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(57)【要約】
【課題】加熱部材の着脱作業の効率が低下するのを抑制
する。
【解決手段】定着装置は、筒状の回転体と、管状の加熱
部材と、第１の碍子と、第２の碍子と、第１の碍子の回
転軸方向の他方側の端部を除く、第１の碍子の外周面の
少なくとも一部を支持する第１の支持部と、第２の碍子
の回転軸方向の両端面を除く、第２の碍子の外周面の少
なくとも一部を支持する第２の支持部とを有する支持フ
レームと、第１の碍子の回転軸方向の他方側の端面と接
する第１の位置、および、第２の碍子の回転軸方向の他
方側の端面と接する第２の位置の何れか一方に配置され
、加熱部材の回転軸方向の他方側への移動を規制する規
制部材と、を備え、規制部材は、第１の位置から、回転
軸方向視で第１の碍子と重ならない第１の離脱位置、ま
たは、第２の位置から、回転軸方向視で第２の碍子と重
ならない第２の離脱位置に移動される。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状の回転体と、
　前記回転体の内周側に配置され、前記回転体の回転軸方向に延びる管状の加熱部材と、
　前記加熱部材の前記回転軸方向の一方側の端部を保持する第１の碍子と、
　前記加熱部材の前記回転軸方向の他方側の端部を保持する第２の碍子と、
　前記第１の碍子の前記回転軸方向の前記他方側の端部を除く、前記第１の碍子の外周面
の少なくとも一部を支持する第１の支持部と、前記第２の碍子の前記回転軸方向の両端面
を除く、前記第２の碍子の外周面の少なくとも一部を支持する第２の支持部とを有する支
持フレームと、
　前記第１の碍子の前記回転軸方向の前記他方側の端面と接する第１の位置、および、前
記第２の碍子の前記回転軸方向の前記他方側の端面と接する第２の位置の何れか一方に配
置され、前記加熱部材の前記回転軸方向の前記他方側への移動を規制する規制部材と、を
備え、
　前記第１の碍子が前記第１の支持部に支持され、かつ、前記第２の碍子が前記第２の支
持部に支持された状態で、前記規制部材は、前記第１の位置から、前記回転軸方向視で前
記第１の碍子と重ならない第１の離脱位置、または、前記第２の位置から、前記回転軸方
向視で前記第２の碍子と重ならない第２の離脱位置に移動される、定着装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の定着装置であって、
　前記規制部材は、前記第１の位置にあるときに、前記第１の支持部に固定され、前記第
２の位置にあるときに、前記第２の支持部に固定される、定着装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の定着装置であって、
　前記規制部材は、
　　前記第１の位置に配置され、
　　前記第１の碍子の前記回転軸方向の前記他方側の端面と接する第１の側壁と、
　　前記第１の碍子の前記回転軸方向の前記一方側の端面と接する第２の側壁と、を有す
る、定着装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の定着装置であって、
　前記規制部材は、前記第１の側壁と前記第２の側壁とを接続する接続壁を有し、
　前記接続壁は、前記回転軸方向視で前記第１の碍子と重ならない位置に位置し、前記第
１の碍子と接する、定着装置。
【請求項５】
　請求項３または請求項４に記載の定着装置であって、
　前記第１の支持部は、前記回転体の前記回転軸方向の前記一方側の端縁よりも前記一方
側に位置しており、
　前記第１の側壁は、前記回転体の前記回転軸方向の前記一方側の端縁と前記第１の支持
部との間に配置され、前記回転軸方向視で、前記第１の支持部と重なる第１の部分とを有
する、定着装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の定着装置であって、
　前記第１の側壁には、前記加熱部材が嵌まる凹部が形成されており、
　前記回転軸方向視で、前記凹部を除く前記第１の側壁の外縁は、前記回転体の外縁より
も外側に位置しており、
　前記定着装置は、さらに、
　前記加熱部材の前記回転軸方向の前記一方側の端部に電気的に接続される第１の給電コ
ードを備え、
　前記第１の給電コードは、前記第１の側壁の前記回転軸方向の前記一方側に位置してい
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る、定着装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか一項に記載の定着装置であって、
　前記規制部材は、前記第１の位置に配置されており、
　前記第２の碍子の一部が、前記回転体の内部に配置されている、定着装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載の定着装置であって、さらに、
　前記加熱部材の前記回転軸方向の前記他方側の端部に電気的に接続される第２の給電コ
ードと、
　前記第２の支持部に着脱されるカバー部材と、を備え、
　前記カバー部材は、前記加熱部材の前記回転軸方向の前記他方側に配置され、前記加熱
部材側の内側面と前記内側面とは反対側の外側面とを有する第３側壁を有し、
　前記第３側壁の外側面には、前記第２の給電コードを係止する係止部が形成されている
、定着装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示される技術は、定着装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばプリンタや複写機に設けられる定着装置として、筒状の回転体と、回転体の内周
側に配置され、回転体の回転軸方向に延びた管状のヒータ等の加熱部材と、第１の碍子と
、第２の碍子と、支持フレームとを備えたものが知られている（例えば特許文献１参照）
。第１の碍子は、例えば硝子等により形成されており、加熱部材の上記回転軸方向の一方
側の端部を保持する。第２の碍子は、例えば硝子等により形成されており、加熱部材の上
記回転軸方向の他方側の端部を保持する。支持フレームは、第１の碍子を支持し、第１の
碍子の上記回転軸方向の上記一方側の側面と接する第１の支持壁と、第２の碍子を支持し
、第２の碍子の上記回転軸方向の上記他方側の側面と接する第２の支持壁とを有する。そ
のため、加熱部材は、回転体の回転軸方向に移動不能に支持され、加熱部材の回転体の回
転軸方向への移動が、支持フレームによって規制されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１０３７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の従来技術では、加熱部材の回転体の回転軸方向への移動が、支持フレームによっ
て規制されている。このため、例えば加熱部材の寿命等により加熱部材を交換するなど、
加熱部材を支持フレームから着脱する際に、加熱部材を、回転体の回転軸方向と直交する
方向に移動させる必要があり、その結果、例えば加熱部材が回転体と干渉したり、加熱部
材を交換する際に回転体を定着装置本体から取り外さなければならないなど、加熱部材の
