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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転して筐体の開口部を開閉する開閉部材と、
　前記筐体の内部に配置される像保持体と、
　前記筐体の内部に配置され、前記開閉部材の開閉動作に伴って移動し、前記開閉部材が
前記筐体の前記開口部を閉止する閉止位置で、前記像保持体と対向する対向位置に配置さ
れ、前記開閉部材が前記筐体の前記開口部を開放する開放位置で、前記像保持体から退避
する退避位置に配置され、対向位置に配置された状態で前記像保持体を露光して静電潜像
を形成する露光部材と、
　静電潜像を現像する現像部材と、
　少なくとも前記露光部材が対向位置から退避位置へ移動している過程で、前記露光部材
を接地する接地部材と、を備え、
　前記接地部材は、前記露光部材が対向位置に配置されている状態でも前記露光部材を接
地し、
　前記接地部材は、
　前記露光部材に取り付けられた第一部材と、
　前記筐体に取り付けられ、接地されている第二部材と、
　前記筐体に取り付けられ、接地されている第三部材と、を有し、
　前記露光部材が対向位置に配置されている状態で、前記第一部材と前記第二部材とが接
触し、かつ、前記第一部材と前記第三部材とが離間し、前記露光部材が対向位置から退避
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位置へ移動している過程では、前記露光部材の移動に伴って前記第一部材と前記第二部材
とが離間し、かつ、前記第一部材と前記第二部材とが離間する前に、前記第一部材と前記
第三部材とが接触する画像形成装置。
【請求項２】
　回転して筐体の開口部を開閉する開閉部材と、
　前記筐体の内部に配置される像保持体と、
　前記筐体の内部に配置され、前記開閉部材の開閉動作に伴って移動し、前記開閉部材が
前記筐体の前記開口部を閉止する閉止位置で、前記像保持体と対向する対向位置に配置さ
れ、前記開閉部材が前記筐体の前記開口部を開放する開放位置で、前記像保持体から退避
する退避位置に配置され、対向位置に配置された状態で前記像保持体を露光して静電潜像
を形成する露光部材と、
　静電潜像を現像する現像部材と、
　少なくとも対向位置と退避位置との間の位置に配置されている前記露光部材を接地する
接地部材と、を備え、
　前記接地部材は、前記露光部材が対向位置に配置されている状態でも前記露光部材を接
地し、
　前記接地部材は、
　前記露光部材に取り付けられた第一部材と、
　前記筐体に取り付けられ、接地されている第二部材と、
　前記筐体に取り付けられ、接地されている第三部材と、を有し、
　前記露光部材が対向位置に配置されている状態で、前記第一部材と前記第二部材とが接
触し、かつ、前記第一部材と前記第三部材とが離間し、前記露光部材が対向位置から退避
位置へ移動している過程では、前記露光部材の移動に伴って前記第一部材と前記第二部材
とが離間し、かつ、前記第一部材と前記第二部材とが離間する前に、前記第一部材と前記
第三部材とが接触する画像形成装置。
【請求項３】
　前記第三部材は、コイル状の伸縮部材ある請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載の画像形成装置では、カートリッジカバー（開閉部材）を閉じたとき
に、接続手段の接点部が記憶手段の接点部に接触す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２００３―１９５７２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　筐体の開口部を開閉する開閉部材の開閉動作に伴って露光部材が移動する構成がある。
この構成では、開閉部材が筐体の開口部を閉止する閉止位置で、露光部材は、像保持体と
対向する対向位置に配置される。これに対して、開閉部材が筐体の開口部を開放する開放
位置で、露光部材は、像保持体から退避する退避位置に配置される。また、露光部材が対
向位置又は退避位置に配置されている状態で、露光部材は接地されているが、露光部材が
対向位置から退避位置へ移動している過程で、露光部材の接地は考慮されていなかった。
【０００５】
　そして、開閉部材が半開きの状態で、ユーザが開口部から手を筐体の内部に手を入れて
