
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体に形成された画像が転写手段によって転写されたシートを、定着装置へと案内
するシート案内手段を配置した画像形成装置に於いて、
　前記シート案内手段は、

ることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　

記載の画像形成装置。
【請求項３】
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前記定着装置側で一端が画像形成装置本体に対して回転自在に
支持され、前記転写手段側の他端が前記像担持体に前記シートを押しつける方向に移動可
能であるとともに、前記シート案内手段の前記転写手段側の前記他端が、前記像担持体に
前記シートを押しつける方向に移動したとき、前記シート案内手段との間に前記シートを
挟むことが可能な回転挟持手段を有す

普通のシートを案内するときは、前記シート案内手段を普通のシートを案内する位置に
配置する第１モードと、厚いシートを案内するときは、前記シート案内手段を、普通のシ
ートを案内する位置から前記像担持体に前記シートを押しつける方向に移動する第２モー
ドとを有することを特徴とする請求項１に

前記第２モードでは、厚いシートの先端が前記シート案内手段に達するまでは、該シー
ト案内手段は普通のシート案内位置に配置され、前記厚いシートの先端が前記シート案内
手段に達すると、前記定着装置側で回転自在に支持された支持部を中心に前記シート案内
手段の他端が回動し、前記転写手段側の他端が像担持体に前記シートを押しつける方向に
移動し、前記回転挟持手段と共に、移動した前記シート案内手段の他端で前記シートを挟



記載の画像形成装置。
【請求項４】
　

記載の画像形成装置。
【請求項５】
　

記載の画像形成装置。
【請求項６】
　

記載の画像形成装置。
【請求項７】
　

記載の画
像形成装置。
【請求項８】
　

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、像担持体により画像が転写されるシートで、特に厚手のシートに於いても良好
な画像転写を行い、定着装置に円滑に案内するための画像形成装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図８に示す画像形成装置Ａの構成は、像担持体２（以下感光体ドラムと言う）にトナー画
像を形成すると共に、一方、一対のレジストローラ１３でシートＰを転写器４の位置に搬
送し、該シートＰ（以下記録紙Ｐと言う）に転写器４を用いて感光体ドラム２のトナー画
像を転写したのち、分離器５で記録紙Ｐを分離し、記録紙Ｐのトナー画像を定着する。こ
の画像形成装置Ａには、定着装置Ｆに記録紙Ｐを案内するため回転爪車１５と共に記録紙
案内装置１４が設けられている。
【０００３】
一般に、感光体ドラム２に形成されたトナー画像を記録紙Ｐに転写する際、一対のレジス
トローラ１３を通過した記録紙Ｐは、案内部材１３１で感光体ドラム２に向かって案内さ
れ、先ず先端が感光体ドラム２面に突き当たり、次に、記録紙Ｐが感光体ドラム２面の静
電吸着力で密着されながら感光体ドラム２に形成されたトナー画像が転写器４で記録紙Ｐ
に転写され、分離器５で記録紙Ｐを分離して前記記録紙案内装置１４で定着装置Ｆに案内
され定着されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、通常使用されている普通の記録紙Ｐ（４５ｋｇ紙、又は７０ｋｇ紙）は腰も弱
いため、感光体ドラム２面の静電吸着力で記録紙Ｐが転写位置で充分に密着しながら案内
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持しながら案内することを特徴とする請求項１又は請求項２に

前記第２モードは、前記シート案内手段と、前記回転挟持手段で前記厚いシートを挟持
しながら案内し、前記厚いシートの後端が転写完了すると、前記シート案内手段は前記第
１モードの前記普通のシート案内位置に戻るようにしたことを特徴とする請求項２又は請
求項３に

前記シート案内手段は、シートを前記定着装置へと案内するシート案内部材と、前記定
着装置へとシートを搬送するシート搬送部材で構成されていることを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項に

前記シート搬送部材は、シートを搬送するベルト状搬送部材と、該ベルト状搬送部材を
懸架する一対の回転懸架部材より構成され、像担持体側の回転懸架部材に、前記ベルト状
搬送部材のシート搬送面より高くした副シート搬送部材を一体に設けたことを特徴とする
請求項５に

前記シート案内手段は、前記像担持体に前記シートを押しつける方向に前記シート案内
手段を移動させる第１シート案内手段と、前記シートを案内する所定の位置から、該シー
トを案内する所定の状態を維持しながら前記シート案内手段を下方に移動させる第２シー
ト案内手段とで構成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に

前記画像形成装置本体に回動自在に設けた回動シート案内手段と、前記回動シート案内
手段の一端で保持された前記第２シート案内手段とを有し、前記回動シート案内手段の一
端で保持されながら、前記第２シート案内手段を下方に移動するようにしたことを特徴と
する請求項７に



