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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シート類搬送経路内におけるジャムを検知するジャム検知手段と、
前記ジャムのリカバリー動作を明示するための表示手段を兼ねる操作部と、
前記リカバリー動作時に回すノブを画像形成装置本体の機体前面側に突出できるように備
えるノブ突出機構と、
前記画像形成装置の装置本体の前ドア開閉検知手段と、
を有し、
前記ノブ突出機構は、
　前記画像形成装置本体の機体を構成する側板に支えられ、前記ノブを取り付けた軸と、
　前記ノブの作動を規制するストッパと、
　ジャム発生時に前記ストッパによる規制を外すための駆動源からなり、
前記ノブが複数設けられ、各ノブが、
　前記軸に取り付けられた基部と前記側板の間に配したスプリングにより前記画像形成装
置本体の機体前面側へ突出するようにされ、
　前記基部に前記ストッパが係止して前記突出する作動を規制するための凸部を備え、
ジャムリカバリー動作時には、
　ジャムリカバリー動作時に回すノブを係止している前記ストッパを前記駆動源により回
動させて前記凸部の係止を外し、ジャムリカバリー動作時に回すべきノブのみを前記スプ
リングにより前記機体前面側に突出させ得るようにしてなる、
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こと特徴とするシート類搬送装置。
 
【請求項２】
請求項１に記載のシート類搬送装置において、
前記ノブは、
　前記基部を貫通する孔を有し、
　該孔に前記軸を通し、
　該軸の端部に前記孔の径より大径の頭部を有するネジを取り付け、
　ジャム発生時に前記ノブが前記画像形成装置本体の機体前面側へ突出する際に前記ネジ
の頭部が前記ノブの孔の縁に当たって突出を規制する、
ことを特徴とするシート類搬送装置。
 
【請求項３】
請求項１または２に記載のシート類搬送装置において、
前記ノブ突出機構は、前記ジャム検知手段の情報に基づき、ジャムリカバリー動作時に回
すノブのみを前記機体前面側に突出させる、
ことを特徴とするシート類搬送装置。
【請求項４】
請求項１または２に記載のシート類搬送装置において、
前記ノブ突出機構は、前記機体の前ドアの開閉を検知する前ドア開閉検知手段の検知結果
に基づき、前記前ドアの開時に前記ノブを突出させる、
ことを特徴とするシート類搬送装置。
【請求項５】
請求項１または２に記載のシート類搬送装置において、
前記ノブ突出機構は、
　前記ジャム検知手段の情報に基づき、ジャムリカバリー動作時に回すノブのみを前記機
体前面側に突出させること、或いは、
　前記機体の前ドアの開閉を検知する前ドア開閉検知手段の検知結果に基づき、前記前ド
アの開時に前記ノブを突出させること
を特徴とするシート類搬送装置。
【請求項６】
請求項１から５のいずれかに記載のシート類搬送装置を用い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、複写機、プリンター、ファクシミリ等の画像形成装置において用いるシート
類搬送装置と、これを用いた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来上述のような画像形成装置においては、シート搬送経路内でジャムが発生した場合
に、操作部にジャムが発生した領域を表示し、オペレーターがジャムの発生と、発生領域
を視認しやくすくし、それによって、ジャムに関連するノブやレバーをオペレーターが選
択操作して、詰まっているシート類を機外に取り出すやすくしている。
【０００３】
　しかし、この操作部にジャムが発生した領域を表示するような構成でも、操作に不慣れ
なオペレーターには、実際にジャムの発生している箇所が把握しきれない問題があるとも
言われ、この問題に対して、特許文献２に開示されている発明では、操作部とは別に、ジ
ャムが発生した場合にジャムリカバリー動作を表示する表示手段をある領域ごとに機体前
