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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置の装置本体の側面にヒンジを介して揺動可能に設けられたトレイ本体と、
　前記トレイ本体に対してヒンジを介して揺動可能に設けられ、かつ前記トレイ本体に対
して折り畳み可能に接続された第１トレイと、
　を備えた手差しトレイにおいて、
　前記トレイ本体に、当該トレイ本体にセットされる用紙の両側側面を規制する２つのサ
イドガイドを設け、
　２つの前記サイドガイドが前記トレイ本体の上で両側端部に移動したときに２つの前記
サイドガイドの間に形成される凹部に、前記第１トレイが折り畳まれ、
　前記第１トレイの側部に、ハンドル部を設け、
　前記ハンドル部は、前記トレイ本体に対して前記第１トレイを折り畳んで重ねた状態で
、指をかけて前記第１トレイを揺動できるように上方に突出していることを特徴とする手
差しトレイ。
【請求項２】
　前記第１トレイの一方の端部側に前記トレイ本体が位置し、
　前記第１トレイの他方の端部側にヒンジを介して接続された第２トレイを有し、
　前記ハンドル部は、前記一方の端部よりも前記他方の端部寄りの位置に設けられること
を特徴とする請求項１に記載の手差しトレイ。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の手差しトレイを備え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、画像形成装置の給紙部に装着する給紙トレイの構成に関するもので、トレイ
本体に対してヒンジを介して接続する補助トレイを、折り畳んだ状態から容易に開き得る
ようにした手差しトレイ及びこれを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複写機や、ファクシミリ装置と複写機機能を組み合わせた複合機のような画
像形成装置においては、装置本体の側部に手差しトレイを配置して、給紙トレイに収容で
きないサイズの用紙や、少数枚の用紙を用いた記録紙の作成に対処させている。前記手差
しトレイは、一般に、装置本体の側部に対して、ヒンジを介して立て掛けて保管する位置
と、横に倒して給紙する位置との間で、保持位置を変更可能に設けている。また、前記手
差しトレイでは、トレイ本体に対して補助トレイをヒンジ部を介して折り畳み可能に設け
ており、前記手差しトレイにセットした用紙の両側を規制するために、巾ガイド部材を設
けている。前述したような構成を有する手差しトレイでは、それを使用しないときには、
折り畳んだトレイを装置の側部に立て掛けるようにして、装置の操作の邪魔にならないよ
うに保管する（例えば、特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開平５－３１９６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、前記手差しトレイにおいて、トレイ本体に対して２つの補助トレイを順次支
持させるように３段のトレイとして設けて、トレイ本体を小型化するとともに、大サイズ
の用紙を取り扱うことができるようにすることが考えられている。
　この場合、トレイ本体に補助トレイを重ねた状態から、補助トレイを開くときには、補
助トレイの遊端側に指を引っ掛けて、前記ヒンジ部回りに引き起こす動作を行うが、手差
しトレイ収容空間を構成する壁体が、補助トレイの引き起こし動作を阻害して、使用者に
とって使い勝手の悪いものとなっていた。
【０００４】
　本発明は、トレイ本体に補助トレイを重ねた状態から補助トレイを開くときに、使用者
にとって使い勝手が向上した手差しトレイ及びこれを備えた画像形成装置を提供すること
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１の発明は、画像形成装置の装置本体の側面にヒンジを介して揺動可能に設けら
れたトレイ本体と、前記トレイ本体に対してヒンジを介して揺動可能に設けられ、かつ前
記トレイ本体に対して折り畳み可能に接続された第１トレイと、を備えた手差しトレイに