され、画像の転写ムラも発生しない。
【０００５】
ところが、厚い記録紙Ｐ（１１０ｋｇ紙、又は、１３０ｋｇ紙）に画像形成を行う場合、
搬送された厚紙記録紙Ｐの後端がレジストローラ１３を通過すると、厚紙記録紙Ｐは感光
体ドラム２面の静電吸着力のみで搬送されるが、近年は感光体ドラム２の直径が小さいた
め、厚紙記録紙Ｐの腰の強さと相まって感光体ドラム２面との接触面が少なくなる。従っ
て、感光体ドラム２面の静電吸着力が弱くなり、記録紙Ｐの搬送力が極端に低下し、厚紙
記録紙Ｐは感光体ドラム２に追随して搬送されなくなり、画像ズレが発生する欠点がある
。
【０００６】
本発明は前記の欠点を改善するため特に考えられたものである。即ち、厚紙の記録紙でも
感光体ドラムより良好な画像転写が行なえるようにすることを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的のため請求項１に於いて、像担持体に形成された画像が転写手段に
よって転写されたシートを、定着装置へと案内するシート案内手段を配置した画像形成装
置に於いて、
　前記シート案内手段は、

【００１０】
　請求項 に於いて、普通のシートを案内するときは、前記シート案内手段を普通のシー
トを案内する位置に配置する第１モードと、厚いシートを案内するときは、前記シート案
内手段を、普通のシートを案内する位置から前記像担持体に前記シートを押しつける方向
に移動する第２モードとを有すること
【００１１】
　請求項 に於いて、前記第２モードでは、厚いシートの先端が前記シート案内手段に達
するまでは、該シート案内手段は普通のシート案内位置に配置され、前記厚いシートの先
端が前記シート案内手段に達すると、前記定着装置側で回転自在に支持された支持部を中
心に前記シート案内手段の他端が回動し、前記転写手段側の他端が像担持体に前記シート
を押しつける方向に移動し、前記回転挟持手段と共に、移動した前記シート案内手段の他
端で前記シートを挟持しながら案内すること
【００１２】
　請求項 に於いて、前記第２モードは、前記シート案内手段と、前記回転挟持手段で前
記厚いシートを挟持しながら案内し、前記厚いシートの後端が転写完了すると、前記シー
ト案内手段は前記第１モードの前記普通のシート案内位置に戻るようにしたこと
【００１３】
　請求項 に於いて、前記シート案内手段は、シートを前記定着装置へと案内するシート
案内部材と、前記定着装置へとシートを搬送するシート搬送部材で構成されていること
【００１４】
　請求項 に於いて、前記シート搬送部材は、シートを搬送するベルト状搬送部材と、該
ベルト状搬送部材を懸架する一対の回転懸架部材より構成され、像担持体側の回転懸架部
材に、前記ベルト状搬送部材のシート搬送面より高くした副シート搬送部材を一体に設け
たこと
【００１５】
　請求項 に於いて、前記シート案内手段は、前記像担持体に前記シートを押しつける方
向に前記シート案内手段を移動させる第１シート案内手段と、前記シートを案内する所定
の位置から、該シートを案内する所定の状態を維持しながら前記シート案内手段を下方に
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前記定着装置側で一端が画像形成装置本体に対して回転自在に
支持され、前記転写手段側の他端が前記像担持体に前記シートを押しつける方向に移動可
能であるとともに、前記シート案内手段の前記転写手段側の前記他端が、前記像担持体に
前記シートを押しつける方向に移動したとき、前記シート案内手段との間に前記シートを
挟むことが可能な回転挟持手段を有することを特徴とすること、

２

、

３

、

４

、

５
、

６

、

７



移動させる第２シート案内手段とで構成されていること
【００１６】
　請求項 に於いて、 画像形成装置本体に回動自在に設けた回動シート案内手段と、
前記回動シート案内手段の一端で保持された前記第２シート案内手段と 、前記回動
シート案内手段の一端で保持されながら、前記第２シート案内手段を下方に移動するよう
にしたことにより達成 る。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１は本発明に於ける画像形成装置１の全体構成を示す正面図を示す。
【００１８】
以下、画像形成装置１の構成と作用を説明する。該画像形成装置１内に設けた感光体ドラ
ム２の外周に、帯電器３、現像装置３１、転写器４、分離器５、クリーニング装置６が各
々動作順に配置され、画像形成ユニット１Ａとして一体に形成されている。
【００１９】
前記感光体ドラム２面に前記帯電器３で電荷を付与した後、画像形成装置１の最上部に設
けた原稿載置板２１に載置された原稿（図示せず）を、画像形成装置１内に設けた露光ラ
ンプ２２により露光を開始する。該露光ランプ２２で露光された原稿の反射光は、一体に
移動するミラー２３と、該ミラー２３の移動速度の２分の１の速度で移動するＶ型に配置
したミラー２４，２５と、結像レンズ２６を介してＶ型に配置したミラー２７，２８で順
次反射され、更に、前記感光体ドラム２の表面に原稿画像を照射するミラー２９により矢
印方向に照射して前記感光体ドラム２面に静電潜像を形成する。
【００２０】
次に画像形成ユニット１Ａ内の現像装置３１で前記静電潜像を現像して感光体ドラム２面
にトナー画像による可視画像を形成する。
【００２１】
更に、画像形ユニット１Ａの下方位置に各々給紙ユニット７，８が配置されており、給紙
ユニット７，８内に収納された記録紙Ｐを給紙するため、給紙手段９、１０が設けられ、
例えば、給紙手段９、又は、給紙手段１０で給紙された一枚の記録紙Ｐを案内ローラ１１
，１２により搬送する。
【００２２】
搬送された記録紙Ｐは、画像形成装置１に設けたレジストローラ１３で一旦停止し、感光
体ドラム２に形成されたトナー画像と記録紙Ｐが一致するように給紙を開始する。
【００２３】
次に、記録紙Ｐは案内部材１３１で感光体ドラム２の方向に案内され、記録紙Ｐの先端か
ら進入して感光体ドラム２面に静電吸着されながら搬送されて感光体ドラム２の前記トナ
ー画像が転写器４により記録紙Ｐに転写される。
【００２４】
次に、分離器５で記録紙Ｐが感光体ドラム２面より分離され、シート案内手段１４（以下
シートとして記録紙を用いた記録紙案内手段１４と言う）で記録紙Ｐは定着装置１６に案
内される。
【００２５】
定着装置１６は熱定着ローラ１７と圧着ローラ１８より構成され、記録紙Ｐのトナー画像
が熱定着ローラ１７に圧接されて記録紙Ｐに定着され、定着を完了した記録紙Ｐは排紙案
内ローラ１９により機外に排紙され、排紙トレイ２０に記録紙Ｐが排紙される。
【００２６】
又、本画像形成装置１の露光光学系は、アナログによる露光装置で説明したが、露光した
画像を一旦メモリに入力し、半導体レーザとポリゴンミラーによる光源を用いてデジタル
露光を行ってもよい。
【００２７】
次に、画像が転写された記録紙Ｐを定着装置１６に案内する記録紙案内手段１４の構成を
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、

