
JP 2008-265981 A 2008.11.6

10

(57)【要約】
【課題】簡単な構成によって、従来より一層確実に、輸
送時には、リフト板の揺動をロックすると共に駆動伝達
を解除し、画像形成装置に装着時にはリフト板のロック
を解除にすると共に駆動伝達可能な給紙カセット及び画
像形成装置を提供する。
【解決手段】給紙カセット１のカセットフレーム１０に
は、上面に用紙Ｐが積載されるリフト板２０と、リフト
板用係合部材２４と、リフト板押し上げ板２２、モータ
継手部２３及び取手部材２５が設けられたリフト板揺動
用シャフト２１と、取手部材２５が移動し固定される、
突起部２６ａが設けられた案内溝２６と、が備えられる
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給紙装置に着脱され、用紙を積載して収容するカセットフレームと、当該カセットフレ
ーム内側底面に用紙供給方向上流端が支持され、この支点を中心として揺動可能であって
、その上面に用紙が載置されるリフト板と、を備えた給紙カセットにおいて、
　前記リフト板を下側から持ち上げて揺動させるリフト板押し上げ板と、
　一端に前記リフト板押し上げ板が、他端に前記給紙装置に配設された駆動伝達手段と連
結する結合手段が設けられるリフト板揺動用シャフトと、を備え、
　前記リフト板揺動用シャフトは、前記リフト板押し上げ板と前記リフト板の裏面に設け
られた係合部とが係合すると共に、前記結合手段と前記駆動伝達手段との連結を解除する
第１の位置と、
　前記リフト板押し上げ板と前記係合部との係合を解除すると共に、前記結合手段と前記
駆動伝達手段とを連結する第２の位置と、に選択配置されることを特徴とする給紙カセッ
ト。
【請求項２】
　前記カセットフレームに、前記リフト板揺動用シャフトを固定するための固定手段が設
けられたことを特徴とする請求項１に記載の給紙カセット。
【請求項３】
　前記リフト板揺動用シャフトに、当該シャフトを移動させるための取手部が設けられた
ことを特徴とする請求項１または２に記載の給紙カセット。
【請求項４】
　前記取手部は、前記カセットフレームに設けられた突起部と係合することにより、前記
リフト板揺動用シャフトを固定することを特徴とする請求項３に記載の給紙カセット。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の給紙カセットが搭載され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、機器に供給する用紙を予め多数ストックしておくために用いられる給紙カセ
ットに関する。また、この給紙カセットを搭載した画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　給紙カセットは、複写機やプリンタに代表される画像形成装置において、カットペーパ
ー等の給紙用として用いられる。画像形成装置における給紙装置には、給紙カセットに印
刷前の用紙を予め多数ストックしておき、カセット内に積み上げられた用紙の最上層から
１枚ずつ用紙を分離供給するものが多い。
【０００３】
　給紙カセットには、上面に用紙が載置されるリフト板が備えられたものがある。リフト
板は、カセットフレーム内側底面に用紙供給方向上流端が支持され、この支点を中心とし
、下流端が自由端として揺動可能である。リフト板の下流端は、画像形成装置に設けられ
たリフトモータ等の駆動手段やばねによって上方に付勢されている。これにより、リフト
板上に載置された用紙の下流端を、適正な給紙位置に移動させることができ、安定した給
紙を行うことが可能となる。
【０００４】
　リフト板は、上記のように、用紙供給方向上流端が支持され、この支点を中心とし、下
流端が自由端として揺動可能である。従って、給紙カセット単体やこの給紙カセットが収
納された画像形成装置を輸送する時に、リフト板が振動してしまうことがある。これによ
り、リフト板がその周辺の部材と衝突し、リフト板自体や周辺部材が破損するという問題
が生じる。
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【０００５】
　この対策として、係止爪等が設けられた固定部材を用い、当該固定部材でリフト板とカ
セットフレームとを挟み込み、これらを係止爪等で固定させてリフト板の揺動をロックす
