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(57)【要約】
【課題】ジャム処理しやすくするとともに、ガイド部の
先端を搬送ローラ対のニップ点の近傍に配置してもカバ
ーの回動時にガイド部が搬送ローラ対と干渉せず、ガイ
ド部を他の搬送ローラ対に対して適した位置に配置可能
なシート搬送装置を提供する。
【解決手段】画像形成装置１に搭載されるシート搬送装
置は、リアカバー２３に設けられ、搬送路に沿ってシー
トを案内する第１ガイド部８１と、リアカバー２３に設
けられ、中間排出ローラ４３１、４３２のニップ点へシ
ートを案内する第１位置と第１位置よりもシート搬送方
向に沿ってニップ点から離れた第２位置との間で移動可
能な第２ガイド部８２と、第２ガイド部８２を移動させ
る移動機構９とを備える。移動機構９は、リアカバー２
３が閉位置から開位置へ向かって移動するとき、第２ガ
イド部８２が搬送ローラ対と干渉しないように、第２ガ
イド部８２を第１位置から第２位置へ移動させる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する装置本体と、
　前記装置本体に設けられ、搬送路に沿って案内されるシートを搬送する搬送ローラ対と
、
　前記開口部を覆う閉位置と前記開口部を開放する開位置との間で回動可能に前記装置本
体に設けられたカバーと、
　前記カバーに設けられ、前記搬送路に沿ってシートを案内する第１ガイド部と、
　前記カバーに設けられ、前記搬送ローラ対のニップ点へシートを案内する第１位置と前
記第１位置よりもシート搬送方向に沿って前記ニップ点から離れた第２位置との間で移動
可能な第２ガイド部と、
　前記第２ガイド部を移動させる移動機構と、を備え、
　前記移動機構は、前記カバーが前記閉位置から前記開位置へ向かって移動するとき、前
記第２ガイド部が前記搬送ローラ対と干渉しないように、前記第２ガイド部を前記第１位
置から前記第２位置へ移動させることを特徴とするシート搬送装置。
【請求項２】
　前記第１ガイド部は、前記シート搬送方向に延びる第１ガイドリブを有し、
　前記第２ガイド部は、前記シート搬送方向と直交する幅方向において前記第１ガイドリ
ブとは異なる位置に配置され、前記シート搬送方向に延びる第２ガイドリブを有し、
　前記第２ガイドリブは、前記幅方向から見て、前記第１ガイドリブと重なる位置に配置
されることを特徴とする請求項１に記載のシート搬送装置。
【請求項３】
　前記装置本体は、前記搬送ローラ対を支持するホルダを有し、
　前記移動機構は、
　前記第２ガイド部を前記第２位置から前記第１位置へ向かって付勢する付勢部材と、
　前記ホルダに設けられた第１カムと、
　前記第２ガイド部に設けられた第２カムと、を有し、
　前記カバーが前記閉位置から前記開位置へ向かって移動するとき、前記第２カムが前記
第１カムに摺接することにより、前記第２ガイド部が前記付勢部材の付勢力に抗して前記
第１位置から前記第２位置へ移動することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のシ
ート搬送装置。
【請求項４】
　前記搬送ローラ対を挟んで前記第２ガイド部と反対側に前記第２ガイド部と一体に設け
られ、前記搬送路に沿ってシートを案内する第３ガイド部を備えることを特徴とする請求
項１から請求項３の何れか一項に記載のシート搬送装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れか一項に記載のシート搬送装置と、
　搬送されるシートに画像を形成する画像形成部と、
　前記シートに画像を定着させる定着部と、
　前記画像形成部から前記定着部を通って前記前記搬送ローラ対へ搬送され、前記搬送ロ
ーラ対からスイッチバックされた前記シートを前記画像形成部へ再搬送する再搬送ローラ
対と、を備え、
　前記第２ガイド部は、前記定着部と前記搬送ローラ対との間の前記搬送路に沿って設け
られ、
　前記第１ガイド部は、前記搬送ローラ対と前記再搬送ローラ対との間の前記搬送路に沿
って設けられる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、シート搬送装置及び画像形成装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　レーザプリンタ等の画像形成装置は、搬送路に沿ってシートを案内するガイド部とシー