８ 前記
を有し

され



詳細に説明する。
【００２８】
記録紙案内手段１４は、第１シート案内手段である第１記録紙案内部材４１と、第２シー
ト案内手段である第２記録紙案内部材４０より構成されている。
【００２９】
第１記録紙案内部材４１は、単に記録紙を案内する機能と、厚紙の記録紙Ｐ１が使用され
た時に、上方に移動して厚い記録紙Ｐ１を感光体ドラム２面に押し付け、転写ズレを防止
する機構が設けられている。
【００３０】
又、第２記録紙案内部材４０は、単に記録紙を案内する機能であるが、一方、下方に移動
してジャム処理を容易にする機能を設けることも可能であり、ジャム処理を行うための第
２移動記録紙案内部材４０Ａは後述する。
【００３１】
先ず最初に前記第１記録紙案内部材４１より説明する。
【００３２】
図２（ａ），（ｂ）は、記録紙案内手段１４の全体構成を示す斜視図と，記録紙案内部材
を感光体ドラム２の方向に移動させる機構の構成図である。
【００３３】
図２（ａ）は、画像形成装置１内に記録紙案内手段１４を組み込んだ場合の斜視図で示し
ている。
【００３４】
記録紙案内手段１４の構成は、画像形成装置１内に設けられ、トナー画像を転写した記録
紙Ｐを案内する位置に第２記録紙案内部材４０が設けられており、第２記録紙案内部材４
０に隣接して吸引孔４３が形成されたベルト状搬送部材４２が配置されている。
【００３５】
一方、記録紙案内手段１４の定着装置１６側に設けた支持部部材４１２と、前記第２記録
紙案内部材４０の定着装置１６側に支持されて回転自在に設けられた駆動軸４８に回転懸
架部材である回転部材４４を固定する。一方、駆動軸４８を中心に回動自在に設けられ、
他端が感光体ドラム２の方向に移動する移動枠体４２１を設け、該移動枠体４２１が感光
体ドラム２の方向に移動する他端に、副シート案内部材４６，４７（以下副記録紙搬送部
材４６，４７と言う）を両側に一体に設けられた回転懸架部材である回転部材４５を回転
自在に設けており、回転部材４４，４５には前記ベルト状搬送部材４２を各々懸架する。
【００３６】
又、駆動軸４８を中心に一端が回動自在に設けられ、前記移動枠体４２１、及びベルト状
搬送部材４２と共に他端が感光体ドラム２の方向に移動する第１記録紙案内部材４１が設
けられており、更に、第１記録紙案内部材４１の側方で、前記回転部材４５の他端の側部
を前記移動枠体４２１と共に挟持して且つ、回転自在に設ける。
【００３７】
更に、前記駆動軸４８の一端に駆動歯車Ｇ１が設けられており、該駆動歯車Ｇ１を駆動す
るため駆動モータ（図示せず）に連動されて歯車Ｇが連結され、図２（ｂ）にも示すよう
に、駆動歯車Ｇ１は支持枠体４１７に回転自在に設けた中間歯車Ｇ２，Ｇ３に連結されて
いる。
【００３８】
次に、図２（ｂ）に於いて、画像形成装置１に設けた図示しない操作盤に厚紙選択手段１
Ａが設けられている。
【００３９】
本実施態様として普通の記録紙Ｐを使用するときの第１モードと、厚い記録紙Ｐ１を使用
するときの第２モードとを有し、厚い記録紙を使用するときは、厚紙選択手段１Ａを押し
、画像形成開始ボタン（図示せず）を押すことにより厚紙を感光体ドラム２に第１記録紙
案内部材４１で押しつける第２モードが選択られ、同時に制御部Ｃに内蔵するタイマーが
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作動し、タイマーが経時して信号が発信された時、制御部Ｃより電源を「オン」「オフ」
