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(57)【要約】
【課題】用紙側端を適切に規制することができる給紙装
置および画像形成システムを提供すること。
【解決手段】サイドフェンス１内に設けられ鉛直方向に
延在するスライド軸９と、その一端部がスライド軸９に
沿ってスライド可能であるとともに、その他端部が給紙
トレイ３の側壁であって一端部より下方の位置に設けら
れた回動支点１１を中心として回動し、給紙トレイ３の
側壁に対して離隔または近接する方向へのサイドフェン
ス１の移動に伴って揺動するリンク部材１０と、リンク
部材１０の揺動を停止させる揺動停止手段としてのスラ
イド固定機構１２と、を備えた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の用紙からなる用紙束を収容する給紙トレイと、
　前記用紙の給紙方向と直交する方向に移動可能に前記給紙トレイの内部に設けられ、前
記用紙の側端を規制するサイドフェンスと、を備え、前記用紙束の最上面から１枚ずつ前
記用紙を給紙する給紙装置において、
　前記サイドフェンス内に設けられ鉛直方向に延在するスライド軸と、
　その一端部が前記スライド軸に沿ってスライド可能であるとともに、その他端部が前記
給紙トレイの側壁であって前記一端部より下方の位置に設けられた回動支点を中心として
回動し、前記給紙トレイの側壁に対して離隔または近接する方向への前記サイドフェンス
の移動に伴って揺動するリンク部材と、
　前記リンク部材の揺動を停止させる揺動停止手段と、を備えたことを特徴とする給紙装
置。
【請求項２】
　前記揺動停止手段が、前記リンク部材の一端に配置され該リンク部材の一端を前記スラ
イド軸に対して固定するスライド固定機構から構成され、前記スライド固定機構を固定状
態とすることによって前記リンク部材の揺動を停止させることを特徴とする請求項１に記
載の給紙装置。
【請求項３】
　前記サイドフェンスが、前記スライド固定機構を固定状態または固定解除状態にするた
めの操作を行うレバーを備え、
　前記スライド固定機構が、操作された前記レバーにより押されるコロと、スプリングに
より前記スライド軸に圧接するとともに該コロにより押されることで前記スライド軸への
圧接が解除される継ぎ手板と、を備えたことを特徴とする請求項２に記載の給紙装置。
【請求項４】
　前記レバーが、前記サイドフェンスの上部に設けられたことを特徴とする請求項３に記
載の給紙装置。
【請求項５】
　前記サイドフェンスが前記給紙トレイの側壁に近接する方向に移動するときの前記リン
ク部材の揺動方向に向って、前記リンク部材に対して力を付与する揺動補助手段を備えた
ことを特徴とする請求項４に記載の給紙装置。
【請求項６】
　前記スライド軸および前記リンク部材を前記サイドフェンスの前記給紙方向にそれぞれ
２つ設け、
　２つの前記リンク部材を接続する接続部材を備えたことを特徴とする請求項１～請求項
５の何れかに記載の給紙装置。
【請求項７】
　前記サイドフェンスが、前記用紙の給紙方向と直交する両方向にそれぞれ設けられ、前
記用紙の両側端を規制することを特徴とする請求項６に記載の給紙装置。
【請求項８】
　前記リンク部材に、該リンク部材の前記回動支点における角度を検出することで用紙幅
を検出するサイズ検知機構を組み込んだことを特徴とする請求項１～請求項７の何れかに
記載の給紙装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れかに記載の給紙装置を備えたことを特徴とする画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式の複写機、プリンタ、ファクシミリ機、インクジェット方式の
プリンタ等の画像形成システム、およびこの画像形成システムに搭載され記録紙を給紙す
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る給紙装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機等の画像形成システムにおいては、像担持体（感光体ドラム等）に形成された画
像を転写・定着される用紙を積載する給紙トレイ等の給紙装置には、多種類の用紙サイズ
