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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザからの種々の操作指令を受け付ける操作手段と、
　前記操作手段の水平方向に対する傾斜角度を変更して前記操作手段を回動させる回動手
段と、
　前記操作手段により受け付けられた操作指令に従って、種々の設定項目に対してユーザ
により設定された設定値を登録する設定手段とを備え、
　前記設定手段は、前記回動手段により前記操作手段の操作面が水平方向にある第１の状
態から、前記第１の状態よりも傾斜角度が大きい第２の状態に回動されたとき、各設定項
目に対して登録された設定値をデフォルトの設定値に戻すことを特徴とする画像形成装置
。
【請求項２】
　ユーザからの操作指令に従って、前記操作手段が前記第１の状態から前記第２の状態に
回動されたとき、各設定項目に対して登録された設定値をデフォルトの設定値に戻すモー
ドと、前記操作手段が前記第１の状態から前記第２の状態に回動されたとき、各設定項目
に対して登録された設定値をそのまま維持するモードとのいずれかのモードに設定するモ
ード設定手段を更に備えることを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記回動手段は、モータを備え、当該モータの駆動力によって、前記操作手段を回動さ
せることを特徴とする請求項１又は２記載の画像形成装置。



(2) JP 4606908 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

【請求項４】
　ユーザによる操作に従って前記モータをオンさせるスイッチを、前記操作手段の下方で
あって、前記操作手段の近傍に配置したことを特徴とする請求項３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、複写機及びデジタル複合機等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機等の画像形成装置では、ユーザは操作パネルを操作して、記録紙サイズ、拡大率
、及びコピー濃度等の種々の設定項目を設定する。そして、ユーザによりクリアボタンが
押されると、各設定項目に対する設定値は、デフォルトの設定値に戻されるが、クリアボ
タンが押されない場合は、そのまま保持される、或いは一定期間経過後にデフォルトの設
定値に戻される。
【０００３】
　また、特許文献１には、ユーザが車椅子に座った状態で画像形成装置を操作する際の操
作性を向上させることを目的として、操作パネルの傾斜角度が変更可能に構成された画像
形成装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２８７５４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、各設定項目に対してデフォルトの設定値とは異なる設定値を設定したユーザ
は、クリアボタンを押さずに画像形成装置の使用を終了することもある。そして、その直
後に別のユーザが画像形成装置を使用する場合、この別のユーザは、デフォルトの設定値
とは異なる設定値が設定されているとは知らず、デフォルトの設定値が設定されていると
思い込んでコピーを開始してしまい、意図どおりのコピー結果を得られず、コピーミスが
発生するというケースもしばしば起こり得る。
【０００５】
　特に、車椅子に搭乗したユーザの目線は、操作パネルに対して低いことが一般的である
ため、操作面が水平方向と平行に位置するタッチパネルを視認することは困難であり、前
回使用したユーザにより各設定項目に対してどのような設定がなされているかを確認する
ことは容易ではない。そのため、上記コピーミスが頻発するという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献１記載の画像形成装置は、操作パネルの傾斜角度を変更することは可能
であるものの、上記コピーミスを防止することについて何ら記載されておらず、この点改
