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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体の上部に設けられ、シートを前記筐体から排出する第１排出ローラと、
　前記筐体の上部に設けられ、前記第１排出ローラの軸方向および上下方向に直交する直
交方向において、前記第１排出ローラと少なくとも一部が重なる位置に配置され、シート
を前記筐体から排出する第２排出ローラと、
　前記筐体に対して前記軸方向に延びる第１回動軸を中心に回動することで、前記第１排
出ローラの上方に配置されるとともに装置の上面を構成する第１閉位置と、前記第１排出
ローラを露出させるとともに前記第１排出ローラから排出されたシートを支持する第１開
位置とに移動可能な第１カバーと、
　前記筐体に対して前記軸方向に延びる第２回動軸を中心に回動することで、前記第２排
出ローラの上方を覆うとともに前記第１カバーと連続して装置の上面を構成する第２閉位
置と、前記第２排出ローラを露出させるとともに前記第２排出ローラから排出されたシー
トを案内する第２開位置とに移動可能な第２カバーと、
　前記筐体内の上部に設けられ、シート上に現像剤を定着する定着器と、
　前記筐体に対して前記軸方向に延びる第３回動軸を中心に回動することで、前記定着器
の上に配置されて前記定着器を覆う第３閉位置と、前記定着器を露出させる第３開位置と
に移動可能な第３カバーと、を備え、
　前記第１回動軸は、前記第１カバーが前記第１閉位置にある状態において前記直交方向
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において前記第１カバーの前記第２カバーから離れた側にある前記直交方向一方側の端部
に配置され、
　前記第２回動軸は、前記第２カバーが前記第２閉位置にある状態において前記直交方向
において前記第２カバーの前記第１カバーから離れた側にある前記直交方向他方側の端部
に配置され、
　前記第１閉位置にある前記第１カバーと前記第２閉位置にある前記第２カバーとの境界
は、上下方向から見て、前記第３カバーと重なることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記第１閉位置に配置されている前記第１カバーの前記直交方向の長さは、前記第２閉
位置に配置されている前記第２カバーの前記直交方向の長さよりも長いことを特徴とする
請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記第１排出ローラの上方に配置され、前記第１排出ローラを支持する支持フレームを
備え、
　前記第３カバーは、前記第３閉位置にある状態で、前記第３カバーの前記直交方向一方
側の端部が、上下方向から見て、前記支持フレームの前記直交方向一方側の端部と同じ位
置に設けられていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記第３回動軸は、前記第３カバーにおける前記直交方向他方側の端部に配置され、
　前記第２閉位置にある前記第２カバーと前記第３閉位置にある前記第３カバーとは上下
方向において重なるように配置されており、
　前記第３カバーは、前記第３閉位置から前記第３開位置へ向けて所定角度回動させたと
きに、前記第２カバーに設けられた係合部と係合する被係合部を有することを特徴とする
請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記筐体は、
　前記第２カバーに対し前記直交方向他方側に設けられたシートを挿入可能な供給口と、
前記供給口の内側に設けられたシートの幅方向の位置を規制するサイドガイドとを有し、
　前記サイドガイドは、前記第２カバーに当接することで、前記第２カバーの開く方向の
位置を規制するように構成されていることを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　シートを前記第１排出ローラに向けて案内する第１位置と、シートを前記第２排出ロー
ラに向けて案内する第２位置とに切替可能な切替部材を備え、
　前記切替部材は、前記第３カバーに取り付けられていることを特徴とする請求項１から
請求項５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記第２カバーは、前記第２閉位置にある状態で前記切替部材に作用して前記切替部材
を前記第１位置にし、前記第２開位置にある状態で前記切替部材から離間して前記切替部
材を前記第２位置にする作用部を有していることを特徴とする請求項６に記載の画像形成
装置。
【請求項８】
　前記第２カバーは、前記第２開位置にある状態で、全体が、前記筐体の前記直交方向他
方側の側面よりも前記直交方向一方側に位置していることを特徴とする請求項１から請求
項７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記第２カバーは、前記第２開位置にある状態で、上下方向に対して前記直交方向一方
側に傾いた姿勢で支持されていることを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項
に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、筐体の上部に２つの排出ローラが設けられた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置に、筐体の上面に形成された供給口からシートを縦向きに挿し込む
ように構成されたものがある。このような画像形成装置は、例えば、特許文献１に開示さ
れている画像形成装置のように、筐体の上面に形成された排出口から画像が形成されたシ
ートが排出されるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５００２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、例えば、シートの厚み等によって筐体内のシートの搬送経路を変える場合、
筐体の上面に２つの排出口を設けることが考えられる。このような構成において、各排出
口から排出されるシートの排出方向が異なっていると、ユーザが排出されたシートを取り
にくい。
【０００５】
　そこで、本発明は、ユーザが排出されたシートを取りやすい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】
　前記した目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、筐体と、筐体の上部に設けら
れ、シートを筐体から排出する第１排出ローラと、筐体の上部に設けられ、第１排出ロー
ラの軸方向かつ上下方向に直交する直交方向において、第１排出ローラと少なくとも一部
が重なる位置に配置され、シートを筐体から排出する第２排出ローラと、筐体に対して前
記軸方向に延びる第１回動軸を中心に回動することで、第１排出ローラの上方に配置され
るとともに装置の上面を構成する第１閉位置と、第１排出ローラを露出させるとともに第
１排出ローラから排出されたシートを支持する第１開位置とに移動可能な第１カバーと、
筐体に対して前記軸方向に延びる第２回動軸を中心に回動することで、第２排出ローラの
上方を覆うとともに第１カバーと連続して装置の上面を構成する第２閉位置と、第２排出
ローラを露出させるとともに第２排出ローラから排出されたシートを案内する第２開位置
とに移動可能な第２カバーと、を備えている。
　第１回動軸は、第１カバーが第１閉位置にある状態において前記直交方向において第１
カバーの第２カバーから離れた側にある前記直交方向一方側の端部に配置されている。
　第２回動軸は、第２カバーが第２閉位置にある状態において前記直交方向において第２
カバーの第１カバーから離れた側にある前記直交方向他方側の端部に配置されている。
【０００７】