ることが行われていた。しかし、このように固定部材を別途作成して用いると、着脱が面
倒であり、固定部材を紛失するおそれもあり、また、輸送時以外に使い途がない。更に、
固定部材を装着したまま電源を投入すると、リフトモータやリフト板が破損するおそれも
ある。
【０００６】
　そこで、部品点数を増加させることなく、簡単な構成によってリフト板の揺動をロック
することができる給紙カセットが提案されている。例えば、特許文献１には、リフト板に
係合突起を用紙位置決めカーソルに係合穴を設け、これらを係合させることによってリフ
ト板の揺動をロックし、当該ロック状態をカーソル位置によって検知する技術が提案され
ている。
【特許文献１】特開平２００５－１７０５７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１の技術では、給紙カセットを画像形成装置に装着すると、リフト板
と駆動手段とが連結されるため、不測の誤作動等によりカーソル位置の誤検知等が生じる
場合があると、リフト板がロック状態であっても駆動が入力され、リフト板や駆動手段が
破損するおそれがある。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、用紙を多数ストックする給紙カセットに
おいて、簡単な構成によって、従来より一層確実に、輸送時には、リフト板の揺動をロッ
クすると共に駆動伝達を解除して、リフト板の振動及び当該振動によるリフト板や周辺部
材の破損を防止し、画像形成装置への装着時にはリフト板のロックを解除すると共に駆動
伝達を可能にして、リフト板や駆動手段等の破損を防止することができる給紙カセットを
提供することを目的とする。また、かかる給紙カセットを搭載した使用性に優れた画像形
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】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明は、給紙装置に着脱され、用紙を積載して収容するカ
セットフレームと、当該カセットフレーム内側底面に用紙供給方向上流端が支持され、こ
の支点を中心として揺動可能であって、その上面に用紙が載置されるリフト板と、を備え
た給紙カセットにおいて、前記リフト板を下側から持ち上げて揺動させるリフト板押し上
げ板と、一端に前記リフト板押し上げ板が、他端に前記給紙装置に配設された駆動伝達手
段と連結する結合手段が設けられるリフト板揺動用シャフトと、を備え、前記リフト板揺
動用シャフトは、前記リフト板押し上げ板と前記リフト板の裏面に設けられた係合部とが
係合すると共に、前記結合手段と前記駆動伝達手段との連結を解除する第１の位置と、前
記リフト板押し上げ板と前記係合部との係合を解除すると共に、前記結合手段と前記駆動
伝達手段とを連結する第２の位置とに選択配置されることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、前記カセットフレームに、前記リフト板揺動用シャフトを固定するた
めの固定手段が設けられたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、前記リフト板揺動用シャフトに、当該シャフトを移動させるための取
手部が設けられたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、前記取手部は、前記カセットフレームに設けられた突起部と係合する
ことにより、前記リフト板揺動用シャフトを固定することを特徴とする。
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【００１３】
　また、本発明に係る画像形成装置は、前記給紙カセットが搭載されたことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の第１の構成によれば、リフト板の裏面に係合部を設け、一端にリフト板押し上
げ板を、他端に画像形成装置に配設された駆動伝達手段との結合手段を有するリフト板揺
動用シャフトを軸方向に移動することによって、上記リフト板押し上げ板と上記係合部と
を係合してリフト板をロック状態にすると、上記結合手段と上記駆動伝達手段との連結が