良の余地が残されている。
【０００７】
　本発明の目的は、あるユーザが画像形成装置を使用した直後に別のユーザが画像形成装
置を使用する際のコピーミスを防止し得る画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による画像形成装置は、ユーザからの種々の操作指令を受け付ける操作手段と、
前記操作手段の水平方向に対する傾斜角度を変更して前記操作手段を回動させる回動手段
と、前記操作手段により受け付けられた操作指令に従って、種々の設定項目に対してユー
ザにより設定された設定値を登録する設定手段とを備え、前記設定手段は、前記回動手段
により前記操作手段の操作面が水平方向にある第１の状態から、前記第１の状態よりも傾
斜角度が大きい第２の状態に回動されたとき、各設定項目に対して登録された設定値をデ
フォルトの設定値に戻すことを特徴とする。
【０００９】
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　また、上記構成において、ユーザからの操作指令に従って、前記操作手段が前記第１の
状態から前記第２の状態に回動されたとき、各設定項目に対して登録された設定値をデフ
ォルトの設定値に戻すモードと、前記操作手段が前記第１の状態から前記第２の状態に回
動されたとき、各設定項目に対して登録された設定値をそのまま維持するモードとのいず
れかのモードに設定するモード設定手段を更に備えることが好ましい。
【００１０】
　また、上記構成において、前記回動手段は、モータを備え、当該モータの駆動力によっ
て、前記操作手段を回動させることが好ましい。
【００１１】
　また、上記構成において、ユーザによる操作に従って前記モータをオンさせるスイッチ
を、前記操作手段の下方であって、前記操作手段の近傍に配置することが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１記載の発明によれば、操作手段の操作面が水平方向にある第１の状態から第１
の状態よりも傾斜角度が大きな第２の状態に変更されると、種々の設定項目に対して登録
された設定値がデフォルトの設定値に戻されるため、あるユーザが種々の設定項目に対し
てデフォルトの設定値とは異なる設定値を設定し、その直後に別のユーザが各設定項目に
対してデフォルトの設定値が設定されていると思い込んでコピーを開始してしまった場合
に発生するコピーミスを防止することができる。特に、目線が低いため、操作表示手段を
視認することが困難である車椅子に搭乗したユーザに対する、上記コピーミスを効果的に
防止することができる。
【００１３】
　請求項２記載の発明によれば、操作手段が第１の状態から第２の状態に回動されたとき
、各設定項目の設定値をデフォルトの設定値に戻すモードと、デフォルトの設定値に戻さ
ないモードとをユーザは選択することができるため、ユーザのニーズにフレキシブルに対
応することができる。
【００１４】
　請求項３記載の発明によれば、操作手段はモータの駆動力によって回動されるため、非
力なユーザであっても、容易に操作パネルを回動させることができる。特に、車椅子に搭
乗した状態で操作するユーザに対する操作性を向上させることができる。
【００１５】
　請求項４記載の発明によれば、操作パネルを回動させるスイッチが操作手段の下方であ
って操作手段の近傍に配設されているため、目線の低い車椅子に搭乗したユーザに対する
操作性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る画像形成装置１０の外部構成を概略的に示す図で
あり、図２は、その内部構成を概略的に示す図である。これらの図において、画像形成装
置１０は、タンデム型のカラー複写機を構成するものであり、原稿画像を読取る原稿読取
部１２と、原稿読取部１２の下方に配設され、読取った原稿画像を記録紙に形成する本体
部１４と、本体部１４の左方に配設され、本体部１４で画像の形成された記録紙が排出さ
れる記録紙排出部１６と、本体部１４上端の手前側に配設された操作パネル１８と、本体
部１４の正面に配置されたスイッチＳとから構成されている。
【００１７】