着脱作業の効率が低下するという問題が生じるおそれがある。
【０００５】
　本明細書では、加熱部材の着脱作業の効率が低下するのを抑制することが可能な技術を
開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書に開示される技術は、以下の形態として実現することが可能である。
【０００７】
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　本明細書に開示される定着装置は、筒状の回転体と、前記回転体の内周側に配置され、
前記回転体の回転軸方向に延びる管状の加熱部材と、前記加熱部材の前記回転軸方向の一
方側の端部を保持する第１の碍子と、前記加熱部材の前記回転軸方向の他方側の端部を保
持する第２の碍子と、前記第１の碍子の前記回転軸方向の前記他方側の端部を除く、前記
第１の碍子の外周面の少なくとも一部を支持する第１の支持部と、前記第２の碍子の前記
回転軸方向の両端面を除く、前記第２の碍子の外周面の少なくとも一部を支持する第２の
支持部とを有する支持フレームと、前記第１の碍子の前記回転軸方向の前記他方側の端面
と接する第１の位置、および、前記第２の碍子の前記回転軸方向の前記他方側の端面と接
する第２の位置の何れか一方に配置され、前記加熱部材の前記回転軸方向の前記他方側へ
の移動を規制する規制部材と、を備え、前記第１の碍子が前記第１の支持部に支持され、
かつ、前記第２の碍子が前記第２の支持部に支持された状態で、前記規制部材は、前記第
１の位置から、前記回転軸方向視で前記第１の碍子と重ならない第１の離脱位置、または
、前記第２の位置から、前記回転軸方向視で前記第２の碍子と重ならない第２の離脱位置
に移動される。
【発明の効果】
【０００８】
　本定着装置によれば、規制部材によって、加熱部材の回転軸方向の他方側への移動を規
制することができ、規制部材を第１の位置から第１の離脱位置、または、第２の位置から
第２の離脱位置に移動させることで、加熱部材を回転軸方向の他方側に移動させて、加熱
部材を支持フレームから着脱することができる。そのため、加熱部材の回転軸方向の他方
側への移動が、支持フレームによって規制されている場合と比較して、加熱部材の着脱作
業の効率が低下するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】プリンタ１０の全体構成を示す概略図
【図２】上カバー９００と、第１のヒータ７２０と、第２のヒータ７３０とを下側から見
た下面図
【図３】一実施形態における上カバー９００の右側部分と、加熱ローラ７１０と、右側碍
子７６０と、上カバー９００から離脱された右側カバー部材９５０とを右側から見た斜視
図
【図４】一実施形態における上カバー９００の右側部分と、加熱ローラ７１０と、上カバ
ー９００に装着された右側カバー部材９５０とを右側から見た斜視図
【図５】一実施形態における上カバー９００の左側部分と、加熱ローラ７１０と、左側碍
子７８０と、上カバー９００から離脱された左側カバー部材９６０とを左側から見た斜視
図
【図６】一実施形態における上カバー９００の左側部分と、加熱ローラ７１０と、上カバ
ー９００に装着された左側カバー部材９６０とを左側から見た斜視図
【図７】一実施形態における上カバー９００の左側部分と、加熱ローラ７１０と、上カバ
ー９００に装着された左側カバー部材９６０とを右側から見た斜視図
【図８】他の実施形態における定着装置７００Ａの上カバー９００の左側部分と、加熱ロ
ーラ７１０と、左側碍子７８０と、上カバー９００から離脱された左側カバー部材９６０
Ａとを左側から見た斜視図
【図９】他の実施形態における定着装置７００Ａの上カバー９００の左側部分と、加熱ロ
ーラ７１０と、上カバー９００に装着された左側カバー部材９６０Ａとを左側から見た斜
視図
【図１０】他の実施形態における定着装置７００Ｂの上カバー９００Ｂの左側部分と、加
熱ローラ７１０と、左側碍子７８０と、上カバー９００Ｂから離脱された係止部材９９０
とを後ろ側から見た側面図
【図１１】他の実施形態における定着装置７００Ｂの上カバー９００Ｂの左側部分と、加
熱ローラ７１０と、左側碍子７８０と、上カバー９００Ｂに装着された係止部材９９０と
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を後ろ側から見た側面図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　一実施形態のプリンタ１０について説明する。図１は、プリンタ１０の全体構成を示す
概略図である。図１には、方向を特定するための互いに直交するＸＹＺ軸が示されている
。本明細書では、便宜的に、Ｚ軸正方向を上側といい、Ｚ軸負方向を下側といい、Ｘ軸正
方向を前側といい、Ｘ軸負方向を後ろ側といい、Ｙ軸正方向を右側といい、Ｙ軸負方向を
左側というものとする。図２以降についても同様である。
【００１１】
　プリンタ１０は、１色（例えばブラック）のトナー（現像剤）を用いて、例えば記録用
紙やＯＨＰシート等のシートＷに画像を形成する電子写真式のプリンタである。
【００１２】
　図１に示すように、プリンタ１０は、筐体１００と、シート供給部２００と、画像形成
部４００とを備える。筐体１００は、シート供給部２００と画像形成部４００とを収容す
る。また、筐体１００の上面には、排出口１１０と、排出トレイ１２０とが形成されてお
り、筐体１００内の排出口１１０付近に排出ローラ１３０が設けられている。
【００１３】
　シート供給部２００は、トレイ２１０と、ピックアップローラ２２０とを備える。トレ
イ２１０は、シートＷを収容する収容体である。ピックアップローラ２２０は、トレイ２
１０に収容されたシートＷをトレイ２１０から１枚ずつ取り出して、画像形成部４００に
向けて搬送する。
【００１４】
　画像形成部４００は、露光部５００と、プロセス部６００と、定着装置７００とを備え
る。露光部５００は、レーザ光Ｌ（光ビーム）を、プロセス部６００に備えられた感光体
６１０に照射する。
【００１５】
　プロセス部６００は、感光体６１０と、帯電部６２０と、現像部６３０と、転写ローラ
６４０とを備える。帯電部６２０は、感光体６１０の表面を一様に帯電させる。帯電部６
２０により帯電された感光体６１０の表面に、露光部５００からのレーザ光Ｌが照射され
ると、感光体６１０の表面に静電潜像が形成される。現像部６３０によって感光体６１０
の表面にトナーが供給されると、感光体６１０の表面に形成された静電潜像が現像されて
トナー像が形成される。感光体６１０の表面に形成されたトナー像は、転写ローラ６４０
によって、感光体６１０と転写ローラ６４０との間の位置を通過するシートＷ上に転写さ
れる。
【００１６】
　定着装置７００は、プロセス部６００を通過したシートＷを加熱し、シートＷに転写さ
れたトナー像をシートＷに定着させる。これにより、シートＷに画像が形成される。定着
装置７００の詳細な構成について後述する。排出ローラ１３０は、定着装置７００を通過
したシートＷを、排出口１１０を介して排出トレイ１２０へと排出する。以下、シート供
給部２００から排出ローラ１３０に至るまでのシートＷの搬送経路を、搬送経路Ｒ１と呼
ぶ。
【００１７】
　次に、定着装置７００について説明する。図１に示すように、定着装置７００は、加熱