おいて、前記トレイ本体に、当該トレイ本体にセットされる用紙の両側側面を規制する２
つのサイドガイドを設け、２つの前記サイドガイドが前記トレイ本体の上で両側端部に移
動したときに２つの前記サイドガイドの間に形成される凹部に、前記第１トレイが折り畳
まれ、前記第１トレイの側部に、ハンドル部を設け、前記ハンドル部は、前記トレイ本体
に対して前記第１トレイを折り畳んで重ねた状態で、指をかけて前記第１トレイを揺動で
きるように上方に突出していることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１の手差しトレイにおいて、前記第１トレイの一方の端部側
に前記トレイ本体が位置し、前記第１トレイの他方の端部側にヒンジを介して接続された
第２トレイを有し、前記ハンドル部は、前記一方の端部よりも前記他方の端部寄りの位置
に設けられることを特徴とする。
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【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の手差しトレイを備えた画像形成装置である
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、補助トレイを開くためのハンドル部を手差しトレイの側部に設ける構
成としたので、画像形成装置の使用者は、装置正面からハンドル部に指を掛けて補助トレ
イを開くことができ、使い勝手が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図示する例にしたがって、本発明の画像形成装置の構成を説明する。図１の画像形成装
置１は、複写機とＦＡＸ（ファクシミリ）の両機能を備えた、いわゆる複合機の場合で説
明している。画像形成装置１は電子写真方式を用いて、画像を形成する記録部を設けた装
置本体２と、その本体２の下部に組み合わせた給紙部３とを備えている。前記給紙部３に
は、１つまたは複数個のサイズの異なる用紙を収容する給紙トレイ４を、任意に装備可能
としている。そして、原稿のサイズや縮拡率等の入力された情報に応じて、記録部で必要
とされるサイズの用紙を、給紙トレイ４に収容されたものから選択して、給紙することが
可能とされる。図示される実施例では、１つの給紙トレイ４を装置本体２の下部にセット
して、給紙ローラ５と、説明を省略する分離パッドとの協働作用により、用紙を１枚ずつ
記録部１０に向けて送り出すように構成している。なお、以下に説明する例では、画像形
成装置１の給紙部３に１つの給紙トレイ４を装着する例で説明しているが、前記給紙部へ
装着する給紙トレイの数等は、一般の画像形成装置と同様に、任意の数の給紙トレイを装
備可能とすることができる。
【実施例】
【００１０】
　前記画像形成装置１において、給紙部３にセットする給紙トレイ４から取り出した用紙
は、用紙搬送路７の下部に設けた合流路の部分で他の給紙路として、手差しトレイ４０か
らの給紙路と、戻し路２４とを合流させるように設けている。そして、各給紙路を通って
来た用紙は、レジストローラ装置６により用紙の先端部の位置決めが行われて、感光体ド
ラム１１に形成されるトナー画像に対して、タイミングを合わせるようにして、レジスト
ローラ装置が駆動され手記録部１０へ送られる。前記記録部１０でトナー画像が転写され
た用紙は、前記記録部１０の上部に配置されている定着装置１８を通る際にトナー画像が
用紙に定着され、その用紙は排出路２０から排出ローラ装置２２により、排出トレイ８に
排出される。
【００１１】
　前記記録部１０は、電子写真方式を用いて画像を記録する装置として構成されているも
ので、感光体ドラム１１に対してレーザ光を照射する書込み装置１２、現像装置１５およ
び転写ローラ１４等を配置している。なお、前記書込み装置１２としては、ＬＥＤアレイ
ヘッドを適用することも可能である。また、前記感光体ドラム１１の周囲に配置し、感光
体ドラム１１に帯電する部材、トナー画像を用紙に転写した後で、メモリ除去等の動作を
行う部材と、現像装置１５およびその周辺に配置する部材の詳細な構成とその動作は、従
