
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右の側板間に支持された回転可能なシャフトと、前記シャフトの両端に設けられた巻
取ドラムと、前記左右の側板間に配置されたシート積載テーブルと、前記巻取ドラムと前
記テーブルとに懸架されたワイヤと、前記テーブル上方に設けられた一対のシート搬送ロ
ーラとを有し、前記シャフトの正転／逆転により前記巻取ドラムでワイヤの巻取り／繰出
しを行い、前記テーブルを上昇／下降させるシート取扱装置において、
　前記一対の搬送ローラをなす下ローラの下部において前記シャフト軸方向と平行方向に
移動可能に支持され、前記下ローラを支持したベース部材との接触位置に応じて前記下ロ
ーラを、上ローラに当接する位置と、上ローラから離間する位置とに移動させるスライド
部材と、
　前記スライド部材の前記シャフトと対向する側の部位に設けられたラック部と、
　前記シャフトと前記スライド部材との間に位置し、前記ラック部に係合可能に設けられ
た第１ギアおよび第２ギアと、
　前記第１ギアおよび第２ギア間に位置し、第１ギアおよび第２ギアに係合させて設けら
れた第３ギアと、
　前記第１ギア、第２ギアおよび第３ギアの回転軸を保持する保持部材と、
　前記シャフトに設けられ、前記第３ギアに前記シャフトの回転力を伝達する第４ギアと
を有し、
　前記テーブルの昇降動作に基づく前記第４ギアの回転方向切替えに伴い、前記第３ギア
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の回転軸を支点に前記保持部材を揺動させ、第１ギアおよび第２ギアにおいて前記ラック
部に対し係合関係をなすギアを切り替えることを特徴とするシート取扱装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シート取扱装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来技術としてシート取扱装置が、レーザプリンタや複写機などに用いられる給紙装置で
ある場合を例示し、以下、図５を参照しながら説明する。
【０００３】
図５において、左右の側板５の間には回転可能なシャフト４が支持されている。シャフト
４の両端には巻取ドラム３（図５においては片側のみ図示されている）が固定されている
。また、側板５の間にはシート積載テーブル１が配置されており、巻取ドラム３とテーブ
ル１にはワイヤ２が架け渡されている。テーブル１上方には一対のシート搬送ローラ７ ,
９が設置されており、シャフト４を正転させると巻取ドラム３がワイヤを巻取り、テーブ
ル１が上昇移動し、シャフト４を逆転させると巻取ドラム３がワイヤを繰出し、テーブル
１が下降移動するように構成されている。
【０００４】
なお、シート取扱装置が上記のように給紙装置である場合には、搬送ローラ７はフィード
ローラ、搬送ローラ９はシートの重送を防止するためのセパレートローラとして構成され
る。また、搬送ローラ対７ ,９の前段にはテーブル１上に積載されたシートの最上位に置
かれているシートを搬送ローラ対７ ,９側へ送り出すピックローラ６が設けられており、
ピックローラ６によって送り込まれてきたシートは、フィードローラ７、セパレートロー
ラ９からなる分離給紙機構により１枚づつ給紙される。なお、ピックローラ６とフィード
ローラ７はピックフレーム８に支持され、セパレートローラ９はセパレートローラベース
１０に支持され、セパレートローラ９をフィードローラ７に常に押圧させている。
【０００５】
一方、テーブル１の昇降は、ドア２０の開閉に連動しており、ドア２０を閉めた時はテー
ブル１が給紙可能な位置まで上昇し、ドア２０を開いた時はテーブル１が最下点まで下降
するように制御されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来構成においては、常にセパレートローラ９がフィードローラ７に押圧されている
ため、フィードローラ７とセパレートローラ９の間にシートが挟持された状態で給紙動作
が停止してしまった場合は、フィードローラ７とセパレートローラ９の間にある用紙を無
理に引っ張り出さなくてはならなかった。このため、引っ張り出す際にシートが破損した
り、破けたシート片がフィードローラ７とセパレートローラ９の間に残ってしまいシート
取り出しを効率よく行えなかったり、あるいはフィードローラおよびセパレートローラ自
体を壊してしまうといった問題を招いていた。
【０００７】
本発明の目的は、搬送ローラ間に挟持されたシート除去を円滑に実行することが可能なシ
ート取扱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】
　上記目的は、
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左右の側板間に支持された回転可能なシャフトと、前記シャフトの両端に
設けられた巻取ドラムと、前記左右の側板間に配置されたシート積載テーブルと、前記巻
取ドラムと前記テーブルとに懸架されたワイヤと、前記テーブル上方に設けられた一対の
シート搬送ローラとを有し、前記シャフトの正転／逆転により前記巻取ドラムでワイヤの
巻取り／繰出しを行い、前記テーブルを上昇／下降させるシート取扱装置において、



