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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手差しトレイに積載されたシートを装置本体のシート搬送路に供給する手差し給紙装置
であって、
　前記装置本体に対して下部に回動支点を持って上部が開閉する開閉部材と、
　前記開閉部材に対して下部に回動支点を持って上部が開閉する手差しトレイと、
　前記装置本体に前記開閉部材を開閉可能に連結するリンク部材と、
　一端側が前記リンク部材の線状部材固定部に固定され、他端側が前記手差しトレイが有
するバネ部材に固定された線状部材と、
　一端側と、他端側が、前記開閉部材と前記手差しトレイに固定されている支持部材と、
を備え、
　前記開閉部材は前記線状部材が通過する第一の貫通孔を有し、
　前記手差しトレイは前記線状部材が通過する第二の貫通孔を有し、
　前記線状部材は前記第一の貫通孔および前記第二の貫通孔を通過することを特徴とする
手差し給紙装置。
【請求項２】
　前記リンク部材は、２つのアームの各々の一端側が回動自在に連結され、前記２つのア
ームのうち、一方のアームの他端側が前記装置本体に対して回動自在に連結され、他方の
アームの他端側が前記開閉部材に対して回動自在に連結された開脚リンク構造になってい
ることを特徴とする請求項１に記載の手差し給紙装置。
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【請求項３】
　前記リンク部材の線状部材固定部は、前記２つのアームの何れか一方のアームの中間部
分に設けられていることを特徴とする請求項２に記載の手差し給紙装置。
【請求項４】
　前記線状部材の他端側に、前記線状部材を引っ張るバネ部材が連結されていることを特
徴とする請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の手差し給紙装置。
【請求項５】
　前記線状部材の他端側には位置止め固定部が設けられ、前記手差しトレイにはストッパ
ー部が設けられ、前記位置止め固定部が前記ストッパー部に当接することにより前記手差
しトレイの傾き角度が制御される構成になっていることを特徴とする請求項１乃至請求項
４の何れか１項に記載の手差し給紙装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５の何れか１項に記載の手差し給紙装置を搭載したことを特徴とす
る画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手差し給紙装置および画像形成装置に関し、特に、装置本体の開閉部材に手
差しトレイが開閉自在に設けられた手差し給紙装置、およびその手差し給紙装置を搭載し
た画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、複写機等の画像形成装置は、画像形成装置本体のシート搬送路に、手差しト
レイに積載された記録シート、ＯＨＰフィルムなどのシートを供給する手差し給紙装置を
備えている。この手差し給紙装置においては、画像形成装置本体のシート搬送路を開放す
る開閉部材に手差しトレイを設けたものが知られている。開閉部材は、画像形成装置本体
に対して下部に回動支点を持って上部が開閉する構成になっており、開閉部材を直立姿勢
の閉鎖状態から傾斜姿勢の開放状態にしてシート搬送路を開放することにより、シート搬
送路に詰まったジャム・シートを簡単に除去することができる。手差しトレイは、開閉部
材に対して下部に回動支点を持って上部が開閉する構成になっており、手差しトレイを直
立姿勢の閉鎖状態から傾斜姿勢の開放状態にして手差しトレイにシートを積載することに
より、シートをシート搬送路に供給することができる。
【０００３】
　この種の手差し給紙装置では、開放状態の手差しトレイにシートを積載したままで開閉
部材を開放状態にすると、手差しトレイの開閉側の上部が回動支点側の下部よりも下方に
下がってしまい、手差しトレイからシートが滑り落ちてしまうことがある。
【０００４】
　そこで、このようなシートの滑り落ちを防止する技術が例えば特許文献１に開示されて
いる。この特許文献１の技術は、画像形成装置本体と手差しトレイとを連結部材で連結す
ることにより、手差しトレイの開放傾き角度が大きくなりすぎないように規制して、手差
しトレイに積載されたシートが落下しないようにしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の技術は、画像形成装置本体に連結部材の一端側を接続する