に対応するよう構成されている。
【０００３】
　このような給紙装置は、用紙の側端部を規制するためのサイドフェンスを有しており、
サイドフェンスは、使用する用紙の幅に合わせてスライド可能に構成されている。
【０００４】
　このような給紙装置のうち、２０００枚以上の多数の用紙を一度に積載することが可能
な給紙装置は、用紙を積載する積載部が深くなっており、用紙の側端部を規制するサイド
フェンスも一度に積載できる用紙の枚数に応じた高さを有している。
【０００５】
　サイドフェンスは、用紙の対向する両側端にそれぞれ配置されており、サイドフェンス
の下端に取り付けられたラックギアとこのラックギアに噛み合うピニオンギアによって、
一方のサイドフェンスをスライドさせると、それに連動して対向する他方のサイドフェン
スもスライドし、用紙を両側端から挟んで位置決めをするようになっている。
【０００６】
　サイドフェンスにはさらに、ガイド部材が設けられており、ガイド部材がサイドフェン
スのスライド方向を案内するように構成されている。
【０００７】
　従来、この種の給紙装置においては、図１６に示すように、サイドフェンス１０１上部
に設けられ、サイドフェンス１０１と同期して動くブラケット１０２と、給紙トレイ１０
３を、つまみネジ１０４で締め上げて固定することによって、サイドフェンス１０１の位
置を固定するようにした技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
　また、この種の給紙装置においては、図１７に示すように、サイドフェンス２０１の下
部に配置されて給紙トレイ２０３に固定されているガイド軸２０５を、サイドフェンス２
０１に取り付けてある不図示のＥ型自在継ぎ手の方式で固定することで、サイドフェンス
２０１の位置を固定するようにした技術が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の技術では、ユーザーが用紙をセットする際、サイドフェン
ス部に取り付けられている複数のつまみネジを外し、サイドフェンスを用紙側端に合わせ
た後、再度複数のつまみネジを締めなければならず、つまみネジを再度締めるための手間
がかかってしまうので、利便性に劣るという問題がある。
【００１０】
　また、特許文献２の技術では、サイドフェンスを固定している箇所がサイドフェンスの
根元の部位であるため、サイドフェンスの上部には何も固定されておらず、サイドフェン
スの剛性が低い場合は、実際に用紙を送り出す用紙束の上面近傍の位置においてサイドフ
ェンスと用紙との間に隙間が発生してしまい、その結果、給紙の際にスキュー等が発生す
るという問題がある。
【００１１】
　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、用紙側端を適切に規制する
ことができる給紙装置および画像形成システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る給紙装置は、複数の用紙からなる用紙束を収容する給紙トレイと、前記用
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紙の給紙方向と直交する方向に移動可能に前記給紙トレイの内部に設けられ、前記用紙の
側端を規制するサイドフェンスと、を備え、前記用紙束の最上面から１枚ずつ前記用紙を
給紙する給紙装置において、前記サイドフェンス内に設けられ鉛直方向に延在するスライ
ド軸と、その一端部が前記スライド軸に沿ってスライド可能であるとともに、その他端部
が前記給紙トレイの側壁であって前記一端部より下方の位置に設けられた回動支点を中心
として回動し、前記給紙トレイの側壁に対して離隔または近接する方向への前記サイドフ
ェンスの移動に伴って揺動するリンク部材と、前記リンク部材の揺動を停止させる揺動停
止手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、用紙側端を適切に規制することができる給紙装置および画像形成シス
テムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態に係る給紙装置を搭載する画像形成システムの概略構成を