される電磁石Ｓ０を画像形成装置１に設け、前記のように、普通の記録紙の場合は第１モ
ードが選択されており、その際は、厚紙選択手段１Ａにより制御部Ｃ内の電源を「オフ」
の状態にして電磁石Ｓ０よりアクチエータ４１５を離間させている。
【００４０】
一方、カムＣＡと、欠歯Ｇ０が形成された歯車Ｇ４、及び、ストッパー４１４が一体に設
けられ、且つ、支持枠体４１７に回転自在に設られ、ストッパー４１４に設けた係止ピン
４１６と画像形成装置１間に設けられた弾性部材Ｓで反時計方向に付勢されているが、ア
クチエータ４１５がストッパー４１４に係止された時には、歯車Ｇ４の欠歯Ｇ０が前記中
間歯車Ｇ３と対峙した状態で停止し、中間歯車Ｇ３と歯車Ｇ４は連結されず、更に、記録
紙案内部材４１に設けた押上部４１３とカムＣＡが離間した状態で停止しているため、第
１記録紙案内部材４１は、駆動軸４８を中心に他端は感光体ドラム２より離れ、通常の普
通紙である記録紙Ｐを案内する第１の位置で略水平に配置されている。
【００４１】
更に、図２（ａ）に示すように吸引装置４８が第１記録紙案内部材４１の下部に配置され
ており、ベルト状搬送部材４２に設けた吸引孔４３よりの吸引作用でベルト状搬送部材４
２に記録紙Ｐを吸着させる。
【００４２】
以上のような状態で、前記感光体ドラム２に形成された画像が記録紙Ｐに転写され、歯車
Ｇの駆動で駆動歯車Ｇ１が矢印方向に回転すると、回転部材４４を介してベルト状搬送部
材４２も記録紙案内方向に移動し、吸引装置４８１で記録紙Ｐを吸着させながら搬送する
と共に、更に、第１記録紙案内部材４１と、第２記録紙案内部材４０で記録紙Ｐを定着装
置１６に案内する。
【００４３】
その際、駆動歯車Ｇ１により中間歯車Ｇ３も回転するが、歯車Ｇ４の欠歯Ｇ０と中間歯車
Ｇ３とが対峙しているため、中間歯車Ｇ３の回転が歯車Ｇ４に連動せず歯車Ｇ４は回転さ
れない。従ってカムＣＡも作動しない。
【００４４】
次に、記録紙案内手段１４により厚紙の記録紙Ｐを定着装置１６に案内する場合を説明す
る。
【００４５】
図３（ａ），（ｂ）は、記録紙案内手段１４の全体構成を示す斜視図と，記録紙案内部材
１４を感光体ドラム２の方向に移動させたときを示す構成図である。
【００４６】
図３（ａ）は、画像形成装置１内に記録紙案内手段１４を組み込んだ場合の全体構成を示
す斜視図である。
【００４７】
先ず、厚紙選択手段１Ａを押して第２モードが選択され、画像形成開始ボタンを押すと同
時に制御部Ｃのタイマーが働き、厚紙記録紙Ｐ１（図４に示す）に感光体ドラム２に形成
された画像が転写器４で転写され、厚紙記録紙Ｐ１の先端が感光体ドラム２を通過し、感
光体ドラム２と対峙したベルト状搬送部材４２と、第１記録紙案内部材４１と、第２記録
紙案内部材４０の先端位置を厚紙記録紙Ｐ１の先端が達する時間までに、前記タイマーが
経時したとき制御部Ｃにより電源を「オン」し、電磁石Ｓ０でアクチエータ４１５を吸引
し、ストッパー４１４からアクチエータ４１５が離間する。
【００４８】
アクチエータ４１５の離間により弾性部材Ｓでストッパー４１４が反時計方向に回動し、
カムＣＡと共に、歯車Ｇ４も反時計方向に回動するため、欠歯Ｇ０が一方に回動して離れ
、歯車Ｇ４と中間歯車Ｇ３が連結され、歯車Ｇ４も反時計方向に回動する。
【００４９】
以上の動作により、カムＣＡの回動で第１記録紙案内部材４１の押上部４１３を押し上げ