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接地されていない露光部材に触れてしまうと、ユーザにたまった電荷が静電気として露光
部材に流れ、露光部材が破損してしまうことがあった。
【０００６】
　本発明の課題は、開閉部材が半開きの状態で露光部材が接地されていない場合と比して
、開閉部材が半開きの状態でユーザが筐体の内部に手を入れて露光部材に触れても露光部
材が破損するのを抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１態様に係る画像形成装置は、回転して筐体の開口部を開閉する開閉部材と
、前記筐体の内部に配置される像保持体と、前記筐体の内部に配置され、前記開閉部材の
開閉動作に伴って移動し、前記開閉部材が前記筐体の前記開口部を閉止する閉止位置で、
前記像保持体と対向する対向位置に配置され、前記開閉部材が前記筐体の前記開口部を開
放する開放位置で、前記像保持体から退避する退避位置に配置され、対向位置に配置され
た状態で前記像保持体を露光して静電潜像を形成する露光部材と、静電潜像を現像する現
像部材と、少なくとも前記露光部材が対向位置から退避位置へ移動している過程で、前記
露光部材を接地する接地部材と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第２態様に係る画像形成装置は、回転して筐体の開口部を開閉する開閉部材と
、前記筐体の内部に配置される像保持体と、前記筐体の内部に配置され、前記開閉部材の
開閉動作に伴って移動し、前記開閉部材が前記筐体の前記開口部を閉止する閉止位置で、
前記像保持体と対向する対向位置に配置され、前記開閉部材が前記筐体の前記開口部を開
放する開放位置で、前記像保持体から退避する退避位置に配置され、対向位置に配置され
た状態で前記像保持体を露光して静電潜像を形成する露光部材と、静電潜像を現像する現
像部材と、少なくとも対向位置と退避位置との間の位置に配置されている前記露光部材を
接地する接地部材と、を備えることを特徴とする。
　本発明の第３態様に係る画像形成装置は、第１態様又は第２態様に記載の画像形成装置
において、前記接地部材は、前記露光部材が対向位置に配置されている状態でも前記露光
部材を接地し、前記接地部材は、前記露光部材に取り付けられた板状の第一部材と、前記
筐体に取り付けられ、接地されている板状の第二部材と、前記筐体に取り付けられ、接地
されているコイル状の伸縮部材と、を有し、前記露光部材が対向位置に配置されている状
態で、前記第一部材と前記第二部材とが接触し、かつ、前記第一部材と前記伸縮部材とが
離間し、前記露光部材が対向位置から退避位置へ移動している過程では、前記露光部材の
移動に伴って前記第一部材と前記第二部材とが離間し、かつ、前記第一部材と前記第二部
材とが離間する前に、前記露光部材の移動に伴って前記第一部材と前記伸縮部材とが接触
していることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の第１態様又は第２態様の画像形成装置によれば、開閉部材が半開きの状態で露
光部材が接地されていない場合と比して、開閉部材が半開きの状態でユーザが筐体の内部
に手を入れて露光部材に触れても露光部材が破損するのを抑制することができる。
【００１０】
　本発明の第３形態の画像形成装置によれば、露光部材が対向位置に配置されている状態
で、第一部材と伸縮部材とが接触している場合と比して、露光部材が稼動している最中に
、アンテナ効果によって露光部材にノイズが発生するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示した概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示した概略構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示した概略構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係る画像形成装置の露光ユニットに備えられた接地部材等を
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示した斜視図である。
【図５】本発明の実施形態に係る画像形成装置の露光ユニットに備えられた接地部材等を