構成になっているため、このような構成では連結経路の途中に画像形成装置本体の様々な
部品が存在し、リンク機構が複雑になるという問題があった。
　本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、手差しトレイからシート
が滑り落ちる不具合を簡単な構成で防止することができる手差し給紙装置および画像形成
装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る手差し給紙装置は、上記課題を解決するため、手差しトレイに積載された
シートを装置本体のシート搬送路に供給する手差し給紙装置であって、前記装置本体に対
して下部に回動支点を持って上部が開閉する開閉部材と、前記開閉部材に対して下部に回
動支点を持って上部が開閉する手差しトレイと、前記装置本体に前記開閉部材を開閉可能
に連結するリンク部材と、一端側が前記リンク部材の線状部材固定部に固定され、他端側
が前記手差しトレイが有するバネ部材に固定された線状部材と、一端側と、他端側が、前
記開閉部材と前記手差しトレイに固定されている支持部材と、を備え、前記開閉部材は前
記線状部材が通過する第一の貫通孔を有し、前記手差しトレイは前記線状部材が通過する
第二の貫通孔を有し、前記線状部材は前記第一の貫通孔および前記第二の貫通孔を通過す
るよう構成されている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、手差しトレイからシートが滑り落ちる不具合を簡単な構成で防止する
ことができる手差し給紙装置および画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の手差し給紙装置および画像形成装置の一実施の形態に係る複写機の正面
方向より視た縦断面図である。
【図２】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の開閉部材および手差しト
レイを閉鎖した状態を抽出して示す側面図である。
【図３】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の開閉部材を閉鎖し手差し
トレイを開放した状態を抽出して示す側面図である。
【図４】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の開閉部材を開放し手差し
トレイを閉鎖した状態を抽出して示す側面図である。
【図５】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の開閉部材および手差しト
レイを開放した状態を抽出して示す側面図である。
【図６】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の手差しトレイを開放した
状態を示す斜視図である。
【図７】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の手差しトレイを開放した
状態で開放部材の内部構造を示す斜視図である。
【図８】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の手差しトレイの斜視図で
ある。
【図９】図８の一部を拡大して示す斜視図である。
【図１０】一実施の形態に係る複写機において、手差し給紙装置の手差しトレイの内部構
造を示す斜視図である。
【図１１】一実施の形態に係る複写機において、水平に対する手差しトレイの傾き角度と
シートの落下との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る手差し給紙装置および画像形成装置を複写機に適用した実施の形態
について、図１乃至図１１を用いて説明する。なお、図４および図５において図面を見易
くするため、後述する手差しトレイに積載されたシートの図示を省略している。
【００１０】
　図１に示すように、複写機１は、画像形成装置本体２と、この画像形成装置本体２の上
に配置された画像読取装置３と、画像形成装置本体２の下に配置されたテーブル状の給紙
装置４と、画像読取装置３の上に開閉自在に配置された原稿自動搬送装置５とを備えてい
る。また、複写機１は、スイッチバック装置４２と、手差し給紙装置７０とを備えている
。
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【００１１】