ローラ７１０と、加熱ローラ７１０に収容されている第１のヒータ７２０及び第２のヒー
タ７３０と、加熱ローラ７１０の上側を覆う上カバー９００と、加熱ローラ７１０の下側
に配置されている加圧ローラ７４０と、加圧ローラ７４０の下側を覆う下カバー８００と
を備える。
【００１８】
　図２は、定着装置７００の内、上カバー９００と、第１のヒータ７２０と、第２のヒー
タ７３０とを下側から見た下面図である。上カバー９００の右端には、右側コード７７０
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と、右側碍子７６０と、右側カバー部材９５０（図２では図示せず）とが配置されており
、上カバー９００の左端には、左側コード７９０と、左側碍子７８０と、左側カバー部材
９６０（図２では図示せず）とが配置されている。
【００１９】
　図１及び図２に示すように、加熱ローラ７１０は、円筒状の部材であり、加熱ローラ７
１０の長手方向が左右方向に沿うように配置されている。加熱ローラ７１０は、左右方向
に略平行な回転軸周りに回転するように設けられている。なお、加熱ローラ７１０は、回
転体の一例であり、左右方向は、回転体の回転軸方向の一例である。
【００２０】
　第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とは、管状の発熱部材であり、具体的にはハ
ロゲンヒータである。第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とは、加熱ローラ７１０
の内周側に配置されており、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０との長手方向が加
熱ローラ７１０の回転軸方向に沿うように配置されている。第１のヒータ７２０と第２の
ヒータ７３０とは、前後方向に並んで配置されており、第２のヒータ７３０は、第１のヒ
ータ７２０の前側に配置されている。なお、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０と
は、加熱部材の一例である。
【００２１】
　図２に示すように、第１のヒータ７２０は、第１のガラス管７２１と、第１の発熱体７
２４と、第１の右側リードピン７２２、第１の左側リードピン７２３とを備えている。第
１の発熱体７２４は、棒状の金属線であり、具体的にはフィラメントである。第１の発熱
体７２４は、第１のガラス管７２１の内周側に、左右方向に沿うように配置されている。
第１の右側リードピン７２２は、金属製の端子部材であり、一端が、第１の発熱体７２４
と電気的に接続されており、他端が、第１のガラス管７２１の右端部から右側に突出して
いる。第１の左側リードピン７２３は、金属製の端子部材であり、一端が、第１の発熱体
７２４と電気的に接続されており、他端が、第１のガラス管７２１の左端部から左側に突
出している。なお、第１の右側リードピン７２２は、加熱部材の回転軸方向の一方側の端
部の一例であり、第１の左側リードピン７２３は、加熱部材の回転軸方向の他方側の端部
の一例である。
【００２２】
　第２のヒータ７３０は、第２のガラス管７３１と、第２の発熱体７３４と、第２の右側
リードピン７３２と、第２の左側リードピン７３３とを備えている。第２のヒータ７３０
の各部材の構成は、第１のヒータ７２０の各部材の構成と同様であるため、重複した説明
を省略する。
【００２３】
　右側コード７７０は、弾性変形し得る導線であり、第１の右側コード７７１と第２の右
側コード７７２とを備える。第１の右側コード７７１の一端は、第１のヒータ７２０の第
１の右側リードピン７２２に電気的に接続されている。第２の右側コード７７２の一端は
、第２のヒータ７３０の第２の右側リードピン７３２に電気的に接続されている。第１の
右側コード７７１と第２の右側コード７７２との他端は、第１のヒータ７２０と第２のヒ
ータ７３０とに電力を供給するための電源（図示省略）に電気的に接続されている。右側
コード７７０は、第２の給電コードの一例である。
【００２４】
　右側碍子７６０は、左面７６０Ａと、右面７６０Ｂと、上面７６０Ｄとを有する略直方
体状の耐熱部材である。右側碍子７６０は、第１のヒータ７２０と第１の右側コード７７
１との接続箇所７２５、及び、第２のヒータ７３０と第２の右側コード７７２との接続箇
所７３５を保持している。具体的には、第１のヒータ７２０の第１の右側リードピン７２
２と、第１の右側コード７７１の一端と、第２のヒータ７３０の第２の右側リードピン７
３２と、第２の右側コード７７２の一端とが、右側碍子７６０の内部に埋設されている。
そして、第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０は、右側碍子７６０の左面７６０Ａ
から左方向に延びており、右側コード７７０は、右側碍子７６０の外周面のうち、左右方
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向において第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０から最も遠くに配置された右面７
６０Ｂから右方向に延びている。なお、右側碍子７６０は、第２の碍子の一例であり、左
面７６０Ａと右面７６０Ｂとは、回転軸方向の両端面の一例であり、上面７６０Ｄは、回
転軸方向の両端面を除く外周面の少なくとも一部の一例である。
【００２５】
　左側コード７９０は、弾性変形し得る導線であり、第１の左側コード７９１と第２の左
側コード７９２とを備える。左側コード７９０の各部材の構成は、右側コード７７０の各
部材の構成と同様であるため、重複した説明を省略する。なお、左側コード７９０は、第
１の給電コードの一例である。
【００２６】
　左側碍子７８０は、左面７８０Ａと、右面７８０Ｂと、後ろ面７８０Ｃと、上面７８０
Ｄとを有する略直方体状の耐熱部材である。左側碍子７８０は、第１のヒータ７２０と第
１の左側コード７９１との接続箇所７２６、及び、第２のヒータ７３０と第２の左側コー
ド７９２との接続箇所７３６を保持している。第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３
０は、左側碍子７８０の右面７８０Ｂから右方向に延びており、左側コード７９０は、左
側碍子７８０の後ろ面７８０Ｃから後ろ方向に延びている。なお、左側碍子７８０は、第
１の碍子の一例であり、右面７８０Ｂとは、回転軸方向の他端側の端部の一例であり、左
面７８０Ａと後ろ面７８０Ｃと上面７８０Ｄとは、回転軸方向の他端側の端部を除く外周
面の一例である。
【００２７】
　第１のヒータ７２０と、第２のヒータ７３０と、右側コード７７０とは、右側碍子７６
０により一体化されており、第１のヒータ７２０と、第２のヒータ７３０と、左側コード
７９０とは、左側碍子７８０により一体化されている。そのため、第１のヒータ７２０と
、第２のヒータ７３０と、右側コード７７０と、右側碍子７６０と、左側コード７９０と
は、左側碍子７８０とは、一体化された状態で、上カバー９００に対して着脱される。
【００２８】
　図１又は図２に示すように、上カバー９００は、平板状の樹脂製部材であり、上カバー