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面に有し、オペレーターをジャム発生箇所に導く構成となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら前記特許文献２の開示発明の構成のように、操作部とは別に、ジャムが発
生した場合にジャムリカバリー動作を表示する表示手段をある領域ごとに機体前面に有す
るには、大きなスペースが必要であり、画像形成装置の大型化に繋がりかねず、さらに表
示手段での大きな電力消費も発生してしまうと考えられる。
【０００５】
　そこで本発明は、機体を大型化することなく、低消費電力のもと、オペレーターをジャ
ムリカバリーをなすべき箇所へ的確に導くことができるシート類搬送装置、これを用いた
画像形成装置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】
【０００６】
　本発明のシート類搬送装置のうち請求項１に係るものは、
シート類搬送経路内におけるジャムを検知するジャム検知手段と、
前記ジャムのリカバリー動作を明示するための表示手段を兼ねる操作部と、
前記リカバリー動作時に回すノブを画像形成装置本体の機体前面側に突出できるように備
えるノブ突出機構と、
前記画像形成装置の装置本体の前ドア開閉検知手段と、
を有し、
前記ノブ突出機構は、
　前記画像形成装置本体の機体を構成する側板に支えられ、前記ノブを取り付けた軸と、
　前記ノブの作動を規制するストッパと、
　ジャム発生時に前記ストッパによる規制を外すための駆動源からなり、
前記ノブが複数設けられ、各ノブが、
　前記軸に取り付けられた基部と前記側板の間に配したスプリングにより前記画像形成装
置本体の機体前面側へ突出するようにされ、
　前記基部に前記ストッパが係止して前記突出する作動を規制するための凸部を備え、
ジャムリカバリー動作時には、
　ジャムリカバリー動作時に回すノブを係止している前記ストッパを前記駆動源により回
動させて前記凸部の係止を外し、ジャムリカバリー動作時に回すべきノブのみを前記機体
前面側に突出させ得るようにしてなる、
こと特徴とする。
 
【０００７】
　請求項２に係るものは、
請求項１に記載のシート類搬送装置において、
前記ノブは、
　前記基部を貫通する孔を有し、
　該孔に前記軸を通し、
　該軸の端部に前記孔の径より大径の頭部を有するネジを取り付け、
　ジャム発生時に前記ノブが前記画像形成装置本体の機体前面側へ突出する際に前記ネジ
の頭部が前記ノブの孔の縁に当たって突出を規制する、
ことを特徴とする。
 
【０００８】
　請求項３に係るものは、請求項１または２に記載のシート類搬送装置において、前記ノ
ブ突出機構は、前記ジャム検知手段の情報に基づき、ジャムリカバリー動作時に回すノブ
のみを前記機体前面側に突出させることを特徴とする。
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【０００９】
　請求項４に係るものは、請求項１または２に記載のシート類搬送装置において、前記ノ
ブ突出機構は、前記機体の前ドアの開閉を検知する前ドア開閉検知手段の検知結果に基づ
き、前記前ドアの開時に前記ノブを突出させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に係るものは、請求項１または２に記載のシート類搬送装置において、前記ノ
ブ突出機構は、前記ジャム検知手段の情報に基づき、ジャムリカバリー動作時に回すノブ
のみを前記機体前面側に突出させること、或いは、前記機体の前ドアの開閉を検知する前
ドア開閉検知手段の検知結果に基づき、前記前ドアの開時に前記ノブを突出させることを
特徴とする。
【００１１】
　請求項６に係る画像形成装置は、請求項１から５のいずれかに記載のシート類搬送装置
を用いたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ジャムが発生した際に、ジャム処理用のノブが機体前面に突出するの
でジャム処理位置が認識しやすいという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施対象の一例である画像形成装置の概略構成を示す概念的断面図