　画像形成装置本体２は、その内部に像担持体としてドラム状の感光体１０を備えている
。感光体１０の周囲には、図中左側に帯電装置１１が配置され、感光体１０の回転方向（
反時計方向：図中矢印Ａ）に沿って、現像装置１２、転写装置１３、クリーニング装置１
４が配置されている。転写装置１３は、上下のローラ１５，１６の間に転写ベルト１７を
掛け回して構成され、転写ベルト１７を転写位置Ｂで感光体１０の周面に押し当てる構成
になっている。
【００１２】
　帯電装置１１およびクリーニング装置１４の左側には、現像装置１２に新しいトナーを
補給するトナー補給装置２０が配置されている。また、画像形成装置本体２の内部には、
用紙・ＯＨＰシート等のシートを後述する供給位置から送り出し、転写位置Ｂを経てスタ
ック位置まで搬送するシート搬送装置Ｃが配置されている。シート搬送装置Ｃは、後述す
る供給路Ｒ１、手差し供給路Ｒ２、およびシート搬送路Ｒを備えている。シート搬送路Ｒ
は、感光体１０と転写装置１３との間を通って図中の下から上へと伸びてから左に曲がる
略Ｌ字状をなしている。
【００１３】
　そして、シート搬送路Ｒには、感光体１０の上流位置にレジストローラ２１が配置され
ている。また、感光体１０の下流位置には、定着装置２２が配置されている。定着装置２
２は、一対の定着ローラ（定着ローラ回転体）３１，３２を備えている。一方の定着ロー
ラ３１の内部には不図示の定着ヒータが配置され、他方の定着ローラ３２の周囲には加圧
スプリング、加圧アームが配置されている。この加圧スプリング、加圧アームにより、一
方の定着ローラ３１には、他方の定着ローラ３２が押し当てられる。また、一方の定着ロ
ーラ３１には、サーミスタ、およびサーモスタットが配置されている。
【００１４】
　そして、定着ヒータは、サーミスタにより定着ローラ３１の温度を測定しつつ、サーモ
スタットにより定着ヒータをオン、またはオフすることにより、一方の定着ローラ３１を
所定の温度に保つ。
【００１５】
　定着装置２２の更に下流には、排出分岐爪３４、排出ローラ３５、第１加圧ローラ３６
、第２加圧ローラ３７、腰付ローラ３８が配置され、その先に、画像形成済みのシートを
スタックする排出スタック部（排出位置）３９が配置されている。
【００１６】
　現像装置１２の図中左側には、レーザ書込装置４７が配置されている。レーザ書込装置
４７は、不図示のレーザ光源、走査用の回転多面鏡４８、ポリゴンモータ４９、ｆθレン
ズ等の走査光学系５０などを備えている。
【００１７】
　画像読取装置３は、光源５３、複数のミラー５４、結像用光学レンズ５５、ＣＣＤ等の
イメージセンサ５６などを備え、上面にはコンタクトガラス５７が配置されている。
【００１８】
　原稿自動搬送装置５は、一端を画像読取装置３の上面一端にヒンジ構造の連結具により
連結されている。原稿自動搬送装置５は、下面が、コンタクトガラス５７の上面に載置さ
れる原稿用紙を上から押付ける水平状態から、コンタクトガラス５７の上面との傾き角度
が例えば最大で９０度開いた状態となるように開閉自在に設けられている。原稿自動搬送
装置５は、原稿の載置位置に不図示の載置台や、排出位置に不図示の排出台を備える他、
原稿などのシートを、載置台から画像読取装置３のコンタクトガラス５７上の読取位置を
経て排出台まで搬送する不図示の原稿搬送路を有するシート搬送装置を備えている。シー
ト搬送装置は、原稿などのシートを搬送する不図示のシート搬送ローラ（シート搬送回転
体）を複数個備えている。
【００１９】
　給紙装置４は、内部に、シートＳの供給位置である用紙分離装置６１を多段に備えてい
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る。各用紙分離装置６１は、それぞれ対応してピックアップローラ（給送ローラ）６２、
フィードローラ（給送ローラ）６３、リバースローラ（分離ローラ）６４を備えている。
多段に配置された用紙分離装置６１の図中右側には画像形成装置本体２のシート搬送路Ｒ
へと通じる供給路Ｒ１が形成される。供給路Ｒ１は、シートを搬送するいくつかのシート
搬送ローラ（シート搬送回転体）６６を備えている。
【００２０】
　スイッチバック装置４２は、画像形成装置本体２の図中右側面に配置されている。スイ
ッチバック装置４２は、シート搬送路Ｒの排出分岐爪３４の位置から分岐するシート搬送
装置Ｄを備えている。シート搬送装置Ｄは、一対のスイッチバックローラ４３が配置され
たスイッチバック位置４４まで導く反転路Ｒ３と、スイッチバック位置４４から、再びシ