９００の長手方向が左右方向に沿うように配置されている。上カバー９００の詳細な構成
について後述する。
【００２９】
　図１に示すように、加圧ローラ７４０は、円柱状の部材であり、加圧ローラ７４０の長
手方向が左右方向に沿うように配置されている。加圧ローラ７４０は、搬送経路Ｒ１に対
して加熱ローラ７１０とは反対側に、加熱ローラ７１０と接触するように配置されている
。加圧ローラ７４０は、左右方向に略平行な回転軸周りに回転するように設けられている
。加圧ローラ７４０は、加熱ローラ７１０に向けて押圧されており、これにより、加熱ロ
ーラ７１０と加圧ローラ７４０との間にニップ部が形成されている。
【００３０】
　下カバー８００は、加圧ローラ７４０の長手方向に延びる平板状の樹脂製部材である。
下カバー８００の加圧ローラ７４０側の上面８０１には、加圧ローラ７４０の長手方向に
延びる収容溝８０２が形成されている。収容溝８０２の形状は、左右方向視で円弧状であ
る。収容溝８０２に、加圧ローラ７４０の下側部分が収容されている。
【００３１】
　図３は、上カバー９００の右側部分と、加熱ローラ７１０と、右側碍子７６０と、上カ
バー９００から離脱された右側カバー部材９５０とを右側から見た斜視図である。図４は
、上カバー９００の右側部分と、加熱ローラ７１０と、上カバー９００に装着された右側
カバー部材９５０とを右側から見た斜視図である。
【００３２】
　図２に示すように、上カバー９００は、加熱ローラ７１０と対向する下面９０１と、左
右方向と垂直な右端面９０３及び左端面９０４とを有する。上カバー９００の下面９０１
の左右方向における中央部には、左右方向に延びる収容溝９０２が形成されている。収容
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溝９０２の形状は、左右方向視で円弧状である。収容溝９０２に、加熱ローラ７１０の上
側部分が収容されている。なお、上カバー９００は、支持フレームの一例である。
【００３３】
　図２から図４に示すように、上カバー９００の下面９０１の右端には、凹状の右側支持
凹部９３０と、略直方体状の固定台９２０とが形成されている。右側支持凹部９３０は、
収容溝９０２と右端面９０３との間に形成されている。具体的には、右側支持凹部９３０
は、加熱ローラ７１０の回転軸方向に延び、収容溝９０２を構成している内側面９０２Ａ
から上カバー９００の右端面９０３まで貫通している凹状の溝である。右側支持凹部９３
０は、左右方向視で、前面９３０Ａと、後ろ面９３０Ｂと、上面９３０Ｃとを有する略矩
形状をしている。
【００３４】
　右側支持凹部９３０は、右側碍子７６０の上側部分を収容している。右側支持凹部９３
０の前後方向の寸法は、右側碍子７６０の前後方向の寸法と略等しく、右側碍子７６０は
、左右方向視で上カバー９００と重ならない位置に配置されている。そのため、右側碍子
７６０は、右側支持凹部９３０内において左右方向に移動することができる。右側碍子７
６０の前面の上側部分は、右側支持凹部９３０の前面９３０Ａと当接しており、右側碍子
７６０の後ろ面の上側部分は、右側支持凹部９３０の後ろ面９３０Ｂと当接しており、右
側碍子７６０の上面７６０Ｄは、右側支持凹部９３０の上面９３０Ｃと当接しており、こ
れにより、右側碍子７６０の各面が右側支持凹部９３０により支持されている。なお、右
側支持凹部９３０、固定台９２０、及び、上カバー９００のこれらの周辺部分は、第２の
支持部の一例である。
【００３５】
　右側碍子７６０の右面７６０Ｂは、上カバー９００の右端面９０３と面一となるように
配置されている。一方、右側碍子７６０の左側部分は、上カバー９００の収容溝９０２へ
と突出しており、収容溝９０２に収容された加熱ローラ７１０の内部に配置されている。
なお、右側碍子７６０の左側部分は、第２の碍子の一部の一例である。
【００３６】
　固定台９２０は、略直方体状であり、右側支持凹部９３０に対して下側斜め後ろ側に配
置されており、上カバー９００の下面９０１から下側に突出している。固定台９２０の右
端面は、上カバー９００の右端面９０３の一部を構成している。
【００３７】
　図３に示すように、上カバー９００の右端面９０３の内、固定台９２０を構成する部分
には、突起９２１と、固定穴９２２とが形成されている。突起９２１は、上カバー９００
の右端面９０３から右側に突出している。固定穴９２２は、右側カバー部材９５０を上カ
バー９００に固定するためのネジ穴であり、突起９２１の前側に配置されている。
【００３８】
　右側カバー部材９５０は、上カバー９００に着脱され、上カバー９００に装着された状
態で、右側碍子７６０の下側部分を覆う。右側カバー部材９５０は、前側壁９７１と、下
側壁９７２と、後ろ側壁９７３と、右側壁９５１とを備える。右側カバー部材９５０が上
カバー９００に装着された状態で、前側壁９７１は、右側支持凹部９３０に収容された右
側碍子７６０の前面の下側部分を覆う。下側壁９７２は、固定台９２０の下側面と右側碍
子７６０の下面を覆う。後ろ側壁９７３は、固定台９２０の後ろ面の下側部分を覆う。右
側壁９５１は、固定台９２０の右側面と右側碍子７６０の右面７６０Ｂを覆う。
【００３９】
　右側壁９５１は、右側カバー部材９５０が上カバー９００に装着された状態で、加熱ロ
ーラ７１０の右側の端部よりも右側に配置される。右側壁９５１は、右側カバー部材９５
０が上カバー９００に装着された状態で、第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０側
に位置する内側面９５１Ａと、第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０とは反対側に
位置する外側面９５１Ｂとを有する。右側カバー部材９５０が上カバー９００に装着され
た状態で、右側壁９５１は、右側碍子７６０の右面７６０Ｂと平行に配置され、上カバー
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９００に形成された右側支持凹部９３０が、右側壁９５１の内側面９５１Ａ側に位置する
。以下の説明では、断りのない限り、右側カバー部材９５０が上カバー９００に装着され
た状態を説明しているものとする。なお、右側カバー部材９５０は、カバー部材の一例で
あり、右側壁９５１は、第３側壁の一例である。
【００４０】
　また、右側壁９５１には、開口９５８と、第１の係止部９５４と、第２の係止部９５６
と、規制穴９５２と、貫通穴９５３とが形成されている。
【００４１】
　開口９５８は、右側壁９５１を、第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０側に位置
する内側面９５１Ａから第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０とは反対側に位置す
る外側面９５１Ｂまで貫通し、上側が開放している切り欠きである。図４に示すように、
開口９５８は、左右方向視で右側碍子７６０と重なる位置に形成されており、詳細には、
右側碍子７６０の右面７６０Ｂから延びる右側コード７７０の一端と重なる位置に形成さ
れている。開口９５８の前後方向の寸法は、右側碍子７６０の右面７６０Ｂの前後方向の
寸法よりも小さく、開口９５８の上下方向の寸法は、右側碍子７６０の右面７６０Ｂの上