　このように構成された画像形成装置によれば、第１排出ローラによって排出されたシー
トは第１カバーに支持され、第２排出ローラによって排出されたシートは第２カバーによ
って案内されるので、シートの排出される位置が決まっており、ユーザがシートを取りや
すい。また、第１カバーと第２カバーがいわゆる観音開きになっており、第１カバーを開
くときに手をかける位置と、第２カバーを開くときに手をかける位置を一か所に集めるこ
とができるので、操作性とデザイン性が向上する。
【０００８】
　前記した画像形成装置において、第１閉位置に配置されている第１カバーの前記直交方
向の長さは、第２閉位置に配置されている第２カバーの前記直交方向の長さよりも長いこ
とが望ましい。
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【０００９】
　これによれば、シートを支持する第１カバーを大きくすることができるので、第１カバ
ーのシートの積載性が向上する。
【００１０】
　前記した画像形成装置は、筐体内の上部に設けられ、シート上に現像剤を定着する定着
器と、筐体に対して前記軸方向に延びる第３回動軸を中心に回動することで、定着器の上
に配置されて定着器を覆う第３閉位置と、定着器を露出させる第３開位置とに移動可能な
第３カバーと、を備えていてもよい。
　この場合、第１閉位置にある第１カバーと第２閉位置にある第２カバーとの境界は、上
下方向から見て、第３カバーと重なることが望ましい。
【００１１】
　これによれば、第１カバーと第２カバーの境界から侵入した異物を第３カバーで受け止
めることができるので、筐体内に異物が侵入するのを抑えることができる。
【００１２】
　前記した画像形成装置が、第１排出ローラの上方に配置され、第１排出ローラを支持す
る支持フレームを備えている場合、第３カバーは、第３閉位置にある状態で、第３カバー
の前記直交方向一方側の端部が、上下方向から見て、支持フレームの前記直交方向一方側
の端部と同じ位置に設けられていてもよい。
【００１３】
　前記した第３回動軸が、第３カバーにおける前記直交方向他方側の端部に配置されてい
る場合、第２閉位置に配置された第２カバーと第３閉位置に配置された第３カバーとは上
下方向において重なるように配置されており、第３カバーは、第３閉位置から第３開位置
へ向けて所定角度回動させたときに、第２カバーに設けられた係合部と係合する被係合部
を有していてもよい。
【００１４】
　これによれば、第２カバーと第３カバーを閉じるときには、第２カバーと第３カバーを
一体的に回動させることができるので、操作が簡単である。
【００１５】
　前記した画像形成装置において、筐体は、第２カバーに対し前記直交方向他方側に設け
られたシートを挿入可能な供給口と、供給口の内側に設けられたシートの幅方向の位置を
規制するサイドガイドとを有し、サイドガイドは、第２カバーに当接することで、第２カ
バーの開く方向の位置を規制するように構成されていてもよい。
【００１６】
　前記した画像形成装置が、シートを第１排出ローラに向けて案内する第１位置と、シー
トを第２排出ローラに向けて案内する第２位置とに切替可能な切替部材を備えている場合
、切替部材は、第３カバーに取り付けられていることが望ましい。
【００１７】
　これによれば、第３カバーを開くと、切替部材も第３カバーと一緒に移動するので、筐
体内でシートが詰まった際に、シートを取り除く作業がしやすい。
【００１８】
　前記した切換部材を備える画像形成装置において、第２カバーは、第２閉位置にある状
態で切替部材に作用して切替部材を第１位置にし、第２開位置にある状態で切替部材から
離間して切替部材を第２位置にする作用部を有していることが望ましい。
【００１９】
　これによれば、第２排出ローラからシートを排出するために第２カバーを開けると、切
替部材が、シートを第２排出ローラへ案内する第２位置に自動的に切り替わり、第２カバ
ーを閉じると、切替部材が、シートを第１排出ローラへ案内する第１位置に自動的に切り
替わる。
【００２０】
　前記した画像形成装置において、第２カバーは、第２開位置にある状態で、全体が、筐



(5) JP 6428369 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

体の前記直交方向他方側の側面よりも前記直交方向一方側に位置していることが望ましい
。
【００２１】
　これによれば、画像形成装置を壁に寄せた状態で設置することができる。
【００２２】
　前記した画像液性装置において、第２カバーは、第２開位置にある状態で、上下方向に
対して前記直交方向一方側に傾いた姿勢で支持されていることが望ましい。
【００２３】
　これによれば、シートが第１排出ローラから排出された場合も第２排出ローラから排出
された場合も、一方側へ排出されるので、ユーザが排出されたシートを取りやすい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、第１排出ローラによって排出されたシートは第１カバーに支持され、
第２排出ローラによって排出されたシートは第２カバーによって案内されるので、シート
の排出される位置が決まっており、ユーザがシートを取りやすい。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係るレーザプリンタの外観を示す斜視図である。
【図２】第１外カバーおよび第２外カバーを開いた状態のレーザプリンタを示す斜視図で
ある。
【図３】第１外カバー、第２外カバーおよび内カバーを開いた状態のレーザプリンタを示
す斜視図である。
【図４】レーザプリンタの概略構成を示す断面図である。
【図５】一対のサイドガイドおよび支持壁を後側から見た斜視図である。
【図６】一対のサイドガイドおよび支持壁を前側から見た図である。
【図７】内カバーをおもて面側から見た斜視図である。
【図８】内カバーを裏面側から見た斜視図である。
【図９】内カバーと支持フレームを示す断面図である。
【図１０】第２外カバーをおもて面側から見た斜視図である。
【図１１】第２外カバーを裏面側から見た斜視図である。
【図１２】支持フレーム、内カバーおよび第２外カバーを作用部を通る平面で切った断面
図であって、第２外カバーが第２閉位置にある状態を示す図（ａ）と、第２外カバーが第
２開位置にある状態を示す図（ｂ）である。
【図１３】板バネを示す斜視図（ａ）と、ホルダを示す斜視図（ｂ）と、カバー保持部材
を示す斜視図（ｃ）である。
【図１４】内カバー、第２外カバーおよびカバー保持部材を第１係合部を通る平面で切っ
た断面図であって、第２外カバーが第２閉位置にある状態を示す図（ａ）と、第２外カバ
ーが第２開位置にある状態を示す図（ｂ）である。
【図１５】内カバー、第２外カバーおよびカバー保持部材を第２係合部を通る平面で切っ
た断面図であって、内カバーが第３閉位置にある状態を示す図（ａ）と、内カバーが第２
開位置にある第２外カバーと重なった状態を示す図（ｂ）と、内カバーが第３開位置にあ
る状態を示す図（ｃ）である。
【図１６】内カバーが第３開位置にあるときの内カバー、第２外カバーおよびカバー保持
部材を第１係合部を通る平面で切った断面図である。
【図１７】内カバーが第３開位置にあるときの第２外カバーとサイドガイドの位置関係を
示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　次に、本発明の一実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、
以下の説明において、前後、左右および上下は、レーザプリンタを使用するユーザを基準
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にした方向（図１などの矢印参照）で説明する。
【００２７】
　図１に示すように、画像形成装置の一例としてのレーザプリンタ１は、筐体２と、筐体
２の上部に設けられた第１カバーの一例としての第１外カバー１００および第２カバーの