ート搬送路Ｒのレジストローラ２１まで導く再搬送路Ｒ４とを有している。また、シート
搬送装置Ｄは、シートを搬送する複数のシート搬送ローラ（シート搬送回転体）６６を有
している。本実施の形態では、スイッチバック装置４２は、後述する開閉部材７１に取り
付けられるよう構成されている。
【００２１】
　手差し給紙装置７０は、画像形成装置本体２の図中右側面に配置されている。手差し給
紙装置７０は、ピックアップローラ（給送ローラ）６７Ａ、フィードローラ（給送ローラ
）６７Ｂ、リバースローラ（給送ローラ）６７Ｃを備え、手差しトレイ７２に積載された
シートＳを画像形成装置本体２のシート搬送路Ｒに供給するものである。
【００２２】
　次に、複写機１の動作を説明する。まず、この複写機１を用いてコピーを生成するには
、不図示のメインスイッチをオンするとともに、原稿自動搬送装置５に原稿をセットする
。または、原稿自動搬送装置５を開いて画像読取装置３のコンタクトガラス５７上に直接
原稿をセットし、原稿自動搬送装置５を閉じてそれで押える。
【００２３】
　そして、不図示のスタートスイッチを押すと、原稿自動搬送装置５に原稿をセットした
ときは、原稿をシート搬送ローラにより原稿搬送路を通して、コンタクトガラス５７上へ
と移動してから画像読取装置３を駆動し、原稿内容を読み取って排出台上に排出する。一
方、コンタクトガラス５７上に直接原稿をセットしたときは直ちに画像読取装置３を駆動
する。
【００２４】
　画像読取装置３が駆動を開始すると、光源５３は、発光しつつコンタクトガラス５７に
沿って移動し光をコンタクトガラス５７上の原稿面に照射する。複数のミラー５４は、原
稿面からの反射光を入光して結像用光学レンズ５５に向かって反射する。結像用光学レン
ズ５５は、この反射光をイメージセンサ５６上で結像させる。これにより、イメージセン
サ５６は、原稿内容を読み取る。
【００２５】
　また、このとき同時に、感光体１０が不図示の感光体駆動モータにより回転され、これ
に伴い、感光体表面が帯電ローラを用いた帯電装置１１により一様に帯電され、次いでレ
ーザ書込装置４７が上述の画像読取装置３で読み取った原稿内容に応じてレーザ光を感光
体表面に照射することにより、感光体表面に書込みが行われ、これにより、感光体１０の
表面に静電潜像が形成される。その後、感光体表面に形成された静電潜像部分が現像装置
１２に対応する時に感光体表面にトナーが吸着し、静電潜像が可視像化する。
【００２６】
　また、スタートスイッチを押したときに、給紙装置４中に多段に備える複数の用紙分離
装置６１の中、用紙サイズの選択信号に基づいて対応する用紙分離装置６１が選択される
。そして、この用紙分離装置６１に対応するピックアップローラ６２がこの用紙分離装置
６１内のシートＳを１枚送り出す。リバースローラ６４は、複数枚のシートＳを送り出そ
うとするときに最上面の１枚のシートＳを分離し、残りのシートＳの搬送を阻止する。続
いて、フィードローラ６３がシートＳを搬送しながら供給路Ｒ１に入れ、シート搬送ロー
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ラ６６がシートＳを引き続いて搬送しシート搬送路Ｒへ導き、レジストローラ２１がシー
トＳに当接しシートＳの搬送を止める。そして、このレジストローラ２１が、上述した感
光体１０の回転にタイミングを合わせて回転し、シートＳを感光体１０の右側へ送り込む
。
【００２７】
　手差し給紙装置７０は、手差し給紙を行う場合には、手差し給紙装置７０の手差しトレ
イ７２を直立姿勢の閉鎖状態から傾斜姿勢の開放状態に移行し、その手差しトレイ７２の
シート積載面７２Ｂ上にシートをセットする。スタートスイッチを押したときに、ピック
アップローラ６７Ａがシートを１枚送り出し、引き続いてフィードローラ６７Ｂがシート
の送り出しを引き継ぐ。リバースローラ６７Ｃは、複数枚のシートを送り出そうとすると
きに最上面の１枚のシートを分離し、残りのシートの搬送を阻止する。シート搬送ローラ
６６は、手差し供給路Ｒ２に供給されたシートを引き続き搬送してシート搬送路Ｒへと導
く。以後は、上述した給紙装置４と同様に、レジストローラ２１が感光体１０の回転にタ
イミングを合わせて感光体１０の右側へと送り込む。
【００２８】
　次いで、転写装置１３は、感光体１０の右側へと送り込んだシートＳが転写位置Ｂに来
た時に、シートＳに感光体１０上のトナー画像を転写して画像を形成する。クリーニング
装置１４が、画像転写後の感光体１０上の残留トナーを除去・清掃し、次いで、不図示の
