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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に対して回動可能に配設された開閉蓋を備えた画像形成装置であって、
　前記開閉蓋の内側に、その長手方向が前記開閉蓋の回動軸と略平行となるように、且つ
その長手方向を軸方向として回動自在に軸支された複数の露光手段と、
　前記各露光手段にそれぞれ回動駆動力を伝達する複数の回動機構と、
　前記各回動機構を駆動し、前記開閉蓋の開動作に連動して前記露光手段を動作位置から
退避位置へ向う方向に回動し、前記開閉蓋の閉動作に連動して前記露光手段を前記退避位
置から前記動作位置へ向う方向に回動する駆動機構と
　を備え、
　前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、その開口角が所定の開口角度に達した後に
前記回動機構の駆動を開始し、
　前記複数の回動機構及び前記駆動機構は、前記開閉蓋の開閉時に前記駆動機構により前
記露光手段が回動する回動量が、前記複数の露光手段のうちの第１及び第２の露光手段の
間で互いに異なるように構成されていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記複数の回動機構及び前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、前記複数の露光手
段のうち前記回動軸に最も近い露光手段が前記駆動機構による回動によって前記装置本体
とぶつからない位置になった後に、前記駆動機構による当該露光手段の回動が開始するよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
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【請求項３】
　前記複数の回動機構及び前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、前記各露光手段が
前記回動軸側の方向と逆方向に回動し、前記各露光手段が前記退避位置にあるとき、前記
各露光手段の先端が前記回動軸と逆方向を向くように構成されていることを特徴とする請
求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記駆動機構は、前記開閉蓋の閉動作時に、前記開閉蓋の開口角が前記所定の開口角度
になった段階で前記各回動機構の駆動を全て停止することを特徴とする請求項１乃至３の
何れかに記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記駆動機構がトルクリミッタを有し、前記トルクリミッタが動作して、前記開閉蓋の
開動作時に前記露光手段を前記退避位置に保ったまま更に開動作する開口角領域と、前記
開閉蓋の閉動作時に前記露光手段を前記動作位置に保ったまま更に閉動作する開口角領域
とを有することを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記露光手段は、露光部と前記露光部を支持する支持部とを有することを特徴とする請
求項１乃至５の何れかに記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記露光手段は、前記動作位置にあるとき、前記露光部と前記支持部とが前記開閉蓋の
内面に対して略垂直な方向に沿って配列し、前記退避位置にあるとき、前記露光部と前記
支持部とが前記開閉蓋の内面と略平行な方向に沿って配列することを特徴とする請求項６
記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記露光手段は、クリーニング部材を有し、前記露光手段が前記退避位置にあるとき、
隣接する露光手段の前記露光部と前記支持部とが接触し、前記支持部の前記露光部と接触
する位置にクリーニング部材を配置したことを特徴とする請求項６又は７記載の画像形成
装置。
【請求項９】
　前記露光手段の前記露光部がＬＥＤヘッドであることを特徴とする請求項６乃至８の何
れかに記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　装置本体に対して回動可能に配設された開閉蓋を備えた画像形成装置であって、
　前記開閉蓋の内面に、その長手方向が前記開閉蓋の回動軸と略平行となるように、且つ
その長手方向を軸方向として回動自在に軸支された複数のＬＥＤヘッドアッセンブリと、
　前記各ＬＥＤヘッドアッセンブリにそれぞれ回動駆動力を伝達する複数の回動機構と、
　前記各回動機構を駆動し、前記開閉蓋の開動作に連動して前記ＬＥＤヘッドアッセンブ
リを動作位置から退避位置へ向う方向に回動し、前記開閉蓋の閉動作に連動して前記ＬＥ
Ｄヘッドアッセンブリを退避位置から動作位置へ向う方向に回動する駆動機構と
　を備え、
　前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、その開口角が所定の角度に達した後に前記