下方向の寸法よりも小さい。そのため、右側壁９５１の開口９５８の周辺部分９５８Ａは
、右側碍子７６０よりも右側の位置であって、且つ、左右方向視で右側碍子７６０と重な
る位置に配置され、これにより、右側碍子７６０の右側への移動が規制される。
【００４２】
　第１の係止部９５４と第２の係止部９５６とは、右側壁９５１の外側面９５１Ｂに設け
られている。第１の係止部９５４と第２の係止部９５６とは、開口９５８の後ろ側に配置
されている。第１の係止部９５４は、右側壁９５１の外側面９５１Ｂに対して上側に向か
ってＬ字状に屈曲しており、詳細には、前後方向視で左右方向に沿って配置されている第
１の中継部分と、第１の中継部分の右端部から上側に屈曲して、上下方向に沿って延びる
第１の先端部分とを有する。これにより、第１の係止部９５４と右側壁９５１の外側面９
５１Ｂとの間には、前後方向及び上側に開口する隙間９５５が形成されている。第２の係
止部９５６は、右側壁９５１の外側面９５１Ｂに対して下側に向かってＬ字状に屈曲して
おり、詳細には、前後方向視で左右方向に沿って配置されている第２の中継部分と、第２
の中継部分の右端部から下側に屈曲して、上下方向に沿って延びる第２先端部分とを有す
る。これにより、第２の係止部９５６と右側壁９５１の外側面９５１Ｂとの間には、前後
方向及び下側に開口する隙間９５７が形成されている。
【００４３】
　規制穴９５２と貫通穴９５３とは、右側壁９５１を内側面９５１Ａから外側面９５１Ｂ
まで左右方向に貫通する穴である。図３に示すように、規制穴９５２と貫通穴９５３とは
、開口９５８に対して下側斜め後ろ側に配置されている。規制穴９５２は、左右方向視で
上カバー９００の突起９２１と重なる位置に形成されており、貫通穴９５３は、左右方向
視で上カバー９００の固定穴９２２と重なる位置に形成されている。
【００４４】
　右側カバー部材９５０は、上カバー９００に装着される際に、上カバー９００の突起９
２１に沿って上カバー９００の右側から装着される。これにより、上カバー９００の突起
９２１が、右側壁９５１の規制穴９５２に係合するため、右側カバー部材９５０が、上カ
バー９００に対して前後方向及び上下方向に移動不能に規制された状態で、上カバー９０
０に装着される。
【００４５】
　右側碍子７６０の右面７６０Ｂから延びる右側コード７７０は、右側壁９５１の開口９
５８を介して右側壁９５１の外側面９５１Ｂ側に引き出される。右側コード７７０は、開
口９５８を介して右側壁９５１の外側面９５１Ｂに引き出された後に、第１の係止部９５
４に上側から差し入れられて係止され、第２の係止部９５６に下側から差し入れられて係
止される。つまり、右側コード７７０は、右側碍子７６０に対して後ろ側に配置された第
１の係止部９５４と第２の係止部９５６とに係止されることで、右側碍子７６０に対して
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後述する装着方向ＤＲ１の後ろ側（上流側）に引き回される。上カバー９００への装着後
、右側カバー部材９５０は、貫通穴９５３を貫通して固定穴９２２にネジ止めされるスク
リュー９５９により、上カバー９００に固定される。
【００４６】
　右側碍子７６０は、上端部が上カバー９００の右側支持凹部９３０に収容され、下端部
が右側カバー部材９５０に覆われた状態で支持される。つまり、右側碍子７６０は、上下
方向において、上カバー９００と右側カバー部材９５０との間で挟まれた状態で支持され
る。そのため、右側支持凹部９３０及び、上カバー９００のこれらの周辺部分と右側カバ
ー部材９５０とにより、右側碍子７６０を支持する支持部材９７０（図４参照）が形成さ
れている、ということができる。
【００４７】
　図５は、上カバー９００の左側部分と、加熱ローラ７１０と、左側碍子７８０と、上カ
バー９００から離脱された左側カバー部材９６０とを左側から見た斜視図である。図６は
、上カバー９００の左側部分と、加熱ローラ７１０と、上カバー９００に装着された左側
カバー部材９６０とを左側から見た斜視図である。図７は、上カバー９００の左側部分と
、加熱ローラ７１０と、上カバー９００に装着された左側カバー部材９６０とを右側から
見た斜視図である。
【００４８】
　図２及び図５から図７に示すように、上カバー９００の下面９０１の左端には、凹状の
左側支持凹部９４０と、固定穴９０５（図５参照）とが形成されている。固定穴９０５は
、左側カバー部材９６０を上カバー９００に固定するためのネジ穴であり、左側支持凹部
９４０の前側に配置されている。左側支持凹部９４０は、収容溝９０２と左端面９０４と
の間に配置されており、収容溝９０２に収容された加熱ローラ７１０の左側の端縁よりも
左側に配置されている。具体的には、左側支持凹部９４０は、第１のヒータ７２０と第２
のヒータ７３０との長手方向に延び、収容溝９０２を構成している内側面９０２Ａから上
カバー９００の左端面９０４まで貫通している凹状の溝である。左側支持凹部９４０は、
左右方向視で、前面９４０Ａと、後ろ面９４０Ｂと、上面９４０Ｃとを有する略矩形状を
している。
【００４９】
　左側支持凹部９４０は、左側碍子７８０の上側部分を収容している。左側支持凹部９４
０の前後方向の寸法は、左側碍子７８０の前後方向の寸法と略等しく、左側碍子７８０は
、左右方向視で上カバー９００と重ならない位置に配置されている。そのため、左側碍子
７８０は、左側支持凹部９４０内において左右方向に移動することができる。左側碍子７
８０の前面の上側部分は、左側支持凹部９４０の前面９４０Ａと当接しており、左側碍子
７８０の後ろ面７８０Ｃの上側部分は、左側支持凹部９４０の後ろ面９４０Ｂと当接し、
左側碍子７８０の上面７８０Ｄは、左側支持凹部９４０の上面９４０Ｃと当接しており、
これにより、左側碍子７８０の各面が左側支持凹部９４０により支持されている。なお、
左側支持凹部９４０、固定穴９０５、及び、上カバー９００のこれらの周辺部分は、第１
の支持部の一例である。
【００５０】
　左側碍子７８０の左面７８０Ａは、上カバー９００の左端面９０４と面一となるように
配置されている。また、左側碍子７８０の右面７８０Ｂは、上カバー９００の収容溝９０
２を構成している内側面９０２Ａと面一となるように配置されている。そのため、左側碍
子７８０の全体が、収容溝９０２に収容された加熱ローラ７１０の左側の端縁よりも左側
に配置されている。
【００５１】
　左側カバー部材９６０は、上カバー９００に着脱され、上カバー９００に装着された状
態で、左側碍子７８０の下端部分を覆う。左側カバー部材９６０は、前側壁９６１と、下
側壁９６３と、後ろ側壁９６６と、左側壁９６８と、右側壁９６５とを備える。左側壁９
６８は、前側壁９６１と、下側壁９６３と、後ろ側壁９６６との左側に接続されており、
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左側壁９６８の上側部分が、前側壁９６１や後ろ側壁９６６の上側部分よりも上側に突出
している。右側壁９６５は、前側壁９６１と、下側壁９６３と、後ろ側壁９６６との右側
に接続されており、左側壁９６８の上側部分９８２（図７参照）は、前側壁９６１や後ろ
側壁９６６の上側部分よりも上側に突出している。前側壁９６１と、後ろ側壁９６６と、
