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(57)【要約】
【課題】押圧部材をリブまたはハンドルを避けて配置で
き、現像ローラを感光ドラムへ押圧できる現像カートリ
ッジを提供すること。
【解決手段】
　現像カートリッジ１において、筐体３は、第１方向に
おける現像剤収容室４の一端部に位置し、外表面６から
第２方向に延びる第１リブ７であって、第２方向におけ
る現像剤収容室４の他方側に位置する第１リブ７と、第
１方向における現像剤収容室４の他端部に位置し、外表
面６から第２方向に延びる第２リブ８であって、第２方
向における現像剤収容室４の他方側に位置する第２リブ
８と、第１方向において、第１リブ７と第２リブ８との
間に位置するハンドル５と、外表面６に位置し、第１方
向においてハンドル５と第１リブ７との間に位置する第
１押圧部材９と、外表面６に位置し、第１方向において
ハンドル５と第２リブ８との間に位置する第２押圧部材
１０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現像剤を収容可能な現像剤収容室を有する筐体と、
　第１方向に延びる第１軸について回転可能な現像ローラであって、第２方向における前
記現像剤収容室の一方側に位置する現像ローラと、
　を備える現像カートリッジであって、
　前記筐体は、
　　前記第１方向における前記現像剤収容室の一端部に位置し、前記現像剤収容室の外表
面から前記第２方向に延びる第１リブであって、前記第２方向における前記現像剤収容室
の他方側に位置する第１リブと、
　　前記第１方向における前記現像剤収容室の他端部に位置し、前記外表面から前記第２
方向に延びる第２リブであって、前記第２方向における前記現像剤収容室の他方側に位置
する第２リブと、
　　前記第２方向における前記現像剤収容室の他方側に位置するハンドルであって、前記
第１方向において、前記第１リブと前記第２リブとの間に位置するハンドルと、
　　前記外表面に位置し、前記第２方向における前記現像剤収容室の他方側に位置する第
１押圧部材であって、前記第１方向において前記ハンドルと前記第１リブとの間に位置す
る第１押圧部材と、
　　前記外表面に位置し、前記第２方向における前記現像剤収容室の他方側に位置する第
２押圧部材であって、前記第１方向において前記ハンドルと前記第２リブとの間に位置す
る第２押圧部材と、
　を備えることを特徴とする現像カートリッジ。
【請求項２】
　前記第１押圧部材は、第１弾性部材を含み、
　前記第１弾性部材の一端部が前記外表面に固定され、前記第１弾性部材の他端部は、前
記一端部に対して伸縮可能であることを特徴とする請求項１に記載の現像カートリッジ。
【請求項３】
　前記第１弾性部材は、バネであることを特徴とする請求項２に記載の現像カートリッジ
。
【請求項４】
　前記第２押圧部材は、第２弾性部材を含み、
　前記第２弾性部材の一端部が前記外表面に固定され、前記第２弾性部材の他端部は、前
記一端部に対して伸縮可能であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項
に記載の現像カートリッジ。
【請求項５】
　前記第２弾性部材は、バネであることを特徴とする請求項４に記載の現像カートリッジ
。
【請求項６】
　感光ドラムを備えるドラムカートリッジに、前記現像カートリッジが装着されるとき、
前記第１リブは、前記ドラムカートリッジの第１ローラと接触し、前記第２リブは、前記
ドラムカートリッジの第２ローラと接触することを特徴とする請求項１から請求項５のい
ずれか一項に記載の現像カートリッジ。
【請求項７】
　現像剤を収容可能な現像剤収容室を有する筐体と、
　第１方向に延びる第１軸について回転可能な現像ローラであって、第２方向における前
記現像剤収容室の一方側に位置する現像ローラと、
　を備える現像カートリッジであって、
　前記筐体は、
　　前記第２方向における前記現像剤収容室の他方側に位置するハンドルと、
　　前記現像剤収容室の外表面に位置し、前記第２方向において、前記現像剤収容室の他
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方側に位置する押圧部材であって、前記第１方向において前記ハンドルに対応する位置に
設けられ、前記現像カートリッジが、感光ドラムを有するドラムカートリッジに装着され