回動機構の駆動を開始し、
　前記複数の回動機構及び前記駆動機構は、前記開閉蓋の開閉時に前記駆動機構により前
記ＬＥＤヘッドアッセンブリが回動する回動量が、前記複数のＬＥＤヘッドアッセンブリ
のうちの第１及び第２のＬＥＤヘッドアッセンブリの間で互いに異なるように構成されて
いることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　ＬＥＤヘッドアッセンブリは、ＬＥＤヘッドと該ＬＥＤヘッドを保持するヘッドホルダ
とを有することを特徴とする請求項１０記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　装置本体に対して回動可能に配設された開閉蓋を備えた画像形成装置であって、
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　前記開閉蓋の内側に、その長手方向が前記開閉蓋の回動軸と略平行となるように、且つ
その長手方向を軸方向として回動自在に軸支された複数の露光手段と、
　前記各露光手段にそれぞれ回動駆動力を伝達する複数の回動機構と、
　前記各回動機構を駆動し、前記開閉蓋の開動作に連動して前記露光手段を動作位置から
退避位置へ向う方向に回動し、前記開閉蓋の閉動作に連動して前記露光手段を前記退避位
置から前記動作位置へ向う方向に回動する駆動機構と
　を備え、
　前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、その開口角が所定の開口角度に達した後に
前記回動機構の駆動を開始し、
　前記複数の回動機構及び前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、前記各露光手段が
前記回動軸側の方向と逆方向に回動し、前記各露光手段が前記退避位置にあるとき、前記
各露光手段の先端が前記回動軸と逆方向を向くように構成されていることを特徴とする画
像形成装置。
【請求項１３】
　装置本体に対して回動可能に配設された開閉蓋を備えた画像形成装置であって、
　前記開閉蓋の内側に、その長手方向が前記開閉蓋の回動軸と略平行となるように、且つ
その長手方向を軸方向として回動自在に軸支された複数の露光手段と、
　前記各露光手段にそれぞれ回動駆動力を伝達する複数の回動機構と、
　前記各回動機構を駆動し、前記開閉蓋の開動作に連動して前記露光手段を動作位置から
退避位置へ向う方向に回動し、前記開閉蓋の閉動作に連動して前記露光手段を前記退避位
置から前記動作位置へ向う方向に回動する駆動機構と
　を備え、
　前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、その開口角が所定の開口角度に達した後に
前記回動機構の駆動を開始し、
　前記駆動機構がトルクリミッタを有し、前記トルクリミッタが動作して、前記開閉蓋の
開動作時に前記露光手段を前記退避位置に保ったまま更に開動作する開口角領域と、前記
開閉蓋の閉動作時に前記露光手段を前記動作位置に保ったまま更に閉動作する開口角領域
とを有す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】
　電子写真プリンタ等の画像形成装置に関し、特にトップカバー（開閉カバー）がＬＥＤ
ヘッドを保持するように構成された画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤ（発光ダイオード）ヘッドを用いた電子写真プリンタにおいて、装置上部
に一辺を軸として回動可能な開閉カバーを設け、この開閉カバーの内面にＬＥＤヘッドを
有するＬＥＤヘッドアッセンブリを配置すると共に、装置の開閉部の中に、感光体ドラム
、帯電部、現像部、トナーカートリッジを一体とした感光体ユニットを着脱可能に配置し
、開閉カバーを閉じた状態においてＬＥＤヘッドの発光面が感光体ドラムを露光可能な位
置に配する構造の電子写真プリンタが存在した。そしてこの種の電子写真プリンタのカラ
ープリンタにおいては、複数色のトナーを用いて画像形成させるために、各色のトナー毎
に感光体ユニット及びＬＥＤヘッドを用意して、装置本体又は開閉カバーにおいて記録媒
体の搬送方向に並べて配置させたものがあった。（例えば、特許文献１参照）
【０００３】
【特許文献１】特開２００１―２５５８０３号公報（第３頁、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上のようなカラー電子写真プリンタにおいては、開閉カバーを開口して用紙ジャム解
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除や感光体ユニットの取り出し等の保守作業を行うこととなるが、プリンタ装置の構造上
から開閉カバーの開口角度に制限を受ける場合があり、この場合開閉カバーから垂直に下
方に突出したＬＥＤヘッドアッセンブリが円滑な保守作業の妨げになるという問題があっ
