
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
用紙が載架される用紙台と、この用紙台に載架された用紙の紙端を支えるベース部と、上
記用紙台に載架された用紙に上記ベース部よりも上方の動作位置で当接して回転すること
によりその用紙に送り力を付与する紙送りローラとその紙送りローラに連動連結された回
転伝達機構とを備える紙送りローラユニットと、を有し、
上記用紙台が、上記ベース部から斜めに立ち上げられた固定傾斜部と、上記紙送りローラ
ユニットをその上部から覆う倒伏姿勢と上記固定傾斜部の上方へ延び出てその固定傾斜部
に載架された用紙の当該固定傾斜部からの突出部分を支える起立姿勢との間で起倒される
可動部とに分割されていて、上記可動部が定位置に配備された横軸によって起倒可能に支
持され、かつ、上記紙送りローラユニットの回転伝達機構が、上記紙送りローラよりも上
位に配備された入力輪体を備えていると共に、上記紙送りローラの動作位置が上記固定傾
斜部に対向する位置に定められている給紙装置において、
上記横軸によって揺動可能に支持されたアームを上記用紙台の可動部に具備させることに
よってその可動部が起倒可能とされ、上記紙送りローラユニットに具備された軸体によっ
て上記入力輪体が回転自在に支えられ、その軸体が紙送りローラユニットの側方へ延長さ
れて上記横軸の軸線に対する偏心箇所で上記アームに揺動可能に取り付けられることによ
って上記可動部の起倒動作により上記軸体が上記横軸の回りで上下方向に変位するように
なっていて、
上記可動部が起立姿勢から倒伏姿勢に姿勢変更される動作により上記紙送りローラユニッ
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トが下動して上記紙送りローラが上記動作位置から上記ベース部に乗り上がる収納位置に
移動し、当該可動部が倒伏姿勢から起立姿勢に姿勢変更される動作により上記紙送りロー
ラユニットが上動して上記紙送りローラが上記収納位置から上記動作位置に移動するよう
になっており、
モータによって回転駆動される駆動歯車が上記横軸に取り付けられ、上記可動用紙台が起
立姿勢になっているときに、上記駆動歯車に噛み合ってその駆動歯車の回転を上記入力輪
体に伝達するための従動歯車が上記軸体に取り付けられていることを特徴とする給紙装置
。
【請求項２】
用紙が載架される用紙台と、この用紙台に載架された用紙の紙端を支えるベース部と、上
記用紙台に載架された用紙に上記ベース部よりも上方の動作位置で当接して回転すること
によりその用紙に送り力を付与する紙送りローラとその紙送りローラに連動連結された回
転伝達機構とを備える紙送りローラユニットと、を有し、
上記用紙台が、上記ベース部から斜めに立ち上げられた固定傾斜部と、上記紙送りローラ
ユニットをその上部から覆う倒伏姿勢と上記固定傾斜部の上方へ延び出てその固定傾斜部
に載架された用紙の当該固定傾斜部からの突出部分を支える起立姿勢との間で起倒される
可動部とに分割されていて、上記可動部が定位置に配備された横軸によって起倒可能に支
持され、かつ、上記紙送りローラユニットの回転伝達機構が、上記紙送りローラよりも上
位に配備された入力輪体を備えていると共に、上記紙送りローラの動作位置が上記固定傾
斜部に対向する位置に定められている給紙装置において、
上記紙送りローラユニットの上端部が上記用紙台の可動部に揺動可能に取り付けられてい
て、
その可動部が起立姿勢から倒伏姿勢に姿勢変更される動作により上記紙送りローラユニッ
トが下動して上記紙送りローラが上記動作位置からその動作位置よりも下方の収納位置に
移動し、当該可動部が倒伏姿勢から起立姿勢に姿勢変更される動作により上記紙送りロー
ラユニットが上動して上記紙送りローラが上記収納位置から上記動作位置に移動するよう
になっている給紙装置。
【請求項３】
上記紙送りローラの収納位置では、上記ベース部に上記紙送りローラが乗り上がるように
なっている請求項２に記載した給紙装置。
【請求項４】
上記紙送りローラユニットが、上記入力輪体の回転中心と同心位置で上記用紙台の可動部
に揺動可能に取り付けられている請求項２又は請求項３に記載した給紙装置。
【請求項５】
上記横軸によって揺動可能に支持されたアームを上記用紙台の可動部に具備させることに
よってその可動部が起倒可能とされ、上記紙送りローラユニットが上記横軸の軸線に対す
る偏心箇所で上記アームに揺動可能に取り付けられている請求項４に記載した給紙装置。
【請求項６】
上記紙送りローラユニットに具備された軸体によって上記入力輪体が回転自在に支えられ