トを搬送する搬送ローラ対とを有するシート搬送装置を備えている。搬送路に沿って搬送
されるシートは、ガイド部によって搬送ローラ対のニップ点へ案内される。ここで、搬送
ローラ対におけるシートのジャムを抑制するために、ガイド部の先端を搬送ローラ対のニ
ップ点の近傍に配置することが望ましい。
【０００３】
　また画像形成装置の装置本体には、ジャム処理等のために回動可能なカバーが設けられ
、このカバーに上記のガイド部が設けられている。したがって、ガイド部の先端を搬送ロ
ーラ対のニップ点の近傍に配置すると、カバーを回動させる際にガイド部の先端が搬送ロ
ーラに接触する。
【０００４】
　この対策として、特許文献１には、ガイド部を装置本体に設け、ガイド部の軸受けを楕
円形とし、カバーの回動に応じてガイド部を搬送ローラ対から離間させた後、ガイド部を
回動させる構成が開示されている。また、特許文献２には、カバーの軸受けを長孔形状と
し、カバーの回動軌跡を小さくする構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１３６３１１号公報
【特許文献２】特開２０１７－１３２２３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の構成では、カバーを開いたときに装置本体側にガイド部が
残ってしまうため、カバー側にガイド部が設けられる構成と比べるとジャム処理がしにく
い。また、特許文献２の構成では、カバーと一緒にガイド部の全体が移動するため、ガイ
ド部を他の搬送ローラ対に対して適した位置に配置することができない。
【０００７】
　本発明は、ガイド部をカバーに設けることでジャム処理しやすくするとともに、ガイド
部の先端を搬送ローラ対のニップ点の近傍に配置してもカバーの回動時にガイド部が搬送
ローラ対と干渉せず、ガイド部を他の搬送ローラ対に対して適した位置に配置可能なシー
ト搬送装置を提供することを目的とする。また、そのシート搬送装置を備えた画像形成装
置を提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のシート搬送装置は、開口部を有する装置本体と、前記装置本体に設けられ、搬
送路に沿って案内されるシートを搬送する搬送ローラ対と、前記開口部を覆う閉位置と前
記開口部を開放する開位置との間で回動可能に前記装置本体に設けられたカバーと、前記
カバーに設けられ、前記搬送路に沿ってシートを案内する第１ガイド部と、前記カバーに
設けられ、前記搬送ローラ対のニップ点へシートを案内する第１位置と前記第１位置より
もシート搬送方向に沿って前記ニップ点から離れた第２位置との間で移動可能な第２ガイ
ド部と、前記第２ガイド部を移動させる移動機構と、を備える。前記移動機構は、前記カ
バーが前記閉位置から前記開位置へ向かって移動するとき、前記第２ガイド部が前記搬送
ローラ対と干渉しないように、前記第２ガイド部を前記第１位置から前記第２位置へ移動
させる。
【０００９】
　上記の構成によれば、第１ガイド部及び第２ガイド部をカバーに設けることでジャム処
理しやすくなる。また、第２ガイド部の先端を搬送ローラ対のニップ点の近傍に配置して
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もカバーの回動時に第２ガイド部が搬送ローラ対と干渉しない。また、第１ガイド部は移
動しないため、第１ガイド部を他の搬送ローラ対に対して適した位置に配置可能である。
【００１０】
　上記の構成において、前記第１ガイド部は、前記シート搬送方向に延びる第１ガイドリ
ブを有し、前記第２ガイド部は、前記シート搬送方向と直交する幅方向において前記第１
ガイドリブとは異なる位置に配置され、前記シート搬送方向に延びる第２ガイドリブを有
していてもよい。前記第２ガイドリブは、前記幅方向から見て、前記第１ガイドリブと重
なる位置に配置される。
【００１１】
　上記の構成によれば、第１ガイドリブと第２ガイドリブとの間のシートの受け渡しがス
ムーズになる。
【００１２】
　また上記の構成において、前記装置本体は、前記搬送ローラ対を支持するホルダを有し
ていてもよい。前記移動機構は、前記第２ガイド部を前記第２位置から前記第１位置へ向
かって付勢する付勢部材と、前記ホルダに設けられた第１カムと、前記第２ガイド部に設
けられた第２カムと、を有していてもよい。前記カバーが前記閉位置から前記開位置へ向
かって移動するとき、前記第２カムが前記第１カムに摺接することにより、前記第２ガイ