示した斜視図である。
【図６】本発明の実施形態に係る画像形成装置の露光ユニットに備えられた接地部材等を
示した斜視図である。
【図７】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示した斜視図である。
【図８】本発明の実施形態に係る画像形成装置を示した斜視図である。
【図９】本発明の実施形態に係る画像形成装置の露光ユニットに備えられた接地部材等を
示した拡大斜視図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る画像形成装置の露光ユニットに備えられた接地部材等
を示した拡大斜視図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の露光ユニットに備えられた接地部材等
を示した拡大斜視図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る画像形成装置の露光ユニットを示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態に係る画像形成装置の一例を図１～図１２に従って説明する。なお、
図中に示す矢印Ｈは装置上下方向（鉛直方向）を示し、矢印Ｗは装置幅方向（水平方向）
を示し、矢印Ｄは装置奥行方向（水平方向）を示す。
【００１３】
　（全体構成）
　図１に示されるように、本実施形態に係る画像形成装置１０には、上下方向（矢印Ｈ方
向）の下方から上方へ向けて、記録媒体としての用紙Ｐが収容される収容部１４と、収容
部１４に収容された用紙Ｐを搬送する搬送部１６と、収容部１４から搬送部１６によって
搬送される用紙Ｐに画像形成を行う画像形成部２０とが、この順で備えられている。
【００１４】
　〔収容部〕
　収容部１４には、画像形成装置１０の筐体１０Ａから装置奥行方向の手前側に引き出し
可能な収容部材２６が備えられており、この収容部材２６に用紙Ｐが積載されている。さ
らに、収容部１４には、収容部材２６に積載された用紙Ｐを、搬送部１６を構成する搬送
経路２８に送り出す送出ロール３０が備えられている。
【００１５】
　〔搬送部〕
　搬送部１６には、搬送経路２８に沿って用紙Ｐを搬送する複数の搬送ロール３２が備え
られている。
【００１６】
　〔画像形成部〕
　画像形成部２０には、装置本体に対して脱着可能で、黒色のトナー画像を形成する画像
形成部の一例としての画像形成ユニット１８と、露光光を後述する像保持体３６に照射す
る露光部材の一例としての露光ユニット４２とが備えられている。さらに、画像形成部２
０には、画像形成ユニット１８によって形成されたトナー画像を用紙Ｐに転写する転写ロ
ール４４と、熱と圧力とでトナー画像を用紙Ｐに定着する定着装置４６とが備えられてい
る。
【００１７】
　この画像形成ユニット１８には、像保持体３６と、像保持体３６の表面を帯電させる帯
電ロール３８と、露光ユニット４２によって露光光が照射されて像保持体３６に形成され
た静電潜像を現像してトナー画像として可視化する現像装置４０とが備えられている。
【００１８】
　ここで、画像形成ユニット１８には、現像装置４０を含む下方部１８Ａと、帯電ロール
３８を含む上方部１８Ｂとが備えられている。また、下方部１８Ａと上方部１８Ｂとは、
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装置奥行方向の両端部で連結され、下方部１８Ａと上方部１８Ｂとの間には隙間１８Ｃが
形成されている。この隙間１８Ｃに、露光ユニット４２の一部が配置されている。
【００１９】
　そして、画像形成ユニット１８を図中矢印Ａ方向に移動させることで、画像形成ユニッ
ト１８を筐体１０Ａに対し脱着できるようになっている。
【００２０】
　なお、露光ユニット４２を接地させる接地部材６８、及び露光ユニット４２については
詳細を後述する。
【００２１】
　〔その他〕
　画像形成装置１０には、筐体１０Ａの開口部６２を開閉し、開口部６２を開放した状態
で画像形成ユニット１８を脱着可能とする開閉部材の一例としての開閉カバー５４と、開
閉カバー５４の開閉動作に伴って露光ユニット４２を移動させるためのリンク機構８６と
が備えられている。なお、開閉カバー５４、及びリンク機構８６については、詳細を後述
する。
【００２２】