るときに前記ドラムカートリッジのフレームに接触する押圧部材と、
　を備えることを特徴とする現像カートリッジ。
【請求項８】
　前記押圧部材は、弾性部材を含み、
　前記弾性部材の一端部が前記外表面に固定され、前記弾性部材の他端部は、前記一端部
に対して伸縮可能であり、
　前記現像カートリッジが前記ドラムカートリッジに装着されるときに、前記他端部は、
前記フレームと接触することを特徴とする請求項７に記載の現像カートリッジ。
【請求項９】
　前記弾性部材は、バネであることを特徴とする請求項８に記載の現像カートリッジ。
【請求項１０】
　前記現像カートリッジが前記ドラムカートリッジに装着されるときに、前記押圧部材は
、前記フレームとしての、前記ドラムカートリッジのハンドルに接触することを特徴とす
る請求項７から請求項９のいずれか一項に記載の現像カートリッジ。
【請求項１１】
　前記現像カートリッジが前記ドラムカートリッジに装着されるときに、前記押圧部材が
、前記ドラムカートリッジのハンドルに引っかかることで、前記現像カートリッジは、前
記ドラムカートリッジのハンドルに対してロックされることを特徴とする請求項１０に記
載の現像カートリッジ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現像カートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、現像ローラを備える現像カートリッジが知られている。現像カートリッジは、感
光体ドラムを備えるドラムカートリッジに対して着脱可能である。感光体ドラムは、第１
方向に延びる軸について回転可能である。
【０００３】
　例えば、現像カートリッジは、現像剤を収容可能な現像剤収容室を有する筐体を備える
。現像ローラは、第２方向における現像剤収容室の一方側に位置する。ドラムカートリッ
ジは、第１端部と、第２方向において第１端部と離れた第２端部とを備える。感光体ドラ
ムは、ドラムカートリッジの第１端部に位置する。ドラムカートリッジは、さらに、押圧
部材を備える。押圧部材は、ドラムカートリッジの第２端部に位置する。現像カートリッ
ジがドラムカートリッジに装着されるときに、筐体は押圧部材により押圧される。これに
より、現像ローラは、感光体ドラムに押圧される。（特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１２９８１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されるようなドラムカートリッジの押圧部材を、現像カートリッジに
設けることが想定される。この場合、押圧部材を、第２方向における現像剤収容室の他方
側に設けることが検討される。従来の現像カートリッジでは、現像剤収容室の側面にはカ
ップリングなどのギアが設けられる。また、現像剤収容室の側面には、現像カートリッジ
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をドラムカートリッジに位置決めするためのリブが配置される。また、現像カートリッジ
の第２方向における現像剤収容室の他方側には、ハンドルが設けられる。そのため、押圧
部材は、リブまたはハンドルを避けて配置する必要がある。
【０００６】
　そこで、本開示の目的は、押圧部材をリブまたはハンドルを避けて配置でき、現像ロー
ラを感光ドラムへ押圧できる現像カートリッジを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明の現像カートリッジは、現像剤を収容可能な現像剤収容室を有する筐体と、
第１方向に延びる第１軸について回転可能な現像ローラであって、第２方向における現像
剤収容室の一方側に位置する現像ローラと、を備える。筐体は、第１方向における現像剤
収容室の一端部に位置し、現像剤収容室の外表面から第２方向に延びる第１リブであって
、第２方向における現像剤収容室の他方側に位置する第１リブと、第１方向における現像
剤収容室の他端部に位置し、外表面から第２方向に延びる第２リブであって、第２方向に
おける現像剤収容室の他方側に位置する第２リブと、第２方向における現像剤収容室の他
方側に位置するハンドルであって、第１方向において、第１リブと第２リブとの間に位置
するハンドルと、外表面に位置し、第２方向における現像剤収容室の他方側に位置する第