ド部が前記付勢部材の付勢力に抗して前記第１位置から前記第２位置へ移動する。
【００１３】
　上記の構成によれば、第２カムと摺接する第１カムが、搬送ローラ対を支持するホルダ
に設けられているため、第２ガイド部を搬送ローラ対のニップ点に対して精度よく位置決
めできる。
【００１４】
　また上記の構成において、前記搬送ローラ対を挟んで前記第２ガイド部と反対側に前記
第２ガイド部と一体に設けられ、前記搬送路に沿ってシートを案内する第３ガイド部を備
えてもよい。
【００１５】
　上記の構成によれば、第３ガイド部を第２ガイド部と一体に設けることにより、第３ガ
イド部の第２ガイド部に対する位置精度が向上するとともに、部品点数を減らすことがで
きる。
【００１６】
　本発明の画像形成装置は、上記のシート搬送装置と、搬送されるシートに画像を形成す
る画像形成部と、前記シートに画像を定着させる定着部と、前記画像形成部から前記定着
部を通って前記前記搬送ローラ対へ搬送され、前記搬送ローラ対からスイッチバックされ
た前記シートを前記画像形成部へ再搬送する再搬送ローラ対と、を備える。前記第２ガイ
ド部は、前記定着部と前記搬送ローラ対との間の前記搬送路に沿って設けられる。前記第
１ガイド部は、前記搬送ローラ対と前記再搬送ローラ対との間の前記搬送路に沿って設け
られる。
【００１７】
　上記の構成によれば、上記のシート搬送装置を両面印刷可能な画像形成装置に適用でき
る。第１ガイド部は移動しないため、第１ガイド部を再搬送ローラ対に対して適した位置
に配置可能である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、第１ガイド部及び第２ガイド部をカバーに設けることでジャム処理し
やすくなる。また、移動機構を設けることで第２ガイド部の先端を搬送ローラ対のニップ
点の近傍に配置してもカバーの回動時に第２ガイド部が搬送ローラ対と干渉しない。また
、第１ガイド部は移動しないため、第１ガイド部を他の搬送ローラ対に対して適した位置
に配置可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１】一実施形態の画像形成装置の斜視図である。
【図２】図１の画像形成装置の中央断面の概略図である。
【図３】リアカバーの正面図である。
【図４】リアカバーの右側面図である。
【図５】図３のＡ－Ａ断面図である。
【図６】図３のＢ－Ｂ断面図である。
【図７】図３のＣ－Ｃ断面図である。
【図８】リアカバーが閉位置にある状態のリアカバー周辺の中央断面図である。
【図９】図８においてリアカバーが閉位置近傍に位置する状態を示す図である。
【図１０】リアカバーが閉位置にある状態の移動機構周辺の断面図である。
【図１１】図１０においてリアカバーが閉位置近傍に位置する状態を示す図である。
【図１２】変形例の画像形成装置のリアカバー周辺の中央断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下の実施形態ではシート搬送装置の適用例として画像形成装置を例に説明する。
【００２１】
　［画像形成装置の全体構成］
　図１は一実施形態の画像形成装置１の斜視図であり、図２は図１の画像形成装置１の中
央断面の概略図である。以下の説明では、図１に示すように画像形成装置１が使用可能に
設置された状態を基準とし、リアカバー２３が設けられる側を後、その反対側を前とし、
画像形成装置１を前側から見て左右方向を規定し、さらに画像形成装置１の排出トレイ２
１側を上、その反対側を下とし、各方向を定める。本実施形態において、左右方向はシー
ト搬送方向と直交する幅方向である。
【００２２】
　図１に示すように、画像形成装置１の外観は略直方体の筐体である装置本体２で形成さ
れている。装置本体２の上面には、画像が形成されたシートを支持する排出トレイ２１が
設けられている。装置本体２の後面には開口部２２が形成されている。
【００２３】
　装置本体２の開口部２２にはカバーの一例としてのリアカバー２３が設けられている。
リアカバー２３は、下端に位置する左右方向に延びる回動軸部２４（図２参照）を中心と
して、開口部２２を覆う閉位置（図２の状態）と開口部２２を開放する開位置（図１の状
態）との間で回動可能である。開口部２２付近でシートがジャムした場合、リアカバー２
３を開くことで詰まったシートを開口部２２を通じて取り除くことができる。
【００２４】