右側壁９６５との詳細な構成について後述する。
【００５２】
　左側カバー部材９６０が上カバー９００に装着された状態で、前側壁９６１は、固定穴
９０５と左側支持凹部９４０に収容された左側碍子７８０の前面の下側部分と接する。下
側壁９６３は、左右方向視で左側碍子７８０と重ならない位置に配置され、左側碍子７８
０の下面と接する。後ろ側壁９６６は、左側碍子７８０の後ろ面７８０Ｃの下側部分と接
する。右側壁９６５は、加熱ローラ７１０の左側の端縁と左側碍子７８０との間に配置さ
れ、左側碍子７８０の右面７８０Ｂと接する。左側壁９６８は、左側碍子７８０の左面７
８０Ａと接する。つまり、左側壁９６８は、左右方向視で左側碍子７８０と重なる位置に
配置され、これにより、左側碍子７８０の左側への移動が規制される。以下の説明では、
断りのない限り、左側カバー部材９６０が上カバー９００に装着された状態を説明してい
るものとする。なお、左側カバー部材９６０は、規制部材の一例であり、左側壁９６８は
、第２の側壁の一例であり、下側壁９６３は、接続壁の一例であり、上カバー９００に装
着された状態における左側カバー部材９６０の位置は、第１の位置の一例である。
【００５３】
　前側壁９６１は、Ｌ字状に屈曲しており、左右方向視で上下方向に沿って配置されてい
る第１の板状部分９６１Ａと、第１の板状部分９６１Ａの上端部から前側に屈曲して、前
後方向に沿って延びる第２の板状部分９６１Ｂとを有する。第１の板状部分９６１Ａは、
左側碍子７８０の前面を覆う。第２の板状部分９６１Ｂは、上カバー９００の下面９０１
に当接する。第２の板状部分９６１Ｂには、貫通穴９６２が形成されており、貫通穴９６
２は、上下方向視で上カバー９００の固定穴９０５と重なる位置に形成されている。
【００５４】
　後ろ側壁９６６には、開口９６７が形成されている。開口９６７は、後ろ側壁９６６を
前後方向に貫通する貫通穴である。図６に示すように、開口９６７は、前後方向視で左側
碍子７８０の後ろ面７８０Ｃから延びる左側コード７９０の一端と重なる位置に形成され
ている。
【００５５】
　右側壁９６５には、開口９６４が形成されている。開口９６４は、右側壁９６５を左右
方向に貫通し、上側が開放している切り欠きである。図７に示すように、開口９６４は、
左右方向視で左側碍子７８０と重なる位置に形成されている。詳細には、左右方向視で第
１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０と重なる位置に形成されている。開口９６４の
前後方向の寸法は、左側碍子７８０の前後方向の寸法よりも小さく、開口９６４の上下方
向の寸法は、左側碍子７８０の上下方向の寸法よりも小さい。そのため、右側壁９６５の
開口９６４の周辺部分９８１は、左右方向視で左側碍子７８０と重なる位置に配置され、
これにより、左側碍子７８０の右側への移動が規制される。なお、右側壁９６５は、第１
の側壁の一例であり、開口９６４は、凹部の一例である。
【００５６】
　また、右側壁９６５の上側部分９８２は、左側碍子７８０よりも上側に突出しており、
左右方向視で上カバー９００の左側支持凹部９４０の上側部分と重なる位置に配置されて
いる。なお、右側壁９６５の上側部分９８２は、第１の部分の一例である。
【００５７】
　左側カバー部材９６０は、上カバー９００に装着される際に、上カバー９００の下側か
ら装着される。左側カバー部材９６０が上カバー９００に装着された状態で、左側碍子７
８０の後ろ面７８０Ｃから延びる左側コード７９０は、後ろ側壁９６６の開口９６７を介
して後ろ側壁９６６の外側に引き出される。上カバー９００への装着後、左側カバー部材
９６０は、貫通穴９６２を貫通して固定穴９０５にネジ止めされるスクリュー９６９によ
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り、上カバー９００に固定される。
【００５８】
　左側碍子７８０は、上端部が上カバー９００の左側支持凹部９４０に収容され、下端部
が左側カバー部材９６０に覆われた状態で支持される。つまり、左側碍子７８０は、上下
方向において、上カバー９００と左側カバー部材９６０との間で挟まれた状態で支持され
る。そのため、左側支持凹部９４０及び、上カバー９００のこれらの周辺部分と左側カバ
ー部材９６０とにより、左側碍子７８０を支持する支持部材９８０（図６参照）が形成さ
れている、ということができる。
【００５９】
　定着装置７００は、筐体１００に対して着脱される。図４に示すように、定着装置７０
０は、筐体１００に対して装着方向ＤＲ１に移動されて、筐体１００に装着される。具体
的には、定着装置７００は、筐体１００に装着されるときに、筐体１００に対して装着方
向ＤＲ１に移動され、筐体１００に設けられた位置決め部材（図示省略）に嵌合すること
で位置決めされ、これにより、筐体１００に装着される。
【００６０】
　次に、第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３０の交換処理について説明する。交換
処理は、第１のヒータ７２０又は第２のヒータ７３０の寿命等により第１のヒータ７２０
及び第２のヒータ７３０を交換する際に実行される。
【００６１】
　交換処理では、まず、筐体１００から定着装置７００が離脱される。次に、筐体１００
から離脱された定着装置７００の上カバー９００から右側カバー部材９５０と左側カバー
部材９６０とが離脱される。右側カバー部材９５０と左側カバー部材９６０との離脱は、
右側碍子７６０の上側部分が右側支持凹部９３０に収容されており、かつ、左側碍子７８
０の上側部分が左側支持凹部９４０に収容された状態で行われる。図３に示すように、右
側カバー部材９５０は、スクリュー９５９（図４参照）が取り外された後に、上カバー９
００から離脱され、左右方向視で右側碍子７６０と重ならない位置に移動される。また、
図５に示すように、左側カバー部材９６０は、スクリュー９６９（図６参照）が取り外さ
れた後に、上カバー９００から離脱され、左右方向視で左側碍子７８０と重ならない位置
に移動される。左右方向視で左側碍子７８０と重ならない左側カバー部材９６０の位置は
、第１の離脱位置の一例である。
【００６２】
　次に、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とが、上カバー９００から離脱される
。上述したように、右側碍子７６０は、右側碍子７６０の上側部分が右側支持凹部９３０
に収容された状態で左右方向に移動することができ、左側碍子７８０は、左側碍子７８０
の上側部分が左側支持凹部９４０に収容された状態で左右方向に移動することができる。
そのため、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とが上カバー９００から離脱される
際には、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とは、上カバー９００に対して左側の
みに移動されて、上カバー９００の左側に離脱される。
【００６３】
　第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０の離脱後、交換された第１のヒータ７２０と