　（画像形成装置の作用）
　画像形成装置１０では、次のようにして画像が形成される。
【００２３】
　先ず、電圧が印加された帯電ロール３８は、像保持体３６の表面を予定の電位で一様に
マイナス帯電する。続いて、外部から入力されたデータに基づいて露光ユニット４２は、
帯電した像保持体３６の表面に露光光を照射して静電潜像を形成する。
【００２４】
　これにより、データに対応した静電潜像が像保持体３６の表面に形成される。さらに、
現像装置４０は、この静電潜像を現像し、トナー画像として可視化する。
【００２５】
　そこで、収容部材２６から送出ロール３０によって搬送経路２８へ送り出された用紙Ｐ
は、像保持体３６と転写ロール４４とが接触する転写位置Ｔへ送り出される。像保持体３
６と転写ロール４４とが接触する転写位置Ｔでは、用紙Ｐが像保持体３６と転写ロール４
４とによって挟持搬送されることで、像保持体３６の表面のトナー画像は、用紙Ｐに転写
される。
【００２６】
　用紙Ｐに転写されたトナー画像は、定着装置４６によって用紙Ｐに定着される。そして
、トナー画像が定着した用紙Ｐは、搬送ロール３２によって筐体１０Ａの外部へ排出され
る。
【００２７】
　（要部構成）
　次に、露光ユニット４２、接地部材６８、開閉カバー５４、及びリンク機構８６につい
て説明する。
【００２８】
　〔露光ユニット〕
　図１に示されるように、露光ユニット４２は、像保持体３６に対して装置幅方向の一方
側（後述する開閉カバー５４側）に配置されている。そして、像保持体３６に表面に静電
潜像を形成可能な対向位置（図１参照）と、像保持体３６から退避して画像形成ユニット
１８に形成された隙間１８Ｃから抜け出る退避位置（図３参照）との間を移動するように
なっている。
【００２９】
　この露光ユニット４２は、装置奥行方向に並べられた複数の発光素子を備えたＬＥＤプ
リントヘッド５０（以下「ヘッド５０」）と、ヘッド５０を支持する支持部材５６とを備
えている。
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【００３０】
　［ヘッド］
　図１２に示されるように、ヘッド５０は、装置奥行方向に延びる断面矩形状で金属製の
筐体５２を備えている。そして、露光ユニット４２が対向位置に配置された状態で、筐体
５２において像保持体３６と対向する対向面５２Ａから露光光が出射するようになってい
る。
【００３１】
　［支持部材］
　支持部材５６は、樹脂製で、ヘッド５０を挟んで像保持体３６の反対側（後述するか開
閉カバー５４側）に配置され、装置幅方向に延びている。支持部材５６には、装置奥行方
向から見て屈曲する屈曲部５６Ａと、屈曲部５６Ａに対して像保持体３６側の一方部５６
Ｂと、屈曲部５６Ａを挟んで像保持体３６とは反対側の他方部５６Ｃとが形成されている
。
【００３２】
　そして、露光ユニット４２が対向位置に配置された状態で、装置奥行方向から見て、一
方部５６Ｂは、屈曲部５６Ａから上方に向かうように傾斜して延び、他方部５６Ｃは、装
置幅方向に延びている。
【００３３】
　さらに、支持部材５６には、装置奥行方向の手前側を向いた端面５８Ａと、装置奥行方
向の奥側を向いた端面５８Ｂとが形成されている。また、端面５８Ａには、装置幅方向に
延びるガイド溝６０Ａがリブを用いて形成され、端面５８Ｂには、装置幅方向に延びるガ
イド溝６０Ｂがリブを用いて形成されている。
【００３４】
　そして、基端部が図示せぬ補強部材に取り付けられた複数のガイドピン（図示省略）の
先端部が、このガイド溝６０Ａ、６０Ｂに装置奥行方向の外側から挿入されている。さら
に、支持部材５６には、後述するコイルバネ８０の他端部８０Ｂが載せされるリブ７６が
形成されている（図１１参照）。
【００３５】
　この構成において、露光ユニット４２は、ガイド溝６０Ａ、６０Ｂに先端部が挿入され
たガイドピンに案内されて、対向位置と退避位置との間を移動するようになっている。
【００３６】
　〔接地部材〕
　図４に示されるように、接地部材６８は、筐体１０Ａ（図１参照）に取り付けられ、接
地されているフレーム部材７０と、フレーム部材７０に一端が固定されているコイル状の
伸縮部材の一例としてのコイルバネ８０と、露光ユニット４２の支持部材５６に取り付け
られている第一板金部材７２、及び第二板金部材７４とを備えている。第一板金部材７２
、及び第二板金部材７４は、第一部材の一例とされ、フレーム部材７０は、第二部材の一