一例としての第２外カバー２００と、筐体２の前面の下部に設けられた下部カバー１０と
を備えている。また、レーザプリンタ１は、図２に示すように、第１外カバー１００と第
２外カバー２００の内側に、第３カバーの一例としての内カバー３００を備えている。
【００２８】
　図１に示すように、筐体２は、左右方向に離れた一対の側壁２１と、一対の側壁２１の
後端同士を連結する後壁２２と、一対の側壁２１の前端同士を連結する前壁２３とを有し
ている。前壁２３は、上端部が、側壁２１の上端部よりも下に配置されるとともに、下端
部が、側壁２１の下端部よりも上に配置されている。後壁２２は、上端部が、側壁２１の
上端部と略同じ高さに配置されている。そして、一対の側壁２１の上端面と後壁２２の上
端面は、装置（レーザプリンタ１）の上面の一部を構成している。
【００２９】
　第１外カバー１００と第２外カバー２００は、それぞれ、左右方向に長い矩形状の部材
である。第１外カバー１００と第２外カバー２００は、一対の側壁２１の間で前後に並ん
で設けられている。具体的に、第２外カバー２００が、第１外カバー１００の後側に隣接
して設けられている。
【００３０】
　筐体２は、装置の上面であって前後方向において第２外カバー２００の後側に隣接する
位置に、シートの一例としての用紙Ｓが挿入される供給口の一例としての第１供給口２４
を有している。具体的に、後壁２２と第２外カバー２００は前後方向で離間しており、後
壁２２と第２外カバー２００の間の空間が第１供給口２４となっている。
【００３１】
　下部カバー１０は、前壁２３の下に配置され、下端部を中心に回動することで、前壁２
３とともに装置の前面を構成する閉じた位置（図１の位置）と、前側に倒れた開いた位置
（図４で二点鎖線で示す位置）とに移動可能に構成されている。なお、下部カバー１０が
開いた位置に移動することで、筐体２の前壁２３の下に用紙Ｓが挿入される第２供給口２
５（図４参照）が開放されるようになっている。つまり、筐体２は、筐体２の前側かつ下
部に、第２供給口２５を有している。
【００３２】
　第１外カバー１００と第２外カバー２００は、いわゆる観音開きとなるように設けられ
ている。
【００３３】
　具体的に、第１外カバー１００は、筐体２に対して左右方向に延びる第１回動軸Ａ１（
図４参照）を中心に回動することで、図１に示すような装置の上面を構成する第１閉位置
と、図２に示すような第１閉位置から後端部が上方に回動した第１開位置との間を移動可
能に構成されている。
【００３４】
　第２外カバー２００は、筐体２に対して左右方向に延びる第２回動軸Ａ２（図４参照）
を中心に回動することで、図１に示すような第１外カバー１００と連続して装置の上面を
構成する第２閉位置と、図２に示すような第２閉位置から上方に回動した第２開位置との
間を移動可能に構成されている。
【００３５】
　図４に示すように、第１外カバー１００の第１回動軸Ａ１は、第１外カバー１００が第
１閉位置にある状態において、前後方向において第１外カバー１００の第２外カバー２０
０から離れた側にある前後方向一方側の端部、すなわち、前端部に配置されている。
【００３６】
　また、第２外カバー２００の第２回動軸Ａ２は、第２外カバー２００が第２閉位置にあ
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る状態において、前後方向において第２外カバー２００の第１外カバー１００から離れた
側にある前後方向他方側の端部、すなわち、後端部に配置されている。なお、本実施形態
において、第２回動軸Ａ２は、後述する第２排出ローラ６２よりも後方に配置されている
。
【００３７】
　そして、第１閉位置にある第１外カバー１００の後端面と第２閉位置にある第２外カバ
ー２００の前端面とは、対向している。
【００３８】
　このように、第１外カバー１００と第２外カバー２００を観音開きとなるように設ける
ことにより、第１外カバー１００を開くときに手をかける位置と、第２外カバー２００を
開くときに手をかける位置を一か所に集めることができるので、操作性とデザイン性を向
上させることが可能である。本実施形態では、図１に示すように、第２外カバー２００は
、第１外カバー１００側の端部に、第１外カバー１００から退避するように凹んだ手掛部
２１１が形成されている。これにより、手掛部２１１に手をかけることで、第２外カバー
２００を開くことが可能であるとともに、手掛部２１１に手を入れて第１外カバー１００
の端縁に手をかけることで、第１外カバー１００を開くことが可能となっている。
【００３９】
　図２に示すように、内カバー３００は、左右方向に長い矩形状の部材である。内カバー
３００は、筐体２に対して左右方向に延びる第３回動軸Ａ３（図４参照）を中心に回動す
ることで、図２に示すような筐体２の上部を覆う第３閉位置と、図３に示すような第３閉
位置から上方に回動して筐体２の上部を露出させる第３開位置とに移動可能に構成されて
いる。
【００４０】
　図４に示すように、内カバー３００の第３回動軸Ａ３は、内カバー３００における後端
部に配置されている。これにより、内カバー３００は、前端部が上下動するようになって
おり、第２外カバー２００と同じ方向に開くようになっている。そして、内カバー３００
は、第２外カバー２００と筐体２の間に配置され、第２閉位置にある第２外カバー２００
と第３閉位置にある内カバー３００とが上下方向において重なるように配置されている。
【００４１】
　レーザプリンタ１は、筐体２内に、給紙部３と、画像形成部４と、定着器５と、排紙部
６とを備えている。
【００４２】
　給紙部３は、第１供給口２４から挿入された用紙Ｓと第２供給口２５から挿入された用
紙Ｓを画像形成部４に向けて搬送するように構成されている。給紙部３は、載置部３１と
、サイドガイド５００と、給紙機構３２と、給紙経路３３と、レジストローラ３４とを備
えている。
【００４３】
　載置部３１は、第１供給口２４の下方から前斜め下へ延びる壁であり、第１供給口２４
から挿入された用紙Ｓが載置されるように設けられている。
【００４４】
　サイドガイド５００は、第１供給口２４に挿入された用紙Ｓの幅方向、すなわち、左右
方向の位置を規制する部材である。サイドガイド５００は、第１供給口２４の内側に配置
されている。
【００４５】
　図５に示すように、サイドガイド５００は、左右一対設けられており、それぞれ、支持
壁２６に左右方向へ移動可能に支持されている。ここで、支持壁２６は、筐体２が有する
壁であり、図４に示すように、前後方向において第１供給口２４の前側に配置されている
。支持壁２６は、第２外カバー２００の第２回動軸Ａ２の下から下方へ延びた後、載置部
３１に沿って前斜め下方に延びている。
【００４６】
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　図５に示すように、サイドガイド５００は、支持壁２６の後側に配置されている。各サ
イドガイド５００は、左右方向内側に開口する略コの字状に形成され、左右方向に直交す
る規制部５１０と、規制部５１０から延びる一対のガイド壁５２０と、ガイド突起５３０
とを主に有している。
【００４７】
　規制部５１０は、長尺状の壁であり、用紙Ｓの左右方向の端部に当接することで、用紙
Ｓの左右方向の位置を規制するようになっている。規制部５１０は、上下方向に延びる第
１部分５１１と、第１部分５１１の下端から前斜め下方へ延びる第２部分５１２とを有し
ている。
【００４８】
　一対のガイド壁５２０は、規制部５１０の短手方向における両端部から左右方向内側に
突出する壁である。後側のガイド壁５２０は、規制部５１０の上端部から下端部にわたっ
て設けられている。そして、前側のガイド壁５２０は、規制部５１０の上端部より下側の
位置から規制部５１０の下端部にわたって設けられている。つまり、規制部５１０は、前
側のガイド壁５２０よりも上方に突出しており、前端面が第２外カバー２００の後端部と
対向している（図４参照）。
【００４９】
　ガイド突起５３０は、前側のガイド壁５２０の上端部から後側へ突出する突起である。