除電装置が、感光体１０上の残留電位を除去して帯電装置１１からはじまる次の画像形成
に備える。
【００２９】
　次いで、定着装置２２は、上述したトナー画像が転写されたシートＳを転写ベルト１７
により搬送して一対の定着ローラ３１，３２間を通し、定着位置で熱と圧力を加えて転写
画像を定着する。定着が行われたシートＳは、その後、第１加圧ローラ３６、排出ローラ
３５、第２加圧ローラ３７、腰付ローラ３８を通過する過程において平面上とされ腰を付
けられ、排出スタック部３９上に排出されそこにスタックされる。
【００３０】
　なお、シートＳの両面に画像を転写する場合、排出分岐爪３４を切り替える。そして、
表面に画像を転写したシートＳを、シート搬送路Ｒから反転路Ｒ３に入れ、シート搬送ロ
ーラ６６により搬送してスイッチバック位置４４へ入れ、そのスイッチバック位置４４に
おいてスイッチバックする。その後、シートを再搬送路Ｒ４に入れ反転して、シート搬送
ローラ６６により搬送して、再び、シート搬送路Ｒに導き、前述と同様にしてシートの裏
面にも画像を転写する。
【００３１】
　図２乃至図５において、手差し給紙装置７０は、画像形成装置本体２に対して下部に回
動支点７１Ａを持って上部が開閉する開閉部材７１（図３参照）と、開閉部材７１に対し
て下部に回動支点７２Ａを持って上部が開閉する手差しトレイ７２（図４参照）とを備え
ている。
【００３２】
　また、手差し給紙装置７０は、画像形成装置本体２に開閉部材７１を開閉可能に連結す
るリンク部材７３と、一端側がリンク部材７３の線状部材固定部８０に固定され、他端側
が手差しトレイ７２に固定された可撓性の線状部材８１とを備えている。可撓性の線状部
材８１は、ここでは、ワイヤが用いられている。
【００３３】
　シート搬送路Ｒ、再搬送路Ｒ４に詰まったジャム・シートの除去や、画像形成装置本体
２の内部のメンテナンス等を簡単に行うには、開閉部材７１を傾斜姿勢の開放状態（図３
参照）にしてシート搬送路Ｒや再搬送路Ｒ４を開放する。すなわち、手差し給紙装置７０
は、開閉部材７１を直立姿勢の閉鎖状態（図２参照）から傾斜姿勢の開放状態（図３参照
）にしてシート搬送路Ｒや再搬送路Ｒ４を開放することにより、ジャム・シートの除去や
、メンテナンス等を簡単に行うことができる。



(7) JP 6244629 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

【００３４】
　また、手差し給紙装置７０は、手差しトレイ７２を直立姿勢の閉鎖状態（図２参照）か
ら傾斜姿勢の開放状態（図４参照）にして手差しトレイ７２のシート積載面７２Ｂにシー
トを積載することにより、手差し用のシートをシート搬送路Ｒに供給することができる。
【００３５】
　リンク部材７３は、２つのアーム７４よりなる開脚リンク構造に構成されている。２つ
のアーム７４は各一端同士が回動支点７４Ａにおいて開脚自在に連結され、一方のアーム
７４の他端が画像形成装置本体２に対して回動支点７４Ｂにおいて回動自在に連結され、
他方のアーム７４の他端が開閉部材７１に対して回動支点７４Ｃにおいて回動自在に連結
されている。
【００３６】
　リンク部材７３は、開閉部材７１が閉鎖状態のとき、図７に示すように、開閉部材７１
の側面側に配置され、他方のアーム７４の他端が開閉部材７１の側面に回動支点７４Ｃに
おいて回動自在に連結されている。
【００３７】
　リンク部材７３は、２つのアーム７４が開閉することで開閉部材７１を開閉することが
できる。開閉部材７１は、２つのアーム７４が開脚して突っ張ることにより図３に示す開
放状態における位置および傾き角度が保持される。
【００３８】
　リンク部材７３の線状部材固定部８０は、２つのアーム７４の何れか一方のアーム７４
の中間部分に設けられている。本実施の形態では、他端側が開閉部材７１に回動自在に連
結された他方のアーム７４の中間部分に線状部材固定部８０が設けられている。
【００３９】
　手差し給紙装置７０は、手差しトレイ７２が傾斜姿勢の開放状態（図４参照）において
、開閉部材７１が直立姿勢の閉鎖状態（図４参照）から傾斜姿勢の開放状態（図５参照）
に移行したとき、リンク部材７３の線状部材固定部８０が線状部材８１を引っ張る方向に
移動し、水平に対して手差しトレイ７２を、手差しトレイ７２のシート積載面７２Ｂに積
載されたシートが手差しトレイ７２から滑り出さない限度の傾き角度に保つよう構成され
ている。線状部材固定部８０の移動量は、リンク部材７３に線状部材８１の一端側を固定
する位置によって調整することができる。
【００４０】