【図２】図１に示した装置本体の前面側から見た斜視図
【図３】本発明の実施対象の一例である画像形成装置におけるシートの搬送経路の一例を
示す概念的断面図
【図４】搬送ローラの軸上に設けたジャム処理用ノブを示す断面図
【図５】ストッパが外れ、装置本体前面側に突出した状態の断面図
【図６】ジャム処理用ノブが突出しきった状態を示す図
【図７】ストッパの動作を示す拡大側面図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明のシート類搬送装置は、シート類搬送経路内におけるジャムを検知する検知手段
と、ジャムリカバリー動作をオペレーターに明示するための操作部を兼ねる表示手段と、
ジャムリカバリー動作時に回すノブを機体前面側に突出させるノブ突出機構と、装置本体
の前ドア開閉検知手段とを有し、ジャム発生時にジャム発生箇所のジャム処理用ノブのみ
画像形成装置の装置本体前面側に突出し、オペレーターをジャム処理部に的確に導くこと
を可能にする構成となっている。
【００１５】
　また本発明のシート類搬送装置は、ノブ突出機構がノブを規制するストッパとジャム発
生時にストッパによる規制を外すための駆動源からなり、ジャム発生時にジャム発生箇所
のジャム処理用ノブを画像形成装置の装置本体前面側に突出させることを可能にする構成
となっている。
【００１６】
　また本発明のシート類搬送装置は、ノブ突出機構が検知手段の情報に基づいてジャムリ
カバリー動作時に回すノブのみを画像形成装置の装置本体前面側に突出させ、オペレータ
ーをジャム処理部に的確に導くことを可能にする構成となっている。
【００１７】
　さらに本発明のシート類搬送装置は、ノブ突出機構は、前記機体前ドア開閉検知手段の
検知結果に基づき、画像形成装置の装置本体の前ドア開時にノブを突出させ、搬送中の誤
動作を防止できる構成となっている。
【００１８】
　そして、上述のようなシート類搬送装置を用いれば、高いジャム処理性を持つ画像形成
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装置となる。
【００１９】
　なお、ノブ突出機構が、ジャム検知手段の情報に基づいてジャムリカバリー動作時に回
すノブのみを機体前面側に突出させること、或いは、機体の前ドアの開閉を検知する前ド
ア開閉検知手段の検知結果に基づいて前ドアの開時に前記ノブを突出させることのいずれ
かを行うものであっても良い。
【実施例】
【００２０】
　以下本発明の実施例を図面を参照して説明する。なお本発明は図示の画像形成装置への
実施には限定されず、画像形成を行う種々の装置に適用可能である。なお、本願において
「シート類」とは、シート状の用紙等であって、種々の画像形成装置において搬送対象と
なるすべてのものを指す。また、搬送され得るものであれば、或るサイズに予め裁断され
ていないものをも含む。
【００２１】
　図１は、本発明の実施対象の一例である画像形成装置の概略構成を示す。図２は装置本
体１の前面側から見た斜視図である。図示の画像形成装置は、装置本体１に対して操作部
４、前ドア５、また装置本体１内に図３に示すような搬送経路を備える。すなわち以下に
おいて、装置本体１の前面側とは前ドア５がある側、同じく後面側とは図２には示されな
い前面側と反対側の面（適時、背面側とも記載する）。
【００２２】
　この装置におけるシートの搬送経路は、図３に示すように、ジャムを検知する検知手段
６と、搬送ローラ７、搬送ローラ８を備える。また図４等に示すように、搬送ローラ８の
軸９の軸上にはジャム処理用ノブ７０を有している。
【００２３】
　図３に示すような搬送経路でシート１０がジャム（シート詰まり）を起こした時、オペ
レーターをジャムリカバリー部に的確に導く一連の動作を説明する。
【００２４】
　ジャムが発生した場合、図３に示す検知手段６によりシートの残っている箇所が検知さ
れ、それに対応するジャムリカバリー操作手順及びジャム箇所が、図１に示す操作部４上
に表示される。オペレーターはまず、操作部４上でジャム箇所を認識し、前ドア５を開け
る。装置本体１は図示しないが前ドア開閉検知を有するので、前ドア５が開状態になった