10

20

30

40

50

(6) JP 3653943 B2 2005.6.2



、第１記録紙案内部材４１に設けた回転部材４５と共に、移動枠体４２１の一端が押し上
げられるため、回転部材４５に懸架したベルト状搬送部材４２が厚紙記録紙Ｐ１の先端が
通過した時、前記第１の位置から、感光体ドラム２の下位置にある第１記録紙案内部材４
１の一端と、回転部材４５位置のベルト状搬送部材４２が第２の位置に近接移動し、カム
ＣＡが押上部４１３の位置を通過するまで厚紙記録紙Ｐ１を感光体ドラム２面に押し当て
る（図４で詳細に説明）。
【００５０】
次に、図４（ａ），（ｂ）及び図５に於いて、前記図２（ａ），（ｂ）と、図３（ａ），
（ｂ）で示す機構を用いて普通紙の記録紙を使用した時と、厚い記録紙を使用した時の記
録紙案内手段の作動状態を示す正面図と側面図である。
【００５１】
図４（ａ）は、普通紙の記録紙Ｐを用いた時の記録紙案内手段を示す。尚、記録紙案内手
段としては、説明を簡単にするためベルト状搬送部材４２のみを示して説明する。
【００５２】
ガイド板１３１で案内される記録紙Ｐは、感光体ドラム２面に記録紙Ｐの先端より進入し
、感光体ドラム２の静電吸着で普通紙であるの記録紙Ｐを充分に吸着させながら感光体ド
ラム２に形成された画像を転写器４で転写し、分離器５で感光体ドラム２より記録紙Ｐを
分離する。
【００５３】
図示のように普通の記録紙Ｐの場合は、図２で説明したように厚紙選択手段１Ａで厚紙を
選択しなときは、第１モードが作動し、画像形成開始ボタンを押しても制御部Ｃで電源が
「オフ」された状態であり、カムＣＡが第１記録紙案内部材４１の押上部４１３より離れ
、ベルト状搬送部材４２は回転部材４５と共に第１の位置である記録紙案内位置Ｈの位置
に保持され、記録紙Ｐを記録紙案内方向に移動するベルト状搬送部材４２で定着装置１６
の熱定着ローラ１７と、圧着ローラ１８間に案内し、記録紙Ｐの画像を定着する。
【００５４】
又クリーニング装置６の下部で記録紙Ｐが通過する略中央位置に回転挟持部材である回転
爪車１５，１５１が設けられ、上方に湾曲した記録紙Ｐを下方に案内する。
【００５５】
図４（ｂ）は、本発明に於ける厚い記録紙Ｐ１を用いた時の記録紙案内手段を示す。
【００５６】
ガイド板１３１で案内される厚い記録紙Ｐ１は、感光体ドラム２面に記録紙Ｐの先端より
進入し、感光体ドラム２の静電吸着で厚い記録紙Ｐ１を吸着させながら感光体ドラム２に
形成された画像を転写器４で転写し、分離器５で感光体ドラム２より厚い記録紙Ｐ１を分
離する。
【００５７】
図示のように厚い記録紙Ｐ１（以下厚紙記録紙Ｐ１と言う）の場合は、図２でも説明した
ように厚紙操作ボタン１Ａにより第２モードが選択される。
【００５８】
先ず、画像形成装置１００の複写開始操作によりタイマーが作動し、第２記録紙案内部材
４１の一部を構成するベルト状搬送部材４２は普通の記録紙Ｐを案内する第１の位置であ
る第１モードの位置に配置し、厚紙記録紙Ｐ１の先端より感光体ドラム２に形成されたト
ナー像を転写器４により転写を開始する。
【００５９】
次に、厚紙記録紙Ｐ１の先端がベルト状搬送部材４２に位置に達すると、第２モードによ
り前記タイマーの作動で制御部Ｃで図２（ｂ）に示す第２記録紙案内部材４１の押上機構
が作動を開始し、カムＣＡにより、ベルト状搬送部材４２を押し上げる。該押し上げ動作
により、支持部である駆動軸４８を中心にベルト状搬送部材４２の他端に設けた回転部材
４５がＨの位置から感光体ドラム２の方向に移動し、厚紙記録紙Ｐ１を押し上げて第２の
位置であるＨ１の位置に移動し、感光体ドラム２面に接触させる。
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【００６０】
前記カムＣＡによりベルト状搬送部材４２の押し上げが完了すると、厚紙記録紙Ｐ１は回
転部材を介してベルト状搬送部材４２と、回転挟持手段である回転爪車１５間に挟持され
、確実に定着装置１６の方向に案内される。
【００６１】
又、定着装置１６側に設けた回転部材４４の駆動軸４８を中心に、感光体ドラム２の近傍
に設けた副記録紙搬送部材４６，４７を回転部材４５と共に感光体ドラム２に近接する方
向に移動する。
【００６２】
従って、ベルト状搬送部材４２も回転部材４５と共に第１の位置である記録紙案内位置Ｈ
の位置から第２の位置である記録紙案内位置Ｈ１の位置に移動する。該移動の時期は、前
記厚紙記録紙Ｐ１の先端が記録紙案内手段であるベルト状搬送部材４２に進入して案内さ