た。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による画像形成装置は、装置本体に対して回動可能に配設された開閉蓋を備えた
画像形成装置であって、
　前記開閉蓋の内側に、その長手方向が前記開閉蓋の回動軸と略平行となるように、且つ
その長手方向を軸方向として回動自在に軸支された複数の露光手段と、前記各露光手段に
それぞれ回動駆動力を伝達する複数の回動機構と、前記各回動機構を駆動し、前記開閉蓋
の開動作に連動して前記露光手段を動作位置から退避位置へ向う方向に回動し、前記開閉
蓋の閉動作に連動して前記露光手段を前記退避位置から前記動作位置へ向う方向に回動す
る駆動機構とを備え、
　前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、その開口角が所定の開口角度に達した後に
前記回動機構の駆動を開始し、
　前記複数の回動機構及び前記駆動機構は、前記開閉蓋の開閉時に前記駆動機構により前
記露光手段が回動する回動量が、前記複数の露光手段のうちの第１及び第２の露光手段の
間で互いに異なるように構成されていることを特徴とする。
【０００６】
　本発明による別の画像形成装置は、装置本体に対して回動可能に配設された開閉蓋を備
えた画像形成装置であって、
　前記開閉蓋の内面に、その長手方向が前記開閉蓋の回動軸と略平行となるように、且つ
その長手方向を軸方向として回動自在に軸支された複数のＬＥＤヘッドアッセンブリと、
前記各ＬＥＤヘッドアッセンブリにそれぞれ回動駆動力を伝達する複数の回動機構と、前
記各回動機構を駆動し、前記開閉蓋の開動作に連動して前記ＬＥＤヘッドアッセンブリを
動作位置から退避位置へ向う方向に回動し、前記開閉蓋の閉動作に連動して前記ＬＥＤヘ
ッドアッセンブリを退避位置から動作位置へ向う方向に回動する駆動機構とを備え、
　前記駆動機構は、前記開閉蓋の開動作時に、その開口角が所定の角度に達した後に前記
回動機構の駆動を開始し、
　前記複数の回動機構及び前記駆動機構は、前記開閉蓋の開閉時に前記駆動機構により前
記ＬＥＤヘッドアッセンブリが回動する回動量が、前記複数のＬＥＤヘッドアッセンブリ
のうちの第１及び第２のＬＥＤヘッドアッセンブリの間で互いに異なるように構成されて
いることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、開閉蓋が所定の開口各以上に開いた段階で、露光手段が退避位置に向
って回動するため、開閉蓋の全開角度に制約を受けるような場合でも、露光手段に邪魔さ
れることなく、装置本体内部に関わる作業を円滑に行うことができ、また装置本体内部の
構成要素にぶつかることなく回動することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　実施の形態１．
　図１は、本発明による画像形成装置の要部構成を概略的に示す要部構成図である。
【０００９】
　図１に示す画像形成装置１０００は、例えばカラー電子写真プリンタとしての構成を備
えている。同図中、給紙トレイ１００は、画像形成装置１０００本体に脱着可能に装着さ
れ、内部に積層された記録用紙１０１を収容する。給紙トレイ１００の内部には用紙載置
板１０２が支持軸１０２ａに回動可能に設けられ、記録用紙１０１の繰出し側の半部以上
がこの用紙載置板１０２に載置される。また、給紙トレイ１００には、記録用紙１０１の
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積載位置を規制する図示せぬガイド部材が設けられ、記録用紙１０１の繰出し方向（図中
Ｘ軸のマイナス方向）に対して直交する方向及び用紙繰出し方向において用紙側面を規制
し、収容する記録用紙１０１の積載位置を一定に維持する。
【００１０】
　給紙トレイ１００の繰出し側には、支持軸１０４ａに回動可能に設けられたリフトアッ
プレバー１０４が設けられ、支持軸１０４ａはモータ１０５と接離可能に係合される。給
紙トレイ１００が画像形成装置１０００本体に装着されるとリフトアップレバー１０４と
モータ１０５が係合し、図示せぬ制御部がモータ１０５を駆動する。リフトアップレバー
１０４が回動することでリフトアップレバー１０４の先端部が用紙載置板１０２の底部を
持上げ、用紙載置板１０２に積載された記録用紙１０１が上昇する。記録用紙１０１があ
る高さまで上昇すると上昇検出部１０６が検知し、図示せぬ制御部がその検知した情報を
元にモータ１０５を停止させる。
【００１１】
　給紙トレイ１００の繰出し側には、記録用紙１０１を１枚ずつ繰出す用紙繰出し部２０
０が設けられている。用紙繰出し部２００には、ある高さまで上昇した記録用紙１０１に
圧接するよう設けられたピックアップローラ２０１、前記ピックアップローラ２０１によ
り繰出された記録用紙１０１を１枚ずつに分離するフィードローラ２０２とリタードロー
ラ２０３のローラ対が設けられている。また用紙繰出し部２００には、記録用紙１０１の
有無を検知する用紙有無検知部２０４、用紙残量を検知する用紙残量検知部２０５が設け
られている。
【００１２】
　用紙繰出し部２００より１枚に捌いて繰り出された記録用紙１０１は、用紙搬送部３０