解除され、一方、上記リフト板押し上げ板が上記係合部との係合を解かれてリフト板のロ
ック状態を解除すると、上記結合手段が上記駆動伝達手段と連結することができる。
【００１５】
　このため、従来より一層確実に、簡単な構成で、リフト板のロックと駆動伝達解除とを
同時に行い、且つ、リフト板のロック解除と駆動伝達とを同時に行うことが可能となり、
輸送時のリフト板の振動及び当該振動によるリフト板や周辺部材の破損、及び画像形成装
置に装着時のリフト板及び駆動手段等の破損を防止することが可能となる。
【００１６】
　本発明の第２の構成によれば、上記第１の構成の給紙カセットにおいて、上記リフト板
揺動用シャフトを固定するための固定手段を設けたため、リフト板揺動用シャフトを上記
リフト板のロック状態及び駆動伝達解除、若しくはリフト板ロック解除及び駆動伝達する
ための移動位置で固定することができる。従って、より確実に、リフト板や周辺部材、及
び駆動手段等の破損を防止することが可能となる。
【００１７】
　本発明の第３の構成によれば、上記第１または第２の構成の給紙カセットにおいて、リ
フト板揺動用シャフトに取手部を設けたため、より簡易に、リフト板揺動用シャフトを、
上記リフト板のロック状態及び駆動伝達解除、若しくはリフト板ロックを解除及び駆動伝
達するための位置へ移動することができる。従って、より簡易に、リフト板や周辺部材、
及び駆動手段等の破損を防止することが可能となる。
【００１８】
　本発明の第４の構成によれば、上記第３の構成の給紙カセットにおいて、上記取手部を
上記カセットフレームに設けられた突起部に係合させることによって、上記リフト板揺動
用シャフトを固定することができる。従って、部材を追加することなく、簡単な構成で、
より確実に、リフト板や周辺部材、及び駆動手段等の破損を防止することが可能となる。
【００１９】
　また、本発明では、上記第１～第４のいずれかの構成の給紙カセットを画像形成装置に
搭載することとしたので、従来より一層確実に、簡単な構成よって、リフト板の揺動ロッ
クと駆動伝達解除、及びリフト板揺動ロック解除と駆動伝達を行うことが可能な、使用性
に優れた画像形成装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図１～図９を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００２１】
　最初に、本発明の給紙カセットを搭載した画像形成装置について、図１を用いてその構
造の概略を説明しつつ、画像出力動作を説明する。図１は、本発明の実施形態に係る給紙
カセットを搭載した画像形成装置を示す模型的垂直断面正面図である。なお、図中の実線
矢印は用紙の搬送経路、及び搬送方向を示す。
【００２２】
　図１において、画像形成装置１００の下部には、カセット式給紙部１０１が配置されて
いる。カセット式給紙部１０１には、給紙カセット１が備えられている。この給紙カセッ
ト１の内部に、印刷前のカットペーパー等の用紙Ｐが積載して収容され、ここから１枚ず
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つ分離して用紙Ｐが送り出される。
【００２３】
　手差し給紙部１０２は、画像形成装置１００の右側面上部の外部に備えられている。手
差し給紙部１０２には、カセット式給紙部１０１に入っていないサイズの用紙Ｐや、ＯＨ
Ｐシートのように１枚ずつ送り込まれるものが載置される。
【００２４】
　画像形成装置１００は、その内部に用紙搬送部１０３を備えている。用紙搬送部１０３
は、カセット式給紙部１０１に対し、その給紙方向である右方に位置し、手差し給紙部１
０２に対し、その左方に位置する。カセット式給紙部１０１から送り出された用紙Ｐは、
用紙搬送部１０３により画像形成装置１００本体の側面に沿って垂直上方に、手差し給紙
部１０２から送り出された用紙Ｐは水平に搬送され、後述する転写部１０７に至る。
【００２５】
　画像形成装置１００の上面には原稿送り部１０４が、その下方には光学部１０５が備え
られている。使用者が原稿の複写を行う場合には、原稿送り部１０４に、文字や図形、模
様等の画像が描かれた原稿を積載する。原稿送り部１０４では１枚ずつ分離して原稿が送
り出され、光学部１０５によってその画像データが読み取られる。
【００２６】