ことを検知することが出来る。前ドア５が開状態となると、次に、検知手段６の情報に応
じて、ジャム箇所に対応したジャム処理用ノブ７０がシート１０搬送方向に略垂直方向で
ある装置本体手前側に突出する。すなわち、一般的な画像形成装置であれば装置本体１内
には複数のジャム処理用ノブがあることが通常であるが、図示の装置では、検知手段６の
情報よりジャムの箇所に対応したジャム処理用ノブのみが装置本体手前側に突出する。そ
のためオペレーターは的確にジャム処理部を認識できる。
【００２５】
　次にジャム処理用ノブ７０が装置本体手前側に突出する動作の詳細を示す。ジャム処理
用ノブ７０は、図４に示すように、軸９、ネジ１４、回動アーム１１及びストッパ１２に
より規制される。ストッパ１２は図４に示す矢印Ｘ方向のみに回動可能に構成されている
。また、ジャム処理用ノブ７０と軸９を支えている側板７１との間には圧縮スプリング１
３がある。
　ノブ７０は複数設けられ、各ノブ７０が、軸９に取り付けられた基部７０aと側板７１
の間に配した圧縮スプリング１３により画像形成装置本体の機体前面側へ突出するように
されている。ノブ７０の基部７０aには、ストッパ１２が係止してノブ７０の突出動作を
規制するための凸部７０ｂを備えている。
　ジャムが発生し、前述した前ドア開閉検知において前ドア５が開状態と判断されると、
図４に示す回動アーム１１にリンクさせた図示しない駆動源ソレノイド（ソレノイドＯＮ
）により回動し図５の状態となる。この状態になるとストッパ１２がジャム処理用ノブ７
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０の凸部７０ｂから外れる。なお、ストッパ１２がジャム処理用ノブ７０の凸部７０ｂか
ら外れたらソレノイドはＯＦＦとなる。ジャム処理用ノブ７０は圧縮スプリング１３によ
り装置本体１の手前側（前面側）に突出することとなる。突出したジャム処理用ノブ７０
はネジ１４により位置が規制される。図６にジャム処理用ノブ７０が突出しきった状態を
示す。
 
【００２６】
　ジャムリカバリー後は、ジャム処理用ノブ７０を装置本体１の後面側（背面側）に押し
込むと、ストッパ１２は図７に示すように軸７２を中心とし矢印Ｘ方向に回動可能なため
（例えば点線の位置のように）、ジャム処理用ノブ７０がストッパ１２を押し上げて行く
。また回動アーム１２とストッパ１１は、図７に示す矢印Ｙ方向に常に力が働き、ストッ
パ１２に外力が作用しない場合には実線の位置に規制されるよう、図示しない弾性体（圧
縮スプリング等）を介する構成を有する。その結果、ジャム処理用ノブ７０がストッパ１
２を越えた位置に行くと、ストッパ１２は図７に示す実線の位置に戻り、最終的にジャム
処理用ノブ７０は図４に示す位置に規制される。
【００２７】
　すなわち本実施例によれば、ジャム発生時にジャム発生箇所のジャム処理用ノブ７０の
み装置本体１の前面側に突出するため、オペレーターをジャムリカバリー部に的確に導く
ことが可能となる。また、ジャム処理用ノブ７０の突出は、ソレノイドのＯＮ／ＯＦＦの
みで実施されるため、従来の機構、構成に比べて省スペース化が図れ、また低電力で済む
構成となる。換言すれば、画像形成装置の機体を大型化することなく、低消費電力のもと
、オペレーターをジャム処理部に的確に導くことが可能となる。
【００２８】
　なお図１において、１００は画像形成装置本体、２００はそれを載せる給紙テーブル、
３００は画像形成装置本体１００上に取り付けるスキャナ、５００はさらにその上に取り
付ける原稿自動搬送装置である。
【００２９】
　画像形成装置本体１００には、潜像担持体としての感光体４０の周囲に帯電、現像、ク
リーニング等の電子写真プロセスを実行する各手段を備えた画像形成手段１８を、４つ並
列にしたタンデム型画像形成装置２０が備えられている。タンデム型画像形成装置２０の
上部には、画像情報に基づいて感光体４０をレーザー光により露光し潜像を形成する露光
装置２１が設けられている。また、タンデム型画像形成装置２０の各感光体４０と対向す
る位置には、無端状のベルト部材からなる中間転写ベルト１９が設けられている。中間転
写ベルト１９を介して感光体４０と相対する位置には、感光体４０上に形成された各色の