来の電子写真方式を用いた画像形成装置と同様なものとして構成される。
【００１２】
　前記装置本体２に設けた記録部１０の上部に配置された定着装置１８は、熱ローラと加
圧ローラとを対向させて配置しており、感光体ドラム１１からトナー画像が転写された用
紙を、前記定着装置１８の２つのローラの間を通して定着する。前記定着装置１８を通っ
て定着処理された用紙は、前記定着装置１８の上部から、ほぼ横向きに形成された排出路
２０内を搬送され、排出ローラ装置２２により排出トレイ８に排出される。前記排出ロー
ラ装置２２は、画像形成装置１が片面印字のみに対応する機種の場合には、用紙を排出ト
レイ８に向けて排出する方向にのみ、搬送作用を行うものとして構成される。
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【００１３】
　これに対して、図示されるように、画像形成装置１が両面印字可能な装置として構成さ
れる場合には、前記排出ローラ装置２２は正逆方向に搬送可能な装置として構成される。
そして、前記画像形成装置１の印字モードとして、両面印字モードが選択されている場合
には、片面印字済み用紙を排出トレイ８に向けて排出する動作の途中で、排出ローラ装置
２２を反転駆動させて、切換ゲート２１により排出路２０に連通している反転路２４に向
けて送り戻すようにする。前記反転路２４を通過する用紙は、レジストローラ装置６の上
流部で主搬送路７に戻され、用紙の裏面が感光体ドラム１１に向くように搬送されて、ト
ナー画像が感光体ドラム１１から転写される。その後用紙は、定着装置１８を通過する際
に、トナー画像が両面に定着された用紙を、排出ローラ装置２２により排出トレイ８に向
けて排出する。
【００１４】
　また、前記画像形成装置１には、装置本体２の側部に手差しトレイ４０を設けている。
そして、前記手差しトレイ４０からは、給紙部３にセットす給紙トレイ４に収容不能な特
殊サイズの用紙類は、給紙トレイに収容している用紙とは異なるサイズで、数枚のみのコ
ピーを必要とする用紙等は前記手差しトレイ４０にセットして、これ等の用紙類に画像形
成可能なものとしている。なお、前記手差しトレイ４０の詳細な構成、および、装置本体
２の上部に設ける画像読取装置５０の構成と、原稿の画像を読み込む動作等に関しては、
特に本発明の要旨ではないので、詳細な説明は省略する。
【００１５】
　前記主搬送路７に沿って配置する用紙搬送部材と、記録部１０に配置する各構成部材を
説明すると、前記給紙トレイ４から、用紙を１枚ずつ分離して給紙するための用紙さばき
装置として、図示する例では、給紙ローラ５に対向する分離パッド５ａを用いているが、
これに代えて、分離爪を用いることも可能である。そして、給紙トレイ４から送り出した
用紙は、停止しているレジストローラ装置６のニップ部に用紙の先端部を突入させた状態
で、給紙ローラ５により追加の送り作用を用紙に付与することによって、用紙の先端部を
整合する。次いで、感光体ドラム１１に形成されるトナー画像にタイミングを合わせて、
前記レジストローラ装置６を駆動して用紙をさらに送り出し、感光体ドラム１１からのト
ナー画像を転写させる。
【００１６】
　前記記録部１０においては、感光体ドラム１１の周囲に帯電器１３、現像装置１５、お
よび転写ローラ１４を配置しており、用紙を感光体ドラム１１と転写ローラ１４の間を通
すように、主搬送路７が設けられている。前記用紙を搬送路する経路は、前記定着装置１
８から切換ゲート２１および排出路２０と、後述する戻し路とを、一連に組み合わせて構
成している。また、前記現像装置１５は、図示するように、横長に構成した装置を用いて
おり、トナー容器（ハウジング）の感光体ドラムに対応する側に、現像ローラ１６を設け
ている。
【００１７】
　前記記録部１０において、感光体ドラム１１に対して、帯電器１３により感光体表面に
一様な帯電を行わせ、書込み装置により光を照射して静電潜像を形成する。そして、前記
静電潜像に対して、現像ローラ１６からトナーを供給して付着させ、トナー画像として可
視像化する。前記用紙の裏面に位置される転写ローラ１４に対して、所定の転移の転写電