ていると共に、その軸体が紙送りローラユニットの側方へ延長されて上記アームに取り付
けられていることによって、その紙送りローラユニットが上記アームに揺動可能に取り付
けられ、上記用紙台の可動部の起倒動作と共に上記軸体が上記横軸の回りで上下方向に変
位するようになっている請求項５に記載した給紙装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、印字装置や画像形成装置の紙送り機構として用いられる給紙装置、さらに詳し
くは、用紙台に載架された用紙が紙送りローラの回転によって印字装置の印字領域などへ
送り出されるようになっている給紙装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
図４は従来例による給紙装置の要部を示した概略縦断面図である。この給紙装置は、用紙
Ｓが載架される用紙台１と、この用紙台１に載架された用紙Ｓの紙端Ｓ１を支えるベース
部２と、紙送りローラユニット３とを備えている。用紙台１は、固定傾斜部１１と可動部
１２とに分割されていて、固定傾斜部１１が上記ベース部２から斜めに立ち上げられてい
るのに対し、可動部１２は、ベース部２の側部に配備されている側板部２１に支持されて
定位置に配備された横軸１３を中心として起倒可能である。そして、可動部１２が矢印ａ
のように折り畳まれて同図の実線のように倒伏姿勢になっているときには、その可動部１
２が紙送りローラユニット３をその上部から覆い、可動部１２が矢印ｂのように展開され
て同図の仮想線のように起立姿勢になっているときには、その可動部１２が固定傾斜部１
１の上方へ延び出てその固定傾斜部１１に載架された用紙Ｓの当該固定傾斜部１１からの
突出部分を支えるようになっている。また、紙送りローラユニット３は、縦長のケース３
１に、紙送りローラ３２とその紙送りローラ３２に連動連結された回転伝達機構３３とを
備えていて、回転伝達機構３３が、紙送りローラ３２よりも上位に配備された歯車でなる
入力輪体３４を有する歯車列によって形成されている。そして、入力輪体３４の回転軸と
しての軸体３５が、上記側板部２１により支持されてその外方へ突出していると共に、側
板部２１の外側で、その軸体３５にモータの回転が伝達されて回転する駆動歯車（不図示
）に噛み合って回転する従動歯車３６が取り付けられている。
【０００３】
この構成を備えた給紙装置では、固定傾斜部１１に載架された用紙Ｐの紙端Ｓ１がベース
部２によって支えられる。そして、紙送りローラユニット３の紙送りローラ３２が用紙Ｓ
に当接して回転すると、その回転によって用紙Ｓがベース部２の上を滑って送り出される
。この給紙装置において、給紙時に紙送りローラ３２が用紙Ｓに当接している位置、すな
わち紙送りローラ３２の動作位置は、ベース部２よりも上方の所定位置に定められていて
、その位置に対応して固定傾斜部１１側に摩擦面１４が形成されている。この摩擦面１４
は、固定傾斜部１１に用紙Ｓが積み重ねられている場合に、最も下側の用紙が、紙送りロ
ーラ３２によって送り出される用紙Ｓに追従して送り出されるという用紙の重送を防ぐ役
割を担っている。
【０００４】
上記のように、従来の給紙装置では、紙送りローラ３２の動作位置がベース部２よりも上
方の所定位置に定められていて、しかも、この紙送りローラ３２を有する紙送りローラユ
ニット３の設置高さが、側板部２１によって支持された軸体３５の設置高さによって一定
に定まっている。そのため、可動部１２を折り畳んで紙送りローラユニット３を覆う倒伏
姿勢としたときの可動部１２の高さ位置が紙送りローラユニット３の設置高さによって規
制を受ける。
【０００５】
他の従来例として、画像形成装置の給紙装置において、用紙積層板（上記可動用紙台に相
当する）に、用紙の紙端を支える紙端支持部（上記ベース部に相当する）と給紙ローラ（
上記紙送りローラに相当する）とを取り付けることによって、用紙積層板と紙端支持部と
給紙ローラとをユニット化したものが知られていた（例えば特許文献１参照）。この給紙
装置では、用紙積層板が、用紙を印字部へ搬送するためのフィードローラの回転軸線を中
心にして起倒可能になっていて、用紙積層板を起立させて装置本体の背部に収納すると給
紙ローラも装置本体に収納され、用紙積層板を装置本体の後方へ倒して背部へ突出させる
と給紙ローラも装置本体の側部に突き出て用紙積層板に載架された用紙を送り出すことが
できるようになっている。そして、この構成を採用することによって画像形成装置の小形
化、特に装置本体の前後サイズを短くすることができるとしている。
【０００６】
【特許文献１】
特開平８－２３９１２６号公報
【０００７】