示す図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る給紙装置の斜視図である。
【図３】本発明の一実施の形態に係る給紙装置の断面図であり、サイドフェンスを内側に
寄せた状態を示す図である。（給紙トレイを図２の矢印Ａの方向から見た略図）
【図４】本発明の一実施の形態に係る給紙装置の断面図であり、サイドフェンスを外側に
開いた状態を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態に係る給紙装置の断面図であり、サイドフェンスを固定し
た状態を示す図である。
【図６】本発明の一実施の形態に係る給紙装置の断面図であり、スライド固定機構を固定
することでサイドフェンスを固定した状態を示す図である。
【図７】本発明の一実施の形態に係る給紙装置のスライド固定機構の詳細構成を示す斜視
図である。
【図８】本発明の一実施の形態に係る給紙装置のスライド固定機構を示す斜視図であり、
（ａ）は固定状態を示し、（ｂ）は固定解除状態を示す図である。
【図９】本発明の一実施の形態に係る給紙装置のサイドフェンスにスライド固定機構の動
作を制御するレバーを備えた斜視図である。
【図１０】本発明の一実施の形態に係る給紙装置のスライド固定機構がレバー操作により
固定解除される状態を示す断面図である。
【図１１】本発明の一実施の形態に係る給紙装置の引張り部材を示す断面図である。
【図１２】本発明の一実施の形態に係る給紙装置のサイドフェンスの背面斜視図である。
【図１３】本発明の一実施の形態に係る給紙装置のサイドフェンスの上面図である。
【図１４】本発明の一実施の形態に係る給紙装置のサイドフェンスの上面図であり、サイ
ドフェンスの両端にリンク機構を設けた状態を示す図である。
【図１５】本発明の一実施の形態に係る給紙装置の断面図であり、リンク部材の角度を検
出して用紙幅を検出するサイズ検知機構を備えた状態を示す図である。
【図１６】従来の給紙装置の斜視図である。
【図１７】従来の給紙装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１６】
　まず、構成について説明する。
【００１７】
　図１に示すように、画像形成システム６は、画像形成装置本体７と、この画像形成装置
本体７の一側面に接続された給紙装置８とにより構成されている。給紙装置８は、複数の
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用紙（記録紙）からなる用紙束を収納するとともに、画像形成装置本体７に用紙を供給す
る給紙トレイ３を備え、給紙トレイ３の用紙束の最上面から１枚ずつ用紙を画像形成装置
本体７に給紙するようになっている。本実施の形態では、給紙装置８は、２つの給紙トレ
イ３を備えている。
【００１８】
　第１の特徴部について説明する。図２に示すように、給紙装置８において、給紙トレイ
３の内部には、サイドフェンス１が立設されている。また、サイドフェンス１の下部には
、給紙トレイ３に固定されたガイド軸５が挿通している。サイドフェンス１は、用紙の側
端部を規制するものであり、ガイド軸５に案内されることにより、積載した用紙に対して
用紙給紙方向と直交する方向（用紙の幅方向）に移動できるようになっている。
【００１９】
　図３、図４に示すように、サイドフェンス１は、ガイド軸５に沿って移動することによ
り、サイドフェンス１が内側に寄せられた状態（図３参照）と、サイドフェンス１が外側
に開いた状態（図４参照）に変位することができるようになっている。
【００２０】
　サイドフェンス１は、鉛直方向に延在するスライド軸９を備えている。スライド軸９に
は、このスライド軸９に沿ってスライドするとともにスライド軸９に対して固定および固
定解除が可能なスライド固定機構１２が挿し通されている。
【００２１】
　スライド固定機構１２には、棒状のリンク部材１０の一端がスライド固定機構１２に対
して回動可能に設けられている。リンク部材１０の他端は、給紙トレイ３に回動支点１１
を介して取り付けられている。
【００２２】
　給紙装置８においては、サイドフェンス１がガイド軸５に沿って用紙給紙方向と直交す
る方向（給紙トレイ３の側壁に対して離隔または近接する方向）にスライドすると、リン