ガイド突起５３０は、下方に向かうにつれて後側に向かうように延び、第１供給口２４に
挿入された用紙Ｓを案内する案内面５３１を有している。このガイド突起５３０は、一対
のサイドガイド５００の両方に設けられていてもよいし、一方のみに設けられていてもよ
い。
【００５０】
　サイドガイド５００は、上端部において、前側のガイド壁５２０から前方へ突出する被
ガイド部５４０を有している（図５では右側のみ図示）。支持壁２６は、上下方向におけ
る被ガイド部５４０に対応する位置に、左右方向へ延びるガイド孔２６Ａを有している。
そして、被ガイド部５４０は、ガイド孔２６Ａを通って支持壁２６の前側に設けられたラ
ックギヤ５５０の左右方向外側の端部に固定されている。なお、ラックギヤ５５０の左右
方向外側の端部は、ガイド孔２６Ａと係合している。
【００５１】
　図６に示すように、支持壁２６の前側には、一対のラックギヤ５５０とピニオンギヤ５
６０が設けられている。一対のラックギヤ５５０は、左右方向に長く延び、互いに対向す
る部分に、ギヤ歯が形成されている。ピニオンギヤ５６０は、一対のラックギヤ５５０の
間で支持壁２６に回転可能に支持され、各ラックギヤ５５０のギヤ歯と噛み合っている。
【００５２】
　このように構成されることにより、一対のサイドガイド５００は、一方のサイドガイド
５００を左右方向に移動させると、他方のサイドガイド５００が連動して左右方向に移動
するようになっている。そして、一対のサイドガイド５００は、第１供給口２４に挿入さ
れた用紙Ｓを左右方向から挟むことで、規制部５１０が用紙Ｓの左右方向の端部と当接し
、用紙Ｓの左右方向の位置を規制するようになっている。また、一対のサイドガイド５０
０は、一対のガイド壁５２０により、用紙Ｓを給紙機構３２へ案内するようになっている
。
【００５３】
　図４に示すように、給紙機構３２は、載置部３１上の用紙Ｓを画像形成部４へ向けて送
り出す機構である。給紙機構３２は、ピックアップローラ３２Ａと、分離ローラ３２Ｂと
、分離パッド３２Ｃと、搬送ローラ３２Ｄとを備えている。
【００５４】
　ピックアップローラ３２Ａは、載置部３１上の用紙Ｓに接触するように設けられ、回転
することで、用紙Ｓを前斜め下方に向けて送り出すように構成されている。
　分離ローラ３２Ｂは、ピックアップローラ３２Ａに対して用紙Ｓの搬送方向下流側に配
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置されている。分離ローラ３２Ｂは、分離パッド３２Ｃと対向するように設けられ、ピッ
クアップローラ３２Ａから送られてきた用紙Ｓを分離パッド３２Ｃとの間で挟むことで、
用紙Ｓを１枚ずつ前方へ搬送するように構成されている。
【００５５】
　搬送ローラ３２Ｄは、分離ローラ３２Ｂに対して用紙Ｓの搬送方向下流側に配置されて
いる。搬送ローラ３２Ｄは、分離ローラ３２Ｂから送られてきた用紙Ｓを前方へ搬送する
ように構成されている。
【００５６】
　給紙経路３３は、第１供給口２４から供給された用紙Ｓを画像形成部４へ搬送するため
の経路である。給紙経路３３は、用紙Ｓに接触することで、当該用紙Ｓを前側かつ下方に
案内したのちに、後側かつ上方に配置された画像形成部４（感光ドラム４１と転写ローラ
４４の間）に向けて搬送するように形成されたＵターンガイド３３Ａを有している。
【００５７】
　なお、第２供給口２５は、搬送ローラ３２Ｄよりも用紙Ｓの搬送経路下流側でＵターン
ガイド３３Ａに連通し、給紙経路３３に合流している。これにより、第２供給口２５に挿
入された用紙Ｓが、搬送ローラ３２Ｄよりも用紙Ｓの搬送方向下流側へ供給されるように
なっている。
【００５８】
　レジストローラ３４は、給紙経路３３内の用紙Ｓを、所定のタイミングで画像形成部４
に送り出すように構成されている。
【００５９】
　画像形成部４は、給紙機構３２の上方に設けられ、筐体２内の上下方向における中央部
に配置されている。画像形成部４は、感光ドラム４１と、帯電器４２と、露光部材４３と
、転写ローラ４４と、現像ローラ４５と、トナー収容部４６とを主に備えている。
【００６０】
　転写ローラ４４は、感光ドラム４１に対して後斜め下方に配置され、感光ドラム４１と
の間で用紙Ｓを挟むように設けられている。これにより、画像形成部４では、レジストロ
ーラ３４から送られてきた用紙Ｓを後斜め上方へ向けて搬送するようになっている。
【００６１】
　画像形成部４では、回転する感光ドラム４１の表面が帯電器４２により一様に帯電され
た後、露光部材４３によって露光される。これにより、露光された部分の電位が下がって
、感光ドラム４１の表面に画像データに基づく静電潜像が形成される。
【００６２】
　次いで、トナー収容部４６に収容されたトナーが現像ローラ４５によって感光ドラム４
１の静電潜像に供給され、感光ドラム４１の表面上にトナー像が形成される。その後、感
光ドラム４１と転写ローラ４４の間で用紙Ｓが挟まれることで、感光ドラム４１の表面に
担持されているトナー像が用紙Ｓに転写される。
【００６３】
　定着器５は、画像形成部４の上方に設けられ、筐体２内の上部に設けられている。定着
器５は、主に、加熱ローラ５１および加圧ローラ５２を備えている。
【００６４】
　加熱ローラ５１は、用紙Ｓを加熱する部材であり、その内側には、ハロゲンランプ等の
熱源５３が設けられている。
　加圧ローラ５２は、加熱ローラ５１との間で用紙Ｓを挟持して搬送する部材であり、加
熱ローラ５１の後側に配置されている。
【００６５】
　そして、このように構成される定着器５では、用紙Ｓ上に転写されたトナー像を、用紙
Ｓが加熱ローラ５１と加圧ローラ５２との間を通過する間に熱定着している。なお、定着
器５で熱定着された用紙Ｓは、定着器５の下流側に配置される排紙部６へ搬送される。
【００６６】
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　排紙部６は、定着器５の上方に設けられ、主に、第１排出ローラ６１と、第２排出ロー
ラ６２と、切替部材６３とを備えている。
【００６７】
　第１排出ローラ６１は、筐体２の上部、より詳細には、定着器５の前斜め上方に設けら
れ、用紙Ｓを筐体２外へ排出するように構成されている。具体的に、第１排出ローラ６１
は、筐体２の上部に形成された前方に向けて開口する第１排出口２７の近傍に配置されて
いる。
【００６８】
　第１排出ローラ６１は、上ローラ６１Ａと、上ローラ６１Ａの前斜め下方に配置され、
上ローラ６１Ａとの間で用紙Ｓを挟む下ローラ６１Ｂとを有している。上ローラ６１Ａお
よび下ローラ６１Ｂは、左右方向に延びる回転軸を中心に回転可能に設けられ、用紙Ｓを
第１排出口２７から前方へ排出するようになっている。なお、筐体２は、第１排出口２７
の前方に、第１排出口２７から排出される用紙Ｓが載置される排紙トレイ２８を有してい
る。
【００６９】
　上ローラ６１Ａは、第１排出ローラ６１の上方に配置され筐体２を構成する支持フレー
ム４００に回転可能に支持されている。支持フレーム４００は、図３に示すように、一対
の側壁２１に架け渡すように設けられている。支持フレーム４００は、図４に示すように
、上ローラ６１Ａの軸受６４を支持する樹脂製の第１支持フレーム４１０と、第１支持フ
レーム４１０の上側に配置され、第１支持フレーム４１０を補強する金属製の第２支持フ
レーム４２０とから構成されている。このように構成されることにより、上ローラ６１Ａ
が下ローラ６１Ｂから力を受けたときに、第１支持フレーム４１０が歪むのを抑えること
が可能である。
【００７０】
　第２排出ローラ６２は、筐体２の上部、より詳細には、定着器５の上方に設けられ、用
紙Ｓを筐体２外へ排出するように構成されている。具体的に、第２排出ローラ６２は、筐
体２の上部に形成された上方に向けて開口する第２排出口２９よりも筐体２の内側に配置
されている。
【００７１】
　第２排出ローラ６２は、第１ローラ６２Ａと、第１ローラ６２Ａの前斜め上方に配置さ
れ、第１ローラ６２Ａとの間で用紙Ｓを挟む第２ローラ６２Ｂとを有している。この第１
ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂは、第１ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂの接点におけ
る第１ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂの接線Ｌが、上下方向に対して後方に傾くように
配置されている。そして、第１ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂは、左右方向に延びる回
転軸を中心に回転可能となっている。
【００７２】
　第２排出ローラ６２は、第１排出ローラ６１の軸方向および上下方向に直交する直交方
向、すなわち、前後方向から見て、第１排出ローラ６１と一部が重なる位置に配置されて
いる。
【００７３】
　また、本実施形態において、第２ローラ６２Ｂは、内カバー３００に回転可能に支持さ
れている。これにより、内カバー３００を開くことで、第１ローラ６２Ａと第２ローラ６
２Ｂの間で詰まった用紙Ｓを取り出しやすくなっている。
【００７４】
　切替部材６３は、筐体２に対して揺動可能に設けられ、揺動することで、定着器５を通
過した用紙Ｓを第１排出ローラ６１に向けて案内する第１位置（実線参照）と、定着器５
を通過した用紙Ｓを第２排出ローラ６２へ向けて案内する第２位置（二点鎖線参照）とに
切替可能に構成されている。この切替部材６３は、内カバー３００に取り付けられている
。なお、切替部材６３の詳細な構成は後述する。
【００７５】
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　第１外カバー１００は、第１閉位置（二点鎖線参照）にある状態で、第１排出ローラ６
１および排紙トレイ２８の上方に配置され、排紙トレイ２８を覆っている。そして、第１
外カバー１００は、第１開位置（実線参照）にある状態で、第１排出ローラ６１および排
紙トレイ２８を露出させるようになっている。また、第１排出ローラ６１は、第１開位置
にある状態で、上下方向に対して前側に傾いた状態になっており、排紙トレイ２８の前端
部から前方へ連続して延びている。これにより、第１排出ローラ６１によって排出された
用紙Ｓを排紙トレイ２８と第１開位置にある第１外カバー１００とで支持するようになっ
ている。
【００７６】
　第２外カバー２００は、第２閉位置（実線参照）にある状態で、第２排出ローラ６２お
よび第２排出口２９の上方を覆うように配置されている。そして、第２外カバー２００は
、第２開位置（二点鎖線参照）にある状態で、第２排出ローラ６２および第２排出口２９
を露出させるようになっている。また、第２外カバー２００は、第２開位置にある状態で
、上下方向に対して前側に傾いた状態となっている。つまり、第２排出ローラ６２の第１
ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂの接点における第１ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂの
接線Ｌが、第２開位置にある第２外カバー２００と交差している。
【００７７】
　このように構成されることにより、第２外カバー２００は、第２開位置にある状態で、
第２排出ローラ６２によって排出された用紙Ｓを前方へ案内するようになっている。
【００７８】
　なお、第２外カバー２００は、第２開位置にある状態で、全体が、筐体２の後側の側面
２２Ａよりも前側に位置している。これにより、例えば、レーザプリンタ１の後方に壁が
あっても、第２外カバー２００を開いたときに、第２外カバー２００が壁に当たらないの
で、レーザプリンタ１の後壁２２を壁につけて設置することが可能となっている。
【００７９】
　内カバー３００は、第３閉位置にある状態で、定着器５および支持フレーム４００の上
に配置され、定着器５および支持フレーム４００を覆っている。内カバー３００は、第３
閉位置にある状態で、前端部３０１が、上下方向から見て、支持フレーム４００の前端部
４０１と同じ位置に設けられている。
【００８０】
　そして、内カバー３００は、図３に示すように、第３開位置にある状態で、定着器５お
よび支持フレーム４００を露出させるようになっている。
【００８１】
　図４に戻り、第１閉位置に配置されている第１外カバー１００の前後方向の長さは、第
２閉位置に配置されている第２外カバー２００の前後方向の長さよりも長くなっている。
このように、排出された用紙Ｓを支持する第１外カバー１００を大きく形成することで、
用紙Ｓの積載性を向上させることができる。
【００８２】
　また、第１閉位置にある第１外カバー１００と第２閉位置にある第２外カバー２００と
の境界Ｂは、上下方向から見て、内カバー３００と重なっている。これにより、第１外カ
バー１００と第２外カバー２００との境界Ｂから侵入した異物を内カバー３００で受け止
めることができるので、筐体２内に異物が侵入するのを抑制することが可能となっている
。
【００８３】
　次に、第２外カバー２００および内カバー３００の詳細な構成について説明する。
　図７に示すように、内カバー３００は、左右方向に長い板状の本体部３１０と、本体部
３１０の左右両端部に設けられる第２脚部３２０と、各第２脚部３２０から左右方向外側
に突出する第２軸部３３０と、各第２脚部３２０から突出する第２係合部３４０と、各第
２脚部３２０の左右方向内側に配置される当接突起３５０とを有している。
【００８４】
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　本体部３１０は、第３閉位置にある状態で、筐体２の外側、つまり、上側を向くおもて
面３１０Ａと、筐体２の内側、つまり、下側を向く裏面３１０Ｂ（図８参照）とを有して
いる。そして、本体部３１０は、挿入孔３１１と開口部３１２が形成されている。
【００８５】
　挿入孔３１１は、上下方向に貫通した孔であり、本体部３１０の左右方向両端部に形成
されている。
　開口部３１２は、上下方向に貫通した孔であり、左右方向において、２つの挿入孔３１
１の内側の位置で左右に並んで２つ形成されている。
【００８６】
　第２脚部３２０は、本体部３１０の短手方向における一端部、具体的には、内カバー３
００が第３閉位置にあるときの内カバー３００の後端部から本体部３１０の短手方向外側
へ突出している。第２脚部３２０は、左右方向内側の面に、支持穴３２１と、被係合部の
一例としての被係合溝３２２とを有している。
【００８７】
　支持穴３２１は、第２脚部３２０の左右方向内側の面から左右方向外側へ凹む穴であり
、円形状に形成されている。
　被係合溝３２２は、支持穴３２１よりも本体部３１０に近い位置に配置されている。被
係合溝３２２は、第２脚部３２０の左右方向内側の面から左右方向外側へ凹むように形成
されている。
【００８８】
　第２軸部３３０は、周方向の一部が開口した円筒形状に形成されている。第２軸部３３
０は、円筒面である内周面の中心が、支持穴３２１の中心と同一直線上に配置されるよう
に設けられている。第２軸部３３０は、筐体２に軸支されている。これにより、内カバー
３００は、筐体２に対して第２軸部３３０の中心を通る第３回動軸Ａ３を中心に回動可能
となっている。
【００８９】
　第２係合部３４０は、本体部３１０の短手方向において、第２脚部３２０から本体部３
１０とは反対側に突出する突起である。つまり、第２係合部３４０は、第３回動軸Ａ３か
ら第３回動軸Ａ３の延びる方向と直交する方向に延びている。
【００９０】
　第２係合部３４０は、図１５（ｃ）に示すように、先端部に、内カバー３００が第３開
位置に位置する状態において、前方に向かうにつれて下方へ延びる第１面３４１と、第１
面３４１から前方へ延び、前方に向かうにつれて上方へ延びる第２面３４２と、第２面３
４２から上方へ延びる第３面３４３とを有している。
【００９１】
　図７に示すように、当接突起３５０は、内カバー３００が第３閉位置にある状態で、本