10

20

30

40

50

(3) JP 3773116 B2 2006.5.10



【発明が解決しようとする課題】
図４で説明した従来の給紙装置では、紙送りローラ３２の動作位置がベース部２よりも上
方の所定位置に定められていて、その紙送りローラユニット３の設置高さが一定に定まっ
ているため、記述したように、用紙台１の可動部１２を折り畳んで紙送りローラユニット
３を覆う倒伏姿勢とした場合の当該可動部１２の高さ位置が紙送りローラユニット３の設
置高さによって規制を受けている。そのために、可動部１２を倒伏姿勢にしたときの給紙
装置の全高Ｈ２を低く抑えてその小形化を図ることが、紙送りローラユニット３の取付構
造によって制約されているという問題があった。
【０００８】
一方、特許文献１に記載されている従来例では、用紙積層板に載架した用紙を送り出すた
めの給紙ローラがその用紙積層板と一体にユニット化されているので、用紙積層板を起立
させて装置本体に収納したときの用紙積層板の位置が給紙ローラによって規制されなくな
り、装置本体の前後サイズを短く抑えて装置の小形化を図ることができる。しかしながら
、この特許文献１に記載されている給紙装置では、用紙積層板に載架された用紙の紙端を
支える紙端支持部も、給紙ローラと共に用紙積層板に対して一体化されているので、用紙
積層板を起倒させたときには、給紙ローラと共に用紙の用紙端を支える部材も起倒し、用
紙積層板と給紙ローラと用紙端を支える部材との３者の位置関係が常に一定に保たれる。
【０００９】
これに対し、図４で説明した従来例では、用紙台１が固定傾斜部１１と可動部１２とに分
割されていて、固定傾斜部１１がベース部２から一体に立ち上げられているので、上記特
許文献１に記載されている技術を適用することによって、用紙台１とベース部２と紙送り
ローラユニット３とを一体化するということはできない。
【００１０】
そこで、本願発明者は鋭意調査を重ね、図４で説明した従来の給紙装置のように、用紙台
１が固定傾斜部１１と可動部１２とに分割されていて、固定傾斜部１１がベース部２から
一体に立ち上げられている給紙装置を対象として、倒伏姿勢にしたときの用紙台の可動部
の高さが、紙送りローラユニット３の取付構造によって規制を受けることのないような工
夫を講じることにより、本発明を完成させるに至った。
【００１１】
すなわち、本発明は、固定傾斜部と可動部とに分割された用紙台の上記可動部を倒伏姿勢
にしたときの装置全高を低く抑えて小形化を図ることのできる給紙装置を提供することを
目的とする。
【００１２】
また、本発明は、用紙台の可動部を支える横軸の位置と、紙送りローラユニット３の取付
構造とに工夫を講じるだけで、上記可動部を倒伏姿勢にしたときの装置全高を低く抑えて
小形化を図ることのできる給紙装置を提供することを目的とする。
【００１３】
さらに、本発明は、特に、紙送りローラが、縦長の紙送りローラユニットの下部に具備さ
れている給紙装置の小形化を図ることを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る給紙装置は、用紙が載架される用紙台と、この用紙台に載架された用紙の紙
端を支えるベース部と、上記用紙台に載架された用紙に上記ベース部よりも上方の動作位
置で当接して回転することによりその用紙に送り力を付与する紙送りローラとその紙送り
ローラに連動連結された回転伝達機構とを備える紙送りローラユニットと、を有し、上記
用紙台が、上記ベース部から斜めに立ち上げられた固定傾斜部と、上記紙送りローラユニ
ットをその上部から覆う倒伏姿勢と上記固定傾斜部の上方へ延び出てその固定傾斜部に載
架された用紙の当該固定傾斜部からの突出部分を支える起立姿勢との間で起倒される可動
部とに分割されていて、上記可動部が定位置に配備された横軸によって起倒可能に支持さ
れ、かつ、上記紙送りローラユニットの回転伝達機構が、上記紙送りローラよりも上位に
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配備された入力輪体を備えていると共に、上記紙送りローラの動作位置が上記固定傾斜部
に対向する位置に定められている。
【００１５】
そして、上記紙送りローラユニットの上端部が上記用紙台の可動部に揺動可能に取り付け
られていて、その可動部が起立姿勢から倒伏姿勢に姿勢変更される動作により上記紙送り