　用紙搬送部１０３の用紙搬送方向下流側であって、光学部１０５の下方には、画像形成
部１０６、及び転写部１０７が備えられている。画像形成部１０６では、光学部１０５に
よって読み取られた画像データに基づいて、原稿画像の静電潜像が作られる。この静電潜
像からトナー像が形成され、トナー像は、前記用紙搬送部１０３によって同期をとって送
られてきた印刷前の用紙Ｐに、転写部１０７にて転写される。
【００２７】
　転写部１０７の下流側には、定着部１０８が備えられている。転写部１０７にて未定着
トナー像を担持した用紙Ｐは、定着部１０８へと送られ、熱ローラによりトナー像が定着
される。
【００２８】
　定着部１０８の下流側であって、画像形成装置１００の左側面の近傍には、排出・分岐
部１０９が備えられている。定着部１０８から排出された用紙Ｐは、両面印刷を行わない
場合には、排出・分岐部１０９から機外の用紙受けトレイに排出される。
【００２９】
　画像形成部１０６から排出・分岐部１０９にかけての部分の下方であって、カセット式
給紙部１０１の上方には、両面印刷用ユニット１１０が備えられている。両面印刷を行う
場合には、定着部１０８から排出された用紙Ｐが、排出・分岐部１０９を介して両面印刷
用ユニット１１０へと送られる。両面印刷用ユニット１１０へ送られた用紙Ｐは、続いて
送り方向が切り替えられ、再度用紙搬送部１０３を通って転写部１０７へと送られる。
【００３０】
　次に、本発明の給紙カセットの詳細な構成について、図１に加えて、図２～図４を用い
て説明する。図２は本発明の実施形態に係る給紙カセットの斜視図にして、背面上方から
見た図であり、図３は給紙カセットの模型的上面図、図４は給紙カセットの模型的垂直断
面背面図である。
【００３１】
　図２において、給紙カセット１は、図１に示す画像形成装置１００のカセット式給紙部
１０１に収容されるものである。給紙カセット１は、その側面に設けられた水平突条２を
画像形成装置１００内部の図示しないレールに係合させ、図２に示す矢印Ａの方向に水平
にスライドして挿入される。給紙カセット１の本体部は、カセットフレーム１０で構成さ
れている。
【００３２】
　カセットフレーム１０は、上面が開口した平らな箱で構成され、その上面方向から用紙
Ｐを積載して収容する。画像形成装置１００内部において、給紙カセット１の上方には、



(6) JP 2008-265981 A 2008.11.6

10

20

30

40

50

図示しない給紙装置が備えられ、用紙Ｐは図２に示す矢印Ｂの方向に供給される。カセッ
トフレーム１０の前面部にはパネル３が一体成形され、このパネル３が画像形成装置１０
０の前面下部のハウジングの一部を構成する役割を担う。
【００３３】
　カセットフレーム１０の内側底面には、リフト板２０が備えられている。用紙Ｐは、こ
のリフト板２０上に積載される。尚、リフト板２０については、後述する。
【００３４】
　カセットフレーム１０の内部の用紙供給方向下流部には、幅方向カーソル３０が備えら
れている。幅方向カーソル３０は、用紙供給方向と直角をなす用紙幅方向の両側から用紙
束の側面に当接し、用紙が画像形成装置１００の給紙装置による給紙位置に位置するよう
に、用紙Ｐの幅方向の位置決めを行う。幅方向カーソル３０は、カセットフレーム１０上
に用紙幅方向に設けられた移動用溝１１に沿って移動させることが可能である。
【００３５】
　幅方向カーソル３０は、図４に示すように、その底面に設けられた溝係合部３１が移動
用溝１１に引っ掛かっているので、上方に外れてしまうことはない。なお、用紙幅方向の
両側から用紙束の側面に当接する２個の幅方向カーソル３０は、それらの下方に設けられ
た図示しない連動機構により、一方を移動させると、それに連動して他方も移動するよう
になっている。この時、２個の幅方向カーソル３０は、用紙Ｐの幅方向中心線に対して、
左右対称の動きをする。
【００３６】
　カセットフレーム１０の内部の用紙供給方向上流部には、長さ方向カーソル５０が備え
られている。長さ方向カーソル５０は、用紙供給方向上流側から用紙束の側面に当接し、
用紙の下流端が、画像形成装置１００の給紙装置による給紙位置に位置するように、用紙
供給方向の位置決めを行う。長さ方向カーソル５０は、カセットフレーム１０上に用紙供
給方向に設けられた移動用レール１２に沿って移動させることが可能である。長さ方向カ