トナー像を中間転写ベルト１０に転写する一次転写手段６２が配置されている。
【００３０】
　画像形成手段１８の現像装置４００には、上記のトナーを含んだ現像剤を用いる。現像
装置４００は、現像剤担持体が現像剤を担持、搬送して、感光体４０との対向位置におい
て交互電界を印加して感光体４０上の潜像を現像する。交互電界を印加することで現像剤
を活性化させ、トナーの帯電量分布をより狭くすることができ、現像性を向上させること
ができる。
【００３１】
　上記の画像形成装置の動作は以下の通りである。
　初めに、原稿自動搬送装置５００の原稿台３０上に原稿をセットする、または、原稿自
動搬送装置５００を開いてスキャナ３００のコンタクトガラス３２上に原稿をセットし、
原稿自動搬送装置５００を閉じてそれで押さえる。
【００３２】
　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５００に原稿をセット
したときは、原稿を搬送してコンタクトガラス３２上へと移動して後、他方コンタクトガ
ラス３２上に原稿をセットしたときは、直ちにスキャナ３００を駆動し、第一走行体３３
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および第二走行体３４を走行する。そして、第一走行体３３で光源から光を発射するとと
もに原稿面からの反射光をさらに反射して第二走行体３４に向け、第二走行体３４のミラ
ーで反射して結像レンズ３５を通して読取センサ３６に入れ、原稿内容を読み取る。
【００３３】
　また、不図示のスタートスイッチを押すと、不図示の駆動モータで支持ローラ１５、１
６、１７の１つを回転駆動して他の２つの支持ローラを従動回転し、中間転写ベルト１９
を回転搬送する。同時に、個々の画像形成手段１８でその感光体４０を回転して各感光体
４０上にそれぞれ、ブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの単色画像を形成する。そし
て、中間転写ベルト１９の搬送とともに、それらの単色画像を順次転写して中間転写ベル
ト１９上に合成カラー画像を形成する。
【００３４】
　一方、不図示のスタートスイッチを押すと、給紙テーブル２００の給紙ローラ４２の１
つを選択回転し、ペーパーバンク４３に多段に備える給紙カセット４４の１つからシート
を繰り出し、分離ローラ４５で１枚ずつ分離して給紙路４６に入れ、搬送ローラ４７で搬
送して複写機本体１００内の給紙路４８に導き、レジストローラ４９に突き当てて止める
。または、給紙ローラ５０を回転して手差しトレイ５１上のシートを繰り出し、分離ロー
ラ５２で１枚ずつ分離して手差し給紙路５３に入れ、同じくレジストローラ４９に突き当
てて止める。
【００３５】
　そして、中間転写ベルト１９上の合成カラー画像にタイミングを合わせてレジストロー
ラ４９を回転し、中間転写ベルト１９と二次転写装置２２との間にシートを送り込み、二
次転写装置２２で転写してシート上にカラー画像を記録する。
【００３６】
　画像転写後のシートは、二次転写装置２２で搬送して定着装置２５へと送り込み、定着
装置２５で熱と圧力とを加えて転写画像を定着して後、切換爪５５で切り換えて排出ロー
ラ５６で排出し、排紙トレイ５７上にスタックする。または、切換爪５５で切り換えてシ
ート反転装置２８に入れ、そこで反転して再び転写位置へと導き、裏面にも画像を記録し
て後、排出ローラ５６で排紙トレイ５７上に排出する。
【００３７】
　一方、画像転写後の中間転写ベルト１９は、中間転写ベルトクリーニング装置２１で、
画像転写後に中間転写ベルト１９上に残留する残留トナーを除去し、タンデム画像形成装
置２０による再度の画像形成に備える。
【符号の説明】
【００３８】
１：画像形成装置の装置本体
４：操作部
５：前ドア
６：検知手段
７、８：搬送ローラ
９：搬送ローラの軸
１０：シート
１１：回動アーム
１２：ストッパ
１３：圧縮スプリング
１４：ネジ
７０：ジャム処理用ノブ
７１：側板
７２：軸
【先行技術文献】
【特許文献】
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