ローラユニットが下動して上記紙送りローラが上記動作位置からその動作位置よりも下方
の収納位置に移動し、当該可動部が倒伏姿勢から起立姿勢に姿勢変更される動作により上
記紙送りローラユニットが上動して上記紙送りローラが上記収納位置から上記動作位置に
移動するようになっている。
この構成であれば、用紙台の可動部が起立姿勢からの倒伏動作を行うと、紙送りローラユ
ニットが下動して紙送りローラが動作位置よりも下方の収納位置まで移動するので、可動
部の倒伏動作が、紙送りローラユニット３の取付構造による制約を受けなくなって、可動
部が倒伏姿勢になっているときの装置全高が低くなり、給紙装置がそれだけ小形化される
。また、用紙台の可動部が倒伏姿勢からの起立動作を行うと、紙送りローラユニットが上
動して紙送りローラが収納位置よりも上方の動作位置まで移動するので、可動部を起立姿
勢にした状態では、給紙ローラによる紙送りを正常に行わせることができる。
【００１６】
本発明において、上記紙送りローラの収納位置では、上記ベース部に上記紙送りローラが
乗り上がるようになっていることが望ましい。このように構成されていると、可動部を起
立姿勢から倒伏姿勢に姿勢変更したときの紙送りローラユニットの下降幅を、紙送りロー
ラの動作位置とベース部との間隔よりも大きく確保することが可能になるので、可動部が
倒伏姿勢になっているときの装置全高を容易に低くすることが可能になる。
【００１７】
本発明では、上記紙送りローラユニットが、上記入力輪体の回転中心と同心位置で上記用
紙台の可動部に揺動可能に取り付けられていることが望ましく、その場合には、上記横軸
によって揺動可能に支持されたアームを上記用紙台の可動部に具備させることによってそ
の可動部が起倒可能とされ、上記紙送りローラユニットが上記横軸の軸線に対する偏心箇
所で上記アームに揺動可能に取り付けられている、という構成を採用することが可能であ
る。これによれば、アームを用紙台の可動部と一体に形成することができるため、部品点
数を増やさずに給紙装置の小形化を図ることができる。
【００１８】
本発明では、上記紙送りローラユニットに具備された軸体によって上記入力輪体が回転自
在に支えられていると共に、その軸体が紙送りローラユニットの側方へ延長されて上記ア
ームに取り付けられていることによって、その紙送りローラユニットが上記アームに揺動
可能に取り付けられ、上記用紙台の可動部の起倒動作と共に上記軸体が上記横軸の回りで
上下方向に変位するようになっている、という構成を採用することも可能である。
【００１９】
本発明に係る給紙装置は、次の構成を採用することによっていっそう具体化される。すな
わち、用紙が載架される用紙台と、この用紙台に載架された用紙の紙端を支えるベース部
と、上記用紙台に載架された用紙に上記ベース部よりも上方の動作位置で当接して回転す
ることによりその用紙に送り力を付与する紙送りローラとその紙送りローラに連動連結さ
れた回転伝達機構とを備える紙送りローラユニットと、を有し、上記用紙台が、上記ベー
ス部から斜めに立ち上げられた固定傾斜部と、上記紙送りローラユニットをその上部から
覆う倒伏姿勢と上記固定傾斜部の上方へ延び出てその固定傾斜部に載架された用紙の当該
固定傾斜部からの突出部分を支える起立姿勢との間で起倒される可動部とに分割されてい
て、上記可動部が定位置に配備された横軸によって起倒可能に支持され、かつ、上記紙送
りローラユニットの回転伝達機構が、上記紙送りローラよりも上位に配備された入力輪体
を備えていると共に、上記紙送りローラの動作位置が上記固定傾斜部に対向する位置に定
められている給紙装置において、上記横軸によって揺動可能に支持されたアームを上記用
紙台の可動部に具備させることによってその可動部が起倒可能とされ、上記紙送りローラ
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ユニットに具備された軸体によって上記入力輪体が回転自在に支えられ、その軸体が紙送
りローラユニットの側方へ延長されて上記横軸の軸線に対する偏心箇所で上記アームに揺
動可能に取り付けられることによって上記可動部の起倒動作により上記軸体が上記横軸の
回りで上下方向に変位するようになっていて、上記可動部が起立姿勢から倒伏姿勢に姿勢