ーソル５０は、その底面に設けられた図示しない係合部が移動用レール１２に係合してい
るので、上方に外れてしまうことはない。
【００３７】
　リフト板２０は、その用紙供給方向上流端がカセットフレーム１０の内側底面に支持さ
れ、この支点を中心とし、下流端を自由端として揺動可能である。リフト板２０は板状の
部材であり、幅方向カーソル３０、及び長さ方向カーソル５０の移動領域に切り欠きが設
けられている。
【００３８】
　リフト板２０の裏面には、リフト板２０を後述するリフト板押し上げ板２２と係合させ
るためのリフト板用係合部材２４が設けられている。リフト板用係合部材２４は、図４、
及び後述する図６及び図７に示すように、リフト板押し上げ板２２に向かって開放した断
面Ｌ字形状の部材であり、リフト板揺動用シャフト２１が、最も前面パネル３側に移動し
たとき（第１の位置）に後述するリフト板押し上げ板２２と係合し、一方、最も上記給紙
装置側へ移動したとき（第２の位置）にリフト板押し上げ板２２との係合が解除される位
置に配設されている。
【００３９】
　リフト板２０の下流側端部の下方には、リフト板揺動用シャフト２１が配置されている
。リフト板揺動用シャフト２１は、シャフト移動用溝３３に沿って軸方向に移動可能であ
る。リフト板揺動用シャフト２１の前面パネル３側には、図４に示すように、シャフトか
ら放射方向に突出するリフト板押し上げ板２２が固定されている。このリフト板押し上げ
板２２は、リフト板揺動用シャフト２１の先端部であって、リフト板２０の用紙幅方向中
央部分に位置する。
【００４０】
　このリフト板押し上げ板２２は、リフト板揺動用シャフト２１が、軸方向に対し、最も
カセットフレーム側、すなわち前面パネル３側に移動したときには、リフト板用係合部材
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２４と係合し、一方、最も上記給紙装置側へ移動したときには、リフト板用係合部材２４
との係合が解除される位置に配設されている。
【００４１】
　リフト板揺動用シャフト２１の他端には、モータ継手部２３が設けられている。このモ
ータ継手部２３は、リフト板揺動用シャフト２１が、最も上記給紙装置側へ移動したとき
にカセットフレーム１の背面側に突出し（図３参照）、画像形成装置１００に備えられた
図示しないリフトモータと連係する駆動伝達部材３４と連結し（図６参照）、一方、最も
前面パネル３側に移動したときには、カセットフレーム１０から突出せず、上記駆動伝達
部材３４との連結が解除される（図９参照）よう、リフト板揺動用シャフト２１の長さが
設定されている。
【００４２】
　リフトモータが動作すると、リフト板揺動用シャフト２１が揺動し、リフト板押し上げ
板２２がリフト板２０の底面と係合しながら、図４において時計方向に揺動することによ
り、リフト板２０の下流端が持ち上げられるようにしてリフト板２０が揺動する。これに
より、リフト板２０上に積載された用紙Ｐの最上層が、画像形成装置１００に備えられた
図示しない給紙装置に当接し、用紙Ｐが１枚ずつ分離して給紙カセット１の外部へと送り
出される。なお、図２、及び図４に示すリフト板２０は、その下流端が持ち上げられた状
態を記載しているが、リフト板揺動用シャフト２１がリフトモータの軸と連結していない
状態では、リフト板２０は最下方に倒伏する。
【００４３】
　また、図２及び図３に示すように、リフト板揺動用シャフト２１の、図２におけるＡ方
向側のリフト板２０の切り欠き位置には、取手部材２５が設けられ、リフト板揺動用シャ
フト２１と共に用紙幅方向に移動する。図５は、取手部材２５の概略平面図である。取手
部材２５は、図５に示すように、リフト板揺動用シャフト２１に固定される支持体２５ａ
と、支持体２５ａ内部に設けられ、支持体２５ａから用紙搬送方向下流側に向かって出没
可能な摺動部材２５ｂと、支持体２５ａ及び摺動部材２５ｂを支持体２５ａ内部で連結す
るコイルバネ２５ｃとから構成されている。
【００４４】
　また、摺動部材２５ｂは、コイルバネ２５ｃにより、支持体２５ａから下流側に向かっ
て付勢されている。これにより、リフト板揺動用シャフト２１の方向（矢印方向）に摺動
部材２５ｂを押し込むと、摺動部材２５ｂは支持体２５ａに挿入され（白抜き矢印）、押
し込みを離すと元の状態に戻る。
【００４５】
　そして、カセットフレーム１０の、上記切り欠き位置には、突出部２６ａが設けられた