　図２に示すように、画像形成装置１は、電子写真方式により、用紙やＯＨＰシート等の
シートＳに複数色の画像を形成するカラーレーザプリンタである。装置本体２には、シー
トカセット３と、搬送部４と、画像形成部５と、定着部５３と、再搬送部６と、駆動部７
とが収容される。装置本体２内において、大まかには上部及び中央部に画像形成部５、画
像形成部５の後方に定着部５３、画像形成部５の下方及び後方に搬送部４、搬送部４の下
方にシートカセット３、装置本体２の前部及び後部とシートカセット３の下方とに亘って
再搬送部６、画像形成部５とシートカセット３との間に駆動部７がそれぞれ配置される。
【００２５】
　また、装置本体２の前面下部にはシートカセット３の挿入口となる開口部２５が形成さ
れている。シートカセット３は、上方が開放されたシート収納部３１を有する箱状体であ
り、複数枚重ねられたシートＳを支持する。シートカセット３は開口部２５を通じて前後
方向に移動させることで、装置本体２に対して挿抜可能となっている。
【００２６】
　搬送部４は、搬送路Ｐ１に沿って配置される各部材によって構成され、搬送路Ｐ１に沿
ってシートＳを搬送する。搬送路Ｐ１はシートカセット３から画像形成部５を経由して排
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出トレイ２１へ繋がる経路である。搬送部４は搬送路Ｐ１の搬送方向上流側から順に、供
給部４１と、ベルト搬送部４２と、排出部４３とで構成される。
【００２７】
　供給部４１は、供給ローラ４１１と、分離ローラ４１２と、分離パッド４１３と、搬送
ローラ４１４、４１５と、レジストローラ４１６、４１７とを備える。シートカセット３
に収容されるシートＳは、供給ローラ４１１、分離ローラ４１２及び分離パッド４１３に
より１枚ずつ搬送路Ｐ１に送り出される。搬送路Ｐ１に送り出されたシートＳは、搬送ロ
ーラ４１４、４１５及びレジストローラ４１６、４１７により画像形成部５に向けて搬送
される。
【００２８】
　ベルト搬送部４２は、画像形成部５と連動して回転する駆動ローラ４２１と、駆動ロー
ラ４２１と離間した位置に回転可能に配設された従動ローラ４２２と、駆動ローラ４２１
及び従動ローラ４２２間に巻き付けられた搬送ベルト４２３とを備える。そして、搬送ベ
ルト４２３がシートＳを載せた状態で回転することにより、シートＳを搬送路Ｐ１に沿っ
て搬送し、画像形成部５のドラムユニット５１の下方に送り、続いて定着部５３へ送る。
【００２９】
　排出部４３は、搬送路Ｐ１の分岐部Ｐ１１と排出トレイ２１との間に配置される搬送ロ
ーラ対である中間排出ローラ４３１、４３２と、排出ローラ４３３、４３４とを備える。
リアカバー２３が閉位置に位置する状態において、リアカバー２３の内面は搬送路Ｐ１の
一部を構成する。
【００３０】
　中間排出ローラ４３１、４３２及び排出ローラ４３３、４３４は、正方向及び逆方向に
回転の切り替えができるように構成されるスイッチバックローラである。中間排出ローラ
４３１、４３２及び排出ローラ４３３、４３４は、定着部５３から搬送されたシートＳを
排出トレイ２１上に排出する場合には正回転し、シートＳを反転させて再搬送路Ｐ２に搬
送する場合には逆回転する。
【００３１】
　画像形成部５は、本実施形態では電子写真式を採用している。なお、他にサーマル方式
、インクジェット方式などの画像形成方式を用いてもよい。画像形成部５は、カラー印刷
が可能な、いわゆるダイレクトタンデム方式のものであり、前後方向に並設される４つの
ドラムユニット５１と、露光用ＬＥＤヘッド５２とを備える。
【００３２】
　各ドラムユニット５１はブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの４色のトナーに対応
して設けられる。各ドラムユニット５１は感光ドラム５１１と、現像ローラ５１２と、搬
送ベルト４２３を挟んで感光ドラム５１１に対向する各位置に配置された転写ローラ５１
３とを備える。
【００３３】
　このような画像形成部５においては、帯電器によって一様に帯電された各感光ドラム５
１１が、それぞれ露光用ＬＥＤヘッド５２によって選択的に露光される。この露光により
、各感光ドラム５１１の表面から電荷が選択的に除去され、各感光ドラム５１１の表面に
静電潜像が形成される。
【００３４】
　各現像ローラ５１２には現像バイアスが印加されており、各感光ドラム５１１に形成さ
れた静電潜像が各現像ローラ５１２に対向すると、静電潜像と各現像ローラ５１２との間
