有し、上記
本体カバーが開くとき、上記被係止部材と上記係止部材とが係合して、上記カムを元の位
置に戻すことを特徴としている。

請求項１または２記載の画像形成装置において、上記レバーは、上記先端部近くで上記
装置本体側に設けられたガイド部材に移動自在に案内されるものであり、該ガイド部材に
より上記本体カバーの開閉・移動範囲が規制されることを特徴としている。

開閉 、本 開閉状態
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本実施例の上記スイッチの機構において、上記カム４の回転は、このカム４の板状部４ａ
と、レバー５の先端部５ｂの下面部５ｃとが平行に接触するところで停止する。ここで、
先端部５ｂが所定の位置で止まらずにさらに奥へ移動しても上記平行に接触する部分でス
リップするため、カム４の回転は抑制される。また、本体カバー２などの位置決めが不十
分であり、カム４に対する先端部５ｂの位置が前後に多少ラフであっても、上記カム４の
回転角は一定に保たれる。
【００１７】
このようにして、先端部５ｂの移動は、一定回転角でのカム４の回転に変換され、この回
転による検知部材３ａの先端の一定の変位としてスイッチ３に検知される上記スイッチ機
構においては、本体カバー２の開閉状態の識別は確実となり、その誤作動は生じなくなる
。
【００１８】
なお、本実施例のスイッチ機構において、上記カム４の直線部分である板状部４ａ、及び
上記レバー５の先端部５ｂに形成された直線形状である下面部５ｃは、それぞれが平面と
して構成されているが、単に直線的に接するものであっても足りる。例えば、上記レバー
５の先端部５ｂが円柱形又は円錐形であって、板状部４ａと線接触しても同様に機能する
。
【００１９】
　なお、図２は、本体カバー２が完全に閉じられた状態を示すが、この図に示すように、
ガイド孔１ａの上端と、レバー５の嵌合部５ａとの間には多少の隙間空間１ｂが残る。こ
のよう イド孔１ａの穿孔位置や、形状を設定することで、本体カバー２を閉じたとき
の嵌合部５ａの位置決めが不十分であって、上端側に多少ずれても本体カバー２を完全に
閉じることが可能となる
【００２０】
また、逆に本体カバー２を開いたときは先端部５ｂが、カム４の板状部４ａ上から離れる
が、本体カバー２が開かれたことを識別するために上記カム４が元の位置に戻りスイッチ
３がオフされる必要がある。このため、通常、カム４を時計方向へ回転させるためのバネ
機構などによる付勢手段を設けるが、本実施例のスイッチ機構においては、そのような付
勢手段を設けずに、簡単な構成で上記カム４を図２の鎖線で示した元の位置に戻す手段を
設けることができる。
【００２１】
　図３から図５を 、 を元の位置に戻す手段について説明する。図３は、レ
バー５の先端部５ｂの詳細構成を示し、（ａ）は装置本体側からの斜視図であり、（ｂ）
は本体カバー２側からの斜視図である。これらの図に示すように先端部５ｂは、切り欠き
状に成形された斜面であって板状部４ａと当接する押し部５ｂ′と、その下面部５ｃより
下方に突き出るように形成された係止部５ｂ "とを有している。
【００２２】
図４は、上記先端部５ｂと一緒に使用するカム４の詳細構成を示し、このカム４の板状部
４ａのうち、符号４ａ′で示す部分は、上記先端部５ｂの押し部５ｂ′が当接する当接面
である。また、この板状部４ａの一角、すなわち上記当接面とは異なる箇所であって上記
当接面４ａ′より手前近傍には上記係止部５ｂ″と対応する被係止部４ａ″が設けられて
る。
【００２３】
図５に、上記先端部５ｂが上記カム４を回動させる様子を示す。本体カバー２が閉じると
き、先端部５ｂの押し部５ｂ′と、板状部４ａの当接面４ａ′とがぶつかり（同図（ａ）
）、レバー５の下面部５ｃとカム４の板状部４ａとが平行になるところまでカム４が回転
する（同図（ｂ））。その後、本体カバー２が開かれたとき、先端部５ｂが板状部４ａか
ら離れる際に、その先端部５ｂの係止部５ｂ″とカム４の被係止部４ａ″とが係合し、カ
ム４を時計方向に回転させ（同図（ｃ））、このカム４を元の位置に戻すことができる。
【００２４】
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つぎに、本実施例の画像形成装置の概略構成を示し、特にレバー５の他の作用について説
明する。
図６に、本体カバー２が完全に開かれた状態での本実施例の概略構成を示す。上記レバー
５は、その一端で上記本体カバー２に回動可能に支持され、装置本体部側の他端では、ガ
イド部材である本体フレーム１に設けたガイド孔１ａに、その嵌合部５ａで移動自在に嵌
合するものであり、このガイド部材により上記本体カバー２の移動範囲が規制されたもの
である。
【００２５】
図６に示すように、本体カバー２の全開状態では、レバー５の嵌合部５ｂが、ガイド孔１
ａの下端に突き当たり、このレバー５より本体カバー２が所定の位置に保持される。この
ように上記レバー５は、上記スイッチ３に対する操作部材としてだけでなく、ガイド孔１
ａとともに本体カバー２を支えるストッパ機構を構成する。
また、この図に示されるように、本体カバー２が完全に開いたときに本体フレーム１から
外部に突き出る部分は、本体カバー２内の中空部分に完全に収容される。このように、レ
バー５の収容位置をも考慮して上記ガイド孔１ａ及びレバー５の形状が定められている。
【００２６】
また、本実施例の画像形成装置は、作像系にプロセスカートリッジ６を使用するものであ
る。図６に示すように、このプロセスカートリッジ６は、感光体７などの作像機器を一体
的に構成したものであり、本体カバー２を開いた状態で、装置本体の略中央にセットして
使用される。また、上記プロセスカートリッジ６には、感光体７を保護するための感光体
カバー８が設けられおり、後に詳述するが、この感光体カバー８は、本体カバー２が閉じ
るときのレバー５の移動により持ち上げられて開かれ、上記感光体７を作像プロセスに使
用可能な状態にする。
【００２７】
図７に、上記感光体７及び感光体カバー８の構成、及びこれらとガイド孔１ａとの位置関
係を示す。この感光体カバー８は、感光体７を覆う状態に不図示のスプリングで付勢され
ており、図６でも示したように、本体カバー２が開いた状態では感光体７を完全に覆って
いる。
【００２８】
また、上記感光体カバー８には、ガイド孔１ａの下端に向いた平面９ａを有する突部９が
、ガイド孔１ａ側の端部に設けられており、図に示すように、本体カバー２が開いている
ときは、この突部９は、ガイド孔１ａの屈曲部近くでその直横に位置している。ここでは
図示を省略しているが、上記突部９より下端側では、上記レバー５の嵌合部５ａが外側か
らこのガイド孔１ａを貫通しており、上記平面９ａは、この嵌合部５ａの貫通先の円柱部
分と対応するものである。
【００２９】
図８に、本体カバー２が開かれたときに上記レバー５の嵌合部５ａが、上記感光体カバー
８を持ち上げるところの動作を示す。この図の（ａ）に示すように、本体カバー２が開か
れると、レバー５の嵌合部５ａは、ガイド孔１ａが屈曲する付近まで移動し、図の奥側へ
突き出たその円柱部分で、上記突部９の平面９ａと当接する。（ｂ）に示すように、嵌合
部５ａがさらに上端へ移動すると、感光体カバー８は、突部９で押されて反時計方向に回
動し、その平面９ａがガイド孔１ａの下側の周縁と平行になるところで保持される。この
（ｂ）では、本体カバー２が完全に閉じた状態であり、上記平面９ａがガイド孔１ａの下
側の周縁と平行となるため、ガイド孔１ａ内での嵌合部５ａの停止位置が多少前後すると
きでも、感光体カバー８を一定の位置に保持することができ、この点においても本体カバ
ー２などの高精度な位置決めは不要である。なお、上記感光体カバー８は、上記したよう
にスプリングで時計方向に付勢されているので本体カバー２が開かれると元の位置に戻る
ことができる。
【００３０】
【発明の効果】
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　本発明によれば、スイッチ機構が、装置本体側に配設されたスイッチと、
スイッチをその回転で作動させるカム