１押圧部材であって、第１方向においてハンドルと第１リブとの間に位置する第１押圧部
材と、外表面に位置し、第２方向における現像剤収容室の他方側に位置する第２押圧部材
であって、第１方向においてハンドルと第２リブとの間に位置する第２押圧部材と、を備
える。
（２）第１押圧部材は、第１弾性部材を含んでもよい。第１弾性部材の一端部は、外表面
に固定されてもよい。第１弾性部材の他端部は、一端部に対して伸縮可能であってもよい
。
（３）第１弾性部材は、バネであってもよい。
（４）第２押圧部材は、第２弾性部材を含んでもよい。第２弾性部材の一端部は、外表面
に固定されてもよい。第２弾性部材の他端部は、一端部に対して伸縮可能であってもよい
。
（５）第２弾性部材は、バネであってもよい。
（６）感光ドラムを備えるドラムカートリッジに、現像カートリッジが装着されるとき、
第１リブは、ドラムカートリッジの第１ローラと接触し、第２リブは、ドラムカートリッ
ジの第２ローラと接触してもよい。
（７）本発明の現像カートリッジは、現像剤を収容可能な現像剤収容室を有する筐体と、
第１方向に延びる第１軸について回転可能な現像ローラであって、第２方向における現像
剤収容室の一方側に位置する現像ローラと、を備える。筐体は、第２方向における現像剤
収容室の他方側に位置するハンドルと、現像剤収容室の外表面に位置し、第２方向におい
て、現像剤収容室の他方側に位置する押圧部材であって、第１方向においてハンドルに対
応する位置に設けられ、現像カートリッジが、感光ドラムを有するドラムカートリッジに
装着されるときにドラムカートリッジのフレームに接触する押圧部材と、を備える。
（８）押圧部材は、弾性部材を含んでもよい。弾性部材の一端部は、外表面に固定されて
もよい。弾性部材の他端部は、一端部に対して伸縮可能であってもよい。現像カートリッ
ジがドラムカートリッジに装着されるときに、他端部は、フレームと接触してもよい。
（９）弾性部材は、バネであってもよい。
（１０）現像カートリッジがドラムカートリッジに装着されるときに、押圧部材は、フレ
ームとしての、ドラムカートリッジのハンドルに接触してもよい。
（１１）現像カートリッジがドラムカートリッジに装着されるときに、押圧部材が、ドラ
ムカートリッジのハンドルに引っかかることで、現像カートリッジは、ドラムカートリッ
ジのハンドルに対してロックされてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
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　本開示によれば、押圧部材をリブまたはハンドルを避けて配置でき、現像ローラを感光
ドラムへ押圧できる現像カートリッジを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１実施形態の現像カートリッジ１を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示す現像カートリッジ１がドラムカートリッジ３０に装着される
状態の斜視図である。
【図３】図３Ａは、図２に示すＡ－Ａ断面である断面図である。図３Ｂは、図２に示すＢ
－Ｂ断面図である。
【図４】図４は、第２実施形態の現像カートリッジ２０を示す斜視図である。
【図５】図５は、図４に示す現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０に装着され
る状態の斜視図である。
【図６】図６は、図５に示すＣ－Ｃ断面図である。
【図７】図７は、図５に示す現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０から離脱さ
れる状態を説明するための説明図であって、図５に示すＣ－Ｃ断面に相当する断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　１．現像カートリッジ１
　１．１　現像カートリッジ１の概略
　図１および図２を参照して、現像カートリッジ１の概略について説明する。図１に示す
ように、現像カートリッジ１は、現像ローラ２と、筐体３とを備える。
【００１１】
　現像ローラ２は、現像剤を担持可能である。現像ローラ２は、第１方向に延びる。現像
ローラ２は、第１方向に延びる第１軸Ａについて回転可能である。筐体３は、現像剤を、