ク部材１０の一端に設けられたスライド固定機構１２がサイドフェンス１のスライド軸９
に沿って上方または下方にスライドするとともに、リンク部材１０がその他端の回動支点
１１を中心に揺動（スイング）することとなる。回動支点１１は、給紙トレイ３の側壁で
あってリンク部材１０の一端（スライド固定機構１２側）より下方の位置に設けられてい
る。
【００２３】
　サイドフェンス１の位置を固定する際は、図５に示すように、リンク部材１０の動きを
止める、すなわちリンク部材１０が揺動しない状態とすることにより、サイドフェンス１
の動きを止めることができる。
【００２４】
　これにより、用紙を送り出す用紙束上面近傍でサイドフェンス１を固定することができ
、サイドフェンス１と用紙との間で隙間を生じさせることがなく、スキュー（用紙の斜行
）等の発生も抑制することができる。
【００２５】
　次に、第２の特徴部について図６、図７を参照して説明する。
【００２６】
　サイドフェンス１の位置の固定は、スライド軸９に対してスライド固定機構１２を固定
状態としてリンク部材１０が揺動しない状態とすることにより行われる。
【００２７】
　ここで、リンク部材１０が揺動しない状態とするためには、リンク部材１０の他端の回
動支点１１を固定することによっても可能であるが、回動支点１１がガタ等により微小に
回動してしまうとリンク部材１０はそれに伴い揺動し、サイドフェンス１は用紙給紙方向
と直交する方向に大きく変位してしまう。
【００２８】
　しかし、図６に示すように、スライド軸９に対してスライド固定機構１２を固定状態と
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すれば、仮にスライド固定機構１２がガタ等で微小に動いたとしても、その動きはサイド
フェンス１の上下の微小な動きに変換されるため、サイドフェンス１の用紙給紙方向と直
交する方向への変位は僅かなものとなり、サイドフェンス１と用紙との間に隙間ができる
ことはない。
【００２９】
　スライド固定機構１２は、例えば、図７に示すように、Ｅ型自在継ぎ手を採用すること
により、スライド軸９に対して固定状態とする構成とすることができる。なお、スライド
軸９に対して固定状態とする構成とするための他の構成を用いてもよい。
【００３０】
　次に、第３の特徴部について図７～図１０を参照して説明する。
【００３１】
　図７に示すように、スライド固定機構１２は、スライド軸９に対する固定実施／解除を
行うスイッチ部１３と、このスイッチ部１３の先端に一体的に移動可能に構成された自由
回転可能なコロ１４と、を備えている。
【００３２】
　また、スライド固定機構１２は、Ｅ型自在継ぎ手による継ぎ手板１５と、この継ぎ手板
１５を押すスプリング１６と、を備えている。このように、スライド固定機構１２は、Ｅ
型自在継ぎ手を用いる構成により、固定実施／解除を行うようになっている。以下、スラ
イド固定機構１２の固定実施／解除の詳細を図８を参照して説明する。
【００３３】
　図８（ａ）に示すスライド固定機構１２がスライド軸９に対して固定されている状態に
おいては、スライド固定機構１２内のＥ型自在継ぎ手による継ぎ手板１５をスプリング１
６にて押すことにより、継ぎ手板１５がスライド軸９に噛み込み、スライド固定機構１２
自体が固定されるようになっている。
【００３４】
　図８（ｂ）に示すスライド固定機構１２の固定を解除した状態においては、コロ１４を
押し込むことによりスイッチ部１３がスライドし、継ぎ手板１５を上に持ち上げ、継ぎ手
板１５とスライド軸９の噛み込みが解除されることで、スライド固定機構１２が自由に動
くことができるようになっている。
【００３５】
　図９に示すように、サイドフェンス１には、スライド固定機構１２の動作（固定実施／
解除）を制御するレバー１７が設けられている。また、図１０に示すように、レバー１７
は、ユーザーに押されることにより、支点１８を中心に回動してコロ１９を押すようにな
っている。このため、レバー１７が操作されることにより、コロ１９が押し込まれ、コロ
１９の押し込みによりスイッチ部１３が継ぎ手板１５を上に持ち上げ、継ぎ手板１５とス
ライド軸９の噛み込みが解除されるので、結果としてスライド固定機構１２の固定を解除
でき、サイドフェンス１を移動できる状態となる。
【００３６】