第２のヒータ７３０とが、上カバー９００の左側から、上カバー９００に対して右側のみ
に移動されて、上カバー９００に装着される。交換された第１のヒータ７２０と第２のヒ
ータ７３０の装着後、上カバー９００に右側カバー部材９５０と左側カバー部材９６０と
が装着され、筐体１００に定着装置７００が装着される。これにより、第１のヒータ７２
０及び第２のヒータ７３０の交換処理が完了する。
【００６４】
　本実施形態では、左側カバー部材９６０が右側壁９６５を有するので、左側カバー部材
９６０が上カバー９００に装着された状態において、左側碍子７８０の左側への移動を規
制することができ、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０との左側への移動を規制す
ることができる。また、右側碍子７６０は、右側支持凹部９３０に収容された状態で、左
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右方向視で上カバー９００と重ならない位置に配置されている。そのため、左側カバー部
材９６０が、左右方向視で左側碍子７８０と重ならない位置に移動されることで、第１の
ヒータ７２０と第２のヒータ７３０とを左右方向に移動させて、第１のヒータ７２０と第
２のヒータ７３０とを上カバー９００に容易に着脱することができる。そのため、例えば
上カバー９００が、左側碍子７８０の左側に配置された壁部を有しているなど、上カバー
９００により第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０との左側への移動が規制されてい
る場合と比較して、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とを上カバー９００から着
脱する際に、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とを左右方向以外の方向に移動さ
せる必要がなく、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０との着脱作業の効率が低下す
るのを抑制することができる。
【００６５】
　また、本実施形態では、左側カバー部材９６０が、右側壁９６５と左側壁９６８とを有
する。そのため、左側カバー部材９６０が上カバー９００に装着された状態において、左
側碍子７８０の左右両側への移動を規制することができ、第１のヒータ７２０と第２のヒ
ータ７３０との左右両側への移動を規制することができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、左側カバー部材９６０が、下側壁９６３を有する。そのため、
左側カバー部材９６０が上カバー９００に装着された状態において、左側碍子７８０の下
側への移動を規制することができ、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０との下側へ
の移動を規制することができる。
【００６７】
　また、本実施形態では、左側カバー部材９６０が上カバー９００に装着された状態にお
いて、左側カバー部材９６０の右側壁９６５が、左右方向視で上カバー９００の左側支持
凹部９４０の上側部分と重なる位置に配置される上側部分９８２を有する。そのため、上
側部分９８２を有しない場合に比べて、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０とから
の輻射熱が上カバー９００の左側支持凹部９４０の上側部分に影響を及ぼすことを抑制す
ることができる。
【００６８】
　また、本実施形態では、右側碍子７６０が右側支持凹部９３０に収容された状態で、右
側碍子７６０の左側部分が、加熱ローラ７１０の内部に配置されている。そのため、右側
碍子７６０の全体が、加熱ローラ７１０の外側に配置されている場合に比べて、定着装置
７００の左右方向の幅を縮小することができる。
【００６９】
　また、本実施形態では、右側コード７７０を係止する第１の係止部９５４と第２の係止
部９５６とが、右側カバー部材９５０の右側壁９５１の外側面９５１Ｂに形成されている
。そのため、右側コード７７０の係止作業を、加熱ローラ７１０と右側カバー部材９５０
の右側壁９５１との間のスペースで行う必要がなく、右側カバー部材９５０の右側壁９５
１の外側面９５１Ｂ側のスペースを利用して行うことができる。これにより、第１の係止
部９５４と第２の係止部９５６とが、右側カバー部材９５０の右側壁９５１の内側面９５
１Ａに形成されている場合に比べて、右側コード７７０の係止作業の効率が低下すること
を抑制することができる。
【００７０】
　本明細書で開示される技術は、上述の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸
脱しない範囲において種々の形態に変形することができ、例えば次のような変形も可能で
ある。
【００７１】
　本実施形態では、右側壁９６５の下側の外縁が、左右方向視で加熱ローラ７１０の外縁
よりも内側に位置している（図６参照）例を示したが、これに限られない。図８は、他の
実施形態における定着装置７００Ａの上カバー９００と、加熱ローラ７１０と、左側碍子
７８０と、上カバー９００から離脱された左側カバー部材９６０Ａとを左側から見た斜視
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図であり、図９は、他の実施形態における定着装置７００Ａの上カバー９００と、加熱ロ
ーラ７１０と、上カバー９００に装着された左側カバー部材９６０Ａとを左側から見た斜
視図である。以下では、定着装置７００Ａの構成の内、上述した一実施形態における定着
装置７００の構成と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を適
宜省略する。
【００７２】
　図８及び図９に示すように、定着装置７００Ａでは、左側カバー部材９６０Ａの右側壁
９６５Ａは、左右方向視で略円形に形成されている。そして、左側カバー部材９６０Ａが
上カバー９００に装着された状態で、左右方向視で、開口９６４を除く左側カバー部材９
６０Ａの右側壁９６５Ａの外縁Ｇ１が、加熱ローラ７１０の外縁Ｇ２よりも外側に位置し
ている。
【００７３】
　本実施形態の定着装置７００Ａでは、左右方向視で、開口９６４を除く左側カバー部材
９６０Ａの右側壁９６５Ａの外縁Ｇ１が、加熱ローラ７１０の外縁Ｇ２よりも外側に位置
している。そのため、開口９６４を除く左側カバー部材９６０Ａの外縁の少なくとも一部
が、加熱ローラ７１０の外縁Ｇ２よりも内側に位置している場合に比べて、第１のヒータ
７２０及び第２のヒータ７３０からの輻射熱が左側コード７９０に影響を及ぼすことを抑
制することができる。
【００７４】
　上記実施形態では、規制部材の一例として、左側碍子７８０の下側部分を覆う左側カバ
ー部材９６０を示したが、規制部材はこれに限られず、左側碍子７８０の下側部分を覆わ
ない係止部材９９０であってもよい。図１０は、他の実施形態における定着装置７００Ｂ
の上カバー９００Ｂと、加熱ローラ７１０と、左側碍子７８０と、上カバー９００Ｂから
離脱された係止部材９９０とを後ろ側から見た側面図であり、図１１は、他の実施形態に