０へ送られる。繰出された記録用紙１０１は用紙センサ３０１を通過し、搬送ローラ対３
０２へ送られる。搬送ローラ対３０２は、記録用紙１０１が用紙センサ３０１を通過した
時間から所定時間遅延したタイミングで図示せぬ駆動部により回転開始される。このため
記録用紙１０１は、搬送ローラ対３０２の圧接部に僅かに撓んだ状態で押し込まれてその
斜行が矯正される。搬送ローラ対３０２より送り出された記録用紙１０１は、用紙センサ
３０３を通過し、搬送ローラ対３０４へ送られる。搬送ローラ対３０４は、記録用紙１０
１が用紙センサ３０３を通過した時点から図示せぬ駆動部により回転され、記録用紙１０
１を止めることなく送り出す。搬送ローラ対３０４により送り出された記録用紙１０１は
、書込みセンサ３０５を通過して画像形成部４００へと送られる。
【００１３】
　画像形成部４００は、直列に並べられた４つのトナー像形成部４３０と、トナー像形成
部４３０により形成されたトナー像を、記録用紙１０１の上面にクーロン力により転写す
る転写部４６０からなる。尚、直列に並べられた４つのトナー像形成部４３０は全て同じ
構成であり、使用されるトナーの色、即ち、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（
Ｃ）、ブラック（Ｋ）のみが異なる。従って、ここでは簡単のため、イエロー（Ｙ）のト
ナー像形成部４３０のみ各部の構成を示し、他のトナー像形成部４３０については、省略
して感光ドラム４３１のみを示す。
【００１４】
　トナー像形成部４３０は、トナー像を担持する感光ドラム４３１、感光ドラム４３１の
表面を帯電させる帯電ローラ４３２、帯電した感光ドラム４３１の表面に静電潜像を形成
するＬＥＤアレイから成るＬＥＤヘッド３、摩擦帯電により静電潜像にトナー像を形成す
る現像ローラ４３４、トナーを給紙するトナー供給部４３６、転写後に感光ドラム４３１
の表面に残る残トナーを掻き落とすクリーニングブレード４３５などを備える。ＬＥＤヘ
ッド３は、後述するように、画像形成装置１０００本体に対して回動自在に配設されたイ
ンナーフレーム１（図２）に保持されている。
【００１５】
　転写部４６０は、用紙を静電吸着して搬送する転写ベルト４６１、図示せぬ駆動部より
回転されて転写ベルト４６１を駆動するドライブローラ４６２、ドライブローラ４６２と
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対を成して転写ベルト４６１を張架するテンションローラ４６３、前記トナー像形成部４
３０の感光ドラム４３１に対向して圧接するよう配置され、トナー像を記録用紙１０１に
転写するよう電圧を印加する転写ローラ４６４、転写ベルト４６１上に付着したトナーを
掻き取りクリーニングするクリーニングブレード４６５、クリーニングブレード４６５に
より掻き落とされたトナーを堆積するトナーボックス４６６からなる。
【００１６】
　トナー像形成部４３０と転写ベルト４６１は同期して駆動され、転写ベルト４６１に静
電吸着された記録用紙１０１に各色のトナー像を順次重ね合わせて転写する。このように
して画像形成部４００で画像を転写された記録用紙１０１は、トナー像を熱と圧力で記録
用紙１０１に癒着させる定着ユニット５００へ送り出される。
【００１７】
　定着ユニット５００は、内部に熱源となるハロゲンランプ５０３を備え、表面を弾性体
で形成されたアッパローラ５０１とロワローラ５０２のローラ対からなり、前記画像形成
部４００より送り出された記録用紙１０１上のトナー像に熱と圧力を印加してトナー像を
融解して記録用紙１０１に定着させる。その後記録用紙１０１は、排出ローラ対５０４に
よりスタッカ部５０５へと排出される。
【００１８】
　第２の給紙手段としてＭＰＴ（Ｍｕｌｔｉ　Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｔｒａｙ）、即ち手差し
トレイ６００が備えられている。手差しトレイ６００は、給紙トレイ１００では対応でき
ないような、薄い用紙、厚い用紙、幅狭の用紙、長尺用紙、特殊媒体などに対応するもの
で多種多様に使用されることが多い。特に、給紙トレイ１００からの給紙では、用紙搬送
部３００の大きく湾曲する用紙走行ルートが存在するため、用紙の走行負荷が大きくなる
。このため、コシの強い厚い用紙や、給紙カセット１００に収まりきれない長尺用紙に対
しては、手差しトレイ６００を使用することによって可能となるストレートパス構造が活
用される。
【００１９】
　手差しトレイ６００は、回転自在に画像形成装置１０００本体に装着され、使用する際
には開かれ、記録用紙６０１が積層される。そして手差しトレイ６００が開かれると、図
示しないホッパ機構により後述するピックアップローラが装置内部より引き出される。手
差しトレイ６００には用紙載置板６０２が支持軸６０２ａに回動可能に設けられ、積層さ
れた記録用紙６０１がこの用紙載置板６０２に積載される。また手差しトレイ６００には
記録用紙６０１の積載位置を規制する図示せぬガイド部材が設けられ、記録用紙６０１の
繰出し方向（図中Ｘ軸の正方向）に対し直交する方向及び用紙繰出し方向において用紙側