　ここで、サイドフェンス１を内側に寄せた状態（図３参照）と、外側に寄せた状態（図
４参照）とを比較すると、ガイド軸５を基準としたときの、図３のサイドフェンス１を内
側に寄せたときのスライド固定機構１２の高さｈ１と、図４のサイドフェンス１を外側に
寄せたときのスライド固定機構１２の高さｈ２は異なっていることが判る。すなわち、サ
イドフェンス１の位置に応じて、スライド固定機構１２の高さが変化することとなる。な
お、レバー１７は上下方向に延在する形状であるため、スライド固定機構１２が設計上の
上端または下端に移動した状態であっても、スライド固定機構１２のコロ１９は、レバー
１７により押されることができる。また、スライド固定機構１２が上下に移動する際は、
コロ１９がレバー１７と接触して回転して摩擦が低減されるため、スライド固定機構１２
の移動が妨げられることがない。
【００３７】
　本実施の形態では、ユーザーはスライド固定機構１２の高さが図３のようにｈ１である
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か、または図４のようにｈ２であるかを気にすることなく、レバー１７が設けられた一定
の位置で常にサイドフェンス１の固定／解除のための操作を行うことができるため、容易
にレバー１７を操作してサイドフェンス１の固定／解除の操作を行うことができる。
【００３８】
　次に、第４の特徴部について図９を参照して説明する。
【００３９】
　図９に示すように、レバー１７は、サイドフェンス１の上部に設けられている。機構上
、レバー１７は、サイドフェンス１の何れの高さの部分にも設けることができるが、レバ
ー１７をサイドフェンス１の上部に配置することにより、ユーザーはレバー１７にアクセ
スし易くなるため、容易にレバー１７を操作してサイドフェンス１の固定／解除の操作を
行うことができる。
【００４０】
　次に、第５の特徴部について図１１を参照して説明する。
【００４１】
　図１１に示すように、サイドフェンス１を用紙センターに向って内側に寄せるとともに
、リンク部材１０が大きく下に傾くこととなり、リンク部材１０の水平からの角度θは小
さくなっていく。角度θが小さいとサイドフェンス１を外側に開く際、リンク部材１０が
つっぱり棒のように作用してしまい、サイドフェンス１の動きが悪くなってしまうことが
ある。
【００４２】
　この対策として、サイドフェンス１を開く方向の力を働かせるため、給紙装置８は、リ
ンク部材１０を外側（リンク部材１０が起き上がる側）に引張る引張り部材２０を備えて
いる。引張り部材２０は、引張スプリングからなり、その一端がリンク部材１０に接続さ
れるとともに他端が給紙トレイ３に接続されている。すなわち、引張り部材２０は、サイ
ドフェンス１が給紙トレイ３の側壁に近接する方向に移動するときのリンク部材１０の揺
動方向（リンク部材１０が起き上がる方向）に向って、リンク部材１０に対して力を付与
するようになっている。
【００４３】
　これにより、サイドフェンス１を外側に開く際、リンク部材１０の抵抗力を受けずに、
サイドフェンス１を動作させることができる。なお、図１１では引張り部材２０として引
張スプリングを用いているが、回動支点１１にトーションバネを設けることにより、同様
の効果を得るようにしてもよい。
【００４４】
　次に、第６の特徴部について図１２～図１４を参照して説明する。
【００４５】
　図１２、図１４に示すように、給紙装置８は、スライド軸９およびリンク部材１０と同
様にそれぞれ構成されたスライド軸９'およびリンク部材１０'を、サイドフェンス１のも
う一方の領域に備えている。
【００４６】
　すなわち、給紙装置８は、サイドフェンス１の一方の領域にスライド軸９およびリンク
部材１０からなる第１のリンク機構を備え、サイドフェンス１の他方の領域にスライド軸
９'およびリンク部材１０'からなる第２のリンク機構を備えている。またリンク部材１０
とリンク部材１０'は、剛体である接続板２１により接続されている。
【００４７】
　ここで、仮に図１３に示すように、サイドフェンス１に取り付けているリンク機構が片
方のみであった場合、すなわち、サイドフェンス１が、スライド軸９およびリンク部材１
０からなる第１のリンク機構のみを備えていた場合、サイドフェンス１にサイドフェンス