　

　
　

　

　
　

　

ことにより達成される。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図１～図４を用いて説明する。なお、本実施例においても、従来
技術の説明と同様に、シート取扱装置が、レーザプリンタや複写機などに用いられる給紙
装置である場合を例示して説明する。
【００１０】
図１は本発明のシート取扱装置の一実施例を示す全体斜視図、図２は図１のギア機構部の
拡大斜視図、図３および図４は動作説明図である。
【００１１】
図１において、左右の側板５の間には正転／逆転切替可能なシャフト４が支持されている
。シャフト４の両端には巻取ドラム３（図１においては片側のみ図示されている）が固定
されている。また、側板５の間にはシート積載テーブル１が配置されており、巻取ドラム
３とテーブル１にはワイヤ２が架け渡されている。テーブル１上方には一対のシート搬送
ローラ７ ,９が設置されており、シャフト４を正転させると巻取ドラム３がワイヤを巻取
り、テーブル１が上昇移動し、シャフト４を逆転させると巻取ドラム３がワイヤを繰出し
、テーブル１が下降移動するように構成されている。
【００１２】
なお、シート取扱装置が上記のように給紙装置である場合には、搬送ローラ７はフィード
ローラ、搬送ローラ９はシートの重送を防止するためのセパレートローラとして構成され
る。また、搬送ローラ対７ ,９の前段にはテーブル１上に積載されたシートの最上位に置
かれているシートを搬送ローラ対７ ,９側へ送り出すピックローラ６が設けられており、
ピックローラ６によって送り込まれてきたシートは、フィードローラ７、セパレートロー
ラ９からなる分離給紙機構により１枚づつ給紙される。なお、ピックローラ６とフィード
ローラ７はピックフレーム８に支持され、セパレートローラ９はセパレートローラベース
１０に支持されており、セパレートローラベース１０は、セパレートローラ９をフィード
ローラ７に当接させる位置と、セパレートローラ９をフィードローラ７から離間させる位
置とで移動可能となるように上下に移動自在に設けられており、セパレートローラベース
１０にはスプリング１１により常に下方に引き下げられる力が付与されている。
【００１３】
一方、テーブル１の昇降は、ドア２０の開閉に連動しており、ドア２０を閉めた時はテー
ブル１が給紙可能な位置まで上昇し、ドア２０を開いた時はテーブル１が最下点まで下降
するように制御されている。
【００１４】
搬送ローラ対をなすフィードローラ７とセパレートローラ９の内、下ローラとなるセパレ
ートローラ９の下部には、シャフト４の軸方向と平行方向に移動可能に支持されたスライ
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前記一対の搬送ローラをなす下ローラの下部において前記シャフト軸方向と平行方向に
移動可能に支持され、前記下ローラを支持したベース部材との接触位置に応じて前記下ロ
ーラを、上ローラに当接する位置と、上ローラから離間する位置とに移動させるスライド
部材と、

前記スライド部材の前記シャフトと対向する側の部位に設けられたラック部と、
前記シャフトと前記スライド部材との間に位置し、前記ラック部に係合可能に設けられ

た第１ギアおよび第２ギアと、
前記第１ギアおよび第２ギア間に位置し、第１ギアおよび第２ギアに係合させて設けら

れた第３ギアと、
前記第１ギア、第２ギアおよび第３ギアの回転軸を保持する保持部材と、
前記シャフトに設けられ、前記第３ギアに前記シャフトの回転力を伝達する第４ギアと