体部３１０から後方へ突出する突起である（図１４（ａ）参照）。そして、内カバー３０
０が第３閉位置にある状態で当接突起３５０の後端を構成する当接壁３５１は、本体部３
１０の短手方向において、支持穴３２１よりも本体部３１０側に配置されている。
【００９２】
　図８に示すように、内カバー３００は、裏面３１０Ｂに、複数の案内リブ３１３と、切
替部材保持部３１４を有している。また、内カバー３００の裏面３１０Ｂ側には、一対の
ロック部材３６０が設けられている。
【００９３】
　一対のロック部材３６０は、内カバー３００が第３閉位置にあるとき、支持フレーム４
００に対してロックして、内カバー３００が開くのを規制するための部材である。
【００９４】
　一対のロック部材３６０は、左右に離れて配置され、それぞれ本体部３１０の短手方向
へ移動可能となるように本体部３１０に支持されている。各ロック部材３６０は、本体部
３１０の短手方向に沿って延びるスライド部３６１と、スライド部３６１から左右方向両
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側へ突出するロック爪３６２とを有している。また、各ロック部材３６０は、図７に示す
ように、スライド部３６１から延びて、本体部３１０の開口部３１２を通しておもて面３
１０Ａから突出するツマミ部３６３を有している。
【００９５】
　ここで、支持フレーム４００は、図９に示すように、左右方向におけるロック爪３６２
に対応する位置に、ストッパ４３０を有している。ストッパ４３０は、支持フレーム４０
０の上面から上方に延び、先端部に前方へ向けて突出する係止爪４３１を有している。
【００９６】
　ロック部材３６０は、図示しない付勢部材により、内カバー３００が第３閉位置にある
状態で、ロック爪３６２が係止爪４３１と係合する方向、つまり、後方へ向けて付勢され
ている。そして、ロック部材３６０は、ツマミ部３６３を前方へ移動させることで、ロッ
ク爪３６２が係止爪４３１から前方へ退避して（破線参照）、内カバー３００のロック状
態を解除することができるようになっている。
【００９７】
　図８に示すように、複数の案内リブ３１３は、左右方向に並んで配置され、第１排出ロ
ーラ６１へ搬送される用紙Ｓを案内するように構成されている。
【００９８】
　切替部材保持部３１４は、複数の案内リブ３１３の左右方向外側、より詳細には、図１
２（ｂ）に示すように、左右方向において、挿入孔３１１と同じ位置に配置されている。
案内リブ３１３は、本体部３１０から突出する基部３１４Ａと、基部３１４Ａから本体部
３１０に沿って挿入孔３１１と対向する位置まで延びる保持部３１４Ｂとを有している。
【００９９】
　切替部材６３は、複数のガイド板６３Ａと、複数のガイド板６３Ａを繋ぐ連結部材６３
Ｂと、連結部材６３Ｂから左右方向外側に突出し、保持部３１４Ｂに軸支される軸６３Ｃ
と、軸６３Ｃから内カバー３００の本体部３１０へ向けて延びるとともに左右方向外側へ
突出する被作用部６３Ｄとを有している。
【０１００】
　複数のガイド板６３Ａは、用紙Ｓに当接して用紙Ｓを案内するように構成されており、
図３に示すように、左右方向に並んで設けられている。そして、図１２（ｂ）に示すよう
に、被作用部６３Ｄは、内カバー３００の挿入孔３１１と対向する位置に配置されている
。なお、切替部材６３は、図示しない付勢手段により、第２位置に向けて付勢されている
。
【０１０１】
　図１０に示すように、第２外カバー２００は、左右方向に長い板状のカバー本体２１０
と、カバー本体２１０の左右両端部に設けられる第１脚部２２０と、係合部の一例として
のフック２３０と、延部２４０とを有している。
【０１０２】
　カバー本体２１０は、第２外カバー２００が第２閉位置にある状態で、装置の上面を構
成するおもて面２１０Ａと、筐体２の内側を向く裏面２１０Ｂ（図１１参照）とを有して
いる。また、カバー本体２１０は、カバー本体２１０短手方向の一端部に、前述した手掛
部２１１が設けられている。そして、カバー本体２１０は、カバー本体２１０の短手方向
の他端部のおもて面２１０Ａ側に、傾斜面２１２を有している。
【０１０３】
　傾斜面２１２は、図４に示すように、第２外カバー２００が第２閉位置にある状態で、
第２外カバー２００の前後方向後側の端部、すなわち、後端部に設けられ、上方に向かう
につれて前側へ向かうように傾斜している。そして、第２外カバー２００が第２閉位置に
ある状態で、傾斜面２１２の後端部は、上下方向から見て、サイドガイド５００の案内面
５３１と重なるように配置されている。なお、傾斜面２１２の左右方向の長さは、第１供
給口２４の左右方向の長さと略等しくなっている（図１参照）。
【０１０４】
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　このように傾斜面２１２を設けることにより、用紙Ｓを第１供給口２４に挿入するとき
に、用紙Ｓが傾斜面２１２によって案内されるので、用紙Ｓの第１供給口２４への挿入が
しやすくなっている。そして、傾斜面２１２に案内された用紙Ｓは、傾斜面２１２の下に
配置された案内面５３１に案内されるので、より用紙Ｓが第１供給口２４に挿入しやすく
なっている。
【０１０５】
　また、仮に第２外カバー２００に傾斜面２１２が設けられていなければ、第１供給口２
４に用紙Ｓが挿入されている状態で第２外カバー２００を開いたとき、第２外カバー２０
０の後端部の角が用紙Ｓに当接する可能性がある。本実施形態では、第２外カバー２００
の後端部に傾斜面２１２が設けられているので、第２外カバー２００を開いたときに、第
１供給口２４に挿入されている用紙Ｓに第２外カバー２００が当たるのを抑えることが可
能となっている。また、第２外カバー２００と第１供給口２４に挿入されている用紙Ｓが
干渉しないので、第２外カバー２００と第１供給口２４を近づけて配置することができ、
装置の薄型化が可能となっている。
【０１０６】
　図１０に示すように、第１脚部２２０は、傾斜面２１２の左右方向両側に設けられてい
る。第１脚部２２０は、図１１に示すように、カバー本体２１０の裏面２１０Ｂから突出
するように設けられている。左側の第１脚部２２０は、左右方向外側の面に、左右方向外
側へ突出する第１軸部２５０を有している。
【０１０７】
　一方、図１０に示すように、右側の第１脚部２２０には第１軸部が設けられておらず、
延部２４０に第１軸部２６０が設けられている。延部２４０は、右側の第１脚部２２０の
左右方向外側において、裏面２１０Ｂから突出するように延びている。第１軸部２６０は
、延部２４０の左右方向外側の面から突出している。この第１軸部２６０は、中心が、左
右方向から見て、左側の第１脚部２２０に設けられた第１軸部２５０の中心と一致するよ
うに形成されている。
【０１０８】
　そして、第１軸部２５０，２６０は、内カバー３００の支持穴３２１（図７および図８
参照）に係合し、内カバー３００に第１軸部２５０，２６０の中心を通る第２回動軸Ａ２
を中心に回動可能に支持されている。つまり、第２外カバー２００は、内カバー３００に
軸支されている。また、図１４（ａ）に示すように、第２外カバー２００の第２回動軸Ａ
２と内カバー３００の第３回動軸Ａ３は重なっており、第２外カバー２００と内カバー３
００は、同一軸線を中心に回動可能となっている。
【０１０９】
　図１０に示すように、各第１脚部２２０は、カバー本体２１０の短手方向においてカバ
ー本体２１０とは反対側へ突出する第１係合部２２１を有している。この第１係合部２２
１は、第２外カバー２００の回動中心である第２回動軸Ａ２から第２回動軸Ａ２が延びる
方向と直交する方向に延びている。
【０１１０】
　第１係合部２２１は、図１４（ｂ）に示すように、左右方向において内カバー３００の
当接壁３５１と同じ位置に配置されている。つまり、当接壁３５１は、第２外カバー２０
０が第２閉位置にあり、内カバー３００が第３閉位置にある状態で、第１脚部２２０の前
側に位置し、第１係合部２２１の回転軌跡上に配置されている。これにより、当接壁３５