筐体３の内側に収容可能である。現像剤は、例えば、粉状のトナーである。
【００１２】
　１．２　現像剤収容室４
　図１から図３に示すように、筐体３は、現像剤収容室４を備える。現像剤収容室４は、
現像剤を収容可能である。現像剤収容室４は、角筒形状を有する。現像剤収容室４は、第
２方向において、現像ローラ２とハンドル５との間に位置する。つまり、現像ローラ２は
、第２方向における現像剤収容室４の一方側に位置する。ハンドル５は、第２方向におけ
る現像剤収容室４の他方側に位置する。なお、第２方向は、第１方向と異なる方向である
。第２方向は、第１方向と直交する。現像剤収容室４は、外表面６を備える。外表面６は
、第２方向において、ハンドル５と現像ローラ２との間に位置する。外表面６は、第２方
向における筐体３の他方側の外表面である。つまり、外表面６は、第２方向における現像
剤収容室４の他方側の外表面である。
【００１３】
　１．３　ハンドル５
　また、図１および図２に示すように、筐体３は、ハンドル５を備える。現像ローラ２は
、第２方向における筐体３の一方側に位置する。ハンドル５は、第２方向における筐体３
の他方側に位置する。より詳細には、図１に示すように、ハンドル５は、外表面６に位置
する。ハンドル５は、第１方向において、外表面６の中央に位置する。ハンドル５は、外
表面６から第２方向に延びる。
【００１４】
　１．４　アジテータ１８
　図３Ａおよび図３Ｂに示すように、現像カートリッジ１は、さらに、アジテータ１８を
備える。アジテータ１８は、現像剤収容室４内の現像剤を撹拌可能である。アジテータ１
８は、現像剤収容室４の内側に位置する。アジテータ１８は、第２方向において、現像ロ
ーラ２に対して間隔を隔てて位置する。アジテータ１８は、第１方向に延びる軸について
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回転可能である。アジテータ１８は、アジテータシャフト１８Ａと、羽根１８Ｂとを備え
る。
【００１５】
　１．５　第１リブ７、および、第２リブ８
　図１および図２に示すように、筐体３は、さらに、第１リブ７と、第２リブ８とを備え
る。第１リブ７は、第１方向における現像剤収容室４の一端部から第２方向に延びる。つ
まり、第１リブ７は、第１方向における現像剤収容室４の一端部に位置する。第１リブ７
は、第２方向における現像剤収容室４の他方側に位置する。より詳細には、第１リブ７は
、外表面６に位置する。そして、第１リブ７は、外表面６から第２方向に延びる。第２リ
ブ８は、第１方向における現像剤収容室４の他端部から第２方向に延びる。つまり、第２
リブ８は、第１方向における現像剤収容室４の他端部に位置する。第２リブ８は、第２方
向における現像剤収容室４の他方側に位置する。より詳細には、第２リブ８は、外表面６
に位置する。そして、第２リブ８は、外表面６から第２方向に延びる。
【００１６】
　さらに、第１リブ７と第２リブ８とは、第１方向において互いに間隔を隔てて位置する
。ハンドル５は、第１方向において、第１リブ７と第２リブ８との間に位置する。第１リ
ブ７は、第１方向において、ハンドル５に対して間隔を隔てて位置する。第２リブ８は、
第１方向において、ハンドル５に対して間隔を隔てて位置する。
【００１７】
　図１および図２に示すように、第１リブ７および第２リブ８は、現像カートリッジ１が
ドラムカートリッジ３０に装着されるときに、現像カートリッジ１をドラムカートリッジ
３０に位置決めするための部材である。第１リブ７および第２リブ８は、現像カートリッ
ジ１がドラムカートリッジ３０に装着されるときに、ドラムカートリッジ３０と接触する
。
【００１８】
　より詳細には、第１リブ７は、第１面７Ａを備える。第１リブ７の第１面７Ａは、現像
カートリッジ１がドラムカートリッジ３０に装着されるときに、ドラムカートリッジ３０
が備える第１ローラ３２と接触する。第１面７Ａは、第３方向における第１リブ７の端部
である。第３方向は、第１方向と第２方向とに直交する。
【００１９】
　また、第２リブ８は、第１面８Ａを備える。第２リブ８の第１面８Ａは、現像カートリ
ッジ１がドラムカートリッジ３０に装着されるときに、ドラムカートリッジ３０が備える
第２ローラ３３と接触する。第１面８Ａは、第３方向における第２リブ８の端部である。
【００２０】
　１．６　第１押圧部材９および第２押圧部材１０