を有し、
前記テーブルの昇降動作に基づく前記第４ギアの回転方向切替えに伴い、前記第３ギア

の回転軸を支点に前記保持部材を揺動させ、第１ギアおよび第２ギアにおいて前記ラック
部に対し係合関係をなすギアを切り替える



ド部材１９が設けられている。スライド部材１９は、セパレートローラベース１０の下部
に設けられた突起部１０ａに当接する面を有し、突起部１０ａとの接触位置に応じてセパ
レートローラベース１０を介してセパレートローラ９を、フィードローラ７に当接する位
置と、フィードローラ７から離間する位置とに移動させる機能を備えている。
【００１５】
スライド部材１９のシャフト４と対向する側の部位には、図２に示すようにラック部１９
ａおよびラック部１９ｂが設けられている。また、シャフト４とスライド部材１９との間
には、ラック部１９ａに係合可能な第１ギア１４ａと、ラック部１９ｂに係合可能な第２
ギア１４ｂが設けられている。さらに、ギア１４ａとギア１４ｂの間には、ギア１４ａお
よびギア１４ｂに係合する第３ギア１３が設けられている。第３ギア１３は、２段ギアと
して構成されており、１段目のギアがギア１４ａ ,１４ｂと係合し、２段目のギアが後に
述べる第４ギアと係合する。
【００１６】
第１ギア１４ａ、第２ギア１４ｂおよび第３ギア１３において、ギア１３は、例えばフレ
ーム（図示せず）に固定されたシャフト１５上に通されており、シャフト１５を回転軸と
して回転するように設けられている。また、ギア１４ａ ,１４ｂは保持部材となる２枚の
ブラケット１６に挟まれて保持されるとともに、ブラケット１６間に設けられたシャフト
１７上に通され、シャフト１７を回転軸として回転するように設けられている。従って、
ブラケット１６はシャフト１５を支点として回動可能に設けられていることになる。なお
、ギア１４ｂとブラケット１６の間にはスプリング１８を設けている。
【００１７】
また、シャフト４には、上に述べたようにギア１３の２段目のギアに係合し、シャフト４
の回転力をギア１３に伝達する第４ギア１２が設けられている。
【００１８】
上記構成において、テーブル１を上昇させる時は、シャフト４が回転方向Ａに回転し、巻
取ドラム３がワイヤ２を巻取り、テーブル１が上昇し、テーブル１上に積載されたシート
（図示せず）がピックローラ６下部の位置される。
【００１９】
反対に、テーブル１を下降させる時はシャフト４が回転方向Ｂに回転し、巻取ドラム３か
らワイヤ２が繰り出されて、テーブル１が下降する。
【００２０】
上記のようにテーブル１が昇降動作する過程において、本発明では以下のような動作が同
時に行われる。即ち、図３において、テーブル１が上昇する時は、シャフト４が回転方向
Ａに回転しギア１２を介して２段ギア１３に回転方向Ｃの回転を与える。ブラケット１６
はスプリング１８によりギア１４ａ ,１４ｂに保持されているため、ギア１４ａ ,１４ｂと
ともに回転方向Ｃに回転し、ギア１４ａがスライド部材１９のラック部１９ａに係合する
位置まで回転する。ブラケット１６とギア１４ａ ,１４ｂの保持力は２段ギア１３の回転
トルクよりも小さいので、ギア１４ａは回転方向Ｄに回転し、スライド部材１９は方向Ｅ
に移動してセパレートローラベース１０を持ち上げる。これによりセパレートローラ９は
フィードローラ７に当接し、正常にシートを分離、給紙することが可能になる。また、ギ
ア１４ａはラック部１９ａと係合しなくなった時点（図３の状態）で空回りするため、そ
の後、テーブル１の上昇移動が行われても、スライド部材１９の移動は停止状態で維持さ
れる。
【００２１】
テーブル１が下降する時は、図４に示すように、２段ギア１３は回転方向Ｆに回転し、こ
れに伴いブラケット１６も回転方向Ｆに回転し、方向Ｈに回転されているギア１４ｂがス
ライド部材１９のラック部１９ｂに係合し、スライド部材１９を方向Ｇに移動させ、セパ
レートローラベース１０がスプリング１１により下方に引き下げられ、セパレートローラ
９とフィードローラ７との圧接状態が解除されて、セパレートローラ９およびフィードロ
ーラ７間に隙間が形成される。これにより、セパレートローラ９とフィードローラ７との
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間に挟持されたままのシートが存在していても当該シートを簡単に取り除くことが可能に
なる。
【００２２】
なお、本実施例においては、シート取扱装置として、給紙装置を例示したが、本発明はこ
れに限られるものではなく、排紙装置や後処理装置等に適用しても同等の効果が得られる
。
【００２３】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、搬送ローラ間に挟持されたシート除去を円滑に実行す
ることが可能なシート取扱装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のシート取扱装置の全体構成を示す斜視図。
【図２】図１のギア機構部の拡大斜視図。
【図３】本発明においてテーブル上昇時の動作を示す説明図。
【図４】本発明においてテーブル下降時の動作を示す説明図。
【図５】従来技術の全体構成を示す斜視図。
【符号の説明】
１…テーブル、２…ワイヤ、３…巻取ドラム、４…シャフト、５…側板、６…ピックロー
ラ、７…フィードローラ、８…ピックフレーム、９…セパレートローラ、１０…セパレー
トローラベース、１１…スプリング、１２ ,１３ ,１４ａ ,１４ｂ…ギア、１６…ブラケッ
ト、１８…スプリング、１９…スライド部材、１９ａ ,１９ｂ…ラック部、２０…ドア。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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