１が開く方向に力がかかると、サイドフェンス１にはスライド軸９を中心にねじれが生じ
てしまう。サイドフェンス１にねじれが発生してしまうと、サイドフェンス１と用紙との
間に隙間ができてしまい、スキュー等が発生してしまう恐れがある。
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【００４８】
　そこで、図１２、図１４に示すように、リンク機構がサイドフェンス１の両端に配置さ
れるとともに、リンク部材１０とリンク部材１０'とを接続板２１により接続したため、
サイドフェンス１が開く方向に力がかかったとしても、サイドフェンス１の剛性によらず
サイドフェンス１にねじれを生じさせることを防止することができる。
【００４９】
　次に、第７の特徴部について図２を参照して説明する。
【００５０】
　図２に示すように、給紙装置８において、サイドフェンス１は、用紙センターを中心に
両側に配置されている。また、リンク機構も、用紙センターを中心に両側に配置されてい
る。すなわち、給紙装置８は、用紙センターを中心とする両側に、サイドフェンス１とリ
ンク機構（スライド軸９およびリンク部材１０、またはスライド軸９'およびリンク部材
１０'）とをそれぞれ備えている。
【００５１】
　これにより、用紙の両側端を確実に規制することができ、スキューの発生がない高品質
な給紙装置８を提供できる。
【００５２】
　次に、第８の特徴部について図１５を参照して説明する。
【００５３】
　図１５に示すように、給紙装置８には、リンク部材１０の角度を検出することで用紙幅
を検出するサイズ検知機構２２が設けられている。
【００５４】
　これにより、従来サイドフェンスに別部品のフィラー等を設けてサイズを検出していた
機構を廃止でき、コンパクトで低コストな構成で用紙幅を検知することができる。
【００５５】
　次に、第９の特徴部について説明する。
【００５６】
　画像形成システム６は、前述した第１～第８の特徴部を備えた給紙装置８を搭載してい
る。このため、画像形成システム６において、サイドフェンス１のセット時にユーザーに
手間をかけさせることなく、またサイドフェンス１の剛性によらず、用紙側端を適切に規
制することができ、機器としてのユーザビリティ品質を高めることができる。
【００５７】
　以上のように、本実施の形態に係る給紙装置８は、サイドフェンス１内に設けられ鉛直
方向に延在するスライド軸９と、その一端部がスライド軸９に沿ってスライド可能である
とともに、その他端部が給紙トレイ３の側壁であって一端部より下方の位置に設けられた
回動支点１１を中心として回動し、給紙トレイ３の側壁に対して離隔または近接する方向
へのサイドフェンス１の移動に伴って揺動するリンク部材１０と、リンク部材１０の揺動
を停止させる揺動停止手段としてのスライド固定機構１２と、を備えたことを特徴とする
。
【００５８】
　この構成により、揺動停止手段としてのスライド固定機構１２によりリンク部材１０の
揺動を停止させることにより、サイドフェンス１が固定され、また、用紙を送り出す用紙
束上面近傍でリンク部材１０の一端部がサイドフェンス１の横位置を支持し得るので、サ
イドフェンス１と用紙との間で隙間を生じさせることがなく、スキュー等の発生も抑制す
ることができる。したがって、用紙側端を適切に規制することができる。
【００５９】
　また、本実施の形態に係る給紙装置８は、揺動停止手段が、リンク部材１０の一端に配
置されこのリンク部材１０の一端をスライド軸９に対して固定するスライド固定機構１２
から構成され、スライド固定機構１２を固定状態とすることによってリンク部材１０の揺
動を停止させることを特徴とする。
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【００６０】
　この構成により、リンク部材１０の揺動の停止は、スライド固定機構１２を固定状態と
することによって行うため、スライド固定機構１２がガタ等で微小に動いたとしても、そ
の動きはサイドフェンス１の上下の微小な動きに変換されるため、サイドフェンス１の用
紙給紙方向と直交する方向への変位は僅かなものとなり、サイドフェンス１と用紙との間
に隙間ができることが防止される。
【００６１】
　また、本実施の形態に係る給紙装置８は、サイドフェンス１が、スライド固定機構１２