　筐体３は、さらに、第１押圧部材９と、第２押圧部材１０とを備える。図２に示すよう
に、第１押圧部材９および第２押圧部材１０は、現像カートリッジ１がドラムカートリッ
ジ３０に装着されるときに、現像ローラ２を感光ドラム３１に押圧するための部材である
。
【００２１】
　第１押圧部材９は、第２方向において、現像ローラ２とハンドル５との間に位置する。
第１押圧部材９は、第１方向において、ハンドル５と第１リブ７との間に位置する。第１
押圧部材９は、第３方向において、ハンドル５に対して間隔を隔てて位置する。第２押圧
部材１０は、第２方向において、現像ローラ２とハンドル５との間に位置する。第２押圧
部材１０は、第１方向において、ハンドル５と第２リブ８との間に位置する。第２押圧部
材１０は、第１方向において、第１押圧部材９に対して間隔を隔てて位置する。第２押圧
部材１０は、第３方向において、ハンドル５に対して間隔を隔てて位置する。
【００２２】
　より詳細には、第１押圧部材９は、外表面６に位置する。第２押圧部材１０は、外表面
６に位置する。第１押圧部材９は、第２方向において、現像剤収容室４に対して現像ロー
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ラ２の反対側に位置する。第２押圧部材１０は、第２方向において、現像剤収容室４に対
して現像ローラ２の反対側に位置する。つまり、第１押圧部材９は、第２方向における現
像剤収容室４の他方側に位置する。また、第２押圧部材１０は、第２方向における現像剤
収容室４の他方側に位置する。
【００２３】
　上述したように、第１押圧部材９は、第１方向において、ハンドル５と第１リブ７との
間に位置し、第２押圧部材１０は、第１方向において、ハンドル５と第２リブ８との間に
位置する。このため、第２方向における現像剤収容室４の他方側に、第１リブ７、第２リ
ブ８およびハンドル５が設けられていても、第１押圧部材９および第２押圧部材１０を、
第１リブ７、第２リブ８およびハンドル５を避けて配置でき、第１押圧部材９および第２
押圧部材１０を、第２方向における現像剤収容室４の他方側に位置できる。
【００２４】
　図３Ａおよび図３Ｂに示すように、第１押圧部材９は、第１弾性部材１３を含む。第１
弾性部材１３は、バネ、具体的には、コイルバネである。第１弾性部材１３は、ゴムから
なってもよい。第１弾性部材１３は、一端部１３Ａと、第２方向において一端部１３Ａと
離れた他端部１３Ｂとを備える。第１弾性部材１３の一端部１３Ａは、外表面６に固定さ
れる。第１弾性部材１３の他端部１３Ｂは、一端部１３Ａに対して伸縮可能である。詳し
くは、第１押圧部材９は、外表面６の第１凹部１１に位置する。第１凹部１１は、第１方
向において、ハンドル５と第１リブ７との間に位置する。第１凹部１１は、外表面６から
現像ローラ２に向けて凹む。第１押圧部材９は、さらに、第１接触部１５を備える。第１
接触部１５は、第１弾性部材１３の他端部１３Ｂに固定される。これにより、第１接触部
１５は、第２方向において、第１弾性部材１３の一端部１３Ａに対して移動可能である。
【００２５】
　第２押圧部材１０は、第２弾性部材１４を含む。第２弾性部材１４は、バネ、具体的に
は、コイルバネである。第２弾性部材１４は、ゴムからなってもよい。第２弾性部材１４
は、一端部１４Ａと、第２方向において一端部１４Ａと離れた他端部１４Ｂとを備える。
第２弾性部材１４の一端部１４Ａは、外表面６に固定される。第２弾性部材１４の他端部
１４Ｂは、一端部１４Ａに対して伸縮可能である。詳しくは、第２押圧部材１０は、外表
面６の第２凹部１２に位置する。第２凹部１２は、第１方向において、ハンドル５と第２
リブ８との間に位置する。第２凹部１２は、外表面６から現像ローラ２に向けて凹む。第
２押圧部材１０は、さらに、第２接触部１６を備える。第２接触部１６は、第２弾性部材
１４の他端部１４Ｂに固定される。これにより、第２接触部１６は、第２方向において、
第２弾性部材１４の一端部１４Ａに対して移動可能である
　２．現像カートリッジ１のドラムカートリッジ３０に対する装着
　図２から図３Ｂを参照して、現像カートリッジ１のドラムカートリッジ３０に対する装
着を説明する。図２および図３Ａに示すように、現像カートリッジ１は、ドラムカートリ
ッジ３０に対して装着可能である。ドラムカートリッジ３０は、感光ドラム３１と、第１
ローラ３２と、第２ローラ３３とを備える。図３Ａに示すように、感光ドラム３１は、第