の電位差により、各現像ローラ５１２から静電潜像にトナーが供給される。これによって
、各感光ドラム５１１の表面にトナー像が形成される。
【００３５】
　画像形成部５へ向けて搬送されたシートＳは搬送ベルト４２３により搬送されて、搬送
ベルト４２３と各感光ドラム５１１との間を順次通過する。そして、感光ドラム５１１の
表面上のトナー像は、シートＳと対向したときに、転写ローラ５１３に印加された転写バ



(7) JP 2021-70556 A 2021.5.6

10

20

30

40

50

イアスによってシートＳに転写される。
【００３６】
　定着部５３は、搬送路Ｐ１において４つの感光ドラム５１１の搬送方向下流に配設され
る。定着部５３は、加熱ローラ５３１と、加熱ローラ５３１に圧接する加圧ローラ５３２
とを備える。加熱ローラ５３１はシートＳの画像形成面側に配設されており、搬送ベルト
４２３と同期して回転駆動され、トナーを加熱しながらシートＳに搬送力を付与する。
【００３７】
　一方、加圧ローラ５３２はシートＳを挟んで加熱ローラ５３１と反対側に配設され、シ
ートＳを加熱ローラ５３１側に押圧する。これにより、加圧ローラ５３２は加熱ローラ５
３１と接触するシートＳを介して加熱ローラ５３１から回転力を受けて従動回転する。
【００３８】
　また、定着部５３は、加熱ローラ５３１及び加圧ローラ５３２よりもシートＳの搬送方
向下流に配置される定着排出ローラ５３３、５３４を備える。
【００３９】
　画像形成部５によってトナー像が転写されたシートＳは定着部５３に搬送され、加熱ロ
ーラ５３１と加圧ローラ５３２との間を通過する間にシートＳにトナー像が熱定着される
。トナー像が熱定着されたシートＳは、定着排出ローラ５３３、５３４により挟持されな
がら中間排出ローラ４３１、４３２へ搬送される。
【００４０】
　再搬送部６は、再搬送路Ｐ２に沿って配置される各部材によって構成され、再搬送路Ｐ
２に沿ってシートＳを搬送する。再搬送路Ｐ２は搬送路Ｐ１における定着部５３と中間排
出ローラ４３１、４３２との間の分岐部Ｐ１１から分岐してシートカセット３の下方を通
り、シートカセット３と画像形成部５との間の合流部Ｐ１２に合流する経路である。
【００４１】
　再搬送部６は、再搬送路Ｐ２の搬送方向に沿って、再搬送ローラ対の一例としての中間
搬送ローラ６１１、６１２と、シュートユニット６３とを備える。リアカバー２３が閉位
置に位置する状態において、リアカバー２３の内面は再搬送路Ｐ２の一部を構成する。中
間搬送ローラ６１１、６１２は、開口部２２に配置され、シュートユニット６３へ向かっ
てシートを搬送する搬送ローラである。
【００４２】
　シュートユニット６３は、シートカセット３の下方に設けられ、再搬送路Ｐ２に沿って
シートＳを案内するための複数の搬送ローラ６３１～６３６を備える。シュートユニット
６３は、中間搬送ローラ６１１、６１２から搬送されてくるシートＳを合流部Ｐ１２へ搬
送する。合流部Ｐ１２から画像形成部５へ再搬送されたシートＳは、画像形成部５により
他面に画像が形成された後、排出部４３により排出トレイ２１に排出される。
【００４３】
　このように、画像形成装置１においては、画像形成部５にて一面に画像が形成されたシ
ートＳを、再搬送路Ｐ２を通じて画像形成部５へ再搬送して、当該シートＳの他面に画像
を形成する、いわゆる両面印刷を行うことが可能となっている。
【００４４】
　駆動部７は、電動モータ等で構成され、シュートユニット６３の上方に配設される。駆
動部７の駆動力は駆動伝達機構を介して各部に伝達される。
【００４５】
　このような画像形成装置１において、ジャム処理しやすくするためにリアカバー２３に
ガイド部を設けた構成について説明する。また、そのガイド部の先端を中間排出ローラ４
３１、４３２のニップ点の近傍に配置してもリアカバー２３の回動時にガイド部が中間排
出ローラ４３１、４３２と干渉しないようにする移動機構についても説明する。さらに、
ガイド部を中間搬送ローラ６１１、６１２に対して適した位置に配置可能な構成について
も説明する。
【００４６】
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［ガイド部及び移動機構］
　図３はリアカバー２３の正面図、図４はリアカバー２３の右側面図、図５は図３のＡ－
Ａ断面図、図６は図３のＢ－Ｂ断面図、図７は図３のＣ－Ｃ断面図、図８はリアカバー２
３が閉位置にある状態のリアカバー２３周辺の中央断面図、図９は図８においてリアカバ