案内溝２６が配設されている。突出部２６ａとシャフト移動用溝３３との隙間は、取手部
材２５の摺動部材２５ｂを支持体２５ａに押し込まないと通過できないよう構成されてい
る。取手部材２５は、案内溝２６に沿って用紙幅方向に移動することができるが、突出部
２６ａを通過する際には、摺動部材２５ｂを支持体２５ａに押し込み、突出部２６ａとシ
ャフト移動用溝３３との隙間を通り抜ける必要がある。
【００４６】
　従って、図３に示すように、リフト板移動用シャフト２１が、突出部２６ａとシャフト
移動用溝３３との隙間を通過して最も給紙装置側に移動したときには、取手部材２５は突
出部２６ａの上記装置側側面と係合して固定される。一方、リフト板移動用シャフト２１
が、最も前面パネル３側に移動したときには、取手部材２５は突出部２６ａの前面パネル
３側側面と係合して固定される。
【００４７】
　次に、リフト板揺動用シャフト２１の動作とリフト板のロック及び駆動伝達解除、並び
にリフト板のロック解除及び駆動伝達について、図２～図５に加えて、図６～図９を用い
て説明する。図６は、リフト板揺動用シャフト２１を駆動伝達可能な位置に移動した状態
を示す模型的正面図（図６（ａ））及びモータ継手部周辺の拡大平面図（図６（ｂ））で
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ある。
【００４８】
　図２～図５に示す給紙カセット１を搭載した画像形成装置１００の通常の使用において
は、給紙カセット１を画像形成装置１００から引き出した状態で、図３、図６（ａ）及び
図６（ｂ）に示すように、取手部材２５を案内溝２６ａにスライドさせて、リフト板揺動
用シャフト２１を最も上記給紙装置側へ移動させる。
【００４９】
　この際、取手部材２５を、図５に示すように、摺動部材２５ｂを押し込みながら突起部
２６ａを通って、スライドさせる。リフト板揺動用シャフト２１は取手部材２５と共に移
動する（矢印方向）。移動後、摺動部材２５ｂの押し込みを解除すると、取手部材２５は
、突起部２６ａの上記給紙装置側側面と係合し、固定され、モータ継手部２３は駆動伝達
部材３４と連結することができる。
【００５０】
　そして、給紙カセット１のリフト板２０上に用紙Ｐを積載する。そして、幅方向カーソ
ル３０を用紙幅方向から、長さ方向カーソルを用紙供給方向上流側から用紙束の側面に当
接させ、用紙Ｐを適正な給紙位置に位置決めする。なお、前述のように、給紙カセット１
を画像形成装置１００から引き出した状態では、リフト板２０は倒伏状態にある。
【００５１】
　給紙カセット１を画像形成装置１００に収納すると、モータ継手部２３が駆動伝達部材
３４と連結し、画像形成装置１００に設けられた図示しない制御部がこれを検知し、リフ
トモータを作動させる。これにより、リフト板２０の下流端が持ち上げられるようにリフ
ト板２０が揺動し、リフト板２０上に積載された用紙Ｐの最上層が、画像形成装置１００
の給紙装置に当接し、自動的に給紙準備が整う。このようなリフトモータの動作による給
紙準備は、電源投入時にも同様に自動的に実施される。
【００５２】
　この結果、リフト押し上げ板２２とリフト板用係合部材２４との係合が解除されると共
に、モータ継手部２３が駆動伝達部材３４と連結する。よって、リフト板２０が、リフト
押し上げ板２２と係合したまま揺動することはなく、リフト板２０自体や周辺部材の破損
を防止することが可能である。また、駆動伝達部材３４や上記リフトモータに過大な負荷
が掛かって故障することも防止することが可能である。
【００５３】
　更に、取手部材２５が固定されるため、駆動伝達中にリフト板揺動用シャフト２１が移
動することはなく、モータ継手部２３と駆動伝達部材３４との連結が外れたり、リフト押
し上げ板２２がリフト板用係合部材２４に接触、或いは係合して破損等することをより確
実に防止することができる。
【００５４】
　ここで、給紙カセット１を単体で、または画像形成装置１００に収納した状態で輸送す
ることとする。図７は、給紙カセットの模型的上面図にして、取手部材によりリフト板揺
動用シャフトをスライドさせてリフト板ロック位置に移動した状態を示す図であり、図８
はリフト板用係合部材とリフト板押し上げ板との係合部を示す模型的部分拡大右側面図で
ある。また、図９は、取手部材によりリフト板揺動用シャフトをスライドさせてリフト板