１方向に延びる軸について回転可能である。ドラムカートリッジ３０は、さらに、フレー
ム３４を備える。現像カートリッジ１は、フレーム３４に対して装着可能である。感光ド
ラム３１は、フレーム３４の一端部に位置する。第１ローラ３２および第２ローラ３３は
、フレーム３４の他端部に位置する。第１ローラ３２および第２ローラ３３は、第２方向
において、感光ドラム３１に対して間隔を隔てて位置する。図２に示すように、第１ロー
ラ３２および第２ローラ３３は、第１方向に互いに間隔を隔てて位置する。第１ローラ３
２は、第１方向に延びる軸について回転可能である。第２ローラ３３は、第１方向に延び
る軸について回転可能である。
【００２６】
　図３Ａに示すように、ドラムカートリッジ３０は、さらに、フレーム３４のフレーム端
部３５を備える。フレーム端部３５は、フレーム３４の他端部に位置する。フレーム端部
３５は、第２方向において、感光ドラム３１に対して間隔を隔てて位置する。フレーム端



(8) JP 2017-167290 A 2017.9.21

10

20

30

40

50

部３５は、第１方向において、第１ローラ３２と第２ローラ３３との間に位置する。
【００２７】
　現像カートリッジ１がドラムカートリッジ３０に装着されると、現像ローラ２は、感光
ドラム３１と接触する。より詳細には、図３Ａに示すように、第１押圧部材９は、フレー
ム端部３５と接触する。詳しくは、第１接触部１５が、フレーム端部３５と接触する。第
１弾性部材１３は、第２方向において第１弾性部材１３の他端部１３Ｂが一端部１３Ａに
近づくように圧縮される。フレーム端部３５は、第１接触部１５を介して、第１弾性部材
１３の反力を受ける。そして、第１弾性部材１３は、圧縮されたことによる弾性力により
、第２方向において、外表面６を現像ローラ２に向かって押圧する。
【００２８】
　また、図３Ｂに示すように、現像カートリッジ１がドラムカートリッジ３０に装着され
ると、第２押圧部材１０は、フレーム端部３５と接触する。すると、第２押圧部材１０は
、第１押圧部材９と同様に、第２方向において、筐体３を感光ドラム３１に向かって押圧
する。詳しくは、第２接触部１６が、フレーム端部３５と接触する。第２弾性部材１４は
、第２方向において第２弾性部材１４の他端部１４Ｂが一端部１４Ａに近づくように圧縮
される。フレーム端部３５は、第２接触部１６を介して、第２弾性部材１４の反力を受け
る。そして、第２弾性部材１４は、圧縮されたことによる弾性力により、第２方向におい
て、外表面６を現像ローラ２に向かって押圧する。これによって、第１押圧部材９および
第２押圧部材１０が、筐体３を感光ドラム３１に向かって押圧する。そのため、現像ロー
ラ２が感光ドラム３１に押圧される。
【００２９】
　また、図２に示すように、現像カートリッジ１がドラムカートリッジ３０に装着される
ときに、第１リブ７および第２リブ８が、ドラムカートリッジ３０の第１ローラ３２と第
２ローラ３３とにそれぞれ接触し、現像カートリッジ１は、ドラムカートリッジ３０に位
置決めされる。つまり、感光ドラム３１を備えるドラムカートリッジ３０に、現像カート
リッジ１が装着されるとき、第１リブ７は、ドラムカートリッジ３０の第１ローラ３２と
接触し、第２リブ８は、ドラムカートリッジ３０の第２ローラ３３と接触する。これによ
り、押圧部材が現像カートリッジ１に設けられた場合であっても、現像カートリッジ１を
、ドラムカートリッジ３０に位置決めすると共に、現像ローラ２を感光ドラム３１へ押圧
することができる。
【００３０】
　３．第２実施形態
　図４から図７を参照して、第２実施形態の現像カートリッジ２０について説明する。な
お、現像カートリッジ２０において、第１実施形態の現像カートリッジ１と同じ部材につ
いては、同じ符号を付し、説明を省略する。
【００３１】
　３．１　現像カートリッジ２０の概略
　図４および図５に示すように、現像カートリッジ２０において、筐体３は、押圧部材２
２を備える。筐体３は、第１押圧部材９および第２押圧部材１０に代えて押圧部材２２を
備えること、および、外表面６の構成以外、第１実施形態の筐体３と同じ構造である。押
圧部材２２は、外表面６に位置する。押圧部材２２は、第２方向において、現像剤収容室
４の他方側に位置する。
【００３２】
　３．２　外表面６