ー２３が閉位置近傍に位置する状態を示す図、図１０はリアカバー２３が閉位置にある状
態の移動機構９周辺の断面図、図１１は図１０においてリアカバー２３が閉位置近傍に位
置する状態を示す図である。
【００４７】
＜ガイド部＞
　図３、図４及び図８に示すように、リアカバー２３には、搬送路Ｐ１及び再搬送路Ｐ２
に沿ってシートＳを案内するガイド部８が設けられている。また、リアカバー２３及び装
置本体２には、リアカバー２３の回動時にガイド部８が中間排出ローラ４３１、４３２と
干渉しないようにする移動機構９が設けられている。
【００４８】
　ガイド部８は、第１ガイド部８１と、第２ガイド部８２と、第３ガイド部８３とを有し
ている。第１ガイド部８１は、リアカバー２３の内面にネジ８４で固定されている。第１
ガイド部８１は、中間排出ローラ４３１、４３２と中間搬送ローラ６１１、６１２との間
の搬送路Ｐ１及び再搬送路Ｐ２に沿って設けられ、シート搬送方向に延びる複数の第１ガ
イドリブ８１１を有している。シートＳは第１ガイドリブ８１１に摺接して案内される。
【００４９】
　第１ガイドリブ８１１の下端部８１１Ａは、中間搬送ローラ６１１、６１２のニップ点
の近傍まで延びている。このように、第１ガイド部８１は移動しないため、第１ガイドリ
ブ８１１を中間搬送ローラ６１１、６１２に対して適した位置に配置可能である。よって
、中間搬送ローラ６１１、６１２におけるジャムを抑制することができる。
【００５０】
　なお、図８に示すように、リアカバー２３の回動軸部２４が中間搬送ローラ６１１、６
１２より後方に位置しているため、中間搬送ローラ６１１、６１２の上方に位置している
第１ガイドリブ８１１の下端部８１１Ａは、リアカバー２３の開閉時に中間搬送ローラ６
１１、６１２と干渉しない。
【００５１】
　図３、図４及び図８に示すように、第２ガイド部８２は、定着部５３と中間排出ローラ
４３１、４３２との間の搬送路Ｐ１に沿って設けられ、シート搬送方向に延びる複数の第
２ガイドリブ８２１を有している。シートＳは第２ガイドリブ８２１に摺接して案内され
る。
【００５２】
　第２ガイド部８２は、第１ガイド部８１に移動可能に設けられている。具体的には、図
６に示すように、第２ガイド部８２は、その左壁部８２２の右面から右方へ突出する円柱
状の突起部８２３と、その右壁部８２４の左面から左方へ突出する円柱状の突起部８２５
とを有している。第１ガイド部８１は、その左壁部８１２の左面に形成された上下方向に
延びる溝部８１３と、その右壁部８１４の右面に形成された上下方向に延びる溝部８１５
とを有している。
【００５３】
　そして、突起部８２３が溝部８１３に係合して上下方向にスライドし、突起部８２５が
溝部８１５に係合して上下方向にスライドすることにより、第２ガイド部８２が第１ガイ
ド部８１に対して上下方向にスライドする。これにより、第２ガイド部８２は、中間排出
ローラ４３１、４３２のニップ点へシートＳを案内する第１位置（図８に示す位置）と、
第１位置よりもシート搬送方向に沿ってニップ点から下方へ離れた第２位置（図９に示す
位置）との間で移動可能である。
【００５４】
　第２ガイドリブ８２１は、図３に示すように、左右方向において第１ガイドリブ８１１
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とは異なる位置に配置されている。また第２ガイドリブ８２１の下端部８２１Ａは、図５
に示すように、右方向から見て、第１ガイドリブ８１１と重なる位置に配置されている。
【００５５】
　これにより、第１ガイドリブ８１１と第２ガイドリブ８２１との間のシートＳの受け渡
しがスムーズになる。なお、第２ガイドリブ８２１は、左右方向において第１ガイドリブ
８１１と同じ位置に配置されてもよく、右方向から見て第１ガイドリブ８１１と重ならな
い位置に配置されていてもよい。
【００５６】
　図３、図４及び図８に示すように、第３ガイド部８３は、中間排出ローラ４３１、４３
２を挟んで第２ガイド部８２と反対側である上方において第２ガイド部８２と一体に設け
られている。第３ガイド部８３は、シート搬送方向に延びる複数の第３ガイドリブ８３１
を有している。シートＳは第３ガイドリブ８３１に摺接して案内される。
【００５７】
　第３ガイド部８３を第２ガイド部８２と一体に設けることにより、第３ガイド部８３の
第２ガイド部８２に対する位置精度が向上するとともに、部品点数を減らすことができる