　開閉部材７１は、図６および図７に示すように、線状部材８１が通過する貫通孔７１Ｂ
を有している。線状部材８１は、貫通孔７１Ｂを通過して一端側がリンク部材７３に固定
されている。
【００４１】
　手差しトレイ７２において、線状部材８１の他端側には、線状部材８１を引っ張るバネ
部材８２が連結されている。バネ部材８２は、一端側が線状部材８１の他端側に固定され
、他端側が手差しトレイ７２に固定されている。バネ部材８２としては、例えば延び縮み
するコイルバネが用いられている。
【００４２】
　線状部材８１の他端側には位置止め固定部８３が設けられている。また、手差しトレイ
７２にはストッパー部８４が設けられている。また、手差しトレイ７２には、線状部材８
１の延在方向を変える滑車８５が設けられている。手差し給紙装置７０は、位置止め固定
部８３がストッパー部８４に当接することにより、水平に対する手差しトレイ７２の傾き
角度を保持する構成になっている。
【００４３】
　手差しトレイ７２は、図８に示すように、平面が矩形状で形成されている。手差しトレ
イ７２は、シート積載面７２Ｂに積載されたシートの供給方向と直交する方向において互
いに離間する２つの辺の何れか一方の辺側に、図９に示すように貫通孔８６が設けられて
いる。この貫通孔８６は、手差しトレイ７２の内部から外部に亘って線状部材８１を延在
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させるためのものであり、線状部材８１が通過している。
【００４４】
　バネ部材８２、位置止め固定部８３、ストッパー部８４および滑車８５は、図１０に示
すように、貫通孔８６と同様に、手差しトレイ７２の一方の辺側にこの一方の辺に沿って
配置されている。
【００４５】
　次に、開閉部材７１および手差しトレイ７２の開閉状態と、線状部材８１、バネ部材８
２および位置止め固定部８３との関係について説明する。
【００４６】
　図２において、開閉部材７１は画像形成装置本体２に対して直立姿勢の閉鎖状態であり
、手差しトレイ７２は開閉部材７１に対して直立姿勢の閉鎖状態である。このとき、線状
部材８１は弛んだ状態であり、バネ部材８２は縮んだ状態である。また、線状部材８１の
位置止め固定部８３は、手差しトレイ７２のストッパー部８４から離間している。
【００４７】
　図３において、開閉部材７１は画像形成装置本体２に対して傾斜姿勢の開放状態であり
、手差しトレイ７２は開閉部材７１に対して直立姿勢の閉鎖状態である。このとき、リン
ク部材７３の線状部材固定部８０は開閉部材７１が閉鎖状態のときの位置から線状部材８
１を引っ張る方向に移動しているが、線状部材８１は突っ張ることはなく、弛んだ状態で
ある。また、バネ部材８２は縮んだ状態である。また、線状部材８１の位置止め固定部８
３は、手差しトレイ７２のストッパー部８４から離間している。また、画像形成装置本体
２に対する開閉部材７１の開放状態の位置および傾き角度は、リンク部材７３の２つのア
ーム７４が開脚して突っ張ることで保持される。
【００４８】
　図４において、開閉部材７１は画像形成装置本体２に対して直立姿勢の閉鎖状態であり
、手差しトレイ７２は開閉部材７１に対して傾斜姿勢の開放状態である。このとき、リン
ク部材７３の線状部材固定部８０は開閉部材７１が閉鎖状態のときの位置から移動してい
ないが、線状部材８１をバネ部材８２が引っ張ることにより線状部材８１の弛みは解消さ
れている。また、線状部材８１の位置止め固定部８３は、手差しトレイ７２のストッパー
部８４から離間している。また、手差しトレイ７２は、線状部材８１とは別の位置決め機
構により開放状態の位置および傾き角度が保持されている。
【００４９】
　図５において、開閉部材７１は画像形成装置本体２に対して傾斜姿勢の開放状態であり
、手差しトレイ７２は開閉部材７１に対して傾斜姿勢の開放状態である。このとき、リン
ク部材７３の線状部材固定部８０は開閉部材７１が閉鎖状態のときの位置から線状部材８
１を引っ張る方向に移動している。また、線状部材８１の位置止め固定部８３は、線状部
材８１を引っ張る方向に移動することにより手差しトレイ７２のストッパー部８４に当接
する。この位置止め固定部８３の当接により、手差しトレイ７２は、水平に対する開放状
態の位置および傾き角度が保持される。
【００５０】
　本来、手差しトレイ７２は、線状部材８１とは別の位置決め機構により、開閉部材７１
に対して所定の傾き角度まで開放することが可能である。しかしながら、手差しトレイ７
２は線状部材８１によってリンク部材７４に支持される構成になっており、線状部材８１