れる状態となったとき、前記タイマーにより電源が「オン」されてベルト状搬送部材４２
が回転部材４５と共に感光体ドラム２に近接する方向に移動するようにする。
【００６３】
以上のような作用により、感光体ドラム２に充分に静電吸着されにくい厚紙記録紙Ｐ１で
あっても、ベルト状搬送部材４２の回転部材４５で感光体ドラム２面に対して厚紙記録紙
Ｐ１の画像が移動する方向で幅広く湾曲して密着させており、感光体ドラム２面と厚紙記
録紙Ｐ１はずれることなく良好な画像転写を行うことが出来る。
【００６４】
又、厚紙記録紙Ｐ１の後端が図１に示すレジストローラ１３を通過した後は、厚紙記録紙
Ｐ１は感光体ドラム２面との密着だけで案内されるため、更に、安定したシートの案内を
行うため、図５に示すようにベルト状搬送部材４２に形成した吸引孔４３より吸引装置４
８１で厚紙記録紙Ｐ１を吸着し、更にベルト状搬送部材４２の位置より高さＬで形成され
た前記副記録紙搬送部材４６，４７に厚紙記録紙Ｐ１の腰に打ち勝って密着させ、搬送力
を持たせると共に、更に、厚紙記録紙Ｐ１を案内搬送する位置に回転爪車１５を設け、ベ
ルト状搬送部材４２と前記回転爪車１５で厚紙記録紙Ｐ１を挟持させて案内することによ
り、安定した案内が可能となり、特に厚紙記録紙Ｐ１がレジストローラ１３を通過した後
の画像形成を安定させる。
【００６５】
厚紙記録紙Ｐ１が感光体ドラム２面を通過してトナー画像の転写が完了した後は、カムＣ
Ａの回転により、ベルト状搬送部材４２を第１の位置である普通の記録紙Ｐを案内する位
置に戻る。
【００６６】
前記回転挟持手段である回転爪車１５は、先端が先鋭で星状に形成された回転体で、厚紙
記録紙Ｐ１に星状の先端が接触し、厚紙記録紙Ｐ１の移動により自転するものである。
【００６７】
以上のように、第１記録紙案内部材４１について説明したが、次に、前記図２、図３で説
明した記録紙案内手段１４の内第２シート案内手段である第２記録紙案内手段４０を、ジ
ャム処理が行えるようにした第２移動記録紙案内部材４０Ａで示した実施態様について説
明する。
【００６８】
図６はジャム処理可能な記録紙案内手段を示す斜視図である。
【００６９】
一対に設けられたレジストローラ１３は画像形成装置１に回転自在に設けられており、駆
動歯車（図示せず）で回転され、記録紙Ｐを矢印方向に搬送する。
【００７０】
更に、転写器４、及び分離器５を移動枠体４０１に設け、該移動枠体４０１の一部を前記
レジストローラ１３の一方の軸に回転自在に設ける。
【００７１】
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画像形成装置１に固定した支持部材４１３と、前記支持部材４０８間に回動シート案内手
段である回動記録紙案内部材４０５を支持軸４０９，４１１で回動自在に支持し、回動記
録紙案内部材４０５の他端に、第２シート案内手段をジャム処理可能にした第２移動記録
紙案内部材４０Ａの一端を連結軸４１２で回動自在に連結する。
【００７２】
又、画像形成装置１に固定された支持部材４１６に回動可能の軸４１５を設け、該軸４１
５の一端に押上操作手段４１４が設けられており、該押上操作手段４１４で押し上げ操作
することにより、第２移動記録紙案内部材４０Ａの下端を押し上げて、記録紙Ｐを案内す
る位置に回動記録紙案内部材４０５と、第２移動記録紙案内部材４０Ａを、記録紙Ｐを案
内する位置で略水平方向に保持すると共に、転写器４、分離器５も押上操作手段４１４の
押し上げ操作で所定位置に保持する。（詳細は図７で説明）
尚、第２移動記録紙案内部材４０Ａが連結軸４１２で連結された位置の記録紙案内先端部
４１０は、回動記録紙案内部材４０５の上側に重なるように形成され、記録紙Ｐが円滑に
案内されるように配置されている。
【００７３】
図７（ａ），（ｂ）は回動記録紙案内部材４０５と、第２移動記録紙案内部材４０Ａを記
録紙Ｐを案内する位置にリンク機構で保持すると共に、転写器４、分離器５を所定位置に
保持し、記録紙Ｐのジャム時に回動記録紙案内部材４０５と、第２移動記録紙案内部材４
０Ａ、及び転写器４、分離器５をリンク機構で下方に移動した状態を示す正面図である。
【００７４】
図７（ａ）に於いて、画像形成装置１に設けた支持部材４１８に第１押上部材４２１を支
持軸４２６を介して回動自在に設け、更に、画像形成装置１に設けた支持部材４１９に前
記軸４１５を回動自在に嵌合し、該軸４１５に第２押上部材４２２の一端を固定する。
【００７５】