。なお、第３ガイド部８３は、第２ガイド部８２と別体であってもよい。
【００５８】
　このように、第１ガイド部８１、第２ガイド部８２及び第３ガイド部８３をリアカバー
２３に設けることにより、ジャム処理時にリアカバー２３を開位置にすることでリアカバ
ー２３に対向する搬送路Ｐ１及び再搬送路Ｐ２の一部が開放されるため、ジャム処理しや
すい。
【００５９】
＜移動機構＞
　図１０及び図１１に示すように、装置本体２は、移動機構９を構成する一部材として、
中間排出ローラ４３１、４３２を支持するホルダ２６を有している。ホルダ２６は、装置
本体２の左右両端に設けられ、中間排出ローラ４３１、４３２の回転軸部４３１Ａ、４３
２Ａを支持している。
【００６０】
　移動機構９は、リアカバー２３が閉位置から開位置へ向かって移動するとき、第２ガイ
ド部８２が中間排出ローラ４３１、４３２と干渉しないように、第２ガイド部８２を第１
位置から第２位置へ移動させる機構である。図３、図７、図１０及び図１１に示すように
、移動機構９は、付勢部材９１と、第１カム９２と、第２カム９３とを有している。
【００６１】
　付勢部材９１は、第２ガイド部８２を第２位置から第１位置へ向かって付勢する部材で
ある。付勢部材９１としては、図３、図７及び図１０に示すような圧縮コイルバネやゴム
等の弾性体を用いることができる。付勢部材９１は、左右２箇所に配置され、その下端部
は第１ガイド部８１の左右の上面８１Ａに当接し、その上端部は第２ガイド部８２の左右
の下面８２Ａに当接している。
【００６２】
　第１カム９２は、ホルダ２６に設けられるカムである。本実施形態の第１カム９２は、
図１０及び図１１に示すように、ホルダ２６の下面に形成された凹部であり、第１カム面
９２１と第２カム面９２２とを有している。第１カム面９２１は、中間排出ローラ４３２
の下方に位置する水平面である。第２カム面９２２は、第１カム面９２１の後端から後下
方へ延びる傾斜面である。
【００６３】
　第２カム９３は、第２ガイド部８２に設けられるカムである。本実施形態の第２カム９
３は、図３、図１０及び図１１に示すように、第２ガイド部８２の左右両端において前方
へ突出した突出部８２６の上面に形成された凸部である。第２カム９３は、第３カム面９
３１と、第４カム面９３２と、第５カム面９３３とを有している。
【００６４】
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　図１０に示すようにリアカバー２３が閉位置にあるとき、第３カム面９３１は、第１カ
ム面９２１に当接する水平面である。また、第４カム面９３２は、第３カム面９３１の前
端から前下方へ延びる傾斜面である。第５カム面９３３は第３カム面９３１の後端から後
下方へ延びる傾斜面である。
【００６５】
　このような移動機構９の構成により、図１０に示すように、リアカバー２３が閉位置に
あるとき、第２カム９３の第３カム面９３１が第１カム９２の第１カム面９２１に当接し
、第２ガイド部８２は付勢部材９１の付勢力によって第１位置に位置している。この状態
からリアカバー２３を開位置へ向かって回動させると、突出部８２６が後方へ移動するこ
とにより、第３カム面９３１が第１カム面９２１に摺接しながら後方へ移動する。
【００６６】
　続いて第３カム面９３１の後端が第２カム面９２２に摺接しながら後方へ移動すること
により、図１１に示すように、突出部８２６が第２カム面９２２によって押し下げられる
。図１１において、第２ガイド部８２は付勢部材９１の付勢力に抗して押し下げられ第２
位置に位置している。
【００６７】
　そして、図１１の状態からさらにリアカバー２３を開位置へ向かって回動させると、第
２カム面９２１の後端に、第３カム面９３１が摺接し、続いて第５カム面９３３が摺接す
る。これにより、第２ガイド部８２は付勢部材９１の付勢力によって第１位置に戻される
。
【００６８】
　すなわち、リアカバー２３が閉位置から開位置へ向かって移動しはじめるとき、図１０
及び図１１に示すように、第２カム９３が第１カム９２に摺接することにより、第２ガイ
ド部８２が付勢部材９１の付勢力に抗して第１位置から第２位置へ移動する。
【００６９】
　このように、リアカバー２３が閉位置から開位置へ向かって移動しはじめるとき、図８
及び図９に示すように、第２ガイド部８２が第１位置から第２位置へ移動することにより
、第２ガイドリブ８２１の上端部８２１Ｂが中間排出ローラ４３２から遠ざかる。
【００７０】