の位置止め固定部８３が手差しトレイ７２のストッパー部８４に当接する傾き角度まで手
差しトレイ７２が回動するところで、線状部材８１が突っ張って手差しトレイ７２の回動
が止まる。そのため、手差しトレイ７２は、手差しトレイ７２のみを開放状態としたとき
の本来のストップ位置ではなく、途中位置にて停止することになる。
【００５１】
　このとき、手差し給紙装置７０は、シートが滑り出さない限度に手差しトレイ７２を後
述する傾き角度に保つよう構成されていることにより、手差しトレイ７２からシートが滑
り落ちることはない。
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【００５２】
　すなわち、手差しトレイ７２が開放状態（図４参照）において開閉部材７１が閉鎖状態
（図４参照）から開放状態（図５参照）に移行したとき、リンク部材７３の線状部材固定
部８０が線状部材８１を引っ張る方向に移動する。これにより、線状部材８１が、手差し
トレイ７２を水平な状態乃至シートが滑り出さない限度に傾いた状態に保ち、手差しトレ
イ７２からシートが滑り落ちる不具合を防止することができるよう構成されている。
【００５３】
　ここで、手差しトレイ７２の水平に対する傾き角度について、図１１を用いて説明する
。
【００５４】
　図１１において、プラスの傾き角度は、水平に対して手差しトレイ７２の揺動端が回動
支点側の下部よりも上方に位置する場合である。マイナスの傾き角度は、水平に対して手
差しトレイ７２の揺動端が回動支点側の下部よりも下方に位置する場合である。
【００５５】
　手差しトレイ７２の傾き角度を水平に対して－１０°として許容されるのは、手差しト
レイ７２とシートとの間、シートとシートとの間に摩擦力が働くため、シートが重力作用
で手差しトレイ７２から滑り落ちることがないからである。
【００５６】
　図１１のデータでは、－１２．５°以上のマイナスの傾き角度になると、摩擦による静
止力よりも重力作用による滑り力が大きくなるために、シートは滑り落ちる。したがって
、水平に対して手差しトレイ７２を、手差しトレイ７２に積載されたシートが手差しトレ
イ７２のシート積載面７２Ｂから滑り出さない限度の傾き角度としては－１０°以下とす
ることが好ましい。
【００５７】
　本実施の形態において、手差し給紙装置７０は、線状部材８１の一端側がリンク部材７
３の２つのアーム７４のうちの張り出し側のアーム７４の中途に固定されている。このた
め、手差し給紙装置７０には、リンク部材７３と手差しトレイ７２との連結経路の途中に
画像形成装置本体の様々な部品は存在しない。
【００５８】
　また、手差し給紙装置７０は、リンク部材７３と手差しトレイ７２とを線状部材８１と
いう単純な連結機構により連結した構成になっている。これにより、手差しトレイ７２が
開放状態（図４参照）において、開閉部材７１が閉鎖状態（図４参照）から開放状態（図
５参照）に移行したとき、線状部材固定部８０が線状部材８１を引っ張る方向に移動する
。そして、線状部材８１が手差しトレイ７２を水平な状態乃至上述したプラスまたはマイ
ナスの傾き角度に保つ。
【００５９】
　以上のように、本実施の形態に係る複写機１によれば、以下の効果が得られる。
【００６０】
（１）手差し給紙装置７０は、手差しトレイ７２が開放状態において開閉部材７１が閉鎖
状態から開放状態に移行したとき、リンク部材７３の線状部材固定部８０が線状部材８１
を引っ張るように移動し、水平に対して手差しトレイ７２を、手差しトレイ７２に積載さ
れたシートが手差しトレイ７２から滑り出さない限度の傾き角度に保つよう構成されてい
る。このため、手差しトレイ７２が開放状態において開閉部材７１が閉鎖状態から開放状
態に移行しても手差しトレイ７２のシート積載面７２Ｂに積載されたシートが手差しトレ
イ７２から滑り落ちることはない。
【００６１】
　また、手差し給紙装置７０は、リンク部材７３と手差しトレイ７２とを線状部材８１で
連結する連結経路の途中に画像形成装置本体２の様々な部品が存在しない。このため、手
差しトレイ７２が開放状態において開閉部材７１が閉鎖状態から開放状態に移行したとき
、シートが手差しトレイ７２から滑り出さない限度の傾き角度に保つことができる。この
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保持機構は、画像形成装置本体と手差しトレイとを従来の連結部材で連結する場合と比較
して単純な構成により実現することができる。
【００６２】