例とされている。
【００３７】
　［フレーム部材］
　フレーム部材７０は、金属板を折り曲げて形成されている。そして、図４、図１２に示
されるように、フレーム部材７０は、板面が装置上下方向を向き、上方から見て装置奥行
方向に延びる矩形状の本体部７０Ａと、本体部７０Ａの装置奥行方向の両端部から上方に
突出し、板面が装置奥行方向を向いた一対のフランジ部７０Ｂとを有している。さらに、
フレーム部材７０は、本体部７０Ａの装置幅方向の両端部から上方に突出し、板面が装置
幅方向を向いた一対のフランジ部７０Ｃを有している。
【００３８】
　また、図４に示されるように、本体部７０Ａにおいて装置幅方向の中央側で、かつ、装
置奥行方向の手前側（図中右側）の部分には、上方に切り起され、板面が装置幅方向を向
いた切り起し部８２が形成されている。
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【００３９】
　さらに、図４、図９に示されるように、像保持体３６側に配置されたフランジ部７０Ｃ
には、Ｌ字状の引掛け部７０Ｄが形成されている。
【００４０】
　［コイルバネ］
　コイルバネ８０は、装置幅方向に延びる金属製の引張バネであり、コイルバネ８０の一
端部８０Ａは、図９に示されるように、環状とされ、フレーム部材７０の引掛け部７０Ｄ
に引っ掛けられている。
【００４１】
　さらに、コイルバネ８０の他端部８０Ｂは、環状とされ、露光ユニット４２が対向位置
に配置されている状態で、露光ユニット４２の支持部材５６に形成されたリブ７６に載せ
られている。
【００４２】
　［第一板金部材・第二板金部材］
　第一板金部材７２は、金属板を用いて形成され、支持部材５６の下方を向いた下面に固
定され、図４に示されるように、一端がヘッド５０の筐体５２に接触し、他端が支持部材
５６の屈曲部５６Ａ側に延びている。さらに、第二板金部材７４は、金属板を用いて形成
され、支持部材５６の下方を向いた下面に固定され、一端が第一板金部材７２の他端側の
部分に固定され、他端がヘッド５０から遠ざかるように延びている。
【００４３】
　第一板金部材７２の他端側の部分には、露光ユニット４２が対向位置に配置されている
状態で、像保持体３６側のフランジ部７０Ｃに接触する接触部７８が形成されている。具
体的には、図９に示されるように、接触部７８は、第一板金部材７２の他端側の部分を折
り曲げて形成され、下方へ延びて下端がフランジ部７０Ｃと接触する基部７８Ａを有して
いる。さらに、接触部７８は、基部７８Ａの下端からフランジ部７０Ｃから遠ざかるよう
に装置幅方向に延びる延設部７８Ｂと、延設部７８Ｂの端部から上方に延びる先端部７８
Ｃとを有している。
【００４４】
　そして、接触部７８がフランジ部７０Ｃと接触している状態で、接触部７８は、フラン
ジ板に押されて、基部７８Ａの端部が撓んだ状態となっている。
【００４５】
　また、第二板金部材７４の一端側の部分は、装置奥行方向の手前側に屈曲しており、こ
の屈曲した部分が、第一板金部材７２の下面と接触している。さらに、第二板金部材７４
の他端側の部分は、装置奥行方向の奥側に屈曲し、装置奥行方向の奥側に延びる延設部７
４Ａが形成されている。そして、露光ユニット４２が対向位置に配置されている状態で、
この延設部７４Ａは、コイルバネ８０の他端部８０Ｂと非接触を保ってコイルバネ８０の
他端部８０Ｂを貫通している。
【００４６】
　この構成において、露光ユニット４２が対向位置に配置されている状態で、第一板金部
材７２の接触部７８がフランジ部７０Ｃと接触し、露光ユニット４２は、接地されるよう
になっている。なお、露光ユニット４２の移動に伴う接地状態の変化については、後述す
る作用と共に説明する。
【００４７】
　〔開閉カバー〕
　図８に示されるように、筐体１０Ａにおいて、露光ユニット４２を挟んで像保持体３６
の反対側の部分には、装置幅方向から見て矩形状の開口部６２が形成されている。開閉カ
バー５４は、図１、図３に示されるように、回転して開口部６２を閉止する閉止位置（図
１参照）と、開口部６２を開放する開放位置（図３参照）とに配置されるようになってい
る。
【００４８】
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　具体的には、開閉カバー５４が閉止位置に配置されている状態で、開閉カバー５４は、