　原稿読取部１２は、開閉可能な原稿押え２０と、原稿を載置するコンタクトガラス２２
と、本体部１４の上部においてコンタクトガラス２２と対向する位置にコンタクトガラス
２２の裏面に沿って移動可能に配設されたスキャナ２４を有する光学系ユニット２６とを
備えている。なお、原稿押え２０の上方に原稿押え２０と一体に構成された自動原稿給送
装置２８が配設されている。
【００１８】
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　本体部１４は、筐体３０内の下部に配設され、記録紙を収納する給紙カセット３２と、
筐体３０内の中央部に配設され、原稿読取部１２で読取って得た画像データに基づいて記
録紙に画像を形成する画像形成部３４と、給紙カセット３２から繰り出された記録紙を画
像形成部３４に搬送する第１の搬送路３６と、筐体３０内の左部に配設され、画像形成部
３４で画像の形成された記録紙に対し定着処理を行う定着ユニット３８と、定着処理の行
われた記録紙を記録紙排出部１６に搬送する第２の搬送路４０とを備えている。
【００１９】
　給紙カセット３２は、筐体３０の外部に引き出すことにより記録紙の補充を可能にした
もので、サイズの異なる記録紙が収納される複数のカセット４２，４４，４６，４８を備
えており、原稿サイズに対応して何れかのカセットが選択され、選択されたカセットに収
納されている記録紙が給紙ローラにより１枚ずつ第１の搬送路３６側に繰り出される。
【００２０】
　画像形成部３４は、ブラックのトナー画像を形成する第１の画像形成ユニット５０と、
シアンのトナー画像を形成する第２の画像形成ユニット５２と、マゼンタのトナー画像を
形成する第３の画像形成ユニット５４と、イエローのトナー画像を形成する第４の画像形
成ユニット５６と、各画像形成ユニットで形成されるトナー画像を記録紙に転写する転写
搬送部５８とを備えている。
【００２１】
　各画像形成ユニット５０，５２，５４，５６は、感光体ドラム６０と、感光体ドラム６
０の周面に対向して配設された帯電部６２と、帯電部６２の下流側であって感光体ドラム
６０の周面に対向して配設された露光部６４と、露光部６４の下流側であって感光体ドラ
ム６０の周面に対向して配設された現像部６６と、現像部６６の下流側であって感光体ド
ラム６０の周面に対向して配設されたクリーニング部６８とを備えている。なお、各画像
形成ユニットの現像部６６には、各トナーボックスにブラックトナー、シアントナー、マ
ゼンタトナー及びイエロートナーの対応する所定のトナーが収納されている。
【００２２】
　転写搬送部５８は、駆動ローラ７０と、従動ローラ７２と、駆動ローラ７０と従動ロー
ラ７２とに跨って配設された転写ベルト７４と、各画像形成ユニットの感光体ドラム６０
における現像部６６の下流側の位置に転写ベルト７４を介して圧接可能に配設された４つ
の転写ローラ７６とを備えている。この転写搬送部５８では、第１の搬送路３６から搬送
されてきた記録紙を図略の駆動モータにより回転駆動される駆動ローラ７０により図示の
反時計方向に回転する転写ベルト７４上に静電吸着して下流側に搬送すると共に、各画像
形成ユニットの転写ローラ７６の位置で記録紙に対してトナー像が転写される。
【００２３】
　第１の搬送路３６は、給紙カセット３２から繰り出されてきた記録紙を転写搬送部５８
側に搬送するものであり、所定位置に配設された複数の搬送ローラ対７８と、転写搬送部
５８の手前に配設され、画像形成部３４における画像形成動作と給紙動作とのタイミング
を取るためのレジストローラ対８０とを備えている。
【００２４】
　なお、レジストローラ対８０の手前にフォトインタラプタなどで構成された図略のレジ
ストセンサが設けられており、記録紙の先端がレジストローラ対８０に当接する位置にま
で搬送されてくると、レジストセンサからの出力信号に基づき電磁クラッチが遮断されて
搬送ローラ対７８の回転駆動が停止され、記録紙の搬送が一旦停止される。
【００２５】
　定着ユニット３８は、画像形成部３４でトナー像が転写された記録紙を加熱することに
より定着処理を行うものであり、内蔵されたヒータにより加熱される定着ローラ８４と、