そして、略同じ長さで形成された第１押上部材４２１と、第２押上部材４２２間に連結部
材４２０を設け、第２押上部材４２２の回動により第１押上部材４２１も支持軸４２６で
回動するリンク機構が構成される。
【００７６】
更に、第１押上部材４２１と、第２押上部材４２２の先端にはコロ４２２１，４２２２が
設けられている。
【００７７】
又、画像形成装置１に固定した支持部材４２５に、転写器４、及び分離器５を設けた移動
枠体４０１を押し上げるための押上部材４２４の一端が支持されており、軸４１５に設け
たカム４２３で押上部材４２４の先端で移動枠体４０１を上下に操作されるように構成さ
れている。
【００７８】
以上のように構成された回動記録紙案内部材４０５と、第２移動記録紙案内部材４０Ａを
記録紙Ｐを案内する位置に保持するには、図６に示す押上操作手段４１４を回動すること
により、軸４１５に設けた第２押上部材４２２が直立状態となった位置で第２押上部材４
２２のコロ４２２２が第２記録紙案内部材４０４の下部に設けた突起部４０４Ａ，４０４
Ｂ間で係止される。
【００７９】
この状態で連結部材４２０で同時に回動する第１押上部材４２１も直立状態となって、第
１押上部材４２１と、第２押上部材４２２のコロ４２２１，４２２２に載置された状態で
第２記録紙案内部材４０４が記録紙Ｐを案内する第１の位置で支持されている。
【００８０】
第２移動記録紙案内部材４０Ａが記録紙Ｐを案内する位置で支持されると、回動記録紙案
内部材４０５も連結軸４１２を介して支持軸４１１，４０９を支点にして上方に回動した
位置で支持され、図示のように第２移動記録紙案内部材４０Ａと同位置である記録紙Ｐを
案内する略水平位置に保持される。
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【００８１】
更に、押上操作手段４１４を回動することにより、軸４１５に設けたカム４２３により押
上部材４２４が押し上げられ、押上部材４２４の先端で移動枠体４０１の下方を押し上げ
ることにより、押上部材４２４はレジストローラ１３の軸を支点にして上方に回動し、感
光体ドラム２に対して転写器４、及び分離器５を所定位置に保持する。
【００８２】
図７（ｂ）は、記録紙Ｐが第２移動記録紙案内部材４の位置でジャム状態となり、回動記
録紙案内部材４０５と、第２移動記録紙案内部材４０Ａが記録紙Ｐを案内する位置に保持
位置より下方に移動してした状態を示す。
【００８３】
図６に示す押上操作手段４１４を矢印方向に回動することにより、軸４１５に設けた第２
押上部材４２２が直立状態から横方向に移動し、第２押上部材４２２のコロ４２２２が突
起部４０４Ａ，４０４Ｂ間の係止より外れ、この状態で連結部材４２０で同時に回動する
第１押上部材４２１も直立状態から横方向に移動しするため、第１押上部材４２１と、第
２押上部材４２２のコロ４２２１，４２２２に載置された状態から外れて第２移動記録紙
案内部材４０Ａの自重で第３の位置にである下方に移動する。
【００８４】
第２移動記録紙案内部材４０Ａが第３の位置である下方に自重で移動すると、一端に連結
軸４１２に連結された回動記録紙案内部材４０５も支持軸４１１，４０９を支点にして下
方に回動しながら移動して傾斜状態となり、図示のように第２移動記録紙案内部材４０Ａ
の一端を連結軸４１２で支持した状態で第２移動記録紙案内部材４０Ａが記録紙Ｐの案内
位置を保持しながら下方に移動し、横方向に回動した第１押上部材４２１と、第２押上部
材４２２上に保持されて停止する。
【００８５】
この状態で第２移動記録紙案内部材４０Ａは記録紙Ｐの案内状態を保持しながら下方に移
動した状態となるため、ジャム状態にある記録紙Ｐが大きく開放され指先を容易に差し込
むことが可能となり、特にジャム状態と成った小サイズの記録紙Ｐを簡単取り出すことが
出来る。
【００８６】
更に、押上操作手段４１４を回動で、軸４１５に設けたカム４２３により移動枠体４０１
は押上部材４２４による押し上げ動作が解除され、押上部材４２４の先端が下方に移動す
るため、押上部材４２４はレジストローラ１１１の軸を支点にして移動枠体４０１は下方
に回動し、感光体ドラム２に対する所定位置から転写器４、及び分離器５が離れ、記録紙
Ｐを開放するためジャム処理が容易となる。
【００８７】
【発明の効果】
　請求項１に於いて、
像担持体に形成された画像が転写手段によって転写されたシートを、定着装置へと案内す
るシート案内手段を配置した画像形成装置に於いて、
　前記シート案内手段は、