板面が装置幅方向を向いた本体部５４Ａと、本体部５４Ａの上端部から装置内部側に湾曲
する湾曲部５４Ｂとを有している。さらに、開閉カバー５４の下端部に、軸方向が装置奥
行方向とされた軸部５４Ｃが形成されている。
【００４９】
　この構成において、図１に示す閉止位置に配置されている開閉カバー５４を軸部５４Ｃ
周りに回転させると、開閉カバー５４は、図示せぬストッパーによって停止し、図３に示
す開放位置に配置されて開口部６２を開放するようになっている。そして、図３に示され
るように、開口部６２が開放されると、矢印Ａ方向に移動する画像形成ユニット１８の移
動経路が確保されるようになっている。
【００５０】
　一方、開閉カバー５４の本体部５４Ａには、後述するリンク機構８６の端部が取り付け
られている取付部６４が、装置奥行方向において間隔を空けて２個形成されている（図１
２参照）。
【００５１】
　〔リンク機構〕
　リンク機構８６は、開閉カバー５４の開閉動作に伴って露光ユニット４２を移動させる
ための部材であって、図１２に示されるように、装置奥行方向において、露光ユニット４
２を挟むように２個設けられている。
【００５２】
　夫々のリンク機構８６は、基端部が取付部６４に回転可能に取り付けられる第一アーム
８８と、先端部が露光ユニット４２の端面５８Ａ、５８Ｂに回転可能に取り付けられ、基
端部が第一アーム８８の先端部と回転可能に取り付けられる第二アーム９０とを備えてい
る。
【００５３】
　具体的には、第一アーム８８の基端部は、軸方向が装置奥行方向とされた軸部材９２を
介して取付部６４に回転可能に取り付けられている。さらに、第一アーム８８の先端部に
は、装置奥行方向の外側（露光ユニット４２とは反対側）に延びる円柱状のピン９４が取
り付けられている。
【００５４】
　また、支持部材５６の端面５８Ａ、５８Ｂには、装置奥行方向の外側に延びる円柱状の
軸６６が形成されている。そして、第二アーム９０の先端部は、軸６６を介して支持部材
５６に回転可能に取り付けられている。さらに、第二アーム９０の基端部には、第二アー
ム９０の長手方向に延びる長孔９０Ｂが形成され、前述したピン９４は、この長孔９０Ｂ
を貫通し、長孔９０Ｂ内を移動可能に配置されている。
【００５５】
　この構成において、開閉カバー５４が閉止位置に配置されている状態で、図１に示され
るように、ピン９４は、長孔９０Ｂの一方側（軸６６側）に配置され、露光ユニット４２
は対向位置に配置されるようになっている。これに対して、開閉カバー５４が開放位置に
配置されている状態で、図３に示されるように、ピン９４は、長孔９０Ｂの他方側に配置
され、露光ユニット４２は退避位置に配置されるようになっている。
【００５６】
　なお、開閉カバー５４の開閉動作に伴う露光ユニット４２の移動については、後述する
作用と共に説明する。
【００５７】
　（要部構成の作用）
　次に、閉止位置に配置されている開閉カバー５４を操作して開放位置に配置する動作等
について説明する。
【００５８】
　開閉カバー５４が閉止位置に配置されている状態で、図１、図４、図７に示されるよう
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に、露光ユニット４２は対向位置に配置され、露光ユニット４２の一部は、画像形成ユニ
ット１８に形成された隙間１８Ｃに配置されている。
【００５９】
　さらに、図９に示されるように、接触部７８の基部７８Ａが撓んだ状態で、第一板金部
材７２の接触部７８は、フランジ部７０Ｃと接触している。このようにして、露光ユニッ
ト４２は、接地されている。なお、コイルバネ８０の他端部８０Ｂは、リブ７６に載せら
れ、第二板金部材７４の延設部７４Ａと離間している。
【００６０】
　この状態で、ユーザが図示せぬ把持部を把持して、開閉カバー５４を軸部５４Ｃ周りに
回転させる。そうすると、図２に示されるように、開口部６２が、上方側の部分から開放
されると共に、リンク機構８６のピン９４が長孔９０Ｂの他方側に移動する。そして、リ
ンク機構８６は、第一アーム８８及び第二アーム９０を介して開閉カバー５４の回転力を
露光ユニット４２に伝達する。
【００６１】
　開閉カバー５４の回転力が伝達された露光ユニット４２は、ガイド溝６０Ａ、６０Ｂ（
図１２参照）に先端部が挿入される図示せぬガイドピンに案内されて、対向位置から退避
位置に向けて移動する。これにより、露光ユニット４２は、画像形成ユニット１８に形成