面を規制し、収納する記録用紙６０１に載置位置を一定に維持する。また、手差しトレイ
６００は、用紙走行方向に長い用紙を積載するために、図示せぬ補助トレイを有している
。　
【００２０】
　手差しトレイ６００の用紙繰出し側には、支持軸６０２ａに回動可能に設けられた用紙
載置板６０２上の記録用紙６０１の位置をコントロールするための図示せぬ機構が設けら
れ、用紙載置板６０２先端の高さを制御している。
【００２１】
　手差しトレイ６００の用紙繰出し側には、記録用紙６０１を１枚ずつ繰出す用紙繰出し
部７００が設けられている。これは、前記した用紙繰出し部２００と同様の機能を有する
。用紙繰出し部７００には、ある高さまで上昇した記録用紙６０１に圧接するよう設けら
れたピックアップローラ７０１、ピックアップローラ７０１により繰出された記録用紙６
０１を１枚ずつ分離するフィードローラ７０２とリタードローラ７０３のローラ対が設け
られている。また、用紙繰出し部７００には記録用紙６０１の有無を検知する図示しない
用紙有無検知部、及び用紙残量を検知する図示しない用紙残量検知部が設けられている。
【００２２】
　用紙繰出し部７００より１枚に捌いて繰出された記録用紙６０１は、用紙搬送部３００
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へ送られ、以下前述した給紙トレイ１００から送り出される記録用紙１０１の場合と同様
に搬送される。
【００２３】
　尚、同図中のＸＹＺ座標は、記録用紙１０１が各トナー像形成部４３０を通過する際の
搬送方向にＸ軸をとり、感光ドラム４３１の回転軸方向にＹ軸をとり、これら両軸と直交
する方向にＺ軸を取っている。また、後述する他の図においてＸＹＺ座標が示される場合
、これらの座標の軸方向は、共通する方向を示すものとする。即ち、各図のＸＹＺ軸は、
各図の描写部分が、図１に示す画像形成装置１０００を構成する際の配置方向を示してい
る。
【００２４】
　図２は、トップカバー１００１の内側にこれと一体的に形成されたインナーフレーム１
と、このインナーフレーム１に保持されるＬＥＤヘッドアッセンブリ２の要部構成を示す
概観斜視図であり、図３は、図２における保持機構の部分（矢印Ｍで示す円内の部分）の
部分拡大図であり、図４は、ＬＥＤヘッドアッセンブリ２の要部構成を示す概観斜視図で
ある。
【００２５】
　インナーフレーム１は、図１に示すトップカバー１００１の内側にあってこれと一体的
に備えられ、左右一対に設けられた回動支点軸１ａによって、画像形成装置１０００本体
（図１）に対して開閉可能に軸支される。従って、トップカバー１００１も、このインナ
ーフレーム１と一体的に開閉し、ここではインナーフレーム１とトップカバー１００１と
が、画像形成装置１０００本体の開閉蓋として機能する。インナーフレーム１の裏面には
、Ｘ軸のマイナス側から順に、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラッ
ク（Ｋ）の４色用の４個のＬＥＤヘッドアッセンブリ２が等間隔に取付けられている。
【００２６】
　尚、上記したように、画像形成装置１０００の構成要素の個々に対して、その構成要素
を除いた部分を画像形成装置本体と称す。
【００２７】
　次にＬＥＤヘッドアッセンブリ２について図２～図４を参照しながら説明する。これら
４つのＬＥＤヘッドアッセンブリの構成は共通するため、ここではブラック（Ｋ）用のＬ
ＥＤヘッドアッセンブリを例にしてその構成を説明する。尚、４つのＬＥＤヘッドアッセ
ンブリ２を区別する必要がある場合は、対応する色（Ｙ）、（Ｍ）、（Ｃ）、（Ｋ）によ
って符号２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを付して区別する。
【００２８】
　ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は、ＬＥＤヘッド３、ヘッドホルダ４、一対の圧縮コイル
スプリング５、及び一対のアーススプリング６とから構成されている。アーススプリング
６は、ＬＥＤヘッド３と画像形成装置１０００（図１）本体との間での導通を確保するも
のである。図４に示すように、ヘッドホルダ４は、インナーフレーム１（図２）に軸支さ
れる一対の回動支点部４ａと、Ｙ軸のプラス側の回動支点部４ａと同軸上に一体で形成さ
れたギヤ部４ｂとを有する。このギヤ部４ｂは、ヘッドホルダ４と別部品でヘッドホルダ
４に固定される構成としてもよい。ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は、この一対の回動支点
部４ａによって、インナーフレーム１に回動自在に軸支される。
【００２９】
　図２に示すように、インナーフレーム１のＹ軸プラス側の各ヘッドホルダ４の軸支部近
傍にはアイドルギヤ７が各２個ずつ取付けられ、アイドルギヤ７の一方はヘッドホルダ４
のギヤ部４ｂと噛み合っている。またインナーフレーム１には、各アイドルギヤ７と噛合
可能なギヤ部８ａを備えたスライドリンク８がＬＥＤヘッドアッセンブリ２の配設方向に