おける定着装置７００Ｂの上カバー９００Ｂと、加熱ローラ７１０と、左側碍子７８０と
、上カバー９００Ｂに装着された係止部材９９０とを後ろ側から見た側面図である。以下
では、定着装置７００Ｂの構成の内、上述した一実施形態における定着装置７００の構成
と同一の構成については、同一の符号を付すことによってその説明を適宜省略する。
【００７５】
　図１０及び図１１に示すように、本実施形態の定着装置７００Ｂでは、上カバー９００
Ｂの下面９０１の左端には、嵌合部９０７と、壁部９０６とが形成されている。嵌合部９
０７は、左側支持凹部９４０の右端に形成され、下側に突出する凸部である。壁部９０６
は、左側支持凹部９４０の左側に配置されている壁体である。そのため、本実施形態の定
着装置７００Ｂでは、左側支持凹部９４０が、上カバー９００Ｂの左端面９０４まで貫通
しない。
【００７６】
　壁部９０６の右側側面９０６Ａには、収容穴９０６Ｂが形成されている。収容穴９０６
Ｂは、右側側面９０６Ａから左側に窪んだ凹部であり、左側支持凹部９４０と連続してい
る。収容穴９０６Ｂは、左側碍子７８０の左端部を収容する。具体的には、左側碍子７８
０が、左側支持凹部９４０に収容された後に矢印Ｙ１に示すように左側に移動されること
により、左側碍子７８０の左端部が収容穴９０６Ｂに収容される（図１１参照）。そのた
め、左側碍子７８０は、壁部９０６により、左側への移動が規制される。
【００７７】
　係止部材９９０は、上カバー９００に着脱され、上カバー９００に装着された状態で、
左側碍子７８０の右面７８０Ｂと接触する。図１０に示すように、係止部材９９０は、左
側壁９９１と、下側壁９９３と、右側壁９９２と、開口９９５と、嵌合穴９９４とを備え
る。右側壁９９２の上側部分は、左側壁９９１の上側部分よりも上側に突出している。開
口９９５は、左側壁９９１と右側壁９９２との第１のヒータ７２０及び第２のヒータ７３
０と重なる位置に形成されており、上側が開放している切り欠きである。嵌合穴９９４は
、左右方向における左側壁９９１と右側壁９９２との間に形成されており、下側に窪んだ
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凹部である。係止部材９９０は、左側碍子７８０の左端部が収容穴９０６Ｂに収容された
後に、矢印Ｙ２に示すように上カバー９００Ｂに対して上側に移動され、係止部材９９０
の嵌合穴９９４が上カバー９００Ｂの嵌合部９０７と嵌合する。係止部材９９０の嵌合穴
９９４が上カバー９００Ｂの嵌合部９０７と嵌合した状態で、左側壁９９１は、収容穴９
０６Ｂに収容された左側碍子７８０の右面７８０Ｂと接する。つまり、左側壁９９１は、
左右方向視で左側碍子７８０と重なる位置に配置され、これにより、左側碍子７８０の右
側への移動が規制される。
【００７８】
　本実施形態の定着装置７００Ｂでは、係止部材９９０が嵌合により上カバー９００Ｂに
固定される。そのため、係止部材９９０がネジ止めにより上カバー９００Ｂに固定される
場合に比べて、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０との着脱作業の効率が低下する
のを抑制することができる。
【００７９】
　上記実施形態では、第１の係止部９５４と第２の係止部９５６とが、右側カバー部材９
５０の右側壁９５１の外側面９５１Ｂに形成されている例を示したが、これに限定されな
い。例えば第１の係止部９５４と第２の係止部９５６とが、右側壁９５１の内側面９５１
Ａに形成されていてもよければ、上カバー９００の右端面９０３に形成されていてもよい
。
【００８０】
　上記実施形態では、右側碍子７６０が右側支持凹部９３０に収容された状態で、右側碍
子７６０の左側部分が、加熱ローラ７１０の内部に配置されている例を示したが、これに
限定されない。例えば右側碍子７６０が右側支持凹部９３０に収容された状態で、右側碍
子７６０の全体が、加熱ローラ７１０の外側に配置されていてもよい。
【００８１】
　上記実施形態では、左側カバー部材９６０が上カバー９００に装着された状態において
、左側カバー部材９６０の右側壁９６５の一部が、左右方向視で、上カバー９００の左側
支持凹部９４０の周辺部分と重なる位置に配置される例を示したが、これに限定されない
。例えば左側カバー部材９６０の右側壁９６５が、左右方向視で、上カバー９００の左側
支持凹部９４０の周辺部分と重ならない位置のみに配置されていてもよい。
【００８２】
　上記実施形態では、接続壁の一例として、下側壁９６３を示したが、これに限定されず
、例えば前側壁９６１であってもよければ、後ろ側壁９６６であってもよい。また、接続
壁は、第１の碍子と必ずしも接している必要はなく、例えば第１の碍子を覆っていればよ
い。
【００８３】
　上記実施形態では、左側カバー部材９６０が左側壁９６８を有する例を示したが、これ
に限定されず、左側カバー部材９６０に左側壁９６８が形成されていなくてもよい。
【００８４】
　上記実施形態では、左側カバー部材９６０が右側壁９６５を有し、左側カバー部材９６
０の右側壁９６５により、第１のヒータ７２０と第２のヒータ７３０との左側への移動を
規制する例を示したが、これに限定されない。例えば右側カバー部材９５０が右側壁９５
１を有し、右側カバー部材９５０の右側壁９５１により、第１のヒータ７２０と第２のヒ
ータ７３０との左側への移動を規制してもよい。この場合、図４に示すように、上カバー
９００に装着された状態における右側カバー部材９５０の位置が、第２の位置の一例であ
り、図３に示すように、上カバー９００から取り外され、左右方向視で、右側碍子７６０
と重ならない位置に移動された状態における右側カバー部材９５０の位置が、第２の離脱
位置の一例である。
【００８５】
　上記実施形態のプリンタ１０の構成は、あくまで一例であり、種々変形可能である。上
記実施形態では、プリンタ１０は、１色（ブラック）のトナーを用いて印刷を行うとして
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いるが、印刷に用いられるトナー色の種類や色数はこれに限られない。
【００８６】
　また、画像形成装置は、プリンタ単体に限らず、複写機、ファクシミリ装置や複合機で
もよい。これらの複写機等にも本発明を適用することができる。
【００８７】
　また、上記実施形態では、定着装置のヒータとして、ハロゲンヒータを例示したが、こ
れに限定されず、例えば、赤外線ヒータやカーボンヒータなどを適用してもよい。一方、
セラミックヒータやＩＨヒータなど、碍子を必要としないヒータには適用することができ
ない。
【符号の説明】
【００８８】
７００、７００Ａ、７００Ｂ：定着装置　７１０：加熱ローラ　７２０、７３０：ヒータ
　７６０：右側碍子　７７０：右側コード　７８０：左側碍子　７９０：左側コード　９
００、９００Ｂ：上カバー　９３０：右側支持凹部　９４０：左側支持凹部　９５０：右
側カバー部材　９５１Ａ：内側面　９５１Ｂ：外側面　９５４、９５６：係止部　９６０
、９６０Ａ：左側カバー部材　９６４：開口　９６５、９６５Ａ：右側壁　９６８：左側
壁　９９０：係止部材　Ｇ１、Ｇ２：外縁

【図１】 【図２】
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