圧が印加されて、前記トナー画像が用紙に転写される。前記トナー画像を用紙に転写した
後で、感光体ドラム１１の表面に残留する紙粉等は、クリーニング部材１３ａにより除去
される。
【００１８】
　前記画像形成装置１の装置本体２に対して、図の右側の側面に設けている手差しトレイ
は、図２、３に示すように、トレイ本体４１に対して、補助トレイ部材としての第１トレ
イ４５、第２トレイ４７を各ヒンジ部材４３、４８を用いて接続している。前記手差しト
レイ４０は、装置本体２の右側面に設けた側面開閉体３０に対し、凹部３２の部分にヒン
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ジ４１ａを介してトレイ本体４１を揺動可能に設けて、手差しトレイの不使用時には、前
記トレイ本体４１に他のトレイ４５、４７を折り畳んだ状態で立て掛けるようにして収容
する。そして、図２に示す状態よりも、第２トレイ４７を伸ばした状態で用紙を載置し、
給紙ローラ４４により給紙可能としている。前記手差しトレイ４０の本体部材４１の左端
部には、装置本体２に設けた手差し用の給紙ローラ４４に対応させて、さばきパッド４４
ａを設けており、トレイにセットした用紙を、前記給紙ローラ４４により送り出す動作を
行うに際して、パッド４４ａによりさばき作用を付与するようにしている。
【００１９】
　前記手差しトレイ４０において、トレイ本体４１には、セットする用紙の両側側面を規
制して、斜め送りが発生しないようにするために、サイドガイド４２、４２ａを設けてい
る。本実施例では、２つのサイドガイドを連動させて離接させるように設けて、用紙の両
側を規制するようにしている。その他に、前記センターレジ方式の装置ではなく、用紙の
一方の側面を固定しているサイドガイドに沿わせて、他方の側から移動可能なサイドガイ
ド４２により規制する方式、つまり、サイドレジ方式の装置では、１つのサイドガイド４
２のみを設けることで対処が可能である。
【００２０】
　なお、以下に説明するように、手差しトレイ４０のトレイ本体４１に対して、第１トレ
イ４５を折り畳む際には、図２に説明するように、トレイ本体４１の上で、サイドガイド
４２、４２ａが両側に移動された状態で、その２つのサイドガイドの間に挿入するように
して収容される。すなわち、サイドガイドが両側端部にまで移動されていないと、第１ト
レイ４５、すなわち、第２トレイ４７とを重ねたものが、トレイ本体４上に治められない
ように構成されているものである。そこで、手差しトレイ４０を装置本体の側部で立て掛
けるように折り畳んだ場合には、第２トレイ４７が第１トレイ４５に確実に重なるように
保持されないと、第１トレイ４５を本体部材４１に対して折り込む際に、第２トレイ４７
がヒンジ４８のまわりに開いて、端部が本体部材４１の表面にあたったりするという問題
がある。
【００２１】
　前記手差しトレイ４０において、トレイ本体４１に対して第１トレイ４５をヒンジ部４
３を介して折り重ねた状態では、第１トレイ４５がトレイ本体４１に対して隙間なく密着
しているために、それを開く動作をスムーズに行い得ないという問題があった。つまり、
前記実施例のように、第１トレイ４５はトレイ本体に設けている凹部に入り込むようにし
て重ねられていて、第１トレイ４５の側部に、指をかける隙間が形成されていないことが
多いのである。そこで、本発明の実施例おいては、図２ないし図４の各実施例に示される
ように、トレイ本体４１に設けている凹部、つまり第１トレイ４５の収容のための凹部に
対して、その側部にハンドル部４６を設けている。前記ハンドル部４６は、オペレータが
指をかけて、第１トレイ４５を揺動させることが可能であれば、任意の大きさの立上がり
部または、ん小状の凹部として形成することができる。
【００２２】
　前記第１トレイ４５の側部に設けるハンドル部４６は、前記トレイ本体４１に対して第
１トレイ４５を重ねた状態で、前記第１トレイ４５の側部に指をかけて、第１トレイ４５
を揺動させることができる程度に、上方に向けて突出させるように設けている。つまり、
前記ハンドル部４６の突出部の形状は、円筒の一部を斜めに切ったような形状等の、略円
弧状の突部として形成すれば良い。また、前記ハンドル部４６は、第１トレイ４５に対し