定着ローラ８４に圧接して配設された加圧ローラ８６とを備えている。
【００２６】
　第２の搬送路４０は、定着ユニット３８で定着処理の行われた記録紙を記録紙排出部１
６に搬送するものであり、所定位置に複数の搬送ローラ対８８が配設されると共に、出口
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側に排出ローラ対９０が配設されている。記録紙排出部１６は、第２の搬送路４０に搬送
されてきた定着処理の終了している記録紙を順次集積する。
【００２７】
　操作パネル１８は、筐体３０の一部を構成する枠体９２の凹部空間９４位置において、
図３に示すように、正面側の一辺を軸心として、矢符Ｂで示す方向に回転可能に取り付け
られている。ここで、操作パネル１８と枠体９２とのなす角度のことを傾斜角度と呼ぶこ
とにする。そして、操作パネル１８は、０度～９０度の範囲、０度～６０度の範囲、或い
は０度～４５度の範囲で傾斜角度を調節することが可能となっている。
【００２８】
　傾斜角度が０度の場合、操作パネル１８の操作面は、水平方向に対して平行となってい
る。そのため、操作パネル１８の傾斜角度は、水平方向に対する傾斜角度となる。なお、
図１及び図３に示す矢符Ａ１は、画像形成装置１０の正面方向を示している。
【００２９】
　また、操作パネル１８は、略中央に配設されたタッチパネル９６と、タッチパネル９６
の右方に隣接して配設されたテンキー９８と、テンキー９８の右方に隣接して配設された
スタートボタン１００と、タッチパネル９６の左方に隣接して配設されたモード選択ボタ
ン１０２と、タッチパネル９６に表示される画面をスクロールする機能ボタン１０４とを
備えている。
【００３０】
　テンキー９８は、複写枚数などを設定するためのものであり、スタートボタン１００は
、複写動作の開始を指示するためのものである。また、モード選択ボタン１０２は、操作
パネル１８が通常状態から起こされた状態にされたときに、種々の設定項目に対する設定
値をデフォルトの設定値に戻すクリアモード及び種々の設定項目に対する設定値をデフォ
ルトの設定値に戻さない非クリアモードのいずれかのモードに画像形成装置１０を設定す
るためのものである。また、機能ボタン１０４は、タッチパネル９６の画面が拡大表示さ
れる場合に画面を左右方向にスクロールするためのものである。
【００３１】
　図４は、操作パネル１８の傾斜角度を調整する機構を示した図面である。操作パネル支
持部１１０は、図４（ａ）に示すように、操作パネル１８の前端部両側面において左右方
向に同軸状に延び、筐体３０の一部を構成する枠体９２（図１）に回動可能に取り付けら
れた軸体１１２，１１４と、図４（ａ）～（ｃ）に示すように、操作パネル１８の背面と
筐体３０内に配設されている支持枠１１６との間に取り付けられたオイルダンパ１１８と
で構成されている。
【００３２】
　このオイルダンパ１１８は、シリンダー１２０の先端部が操作パネル１８の背面に平行
する取付軸１２２の回りを矢印方向に回動可能に取り付けられると共に、筒体部１２５の
先端部が支持枠１１６における取付軸１２４の回りを矢印方向に回動可能に取り付けられ
たものである。なお、この取付軸１２４は、シリンダー１２０の取付軸１２２と平行して
設けられているものである。
【００３３】
　この操作パネル支持部１１０により回動可能にされた操作パネル１８は、図４（ｂ）に
示すように、床面と同一の水平面Ｈに対して角度θ１（θ１が０°である場合を含む。）
をなす第１の状態と、図４（ｃ）に示すように、水平面Ｈに対して角度θ２（θ２＞θ１
で、θ２が９０°である場合を含む。）をなす第２の状態との間を操作パネル１８に対し
て所定の回転力が加えられることで回動する。ここで、操作パネル１８が第１の状態にあ
るときが、通常状態であり、操作パネル１８が第２の状態にあるときが、起こされた状態
である。
【００３４】
　また、操作パネル支持部１１０を構成する一方の軸体１１２には、操作パネル１８の傾
斜角度を検出する角度センサ１３０が取り付けられている。この角度センサ１３０は、操
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作パネル１８の傾斜角度を検出するためのポテンショメータなどの可変抵抗器からなるも