　よって、第２ガイドリブ８２１の上端部８２１Ｂを中間排出ローラ４３１、４３２のニ
ップ点の近傍に配置してもリアカバー２３の回動時に第２ガイドリブ８２１の上端部８２
１Ｂが中間排出ローラ４３２と干渉しない。一方、リアカバー２３が開位置から閉位置へ
移動するときには、上記と逆の動作となる。
【００７１】
　また、上記のように第２カム９３と摺接する第１カム９２を中間排出ローラ４３１、４
３２を支持するホルダ２６に設けることにより、第２ガイド部８２を中間排出ローラ４３
１、４３２のニップ点に対して精度よく位置決めできる。なお、第１カム９２は装置本体
２のホルダ２６以外の部分に設けてもよい。
【００７２】
　また、上記の第１カム９２及び第２カム９３の構成とは逆に、第１カム９２を凸部、第
２カム９３を凹部で構成してもよい。
【００７３】
　なお、上記の実施形態では装置本体２の後面に開口部２２が形成された形態を例に説明
したが、開口部２２は装置本体２の前面、右面、左面又は上面に形成されていてもよい。
そして、開口部２２が形成された面にカバーが設けられる。この場合、カバーに設けられ
る第２ガイド部がシートを案内する先は中間排出ローラ４３１、４３２でなくてよく、そ
の開口部に臨む他の搬送ローラでよい。
【００７４】
　上記の実施形態では画像形成装置を例に説明したが、本発明は開口部を有する装置本体
内でシートを搬送する構成のシート搬送装置であれば画像読取装置などの画像形成装置以
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外の装置にも適用できる。
【００７５】
［変形例］
　図１２は変形例の画像形成装置１０のリアカバー２３周辺の中央断面図である。変形例
の画像形成装置１０が上記の画像形成装置１と異なる点は、第２ガイド部８２が第１ガイ
ド部８１の内面に回動可能に設けられている点である。
【００７６】
　第２ガイド部８２を回動可能とする構成として、画像形成装置１０は、回動軸部８２５
と、付勢部材９５と、当接部２８とを有している。回動軸部８２５は、第２ガイド部８２
から左右方向に延びる軸部であり、第１ガイド部８１に回動可能に支持されている。回動
軸部８２５は、中間排出ローラ４３１、４３２の後方に位置している。
【００７７】
　付勢部材９５は、第２ガイド部８２を第２位置から第１位置へ向かって付勢する部材で
ある。付勢部材９５としては、図１２に示すような圧縮コイルバネやゴム等の弾性体を用
いることができる。付勢部材９５は、第２ガイド部８２と一体である第３ガイド部８３の
上端の左右２箇所に配置される。そして、付勢部材９５の後端が第３ガイド部８３に固定
されている。当接部２８は、装置本体２に設けられている。当接部２８は、リアカバー２
３が閉位置にあるとき、付勢部材９５の前端が当接する位置に設けられている。
【００７８】
　これにより、第２ガイド部８２は、リアカバー２３が閉位置にあるとき、第１位置（図
１２に示す位置）に位置する。そして、リアカバー２３が閉位置から開位置へ回動しはじ
めると、付勢部材９５が当接部２８から離れる。これにより、第２ガイド部８２は、自重
によって、回動軸部８２５を中心として第２ガイドリブ８２１の上端部８２１Ｂが中間排
出ローラ４３２から遠ざかる方向に回動する。
【００７９】
　よって、上記の画像形成装置１と同様に、第２ガイドリブ８２１の上端部８２１Ｂを中
間排出ローラ４３１、４３２のニップ点の近傍に配置してもリアカバー２３の回動時に第
２ガイドリブ８２１の上端部８２１Ｂが中間排出ローラ４３２と干渉しない。
【符号の説明】
【００８０】
　１、１０　　画像形成装置
　２　　　　　装置本体
　５　　　　　画像形成部
　９　　　　　移動機構
　２２　　　　開口部
　２３　　　　リアカバー（カバー）
　２６　　　　ホルダ
　５３　　　　定着部
　８１　　　　第１ガイド部
　８２　　　　第２ガイド部
　８３　　　　第３ガイド部
　９１、９５　付勢部材
　９２　　　　第１カム
　９３　　　　第２カム
　４３１、４３２　中間排出ローラ（搬送ローラ対）
　６１１、６１２　中間搬送ローラ（再搬送ローラ対）
　８１１　　　第１ガイドリブ
　８２１　　　第２ガイドリブ
　Ｐ１　　　　搬送路
　Ｐ２　　　　再搬送路（搬送路）
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【図９】 【図１０】
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