ることにより、特に厚紙のシートであっても転写時
に像担持体にシートを押しつけて密着することが出来るので厚紙のシートに於いても良好
な画像を記録することが出来る
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前記定着装置側で一端が画像形成装置本体に対して回転自在に
支持され、前記転写手段側の他端が前記像担持体に前記シートを押しつける方向に移動可
能であるとともに、前記シート案内手段の前記転写手段側の前記他端が、前記像担持体に
前記シートを押しつける方向に移動したとき、前記シート案内手段との間に前記シートを
挟むことが可能な回転挟持手段を有す

とともに、前記シート案内手段は、前記定着装置側で一端
が前記画像形成装置本体に対して回転自在に支持され、転写手段側の他端が前記像担持体
に前記シートを押しつける方向に移動可能に設けたことにより、シート案内手段は定着装
置側で回転自在に支持されているので、像担持体側のみをシート案内手段を近接して転写
時に像担持体にシートを押しつけて密着するようにしたので、シートが定着装置に進入す



【００９０】
　請求項 に於いて、普通のシートを案内するときは、前記シート案内手段を普通のシー
トを案内する位置に配置する第１モードと、厚いシートを案内するときは、前記シート案
内手段を、普通のシートを案内する位置から前記像担持体に前記シートを押しつける方向
に移動する第２モードとを有することにより、普通のシートの案内を行う第１モードに対
して、厚いシートを案内する第２モードでシート案内手段で像担持体に前記シートを押し
つける方向に移動させ、厚いシートを像担持体に押しつけて良好な画像転写を行うことが
出来る。
【００９１】
　請求項 に於いて、前記第２モードでは、厚いシートの先端が前記シート案内手段に達
するまでは、該シート案内手段は普通のシート案内位置に配置され、前記厚いシートの先
端が前記シート案内手段に達すると、前記定着装置側で回転自在に支持された支持部を中
心に前記シート案内手段の他端が回動し、前記転写手段側の他端が像担持体に前記シート
を押しつける方向に移動し、前記回転挟持手段と共に、移動した前記シート案内手段の他
端で前記シートを挟持しながら案内することにより、シートの先端がシート案内手段に達
したときシート案内手段を像担持体の方向に押しつけ、シートの先端を回転挟持手段とシ
ート案内手段で確実に挟持しながら案内するので厚いシートが確実に案内搬送され特にシ
ートの後端がレジストローラを通過して搬送力が低下しても、厚紙のシートで転写ズレが
発生しない。
【００９２】
　請求項 に於いて、前記第２モードは、前記シート案内手段と、前記回転挟持手段で前
記厚いシートを挟持しながら案内し、前記厚いシートの後端が転写完了すると、前記シー
ト案内手段は前記第１モードの前記普通のシート案内位置に戻るようにしたことにより、
厚いシートの画像転写が完了した後は、第１モードの前記普通のシート案内位置でシート
を案内されるため、定着装置にシートが円滑に案内され、定着不良が発生しない。又、通
常は第１モードで普通のシート案内位置にシート案内手段が配置されているため、第２モ
ードから第１モードに切り換え操作を行う必要がなく、通常は普通のシートを円滑に案内
することが出来る。
【００９３】
　請求項 に於いて、前記シート案内手段は、シートを前記定着装置へと案内するシート
案内部材と、前記定着装置へとシートを搬送するシート搬送部材で構成されていることに
より、シート搬送部材でシートを強制的に搬送するため、シートを円滑に定着装置に案内
することが可能となり、ジャムの発生も防止出来る。
【００９４】
　請求項 に於いて、前記シート搬送部材は、シートを搬送するベルト状搬送部材と、該
ベルト状搬送部材を懸架する一対の回転懸架部材より構成され、像担持体側の回転懸架部
材に、前記ベルト状搬送部材のシート搬送面より高くした副シート搬送部材を一体に設け
たことにより、シートの後端がレジストローラを通過してシートの搬送力が低下しても、
副シート搬送部材に強く接触するのでシートが遅れることなく円滑に案内搬送され、転写
ズレが発生しない。
【００９５】
　請求項 に於いて、前記シート案内手段は、前記像担持体に前記シートを押しつける方
向に前記シート案内手段を移動させる第１シート案内手段と、前記シートを案内する所定
の位置から、該シートを案内する所定の状態を維持しながら前記シート案内手段を下方に
移動させる第２シート案内手段とで構成されていることにより、シート案内手段が大きく
開放されるので、シート案内手段の位置でジャムが発生しても簡単にシートを除去するこ
とが出来る。
【００９６】
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る位置ではシート案内手段は移動せず、定着装置にシートが進入するのを容易にし、且つ
、製作費も安価となった。

２

３

４

５

６

７



　請求項 に於いて、画像形成装置本体に回動自在に設けた回動シート案内手段と、前記
回動シート案内手段の一端で保持された前記第２シート案内手段と、前記回動シート案内
手段の一端で保持されながら、前記第２シート案内手段を下方に移動するようにしたこと
により、シート案内手段が大きく開放されるので、シート案内手段の位置でジャムが発生
しても簡単にシートを除去することが出来ると共に簡単な機構であるため製作費も安価で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の画像形成装置の全体構成を示す正面図。
【図２】本発明の記録紙案内手段の全体構成を示す斜視図と，記録紙案内部材を感光体ド
ラムの方向に移動させる機構の構成図。
【図３】本発明の記録紙案内手段が作動した状態の全体構成を示す斜視図と，記録紙案内
部材が感光体ドラムの方向に移動した状態を示す機構の構成図。
【図４】本発明の記録紙案内手段で普通紙の記録紙を使用した時と、厚紙記録紙を使用し
た時の記録紙案内手段の作動状態を示す正面図。
【図５】本発明の記録紙案内手段の側面図。
【図６】本発明のジャム処理可能な記録紙案内手段を示す斜視図である。
【図７】本発明のジャム処理可能な記録紙案内手段を示す正面図である。
【図８】従来の記録紙案内手段を示す正面図。
【符号の説明】
１　画像形成装置
１Ａ　画像形成ユニット
２　感光体ドラム
３　帯電器
３１　現像装置
６　クリーニング装置
７，８　給紙ユニット
９，１０　給紙手段
１４　記録紙案内手段
１５，１５１　回転爪車
１６　定着装置
４０　第２記録紙案内部材
４１　第１記録紙案内部材
４０Ａ　第２移動記録紙案内部材
４２　ベルト状搬送部材
４４，４５　回転部材
４８１　吸引装置
ＣＡ　カム
Ｐ，Ｐ１　記録紙
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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