摺動可能に取付けられ、リセットスプリング１１（図５）により図の矢印Ａ方向に常時付
勢されている。スライドリンク８は、後述するように、インナーフレーム１が閉じた状態
ではインナーフレーム１の図示せぬストッパ部に当接して矢印Ａ方向が規制された状態に
あり、このとき、各アイドルギヤ７とギヤ部８ａとは離間した位置関係となるように構成
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されている。
【００３０】
　更にインナーフレーム１にはアイドルギヤ９が取付けられ、スライドリンク８に形成さ
れたギヤ部８ｂと常時噛み合う構成となっている。扇形ギヤ１０は、インナーフレーム１
の回動支点軸１ａと同一軸上に画像形成装置１０００（図１）本体側に固定され、所定の
範囲にのみギヤ部１０ａが形成されている。このギヤ部１０ａは、インナーフレーム１の
開閉角度によってアイドルギヤ９との噛み合いが連結されたり外れたりするように構成さ
れている。
【００３１】
　また図３に示すように、インナーフレーム１には、ＬＥＤヘッドアッセンブリ２が、Ｙ
軸のマイナス方向からみて反時計方向へ回動する際の回動限度を定めるためのストッパ１
ｂが設けられている。このストッパ１ｂにヘッドホルダ４の当接部４ｃが当接して、ＬＥ
Ｄヘッドアッセンブリ２の回動が制限される。
【００３２】
　尚、ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は露光手段に相当し、２つのアイドルギヤ及びヘッド
ホルダ４のギヤ部４ｂは回動機構に相当し、扇形ギヤ１０、アイドルギヤ９、及びスライ
ドリンク８が駆動機構に相当する。
【００３３】
　以上の構成において、図５～図７の動作説明図を参照しながら、トップカバー１００１
の開閉に伴う各部の動作について以下に説明する。尚、図５～図７には、煩雑さを避ける
ため、画像形成装置１０００本体及びトップカバー１００１を省略し、目安として、トッ
プカバー１００１と一体的に形成されたインナーフレーム１の外形の一部を点線で示して
いる。
【００３４】
　図５は、インナーフレーム１が閉じた状態を表している。このとき、４個のＬＥＤヘッ
ドアッセンブリ２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄは、画像形成装置１０００本体（図１）に装着さ
れた４つの各トナー像形成部４３０間、及び定着ユニット５００に挟まれて画像形成装置
１０００本体内部に格納されている。このとき、アイドルギヤ９は、扇形ギヤ１０のギヤ
部１０ａとは噛み合っておらず、更にスライドリンク８は、リセットスプリング１１の張
力により図の矢印Ａ方向に付勢されて図示しないストッパ部に当接し、４ケ所のギヤ部８
ａが共にアイドルギヤ７と噛み合いが外れた状態となっている。
【００３５】
　従って、ヘッドホルダ４は、回動支点部４ａ回りに回転可能であるが、ＬＥＤヘッド３
の図示せぬ位置決め穴がトナー像形成部４３０の図示せぬ位置決めポストと勘合している
ため、回転することなくこの動作位置に固定された状態となっている。尚、この時のイン
ナーフレーム１の内面１ｃ（図２）は略水平となり、４個のＬＥＤヘッドアッセンブリ２
ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄは、そのＬＥＤヘッド３とヘッドホルダ４が、内面１ｃに対して略
垂直な方向に沿って配列している。言い換えると、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２の側面
がインナーフレーム１の内面１ｃと略垂直となっている。
【００３６】
　図６は、インナーフレーム１の開口角が開口角度θ１（ここではθ１＝３０°とする）
開いた状態を表しており、このとき、アイドルギヤ９が扇型ギヤ１０のギヤ部１０ａとの
噛合を開始するようにギヤ部１０ａが形成されている。従って、この状態ではまだスライ
ドリンク８のギヤ部８ｂにはまだ駆動力が伝達されないため、スライドリンク８は、リセ
ットスプリング１１の矢印Ａ方向への張力により図示しないストッパ部に当接したままで
、スライドリンク８のギヤ部８ａと各アイドルギヤ７とは噛み合っていない。
【００３７】
　このとき、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は、インナーフレーム１の内面１ｃと直交す
る方向に対し、インナーフレーム１の回転支点軸１ａから近い順に固定角ω１、ω２、ω
３、ω４を成して静止している。これは、インナーフレーム１を閉じていく際に、各ＬＥ
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Ｄヘッドアッセンブリ２をトナー像形成部４３０間に最適な角度で誘い込ませる必要があ
るためである。固定角ω１～ω４は、自重によって回動するＬＥＤヘッドアッセンブリ２
のヘッドホルダ４が、インナーフレーム１に形成されたストッパ部１ｂ（図３）に当接す
る位置で決定される。ちなみにω１～ω４の関係は、通常
　　　　　　　ω１＞ω２＞ω３＞ω４