１は、内カバー３００が第３閉位置にある状態で第２外カバー２００を開くとき、第１係
合部２２１が当接することで、第２外カバー２００の開く方向の位置を規制するようにな
っている。そして、当接壁３５１は、内カバー３００を開くとき、第１係合部２２１から
退避するように配置されている（図１５（ｂ）参照）。
【０１１１】
　図１２（ｂ）に示すように、第２外カバー２００が第２開位置にある状態において、上
下方向に延びて前方を向く第１面２２１Ａと、第１面２２１Ａから後方に延び、後方に向
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かうにつれて下方に延びる第２面２２１Ｂと、第２面２２１Ｂから後方に延び、後方に向
かうにつれて上方に延びる第３面２２１Ｃとを有している。
【０１１２】
　図１１に示すように、フック２３０は、カバー本体２１０の左右方向両端部に設けられ
ている。フック２３０は、カバー本体２１０の裏面２１０Ｂから突出するアーム部２３１
と、アーム部２３１の先端から左右方向外側に突出する爪部２３２とを有している。この
フック２３０は、図１２（ａ）に示すように、第２外カバー２００が内カバー３００と重
なった状態で、爪部２３２が内カバー３００の被係合溝３２２と係合可能な位置に設けら
れている。
【０１１３】
　図１１に示すように、第２外カバー２００は、裏面２１０Ｂから突出する左右一対の作
用部２１３を有している。
【０１１４】
　作用部２１３は、図１２（ａ）に示すように、第２外カバー２００が内カバー３００に
重なった状態で挿入孔３１１に対応する位置に設けられている。そして、作用部２１３は
、第２外カバー２００が第２閉位置にある状態で、挿入孔３１１に入って被作用部６３Ｄ
に作用することで、切替部材６３を第１位置にし、図１２（ｂ）に示すように、第２開位
置にある状態で、被作用部６３Ｄから離間して切替部材６３を第２位置にするようになっ
ている。具体的に、第２外カバー２００を第２開位置から第２閉位置へ移動させると、作
用部２１３が被作用部６３Ｄを下方へ押すことで切替部材６３が第１位置から第２位置へ
向けて回動するようになっている。
【０１１５】
　次に、第２外カバー２００と内カバー３００を開いた状態で保持するための構成につい
て説明する。
【０１１６】
　図３に示すように、筐体２は、右側の側壁２１に、カバー保持部材７を備えている。図
１３（ｃ）に示すように、カバー保持部材７は、板バネ６００と、板バネ６００を支持す
るホルダ７００とから構成されている。
【０１１７】
　図１３（ａ）に示すように、板バネ６００は、上部が二又に分かれた形状を有し、第１
アーム６１０と、第１アーム６１０の左側に配置された第２アーム６２０と、第１アーム
６１０と第２アーム６２０をつなぐ連結部６３０とを有している。つまり、第１アーム６
１０と第２アーム６２０は、一体に形成されている。このように、第１アーム６１０と第
２アーム６２０を一つの部品とすることで、装置の小型化と部品点数の削減が可能となっ
ている。
【０１１８】
　第１アーム６１０は、前方へ向かうにつれて上方に向かうように延び、先端部に、下方
へ向けて屈曲する第１屈曲部６１１を有している。
　第２アーム６２０は、前方へ向かうにつれて上方に向かうように延び、先端部に、下方
へ向けて屈曲する第２屈曲部６２１を有している。
【０１１９】
　第２アーム６２０は、第１アーム６１０よりも低い位置に配置されている。そして、第
１アーム６１０よりも第２アーム６２０の方が長くなっている。より詳細には、第１アー
ム６１０の連結部６３０から第１屈曲部６１１までの長さよりも、第２アーム６２０の連
結部６３０から第２屈曲部６２１までの長さの方が長くなっている（図１５（ａ）も参照
）。
【０１２０】
　このように第１アーム６１０と第２アーム６２０の長さを変えることで、第２アーム６
２０の付勢力を小さくすることが可能となっている。そして、第１アーム６１０と第２ア
ーム６２０の長さが異なっていても、第１アーム６１０と第２アーム６２０が配置される
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高さが異なっているので、第１アーム６１０と連結部６３０の境界と、第２アーム６２０
と連結部６３０の境界の高さを変えることで、第１アーム６１０と第２アーム６２０の長
さを変えることができる。これにより、矩形に近い金属板を曲げ加工することで板バネ６
００を得ることが可能となっている。また、曲げ加工する前の素材が矩形に近い形である
ため、板取りが効率的になる。
【０１２１】
　連結部６３０は、前後方向に直交する平板状に形成されている。そして、連結部６３０
は、第１アーム６１０の後端部と第２アーム６２０の後端部を繋ぐように略Ｌ字形状に形
成されている。連結部６３０は、左右一対の孔６３１と、一対の孔６３１の下に形成され
た第１位置決め部６３２と第２位置決め部６３３とを有している。
【０１２２】
　第１位置決め部６３２は、連結部６３０の厚み方向に貫通した開口である。そして、第
１位置決め部６３２は、開口の上下の縁から上下方向内側に突出する第１位置決め突起６
３４と、開口の左右の縁から左右方向内側の延びる第１バネ部６３５とを有している。
【０１２３】
　第２位置決め部６３３は、第１位置決め部６３２の左側に設けられている。第２位置決
め部６３３は、連結部６３０の厚み方向に貫通した開口である。そして、第２位置決め部
６３３は、開口の左右の縁から左右方向内側に突出する第２位置決め突起６３６と、開口
の上下の縁から上下方向内側に延びる第２バネ部６３７とを有している。
【０１２４】
　図１３（ｂ），（ｃ）に示すように、ホルダ７００は、板バネ６００の連結部６３０の
前側に配置される支持壁７１０と、支持壁７１０の右端部から前方へ突出し第１アーム６
１０の下に配置される第１アーム支持部７２０と、支持壁７１０の左端部から前方へ突出
する第２アーム支持部７３０とを有している。
【０１２５】
　第２アーム支持部７３０は、後方および上方に開口した凹部７３１を有している。そし
て、第２アーム６２０は、凹部７３１の内側に配置されている。
【０１２６】
　第２アーム支持部７３０は、第２アーム６２０の前側に配置される前後方向に直交する
規制壁７３２を有している。
【０１２７】
　支持壁７１０は、板バネ６００の一対の孔６３１に対応する位置に設けられる一対の孔
７１１と、一対の孔７１１の下方に配置され、後方へ突出する左右一対のボス７１２とを
有している。
【０１２８】
　右側のボス７１２は、板バネ６００の第１位置決め部６３２が係合している。具体的に
、ボス７１２に一対の第１位置決め突起６３４が当接している。これにより、板バネ６０
０のホルダ７００に対する上下方向の位置が決められている。また、一対の第１バネ部６
３５が右側のボス７１２を左右方向から挟んでいる。
【０１２９】
　左側のボス７１２には、板バネ６００の第２位置決め部６３３が係合している。具体的
に、ボス７１２に一対の第２位置決め突起６３６が当接している。これにより、板バネ６
００のホルダ７００に対する左右方向の位置が決められている。また、一対の第２バネ部
６３７が左側のボス７１２を上下方向から挟んでいる。
【０１３０】
　そして、板バネ６００とホルダ７００は、板バネ６００の孔６３１とホルダ７００の孔
７１１に通された図示しないネジを筐体２にねじ込むことで、筐体２に固定されている。
【０１３１】
　図１４（ａ）に示すように、板バネ６００の第１アーム６１０は、第２外カバー２００
の第１脚部２２０の下方に配置され、先端部が内カバー３００の当接壁３５１と対向して
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いる。第１アーム６１０は、図１４（ｂ）に示すように、第２外カバー２００が第２開位
置にある状態で第１係合部２２１を当接壁３５１との間で挟むとともに、当接壁３５１に
向けて付勢することで、第２外カバー２００を開いた状態で保持するようになっている。
【０１３２】