　この結果、手差しトレイ７２のシート積載面７２Ｂからシートが滑り落ちる不具合を簡
単な構成で防止することができる手差し給紙装置７０および画像形成装置としての複写機
１を提供することができる。
【００６３】
　また、手差し給紙装置７０は、リンク部材７３に線状部材８１の一端側が固定されてい
るので、従来のように画像形成装置本体に連結部材の一端側が固定された場合と比較して
、線状部材８１の長さを短くすることができる。この結果、手差し給紙装置７０およびそ
れを搭載した複写機１の低コスト化を図ることができる。
【００６４】
（２）手差し給紙装置７０において、リンク部材７３は、手差しトレイ７２が開放状態に
おいて開閉部材７１が閉鎖状態から開放状態に移行したとき、線状部材固定部８０が線状
部材８１を引っ張る方向に移動する開脚構造になっているので、閉鎖状態の開閉部材７１
に対して開放状態の手差しトレイ７２がなす傾き角度よりも開放状態の開閉部材７１に対
して開放状態の手差しトレイ７２がなす傾き角度を小さくすることができる。この結果、
水平に対して手差しトレイ７２がなす傾き角度を、手差しトレイ７２のシート積載面７２
Ｂに積載されたシートが手差しトレイ７２から滑り出さない限度の傾き角度に保つことが
できる。
【００６５】
（３）手差し給紙装置７０において、開閉部材７１は、線状部材８１が通過する貫通孔７
１Ｂを有する構成になっているので、開閉部材７１に対して手差しトレイ７２を直立姿勢
の閉鎖状態にしたとき、線状部材８１を開閉部材７１と手差しトレイ７２との間に収納で
きる。この結果、手差し給紙装置７０およびこの手差し給紙装置７０を搭載した複写機１
をコンパクトにすることができる。
【００６６】
（４）手差し給紙装置７０において、線状部材８１の他端側に、線状部材８１を引っ張る
バネ部材８２が連結された構成になっているので、線状部材８１の弛みを低減することが
できる。
【００６７】
（５）手差し給紙装置７０において、線状部材８１の他端側には位置止め固定部８３が設
けられ、手差しトレイ７２にはストッパー部８４が設けられる構成である。さらに、位置
止め固定部８３がストッパー部８４に当接することにより手差しトレイ７２の傾き角度が
制御される構成である。このため、開閉部材７１に対する手差しトレイ７２の傾き角度を
制御することができる。
【００６８】
　上述した実施の形態では、線状部材８１の他端側がバネ部材８２を介して手差しトレイ
７２に固定された構成について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、線状部材８１の他端側を手差しトレイ７２に直に固定する構成にしてもよい。
この場合においても、上述した実施の形態と同様の効果が得られるが、開閉部材７１が閉
鎖状態で手差しトレイ７２が開放状態のとき、線状部材８１が弛む場合がある。
【００６９】
　上述した実施の形態では、複写機１に本発明を適用した例で説明した。しかしながら、
本発明はこれに限定されるものではなく、例えばプリンタにも適用できる。
【００７０】
　上述した実施の形態では、反転路Ｒ３および再搬送路Ｒ４を開閉部材７１に設けた場合
について説明した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば反転
路Ｒ３を画像形成装置本体２に設けた場合にも適用できる。
【００７１】
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　以上説明したように、本発明に係る手差し給紙装置および画像形成装置は、手差しトレ
イからシートが滑り落ちる不具合を簡単の構成により防止するという効果を有し、プリン
タ、複写機等の画像形成装置およびそれに搭載される手差し給紙装置に有用である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　複写機（画像形成装置）
　２　画像形成装置本体（装置本体）
　３　画像読取装置
　４　給紙装置
　５　原稿自動搬送装置
　７０　手差し給紙装置
　７１　開閉部材
　７１Ａ　回動支点
　７１Ｂ　貫通孔
　７２　手差しトレイ
　７２Ａ　回動支点
　７２Ｂ　シート積載面
　７３　リンク部材
　８０　線状部材固定部
　８１　線状部材
　８２　バネ部材
　Ｒ　シート搬送路
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７３】
【特許文献１】特開２００８－３０８３２９号公報
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