を固定状態または固定解除状態にするための操作を行うレバー１７を備え、スライド固定
機構１２が、操作されたレバー１７により押されるコロ１４と、スプリング１６によりス
ライド軸９に圧接するとともにコロ１４により押されることでスライド軸９への圧接が解
除される継ぎ手板１５と、を備えたことを特徴とする。
【００６２】
　この構成により、レバー１７が設けられた一定の位置で常にサイドフェンス１の固定／
解除のための操作を行うことができるため、ユーザーはスライド固定機構１２の高さを気
にすることなく容易にレバー１７を操作してサイドフェンス１の固定／解除の操作を行う
ことができる。
【００６３】
　また、本実施の形態に係る給紙装置８は、レバー１７が、サイドフェンス１の上部に設
けられたことを特徴とする。
【００６４】
　この構成により、レバー１７が、操作が容易なサイドフェンス１の上部に設けられたの
で、レバー１７を操作して容易にサイドフェンス１の固定／解除の操作を行うことができ
る。
【００６５】
　また、本実施の形態に係る給紙装置８は、サイドフェンス１が給紙トレイ３の側壁に近
接する方向に移動するときのリンク部材１０の揺動方向に向って、リンク部材１０に対し
て力を付与する引張り部材２０を備えたことを特徴とする。
【００６６】
　この構成により、引張り部材２０によって、サイドフェンス１を開く方向に力が付与さ
れるので、サイドフェンス１を外側に開く際、リンク部材１０の抵抗力を受けずに、サイ
ドフェンス１を移動させることができる。
【００６７】
　また、本実施の形態に係る給紙装置８は、スライド軸９およびリンク部材１０をサイド
フェンス１の給紙方向にそれぞれ２つ設け、２つのリンク部材１０、１０'を接続する接
続板２１を備えたことを特徴とする。
【００６８】
　この構成により、リンク部材１０、１０'をサイドフェンス１に２つ設け、それらのリ
ンク部材１０、１０'を接続板２１で接続したので、サイドフェンス１の剛性に関わらず
サイドフェンス１にねじれが生じることがない。
【００６９】
　また、本実施の形態に係る給紙装置８は、サイドフェンス１が、用紙の給紙方向と直交
する両方向にそれぞれ設けられ、用紙の両側端を規制することを特徴とする。
【００７０】
　この構成により、サイドフェンス１が、用紙の給紙方向と直交する両方向にそれぞれ設
けられたので、用紙の両側端を確実に規制することができ、スキューの発生がない高品質
な給紙装置８を提供することができる。
【００７１】
　また、本実施の形態に係る給紙装置８は、リンク部材１０に、リンク部材１０の回動支
点１１における角度を検出することで用紙幅を検出するサイズ検知機構２２を組み込んだ
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【００７２】
　この構成により、リンク部材１０にサイズ検知機構２２を組み込んだので、従来サイド
フェンス１に別部品のフィラー等を設けてサイズを検出していた機構を廃止でき、コンパ
クトで低コストな構成で用紙幅を検知することができる。
【００７３】
　また、本実施の形態に係る画像形成システム６は、前述の給紙装置８を備えたことを特
徴とする。
【００７４】
　この構成により、画像形成システム６において、用紙側端を適切に規制することができ
、機器としてのユーザビリティ品質を高めることができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１　サイドフェンス
　２　ブラケット
　３　給紙トレイ
　４　ネジ
　５　ガイド軸
　６　画像形成システム
　７　画像形成装置本体
　８　給紙装置
　９　スライド軸
　１０　リンク部材
　１１　回動支点
　１２　スライド固定機構（揺動停止手段）
　１３　スイッチ部
　１４　コロ
　１５　継ぎ手板
　１６　スプリング
　１７　レバー
　１８　支点
　１９　コロ
　２０　引張り部材（揺動補助部材）
　２１　接続板（接続部材）
　２２　サイズ検知機構
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７６】
【特許文献１】特許第３９０６８８６号公報
【特許文献２】特許第４２４１５２８号公報
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