　そして、図１５（ａ）に示すように、板バネ６００の第２アーム６２０は、内カバー３
００の第２脚部３２０の下方に配置されている。第２アーム６２０は、図１５（ｃ）に示
すように、内カバー３００が第３開位置にある状態で第２係合部３４０を規制壁７３２と
の間で挟むとともに、規制壁７３２に向けて付勢することで、内カバー３００を開いた状
態で保持するようになっている。
【０１３３】
　そして、図１５（ｂ），（ｃ）に示すように、第２係合部３４０の第３回動軸Ａ３から
第２アーム６２０が係合する部分（第１面３４１と第２面３４２の角部）までの長さは、
第１係合部２２１の第２回動軸Ａ２から第１アーム６１０が係合する部分（第２面２２１
Ｂと第３面２２１Ｃの角部）までの長さよりも長くなっている。これにより、第１アーム
６１０と第２アーム６２０の配置される高さが異なっていても、第１アーム６１０を第１
係合部２２１に係合させ、第２アーム６２０を第２係合部３４０に係合させることが可能
となっている。
【０１３４】
　次に、第２外カバー２００と内カバー３００の開閉動作について説明する。
　図１４（ｂ）に示すように、第２外カバー２００を第２閉位置から第２開位置へ向けて
持ち上げると、フック２３０が被係合溝３２２から外れて、第２外カバー２００のみが回
動する。
【０１３５】
　そして、第２外カバー２００が第２開位置まで回動する直前に、第１係合部２２１が第
１アーム６１０に接触しながら第１屈曲部６１１を乗り越える。そして、第２外カバー２
００が第２開位置に位置すると、第１係合部２２１の第１面２２１Ａが内カバー３００の
当接壁３５１に当接し、第２外カバー２００の回動が規制される。そしてこのとき、第１
アーム６１０の第１屈曲部６１１が第１係合部２２１の第３面２２１Ｃに接触し、第１ア
ーム６１０が第１係合部２２１を当接壁３５１へ向けて前方へ付勢するので、第２外カバ
ー２００が第２開位置で保持される。
【０１３６】
　第２外カバー２００を開いた後、内カバー３００を第３閉位置から第３開位置へ向けて
所定角度回動させると、図１５（ｂ）に示すように、第２開位置にある第２外カバー２０
０と内カバー３００が重なる。このとき、第２外カバー２００のフック２３０が内カバー
３００の被係合溝３２２に係合する。これにより、第２外カバー２００と内カバー３００
が一体に回動可能となる。
【０１３７】
　そして、内カバー３００が第３閉位置から第３開位置へ向けて回動することで、当接壁
３５１が第１係合部２２１から退避する。これにより、第２外カバー２００が回動可能と
なる。
【０１３８】
　内カバー３００をさらに開くと、第３開位置に位置する直前で、第２係合部３４０が第
２アーム６２０に接触しながら第２アーム６２０の第２屈曲部６２１を乗り越える。そし
て、図１５（ｃ）に示すように、第２係合部３４０の第３面３４３が規制壁７３２に当接
することで、内カバー３００の開く方向の位置が規制される。つまり、内カバー３００の
回動が第３開位置に規制される。そしてこのとき、第２アーム６２０が第２係合部３４０
の第１面３４１に接触し、第２係合部３４０を規制壁７３２へ向けて前方へ付勢するので
、内カバー３００が第３開位置で保持される。
【０１３９】
　一方、図１６に示すように、第１係合部２２１は、内カバー３００の回動に伴って第１
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アーム６１０から離れるように回動するので、内カバー３００が第３開位置にある状態で
、第１アーム６１０から付勢力を受けていない。このように、第１係合部２２１が第１ア
ーム６１０から付勢力を受けておらず、また、前述したように、第２アーム６２０が第２
係合部３４０を付勢する力が小さくなっているので、内カバー３００を軽い力で開閉する
ことができる。
【０１４０】
　図１７に示すように、内カバー３００が第３開位置に位置するとき、第２外カバー２０
０の後側にサイドガイド５００の規制部５１０が対向する。これにより、第２外カバー２
００と内カバー３００が後方へ倒れようとしたときに、サイドガイド５００が第２外カバ
ー２００と内カバー３００に当接することで、第２外カバー２００と内カバー３００の開
く方向への位置を規制することができる。
【０１４１】
　以上のように構成されたレーザプリンタ１の動作について説明する。
　図４に示すように、第１供給口２４から用紙Ｓを挿入して印字を行うとき、第２外カバ
ー２００は閉じたまま、第１外カバー１００を第１開位置に開く。このとき、図１２（ａ
）に示すように、第２外カバー２００の作用部２１３が切替部材６３の被作用部６３Ｄに
作用しているので、切替部材６３が第１位置に保持される。これにより、図４に示すよう
に、画像形成部４で画像が形成された用紙Ｓは、切替部材６３によって第１排出ローラ６
１へ案内され、第１排出ローラ６１から筐体２外へ排出される。第１排出ローラ６１から
排出された用紙Ｓは、排紙トレイ２８と第１開位置にある第１外カバー１００に支持され
る。
【０１４２】
　厚紙などのコシが強い用紙Ｓに印字を行う場合は、用紙Ｓを第２供給口２５から挿入す
る。このとき、第２外カバー２００を第２開位置に開く。このとき、図１２（ｂ）に示す
ように、第２外カバー２００の作用部２１３が切替部材６３の被作用部６３Ｄから退避す
るので、切替部材６３が自動的に第２位置に切り替わる。これにより、図４に示すように
、画像形成部４で画像が形成された用紙Ｓは、切替部材６３によって第２排出ローラ６２
へ案内され、第２排出ローラ６２から筐体２外へ排出される。
【０１４３】
　このとき、第２排出ローラ６２の第１ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂの接点における
第１ローラ６２Ａと第２ローラ６２Ｂの接線Ｌが、上下方向に対して後方に傾くように配
置されているため、第２排出ローラ６２によって排出された用紙Ｓは、後斜め上方に向け
て進む。そして、第２排出ローラ６２によって排出された用紙Ｓは、第２開位置にある第
２外カバー２００に当接して、前斜め上方に向けて進む。
【０１４４】
　これにより、用紙Ｓを第１排出ローラ６１から排出する場合も第２排出ローラ６２から
排出する場合も、用紙Ｓが前方へ向けて排出されるので、ユーザが排出された用紙Ｓを取
りやすい。
【０１４５】
　また、第２開位置にある第２外カバー２００が第２排出ローラ６２から排出された用紙
Ｓに当接して第２排出ローラ６２の排出方向とは逆方向に用紙Ｓを案内するようになって
いるので、定着器５を通った後第２排出ローラ６２を通ることで用紙Ｓがカールしても、
このカールを矯正することができる。
【０１４６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるもの
ではない。具体的な構成については、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更が可能で
ある。
【０１４７】
　前記実施形態では、第２外カバー２００が第２開位置にある状態で、上下方向に対して
前側に傾いていたが、第２外カバー２００の構成はこれに限定されるものではない。例え
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ば、第２外カバー２００は、第２開位置にある状態で、上下方向に対して後側に傾いてい
てもよい。
【符号の説明】
【０１４８】
　１　　　レーザプリンタ
　２　　　筐体
　５　　　定着器
　２４　　第１供給口
　６１　　第１排出ローラ
　６２　　第２排出ローラ
　６３　　切替部材
　１００　第１外カバー
　２００　第２外カバー
　２１３　作用部
　２３０　フック
　３００　内カバー
　３２２　被係合溝
　４００　支持フレーム
　５００　サイドガイド
　Ｓ　　　用紙

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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