ロック位置に移動した状態を示す模型的正面図（図９（ａ））及びモータ継手部周辺の拡
大平面図（図９（ｂ））である。
【００５５】
　この時、まず給紙カセット１を画像形成装置１００から引き出す。給紙カセット１を引
き出すと、リフト板２０は倒伏状態にある。そして、取手部材２５を、上述と同様に、摺
動部材２５ｂを押し込みながら突起部２６ａを通って、図７、図８、図９（ａ）及び図９
（ｂ）に示すように、最も前面パネル３側にスライドさせると（矢印方向）、取手部材２
５は、突起部２６ａの前面パネル３側側面と係合し、固定される。
【００５６】
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　これにより、リフト板用係合部材２４に、リフト板押し上げ板２２が挿入され、リフト
板押し上げ板２２はリフト板２０と係合する。従って、この状態においては、リフト板２
０は、その下流端が上方に揺動することはなく、ロック状態となる。その結果、リフト板
２０が、輸送中に振動することはなく、その周辺の部材と衝突することもないので、リフ
ト板２０自体や周辺部材の破損を防止することが可能である。
【００５７】
　この際、モータ継手部２３は、給紙カセット１方向に引っ込んでいる。この結果、リフ
ト板２０をロックした状態で、給紙カセット１を画像形成装置１００に収納し、電源投入
しても、モータ継手部２３は、駆動伝達部材３４と連結することができないため、リフト
板２０を揺動させるリフトモータの駆動が伝達されることはない。
【００５８】
　更に、取手部材２５が固定されているため、輸送中にリフト板揺動用シャフト２１が誤
って移動することがない。従って、リフト板２０の振動や、誤動作により駆動伝達が可能
となってしまうことをより確実に防ぐことができる。
【００５９】
　一方、上記輸送状態から、給紙カセット１を画像形成装置１００に収納し、取手部材２
５を用いてリフト板揺動用シャフト２１を上記給紙装置側にスライドし、固定させる動作
は、前述した通りである。
【００６０】
　このようにして、リフト板２０にリフト板用係合部材２４を設け、リフト板揺動用シャ
フト２１を軸方向に移動させることによって、リフト板用係合部材２４と上記シャフトの
一端のリフト板押し上げ板２２とが係合するときには、上記シャフトの他端のモータ継手
部２３と駆動伝達部材３４との連結を解除し、一方、リフト板押し上げ板２２と上記係合
部材２４との係合が解除されたときには、モータ継手部２３と駆動伝達部材３４との連結
を可能としたため、幅方向にリフト板揺動用シャフト２１を移動させるだけで、リフト板
２０のロック及び駆動伝達解除を同時に行うことができ、且つ、リフト板２０のロック解
除及び駆動伝達を同時に行うことができる。
【００６１】
　従って、簡単な構成によって、上記リフト板２０のロック及び駆動伝達解除、並びにリ
フト板のロック解除及び駆動伝達を行うことが可能である。
【００６２】
　また、リフト板揺動用シャフト２１に取手部材２５を設け、取手部材２５を固定するこ
とによりリフト板揺動用シャフト２１を固定することができる突起部２６ａを案内溝２６
に設けたため、上記シャフトの移動をより簡易に行い、上記ロック及び解除をより確実に
行うことが可能となる。
【００６３】
　さらに本実施形態では、上記給紙カセット１を画像形成装置１００に搭載したので、簡
単な構成によって、リフト板２０のロック及び駆動伝達の解除を同時に行うことができ、
且つ、リフト板２０のロック解除及び駆動伝達を同時に行うことが可能な使用性に優れた
画像形成装置１００を得ることができる。
【００６４】
　なお、リフト板用係合部材２４は、他の形状であってもよく、２つ以上設けてもよい。
また、取手部材２５及び案内溝２６も他の形状や機構のものであってもよく、他の構成を
用いることも可能である。
【００６５】
　上記のように本発明の実施形態を示したが、この他、発明の主旨を逸脱しない範囲で種
々の変更を加えて実施することができる。例えば、上記実施形態では、取手部材２５をリ
フト板揺動用シャフト２１の固定手段として用いたが、固定手段を別途設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
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　本発明は、給紙装置に着脱され、用紙を積載して収容するカセットフレームと、当該カ