　図４に示すように、筐体３は、さらに、凹部２３を備える。凹部２３は、押圧部材２２
を収容するための凹部である。凹部２３は、外表面６に位置する。凹部２３は、第１方向
において、ハンドル５に対応する位置に設けられる。凹部２３は、第１方向において外表
面６の中央に位置する。凹部２３は、第３方向において、ハンドル５に対して間隔を隔て
て位置する。図６に示すように、凹部２３は、外表面６から現像ローラ２に向けて凹む。
【００３３】
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　３．３　押圧部材２２
　図４に示すように、押圧部材２２は、第１方向においてハンドル５に対応する位置に設
けられる。このため、第２方向における現像剤収容室４の他方側にハンドル５が設けられ
ていても、押圧部材２２をハンドル５を避けて配置でき、押圧部材２２を第２方向におけ
る現像剤収容室４の他方側に位置できる。
【００３４】
　押圧部材２２は、第１方向において外表面６の中央に位置する。押圧部材２２は、第１
方向において、第１リブ７と第２リブ８との間に位置する。押圧部材２２は、第３方向に
おいて、ハンドル５に対して間隔を隔てて位置する。
【００３５】
　図６に示すように、押圧部材２２は、現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０
に装着されるときに、筐体３を感光ドラム３１に向かって押圧可能である。押圧部材２２
は、弾性部材２４を含む。弾性部材２４は、バネ、具体的には、コイルバネである。弾性
部材２４は、ゴムからなってもよい。弾性部材２４は、一端部２４Ａと、第２方向におい
て一端部２４Ａと離れた他端部２４Ｂとを備える。弾性部材２４の一端部２４Ａは、外表
面６に固定される。弾性部材２４の他端部２４Ｂは、一端部２４Ａに対して伸縮可能であ
る。詳しくは、押圧部材２２は、凹部２３に位置する。押圧部材２２は、第２方向におい
て、現像ローラ２とハンドル５との間に位置する。弾性部材２４は、外表面６に対して現
像ローラ２の反対側に位置する。押圧部材２２は、さらに、接触部２５を備える。接触部
２５は、弾性部材２４の他端部２４Ｂに固定される。これにより、接触部２５は、第２方
向において、弾性部材２４の一端部２４Ａに対して移動可能である。押圧部材２２は、さ
らに、鉤部２６を備える。
【００３６】
　３．４　現像カートリッジ２０のドラムカートリッジ３０に対する装着
　図５および図６を参照して、現像カートリッジ２０のドラムカートリッジ３０に対する
装着を説明する。図５および図６に示すように、現像カートリッジ２０は、ドラムカート
リッジ３０に対して装着可能である。フレーム３４は、さらに、ハンドル４２を備える。
ハンドル４２は、フレーム３４の他端部に位置する。図５に示すように、ハンドル４２は
、第１方向において、フレーム３４の中央に位置する。ハンドル４２は、第１方向に延び
る。図６に示すように、ハンドル４２は、第２方向において、感光ドラム３１に対して間
隔を隔てて位置する。
【００３７】
　現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０に装着されるときに、押圧部材２２は
、フレーム３４に接触する。つまり、弾性部材２４の他端部２４Ｂは、フレーム３４と接
触する。より詳しくは、現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０に装着されると
きに、押圧部材２２が、ハンドル４２に接触する。つまり。接触部２５が、第２方向にハ
ンドル４２と接触する。このため、弾性部材２４の他端部２４Ｂは、接触部２５を介して
、ハンドル４２と接触する。弾性部材２４は、第２方向において、弾性部材２４の他端部
２４Ｂが一端部２４Ａに近づくように圧縮される。ハンドル４２は、接触部２５を介して
、弾性部材２４の反力を受ける。そして、弾性部材２４は、圧縮されたことによる弾性力
により、第２方向において、外表面６を現像ローラ２に向かって押圧する。これによって
、押圧部材２２が、筐体３を感光ドラム３１に向かって押圧する。そのため、現像ローラ
２が感光ドラム３１に押圧される。
【００３８】
　また、現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０に装着されるときに、押圧部材
２２は、ハンドル４２に引っかかる。より詳細には、現像カートリッジ２０がドラムカー