変更される動作により上記紙送りローラユニットが下動して上記紙送りローラが上記動作
位置から上記ベース部に乗り上がる収納位置に移動し、当該可動部が倒伏姿勢から起立姿
勢に姿勢変更される動作により上記紙送りローラユニットが上動して上記紙送りローラが
上記収納位置から上記動作位置に移動するようになっており、モータによって回転駆動さ
れる駆動歯車が上記横軸に取り付けられ、上記可動用紙台が起立姿勢になっているときに
、上記駆動歯車に噛み合ってその駆動歯車の回転を上記入力輪体に伝達するための従動歯
車が上記軸体に取り付けられている、という構成を採用することによっていっそう具体化
される。この構成であれば、紙送りローラユニットへの動力の伝達が、横軸に取り付けら
れた駆動歯車と軸体に取り付けられた従動歯車とを介して行われる。この発明による作用
は、次に説明する実施形態を参照してさらに詳述する。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施形態に係る給紙装置において、その用紙台１の可動部１２を倒伏姿勢
にした状態での要部の概略縦断面図、図２は同給紙装置において、その用紙台１の可動部
１２を起立姿勢にした状態での要部の概略断面図、図３は図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う
部分の概略断面図である。
【００２１】
この実施形態の給紙装置が、用紙Ｓが載架される用紙台１と、この用紙台１に載架された
用紙Ｓの紙端Ｓ１を支えるベース部２と、紙送りローラユニット３とを備えている点は、
図４で説明した従来例と同様である。また、用紙台１が固定傾斜部１１と可動部１２とに
分割されている点、固定傾斜部１１がベース部２から斜めに立ち上げられているのに対し
、可動部１２は、ベース部２の側部に配備されている側板部２１に支持されて定位置に配
備された横軸１３を中心として起倒可能である点、可動部１２が図１矢印ａのように折り
畳まれて倒伏姿勢になっているときには、その可動部１２が紙送りローラユニット３をそ
の上部から覆い、可動部１２が図２矢印ｂのように展開されて同図の仮想線のように起立
姿勢になっているときには、その可動部１２が固定傾斜部１１の上方へ延び出てその固定
傾斜部１１に載架された用紙Ｓの当該固定傾斜部１１からの突出部分を支えるようになっ
ている点でも同様である。さらに、紙送りローラユニット３が、縦長のケース３１に、紙
送りローラ３２とその紙送りローラ３２に連動連結された回転伝達機構３３とを内蔵して
いて、回転伝達機構３３が、紙送りローラ３２よりも上位に配備された歯車でなる入力輪
体３４を有する歯車列によって形成されている点でも同様である。
【００２２】
この実施形態では、横軸１３の高さ位置と紙送りローラユニット３の取付構造とが図４の
従来例と異なっている。
【００２３】
すなわち、側板部２１に支持されている横軸１３の設置高さｈ１が、図４の従来例の設置
高さｈ２よりも低くなっている。また、図４のように、その横軸１３によって揺動可能に
支持されたアーム４を上記可動部１２の基部に具備させることによってその可動部１２を
起倒可能としている。このアーム４は、合成樹脂成形体でなる可動部１２に一体成形され
ている。これに対し、紙送りローラユニット３は、その入力輪体３４を支える回転軸とし
ての軸体３５が、図３のように紙送りローラユニット３のケース３１の側方へ延長されて
上記横軸１３の軸線に対する前側の偏心箇所でアーム４に揺動可能に取り付けられている
。すなわち、紙送りローラユニット３が、入力輪体３４の回転中心と同心位置で可動部１
２に揺動可能に取り付けられている。この構成によって、可動部１２の起倒動作を介して
、軸体３５が横軸１３の回りで、その横軸１３の上側と下側との間を上下方向に変位する
。
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【００２４】
このように構成されていると、可動部１２を図２の起立姿勢から図１の倒伏姿勢に姿勢変
更させる動作により、紙送りローラユニット３が下動して紙送りローラ３１が図２の動作
位置からその下方の収納位置に移動する。特に、この実施形態では、紙送りローラ３１の
収納位置として、紙送りローラ３１が図１のようにベース部２に乗り上がる位置、さらに
具体的には、乗り上がって用紙送り方向に移動した位置を選定してある。また、可動部１