された隙間１８Ｃから抜け出ようとする。
【００６２】
　露光ユニット４２が対向位置から退避位置へ移動している過程で、図５、図１０に示さ
れるように、第一板金部材７２の接触部７８は、フランジ部７０Ｃと離間し、コイルバネ
８０の他端部８０Ｂは、第二板金部材７４の延設部７４Ａと接触している。ここで、コイ
ルバネ８０の他端部８０Ｂが、第二板金部材７４の延設部７４Ａと接触するまでの間は、
接触部７８の基部７８Ａの撓み代によって、接触部７８とフランジ部７０Ｃとの接触状態
は、維持されている。このようにして、露光ユニット４２は、接地されている。
【００６３】
　さらに、開閉カバー５４を回転させると、開閉カバー５４は、図示せぬストッパーに当
たって停止し、図３、図６、図８に示されるように、開放位置に配置され、開口部６２が
開放される。また、リンク機構８６が、開閉カバー５４の回転力を露光ユニット４２に伝
達することで、露光ユニット４２は、ガイド溝６０Ａ、６０Ｂ（図１２酸素湯）に先端部
が挿入される図示せぬガイドピンに案内されて移動し、退避位置に配置される。これによ
り、露光ユニット４２は、画像形成ユニット１８に形成された隙間１８Ｃから抜け出る。
【００６４】
　露光ユニット４２が退避位置に配置された状態で、図１１に示されるように、コイルバ
ネ８０の他端部８０Ｂは、第二板金部材７４の延設部７４Ａと接触している。また、第一
板金部材７２の接触部７８は、接触部７８の基部７８Ａが撓んだ状態で、切り起し部８２
と接触している。このようにして、露光ユニット４２は、接地されている。
【００６５】
　この状態で、図３に示されるように、画像形成ユニット１８の移動経路が確保されるた
め、ユーザが開口部６２から手を入れ、画像形成ユニット１８を矢印Ａ方向に移動するこ
とで、画像形成ユニット１８が脱着される。
【００６６】
　なお、開放位置の開閉カバー５４を閉止位置に配置する場合には、開放位置に配置され
ている開閉カバー５４を閉止位置に向けて回転させることで、前述した工程が逆の順番で
実施され、開閉カバー５４は閉止位置に配置される。
【００６７】
　（まとめ）
　以上説明したように、露光ユニット４２が対向位置から退避位置へ移動している過程で
、コイルバネ８０の他端部８０Ｂが第二板金部材７４の延設部７４Ａと接触し、露光ユニ
ット４２は接地されている。例えば、開閉カバー５４が半開きの状態（図２参照）でユー
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電気として露光ユニット４２に流れてしまうことが考えられる。しかし、露光ユニット４
２が対向位置から退避位置へ移動している過程で、露光ユニット４２は接地されているた
め、露光ユニット４２が接地されていない場合と比して、露光ユニット４２が破損するの
が抑制される。
【００６８】
　また、露光ユニット４２が対向位置に配置されている状態で、第二板金部材７４の延設
部７４Ａとコイルバネ８０とは離間している。このため、延設部７４Ａと線材であるコイ
ルバネ８０とが接触している場合と比して、露光ユニット４２が稼動している最中にアン
テナ効果によって露光ユニット４２にノイズが発生するのが抑制される。
【００６９】
　なお、本発明を特定の実施形態について詳細に説明したが、本発明は係る実施形態に限
定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態をとることが可能である
ことは当業者にとって明らかである。例えば、上記実施形態では、露光ユニット４２が対
向位置に配置されている状態では、延設部７４Ａとコイルバネ８０とは離間していたが、
接触していてもよい。この場合には、延設部７４Ａとコイルバネ８０とが離間することで
奏する効果は奏しない。
【符号の説明】
【００７０】
１０  　　　画像形成装置
１０Ａ      筐体
３６  　　　像保持体
４２  　　　露光ユニット（露光部材の一例）
５４  　　　開閉カバー（開閉部材の一例）
６２  　　　開口部
６８  　　　接地部材
７０　　　　フレーム部材（第二部材の一例）
７２  　　　第一板金部材（第一部材の一例）
７４  　　　第二板金部材（第一部材の一例）
８０  　　　コイルバネ（伸縮部材の一例）
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