と、
本体カバ

ーの閉時の移動によりカムを回転させることが可能なレバーとからなり、本体カバーが閉
じるとき、

ので、スイッチの誤作動がなくなるとともに、レ
バーのスイッチに対する高精度な位置決めが不要となり安価な構成となる。
【００３１】
　本発明によれば、カムは、直線部分の近傍に被係止部材を有し、レバーの先端部は、

被係止部材と対応する位置に係止部材を有し、本体カバーが開くとき、カムの被係止
部材とレバーの係止部材とが係合して、カムを元の位置に戻すことにより、カムを元の位
置に戻すための付勢手段が不要となり、部品点数を減らすことができる。
【００３２】
　また、本発明によれば、レバーは、 近くで装置本体側に設けられたガイド部
材に移動自在に案内されるものであり、該ガイド部材により本体カバーの開閉・移動範囲
が規制されることにより、レバー及びガイド部材が、本体カバーを所定の位置に保持でき
るストッパ機構をも兼ねるので、部品点数を減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】 実施例 の要部の概略 斜視図である。
【図２】本実施例におけるスイッチ機構の拡大構成図である。
【図３】上記スイッチ機構で使用するレバーの先端部の詳細構成図であって、（ａ）は、
装置本体側から 斜視図であり、（ｂ）は、本体カバ から 斜視図である。
【図４】図３のレバーと一緒に使用するカムの詳細構成を示す斜視図である。
【図５】図３のレバーが、図４のカムを回動させる動作の説明図であって、 (ａ )及び（ｂ
）は、本体カバーが閉じるときの動作を示し、（ｃ）では、本体カバーが開くときの動作
を示す図である
【図６】本実施例の画像形成装置について本体カバーが開いた状態の概略構成を示す図で
ある。
【図７】本実施例の画像形成装置で使用する感光体、及び感光体カバーの拡大構 示す
図である。
【図８】レバーの嵌合部が感光体カバーを持ち上げる動作の説明図である。
【符号の説明】

　　本体フレーム

２　　本体カバー
３　　スイッチ
４　　カム４ａ　カムの
４ａ "　
５　　レバー
５ａ　レバーの
５ｂ "　レバーの
５ｃ　レバー先端部
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その円弧表面
上の一の接線に沿って形成された直線部分を有し、

その先端部の少なくとも一部に該先端部の移動方向に沿って形成されカムの直線部分
と当接可能な直線形状部を有し、その基端部で本体カバーに回動自在に支持され

レバーの先端部がカムの直線部分に当接しカムを所定の角度回転させることに
よりスイッチを作動させた後、レバーの直線形状部とカムの直線部分とが平行な状態で当
接し、レバーの直線形状部がカムの直線部分上をスリップしながら移動することによって
、カムの回転が所定の角度に抑制される

カ
ムの

その先端部

本発明の一 を示す画像形成装置 的な

見た ー側 見た

成を

１ （装置本体）
１ａ　ガイド孔 (ガイド部材 )

板状部（直線部分）
被係止部（被係止部材）

嵌合部（レバーの先端部）
係止部（係止部材）

の下面部（直線形状）



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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