２を図１の倒伏姿勢から図２の起立姿勢に姿勢変更させる動作により、紙送りローラユニ
ット３が上動して紙送りローラ３１が図１の収納位置から図２の動作位置に移動する。
【００２５】
この構成であれば、可動部１２の倒伏動作が紙送りローラユニット３の取付構造による制
約を受けなくなって、可動部１２が倒伏姿勢になっているときの装置全高Ｈ１が図４の場
合の装置全高Ｈ２よりも低くなり、給紙装置がそれだけ小形化される。特に、この実施形
態では、紙送りローラ３１の収納位置を、その紙送りローラ３１がベース部２に乗り上が
る位置、さらに具体的には、乗り上がって用紙送り方向に移動した位置に定めてあるので
、可動部１２を起立姿勢から倒伏姿勢に姿勢変更したときの紙送りローラユニット３の下
降幅を、紙送りローラ３１の動作位置とベース部２との垂直間隔よりも大きく確保した場
合でも、紙送りローラ３１がベース部２の上を用紙送り方向に移動して、可動部１２の起
立姿勢から倒伏姿勢への姿勢変更が無理なく行われる。
【００２６】
次に、上記横軸１３には、側板部２１の外側で駆動歯車５が取り付けられている。この駆
動歯車５には図示していないモータの回転が伝達される。これに対し、上記軸体３５には
、側板部２１の外側で従動歯車６が固着されており、可動部１２が図２のように起立姿勢
になっているときには、この従動歯車６が上記駆動歯車５と噛み合うようになっている。
したがって、使用時に可動部１２を図２のように起立させてモータを始動すると、その回
転が駆動歯車５、従動歯車６、入力輪体３４を含む歯車列を経て、紙送りローラ３１に伝
わり、その紙送りローラ３１が動作位置で回転して用紙Ｓがベース部２を滑って送り出さ
れる。
【００２７】
なお、この実施形態では、側板部２１に円弧状のスリット２２を形成し、そのスリット２
２に軸体３５を挿通させることによって、可動部１２の起倒に伴って軸体３５がそのスリ
ット２２を移動するようにしてある。
【００２８】
その他の事項は、図４で説明した従来例と同様であるので、同一部分に同一符号を付して
ある。
【００２９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、用紙台が固定傾斜部と可動部とに分割されていて、固定
傾斜部がベース部から一体に立ち上げられている給紙装置を対象として、可動部を倒伏姿
勢にしたときの装置全高を低く抑えて給紙装置の小形化を達成したものである。そのため
、この種の給紙装置の梱包高さを従来よりも低く抑えることが可能になってそれだけ輸送
コストを削減することが可能になる。それにもかかわらず、使用時には、従来の場合と同
様に、給紙ローラが適正な動作位置で用紙台に載架した用紙に接触するので、円滑な給紙
が行われる。特に、本発明では、給紙装置が縦長の紙送りローラユニットを有しているに
もかかわらず、その紙送りローラユニットの取付構造の影響を受けずに装置全高を低く抑
えることができるという利点を有している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る給紙装置において、用紙台の可動部を倒伏姿勢にした状
態での要部の概略縦断面図である。
【図２】同給紙装置において、用紙台の可動部を起立姿勢にした状態での要部の概略断面
図である。

10

20

30

40

50

(7) JP 3773116 B2 2006.5.10



【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う部分の概略断面図である。
【図４】従来の給紙装置の要部の概略縦断面図である。
【符号の説明】
Ｓ　用紙
Ｓ１　用紙の紙端
１　用紙台
２　ベース部
３　ローラユニット
４　アーム
５　駆動歯車
６　従動歯車
１１　固定傾斜部
１２　可動部
１３　横軸
３１　紙送りローラ
３３　歯車列（回転伝達機構）
３４　入力輪体

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(8) JP 3773116 B2 2006.5.10



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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