セットフレーム内側底面に用紙供給方向上流端が支持され、この支点を中心として揺動可
能であって、その上面に用紙が載置されるリフト板と、を備えた給紙カセットにおいて、
前記リフト板を下側から持ち上げて揺動させるリフト板押し上げ板と、一端に前記リフト
板押し上げ板が、他端に前記給紙装置に配設された駆動伝達手段と連結する結合手段が設
けられるリフト板揺動用シャフトと、を備え、前記リフト板揺動用シャフトは、前記リフ
ト板押し上げ板と前記リフト板の裏面に設けられた係合部とが係合すると共に、前記結合
手段と前記駆動伝達手段との連結を解除する第１の位置と、前記リフト板押し上げ板と前
記係合部との係合を解除すると共に、前記結合手段と前記駆動伝達手段とを連結する第２
の位置と、に選択配置されるものである。
【００６７】
　リフト板揺動用シャフトを軸方向に移動することによって、リフト板用係合部がリフト
板押し上げ板と係合してリフト板がロック状態になると、上記結合手段と上記駆動伝達手
段との連結が解除され、一方、上記リフト板のロック状態を解除すると、上記結合手段が
上記駆動伝達手段と連結することができる。従って、従来より一層確実に、簡単な構成で
、リフト板のロックと駆動伝達解除、及びリフト板のロック解除と駆動伝達を行うことが
可能となり、輸送時のリフト板の振動及び当該振動によるリフト板や周辺部材の破損、及
び画像形成装置への装着時にリフト板及び駆動手段等の破損を防止することが可能となる
。
【００６８】
　また、リフト板揺動用シャフトに取手部を設けることによって、より簡易に上記シャフ
トを移動することが可能となる。また、上記取手部を用いて上記シャフトを固定すること
によって、部材を追加することなく、より簡単な構成で確実に、上記シャフトを、リフト
板のロック及び駆動伝達解除する位置、及びリフト板のロック解除及び駆動伝達可能な位
置に移動し、固定することが可能となる。更に、上記給紙カセットを画像形成装置に搭載
することによって、上記リフト板及び駆動手段等の破損を、従来より一層防止できる画像
形成装置を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】は、本発明の実施形態に係る給紙カセットを搭載した画像形成装置を示す模型的
垂直断面正面図である。
【図２】は、本発明の実施形態に係る給紙カセットの斜視図にして、背面上方から見たも
のである。
【図３】は、図２に示す給紙カセットの模型的上面図である。
【図４】は、図２に示す給紙カセットの模型的垂直断面背面図である。
【図５】は、本発明の実施形態に係る取手部材の概略平面図である。
【図６】は、取手部材によりリフト板揺動用シャフト２１をスライドさせて駆動伝達可能
な位置に移動した状態を示す模型的正面図（図６（ａ））及びモータ継手部周辺の部分拡
大平面図（図６（ｂ））である。
【図７】は、給紙カセットの模型的上面図にして、取手部材によりリフト板揺動用シャフ
トをスライドさせてリフト板ロック位置に移動した状態を示す図である。
【図８】は、リフト板の係合部材とリフト押し上げ板との係合部を示す模型的部分拡大右
側面図である。
【図９】は、取手部材によりリフト板揺動用シャフト２１をスライドさせてリフト板ロッ
ク位置に移動した状態を示す模型的正面図（図９（ａ））及びモータ継手部周辺の部分拡
大平面図（図９（ｂ））である。
【符号の説明】
【００７０】
　　　１　　給紙カセット
　　１０　　カセットフレーム
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　　２０　　リフト板
　　２１　　リフト板揺動用シャフト
　　２２　　リフト板押し上げ板
　　２３　　モータ継手部（結合手段）
　　２４　　リフト板用係合部材
　　２５　　取手部材（固定手段）
　　２６　　案内溝
　　２６ａ　突起部（固定手段）
　　３０　　幅方向カーソル
　　３４　　駆動伝達部材（駆動伝達手段）
　　５０　　長さ方向カーソル
　１００　　画像形成装置
　１０１　　カセット式給紙部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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