て第２トレイ４７を重ねた際に、前記ハンドル部４６が重ねる部分に障害ならないような
位置で合って、前記手差しトレイ４０を装置本体の側部の凹部３２に立て掛ける際に、前
記ハンドル部か邪魔にならない位置に設けられる。
【００２３】
　なお、前記画像形成装置１の本体２の上部に設けている画像読取装置５０は、ＦＢＳ（
フラットベッドスキャナ）機能と、ＡＤＦ（自動原稿搬送装置）機能とを兼ね備えたもの
として構成される。この例に示す画像読取装置５０の装置フレーム５２の上部には、プラ
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テン５３、５４を設けて、前記プラテン５３をＦＢＳ機能に対応させ、ブックものの原稿
をプラテン５３にセットして、開閉フレーム５１で押圧して走査させるようにする。また
、ＡＤＦ６０においては、原稿トレイ６１と原稿排出トレイ６３の間を、横向きの略Ｕ字
状の原稿搬送路６２で接続しており、原稿を定速で搬送しながら、プラテン５４の部分に
停止させた読取装置５５により、画像の読み取りを行うようにする。
【００２４】
　前記読取装置５５には、上部に配置するランプ５６と、複数の光を反射するミラー５７
およびレンズ５８を設けている。前記読取装置５５において、前記複数のミラーにより光
を反射する光路の長さを、所定の長さのものとして設定し、原稿に光を当ててその反射光
をミラーにより反射して、レンズ５８によりＣＣＤ５９に結像する。そして、前記ＣＣＤ
５９では、光信号をデジタル信号に変換して出力し、その情報を用いて、記録部での画像
形成に用いることと、ＦＡＸ機能を用いて、情報を送信することもできる。
【００２５】
　前記手差しトレイ４０の実施例において、第１トレイ４５に設けるハンドル部４６の形
状は、ヒンジ４３によりトレイ本体４１に支持される部分では、巾が広く形成されている
が、第２トレイ４７を支持するヒンジ４７を有する先端部では、巾が狭く形成されるのが
普通である。そこで、本実施例では、第１トレイ４５を開く動作を容易に行い得るように
するために、可能な限り前記ヒンジ部４８に近接する位置に、ハンドル部４６を設けるこ
とで、操作性を良好にできるようにしている。なお、前記手差しトレイ４０を使用する場
合には、トレイ本体４１に対して第１トレイ４６のみを開いて、用紙を給紙可能とするこ
とは少なく、通常は第２トレイ４７をも同時に開いて、大サイズの用紙の給紙に対応させ
ることが覆い。したがって、前記図３に示すように、第１トレイを開いてから、図２のよ
うに、第２トレイ４７をも続いて開くようにして、手差しトレイ４０を使用するものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】画像形成装置の構成を示す説明図である。
【図２】手差しトレイの斜視図である。
【図３】手差しトレイの側面図である。
【図４】手差しトレイを構成するトレイ部材を重ねた状態の説明図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　画像形成装置、　２　　装置本体、　３　　給紙部、　４　　給紙トレイ、
　５　　給紙ローラ、　６　　レジストローラ装置、　７　　用紙搬送路、
　８　　排紙トレイ、　１０　　記録部、　１１　感光体ドラム、
　１２　　書込み装置、　１３　　帯電部材、　１４　　転写ローラ、
　１５　　現像装置、　１６　　現像ローラ、　１８　　定着装置、　２０　　排出路、
　２４　　戻し路、　２５　　中ガイド体、　２６・２７　　搬送ローラ装置、　
　３０　　側部開閉体、　３１　　ヒンジ、３２　　凹部、　３５　　凸部材、
　４０　　手差しトレイ、　４１　　本体部材、　４２　　サイドガイド、
　４３　　ヒンジ、　４４　　給紙ローラ、　４５・４７　　トレイ部材、
　４６　　ハンドル部、　５０　　画像読取装置、　５２　　フレーム、
　５３　　プラテン、　５５　　読取装置、　５９　　ＣＣＤ、
　６０　　ＡＤＦ、　６１　　原稿トレイ、
　６２　　原稿搬送路、　６３　　原稿排出トレイ。
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