のであり、操作パネル１８が回動されることで角度センサ１３０の回転軸が連動されて抵
抗値が変化し、この変化する抵抗値に基づいて操作パネル１８の傾斜角度を検出する。
【００３５】
　また、軸体１１４には、操作パネル１８を回動させるためのモータＭが接続されている
。このモータＭにはスイッチＳが接続されており、スイッチＳが押されている間、モータ
Ｍはオンされ、操作パネル１８の傾斜角度を増大させていく。そして、スイッチＳが離さ
れたとき、モータＭはオフとなり、操作パネル１８の回動を停止させる。
【００３６】
　操作パネル１８の傾斜角度を減少させる方向への操作パネル１８の回動は、ユーザによ
る力、すなわち手動により行われる。なお、スイッチＳが押し続けられ、操作パネル１８
の傾斜角度が最大角度（例えば９０度）となったとき、モータＭはオフされる。
【００３７】
　図５は、画像形成装置１０のブロック構成図を示している。画像形成装置１０は、原稿
読取部２００、操作表示部３００、画像メモリ４００、印刷制御部５００、搬送制御部６
００、及び制御部７００を備えている。原稿読取部２００は、図２に示す原稿読取部１２
から構成され、原稿を読取り、原稿の画像データを取得する。
【００３８】
　操作表示部３００は、図１に示す操作パネル１８及び図４に示す操作パネルを回動させ
る機構により構成され、ユーザにより入力される種々の操作指令を受け付ける。また、操
作表示部３００は、操作表示部３００の傾斜角度を検出する傾斜角度検出センサ３０１を
備えている。この傾斜角度検出センサ３０１は、図４に示す角度センサ１３０から構成さ
れ、操作パネル１８の傾斜角度が変更される毎に操作パネル１８の傾斜角度を検出して、
検出した傾斜角度を示す検出信号を生成し、制御部７００に出力する。
【００３９】
　画像メモリ４００は、原稿読取部２００により取得された画像データを記憶する。印刷
制御部５００は、図２に示す画像形成部３４を制御し、原稿の画像データを記録紙に印刷
させる。
【００４０】
　搬送制御部６００は、図１に示す搬送ローラ対７８等の各種ローラを駆動させるモータ
を制御し、記録紙を搬送する。制御部７００はＣＰＵ等を含み、画像形成装置１０の全体
制御を司る。また、制御部７００は、操作パネルを操作してユーザにより設定された種々
の設定項目に対する設定値を、設定項目と関連づけて例えば図略のメモリに記憶させるこ
とにより登録する。
【００４１】
　更に、制御部７００は、モード選択ボタン１０２を操作することにより上記クリアモー
ドが選択された場合、画像形成装置１０をクリアモードに設定し、上記非クリアモードが
選択された場合、画像形成装置１０を非クリアモードに設定する。
【００４２】
　更に、制御部７００は、操作パネル１８が通常状態から起こされた状態にされたとき、
種々の設定項目に対して設定された設定値をデフォルトの設定値に戻し、設定をクリアす
る。種々の設定項目としては、記録紙サイズ、印刷部数、拡大縮小率、及びコピー濃度設
定等が存在する。
【００４３】
　記録紙サイズに対する設定値としては、Ａ４、Ａ５等が存在し、デフォルトの設定値は
例えばＡ４である。印刷部数に対する設定値としては、１部、２部等が存在し、デフォル
トの設定値は１部である。拡大縮小率に対する設定値としては、１５０％等が存在し、デ
フォルトの設定値は例えば１００％である。コピー濃度設定としては、普通、濃い等が存
在し、デフォルトの設定値は例えば普通である。
【００４４】
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　更に、制御部７００は、画像形成装置１０が一定期間使用されているか否かを検知し、
一定期間使用されていない場合は、画像形成装置１０を通常動作モードから節電モードに
移行させる。節電モードに移行された場合、画像形成装置１０を構成する種々のモジュー
ルのうちいずれかのモジュール（タッチパネル９６、及び印刷制御部５００等）への電力
の供給を停止させる。更に、制御部７００は、節電モードにおいて、ユーザによりタッチ
パネル９６がタッチされる、或いは操作パネル１８が起こされる等されたとき、画像形成