　となるように、即ち回動支点軸１ａに近いＬＥＤヘッドアッセンブリ２ほど、固定角が
大きくなるようにストッパ部１ｂとの当接位置が決められている。このように設定するこ
とで、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２がトナー像形成部４３０と干渉することなくトップ
カバー１００１の開閉が可能となっている。
【００３８】
　図７は、インナーフレーム１の開口角が開口角度θ２（ここではθ２＝６０°）となっ
た状態（＝全開状態）を示している。尚、インナーフレーム１は、図示しない規制部材に
よって角度θ２以上回動しないように規制されているものとする。
【００３９】
　図６に示す状態、即ちインナーフレーム１の開口角が開口角度θ１（θ１＝３０°）開
いた状態から、アイドルギヤ９は、扇形ギヤ１０のギヤ部１０ａに噛み合い始めて矢印Ｂ
方向に駆動され、スライドリンク８は矢印Ｃ方向にスライドする。その結果、スライドリ
ンク８の４ケ所のギヤ部８ａが、各アイドルギヤ７と順次噛合してヘッドホルダ４のギヤ
部４ｂを回転駆動し、図７に示すようにインナーフレーム１の開口角が開口角度θ２（こ
こではθ２＝６０°）となった段階で、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２ａ～２ｄを各々ψ
４～ψ１だけ反時計方向に回動した退避位置に位置変位する。
【００４０】
　尚、ここで、
　　ψ１＝ω１＋９０（°）、　ψ２＝ω２＋９０（°）
　　ψ３＝ω３＋９０（°）、　ψ４＝ω４＋９０（°）
　としているが、これはスライドリンク８の各ギヤ部８ａが、各アイドルギヤ７と噛み合
うまでの距離を設定することで調整する。従ってその距離は、回動支点軸１ａから遠いギ
ヤ部ほど長く取る事となる。
【００４１】
　以上のように、インナーフレーム１が角度θ２（θ２＝６０°）開いた状態（＝全開状
態）のときに、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２のＬＥＤヘッド３とヘッドホルダ４がイン
ナーフレーム１の内面１ｃと略平行な方向に沿って配列するように、言い換えると各ＬＥ
Ｄヘッドアッセンブリ２の側面がインナーフレーム１の内側面１ｃとほぼ平行となるよう
に、インナーフレーム１の回動による各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２の回動角度を各々予
め考慮して構成する。
【００４２】
　尚、従来の電子写真プリンタでは、例えばインナーフレーム１が角度θ２（θ２＝６０
°）開いた図７に示す全開状態で、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２がインナーフレーム１
の下方に張り出したままとなっている。このため、定着ユニット５００やトナー画像形成
部４３０を同図の矢印Ｄ方向に取り出そうとした場合、ＬＥＤヘッドアッセンブリ２が邪
魔となって作業が困難を極めるが、本実施の形態の構成とすることにより、全開角度を大
きくすることなく消耗品ユニットの交換作業やジャム解除を容易に行うことができる。
【００４３】
　一方、インナーフレーム１を全開状態から閉めるときは、前記したインナーフレーム１
を開けるときの各手順と逆の流れとなる。
【００４４】
　即ち、図７において、インナーフレーム１を閉じ始めると、アイドルギヤ９が矢印Ｂと
反対方向（時計回り）に駆動され、スライドリンク８は矢印Ｃと反対方向（矢印Ａ方向）
にスライドする。すると、各アイドルギヤ７がスライドリンク８のギヤ部８ａに駆動され
、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２が時計回り回動し、やがてインナーフレーム１が角度θ
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２（θ２＝３０°）となる図６に示す状態まで復帰する。このときスライドリンク８のギ
ヤ部８ａと各アイドルギヤ７は噛み合いが全て外れ、更にアイドルギヤ９と扇型ギヤ１０
のギヤ部１０ａとの噛み合いも外れる。従って、スライドリンク８はリセットスプリング
１１の張力により図の矢印Ａ方向に付勢されたままインナーフレーム１の図示せぬストッ
パ部に当接する状態となる。
【００４５】
　従って、各アイドルギヤ７がスライドリンク８のギヤ部８ａとの噛み合いが外れてフリ
ーとなるため、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は、以後自重により回動し、更にインナー
フレーム１を閉じることによって、やがて図５に示す全閉状態に復帰する。
【００４６】
　以上のように、本実施の形態１の画像形成装置によれば、トップカバーを開ける動作に
伴って、ＬＥＤヘッドアッセンブリが回動して退避位置に移動する構造としたため、例え
ば画像形成装置上側にスキャナ等が設置されるなどによって、トップカバー全開角度に制
約を受けるような場合においても、ＬＥＤヘッドアッセンブリによって邪魔されることな