トリッジ３０に装着されるときに、鉤部２６は、ハンドル４２に引っかかる。これによっ
て、現像カートリッジ２０は、ドラムカートリッジ３０からの離脱が規制される。つまり
、現像カートリッジ２０は、ドラムカートリッジ３０のハンドル４２に対してロックされ
る。
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【００３９】
　３．５　現像カートリッジ２０のドラムカートリッジ３０からの離脱
　図７に示すように、現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０から離脱されると
きに、鉤部２６は、第２方向において現像ローラ２に近づくように移動する。詳しくは、
接触部２５が、弾性部材２４の弾性力に抗して、第２方向において現像ローラ２に近づく
ように移動する。鉤部２６は、接触部２５の移動と共に、第２方向において現像ローラ２
に近づくように移動する。これにより、鉤部２６とハンドル４２との引っかかりが解消さ
れる。そのため、現像カートリッジ２０のドラムカートリッジ３０からの離脱が許容され
る。そして、現像カートリッジ２０は、ドラムカートリッジ３０から離脱される。これに
より、押圧部材が現像カートリッジ１に設けられた場合であっても、現像カートリッジ１
を、ドラムカートリッジ３０に位置決すると共に、現像ローラ２を感光ドラム３１へ押圧
することができる。さらに、押圧部材２２の鉤部２６により、現像カートリッジ２０がド
ラムカートリッジ３０に装着され、且つ、押圧部材２２により現像ローラ２が感光ドラム
３１へ押圧された状態において、現像カートリッジ２０がドラムカートリッジ３０からの
離脱を規制し、現像カートリッジ２０をドラムカートリッジ３０へロックすることができ
る。
【００４０】
　４．変形例
　第１実施形態では、筐体３が、ハンドル５と、現像剤収容室４と、第１リブ７と、第２
リブ８と、第１凹部１１と、第２凹部１２と、第１押圧部材９と、第２押圧部材１０とを
備えるが、これに限定されない。
【００４１】
　第１押圧部材９が、第１方向においてハンドル５と第１リブ７との間に位置し、第２押
圧部材１０が、第１方向においてハンドル５と第２リブ８との間に位置する場合、筐体３
は、第１凹部１１および第２凹部１２を備えなくてもよい。
【００４２】
　第２実施形態では、筐体３が、ハンドル５と、現像剤収容室４と、凹部２３と、押圧部
材２２とを備えるが、筐体３は、凹部２３を備えなくてもよい。
【００４３】
　また、第１実施形態の第１リブ７の先端部と第２リブ８の先端部とが、第１方向に連結
されて、現像剤収容室４が構成されても良い。この場合、第１押圧部材９は、第１方向に
おいて、第１リブ７とハンドル５との間に位置する第３凹部に位置しても良い。第３凹部
は、第１リブ７の先端部と第２リブ８の先端部とが連結された連結面から現像ローラに向
けて凹んでいる。また、第２押圧部材１０は、第１方向において、第２リブ８とハンドル
５との間に位置する第４凹部に位置しても良い。第４凹部は、第１リブ７の先端部と第２
リブ８の先端部とが連結された連結面から現像ローラに向けて凹んでいる。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　現像カートリッジ
　２　　　現像ローラ
　３　　　筐体
　４　　　現像剤収容室
　５　　　ハンドル
　６　　　外表面
　７　　　第１リブ
　８　　　第２リブ
　９　　　第１押圧部材
　１０　　第２押圧部材
　１３　　第１弾性部材
　１３Ａ　第１弾性部材の一端部
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　１３Ｂ　第１弾性部材の他端部
　１４　　第２弾性部材
　１４Ａ　第２弾性部材の一端部
　１４Ｂ　第２弾性部材の他端部
　２０　　現像カートリッジ
　２２　　押圧部材
　２４　　弾性部材
　２４Ａ　弾性部材の一端部
　２４Ｂ　弾性部材の他端部
　３０　　ドラムカートリッジ
　３１　　感光ドラム
　３２　　第１ローラ
　３３　　第２ローラ
　３４　　フレーム
　４２　　ハンドル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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