装置１０を通常モードに移行させる。
【００４５】
　次に、図６に示すフローチャートに従って、画像形成装置１０の動作について説明する
。まず、ステップＳ１において、ユーザによりスイッチＳがオンされると（Ｓ１でＹＥＳ
）、制御部７００はモータＭに駆動信号を出力し、モータＭに操作パネル１８を回動させ
る（Ｓ２）。一方、ユーザによりスイッチＳがオンされない場合（Ｓ１でＮＯ）、処理が
ステップＳ１に戻される。
【００４６】
　ステップＳ３において、制御部７００は、傾斜角度検出センサ３０１により出力された
検出信号を受信する。ここで、傾斜角度検出センサ３０１は、オンされたスイッチＳがオ
フに切り替えられた時、検出信号を制御部７００に出力する。
【００４７】
　ステップＳ４において、制御部７００は、傾斜角度検出センサ３０１から出力された検
出信号に従って、操作パネル１８が通常状態から起こされた状態にされたか否かを判定す
る。ここで、制御部７００は、前回、傾斜角度検出センサ３０１から出力された検出信号
が示す操作パネル１８の傾斜角度を図略のメモリに保持しておき、保持している傾斜角度
が、操作パネル１８が通常状態にあるとみなせる角度にある場合、操作パネル１８は通常
状態から起こされた状態にされたと判定する。
【００４８】
　一方、保持している傾斜角度が、操作パネル１８が通常状態にあるとみなせる角度にな
い場合、起こされた状態にある操作パネル１８の傾斜角度が変更されたものと判定する。
【００４９】
　ステップＳ４においてＹＥＳと判定された場合、制御部７００は、種々の設定項目に対
する設定値をデフォルトの設定値に戻す（Ｓ５）。一方、ステップＳ４においてＮＯと判
定された処理が終了される。
【００５０】
　以上説明したように、画像形成装置１０によれば、操作パネル１８が回動されると、種
々の設定項目に対する設定値がデフォルトの設定値に戻されるため、コピーミスを低減さ
せることができる。
【００５１】
　なお、上記実施の形態では、操作パネル１８はモータＭからの駆動力を受けて傾斜角度
が増大されていたが、これに限定されず、手動により操作パネル１８の傾斜角度を増大さ
せてもよい。この場合、操作パネル１８は、その後端部中央に形成された凹部１２８に指
先を引っ掛けて軸体１１２，１１４の回りを回転する方向の力を作用させることで回動さ
れる。なお、手動とした場合、モータＭ及びスイッチＳを省くことができ、部品点数を減
らすことができ、コストダウンを図ることができる。
【００５２】
　また、上記実施の形態では、操作パネル１８は、手動により傾斜角度が減少されていた
が、これに限定されず、モータＭにより傾斜角度を減少させてもよい。この場合、モータ
Ｍは正逆回転が可能なモータを採用すればよい。また、スイッチＳはレバー式のものを採
用し、レバーが一方側に倒されたとき、操作パネル１８の傾斜角度を増大させ、レバーが
他方側に倒されたとき、操作パネル１８の傾斜角度を減少させるようにすればよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
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【図１】本発明の一実施の形態に係る画像形成装置の外部構成を示す図である。
【図２】図１に示す画像形成装置の内部構成図を示している。
【図３】操作パネルを起こしたときの画像形成装置の外部構成を示す図である。
【図４】操作パネルの傾斜角度を調整する機構を示した図面である。
【図５】図１に示す画像形成装置のブロック構成図を示している。
【図６】図１に示す画像形成装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
１０　画像形成装置
２００　原稿読取部
３００　操作表示部
３０１　傾斜角度検出センサ
４００　画像メモリ
５００　印刷制御部
６００　搬送制御部
７００　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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