く、消耗品ユニットの交換作業やジャム解除を容易に行うことができる。また、トップカ
バーを開いたときに、ＬＥＤヘッドの発光部が、ＬＥＤヘッドアッセンブリの回動によっ
て、消耗品ユニットの交換時やジャム解除作業時におけるオペレータの作業スペースから
離れる方向へ移動するため、作業中にＬＥＤヘッドの発光部を傷つけるおそれが少なくな
るという効果も得られる。また、ＬＥＤヘッドアッセンブリの回動が、トップカバーの開
口角が所定の開口角度以上になった段階で開始されるため、この回動によって、ＬＥＤヘ
ッドアッセンブリがトナー像形成部等にぶつかるのを防ぐことができる。
【００４７】
　実施の形態２．
　図８は、本発明に基づく実施の形態２の画像形成装置に採用されるインナーフレーム１
と、このインナーフレームに保持されるＬＥＤヘッドアッセンブリ２の要部構成を示す概
観斜視図である。
【００４８】
　実施の形態２の画像形成装置が、前記した実施の形態１の画像形成装置１０００（図１
）と主に異なる点は、実施の形態１においてインナーフレーム１に回転自在に保持されて
いるアイドルギヤ９（図２）に代えて、トルクリミッタ１９を採用した点と、実施の形態
１ではインナーフレーム１の開動角度は６０°に規制されていたが、本実施の形態では９
０°まで開動可能となっている点である。従って、このトルクリミッタ１９を採用する画
像形成装置が、前記した実施の形態１の画像形成装置１０００（図１）と共通する部分に
は同符号を付して、或いは図面を省いてここでの説明を省略し、異なる点を重点的に説明
する。
【００４９】
　図８において、トルクリミッタ１９は、その外周ギヤ部の緒元が前記した実施の形態１
で説明したアイドルギヤ９（図２）と同一であるが、軸方向で２分割され、内輪部材側に
形成されたギヤ１９ａと外輪部材側に形成されたギヤ１９ｂから構成される。
【００５０】
　図９は、トルクリミッタ１９の要部断面図である。トルクリミッタ１９は、内輪部材側
で形成されたギヤ１９ａと、外輪部材側で形成されたギヤ１９ｂとで構成され、インナー
フレーム１（図８）にかしめられたポスト１４に回転可能に取付けられ、Ｅリング１５で
抜け止めされている。ギヤ１９ａは扇型ギヤ１０のギヤ部１０ａと噛み合い、ギヤ１９ｂ
はスライドリンク８のギヤ部８ｂと噛み合う位置関係にある。
【００５１】
　トルクリミッタ１９は、内輪部材と外輪部材の間に作用するトルクが所定トルクよりも
小さいときはギヤ１９ａとギヤ１９ｂが共回りし、所定トルクよりも大きくなると一定ト
ルクを保ちながらギヤ１９ａとギヤ１９ｂが相対回転する機構を有するものである。また
、インナーフレーム１は、実施の形態１では、開動角度は６０°に規制されていたが、本
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実施の形態では９０°まで開動可能となり、スライドリンク８は、インナーフレーム１が
開動角度６０°となった段階（図７に示す状態）でインナーフレーム１に配設されたスト
ッパ部材１７に当接し、それ以上のＣ方向移動が規制されるように構成されているものと
する。
【００５２】
　本実施の形態２の画像形成装置の基本的な動作は、前記した実施の形態１の画像形成装
置と同じなため、ここでは実施の形態１の画像形成装置と異なる動作の部分について、図
７、図１０、及び図１１を参照しながら説明する。尚、図７は、実施の形態１の説明で用
いたものであるが、ここでは、アイドルギヤ９に代えトルクリミッタ１９が用いられてい
るものとする。
【００５３】
　図７は、インナーフレーム１の開口角が開口角度θ２（θ２＝６０°）開いた状態を示
している。インナーフレーム１が、閉じた状態（図５参照）から、開口角度θ１（θ１＝
３０°）となる状態（図６参照）を経て、図７の開口角度θ２（θ２＝６０°）となるま
での各動作は、前記した実施の形態１で説明した動作と同じなので、ここでの説明は省略
する。
【００５４】
　インナーフレーム１の開口角が開口角度θ２（θ２＝６０°）開いた時、スライドリン
ク８は、インナーフレーム１に保持されたストッパ部材１７に当接し、これ以上矢印Ｃ方
向への移動ができなくなる。従って、この状態（θ２＝６０°）から更にインナーフレー
ム１を開けると、トルクリミッタ１９のギヤ１９ａとギヤ１９ｂ間で発生するトルクが所
定トルクより大きくなるため、トルクリミッタ１９のギヤ１９ｂはギヤ１９ａとの間で一
定トルクを維持したまま空転する。即ち、スライドリンク８のギヤ部８ｂとトルクリミッ
タ１９のギヤ１９ｂとが噛み合い位置を維持したままインナーフレーム１が開き、やがて
図１０に示す角度θ３（ここではθ３＝９０°）開いた状態（全開状態）となる。
【００５５】
　次に、インナーフレーム１が、図１０に示す全開状態から閉じる場合の動作について説
明する。
【００５６】
　前記した実施の形態１では、アイドルギヤ９（図７）と扇型ギヤ１０の噛み合いは、イ
ンナーフレームの開口角θが開口角度θ１（θ１＝３０°）～θ２（θ２＝６０°）間の
３０°の範囲で行われていたが、本実施の形態では、例えばインナーフレーム１がθ３（
θ３＝９０°）まで開けられた場合、トルクリミッタ１９のギヤ１９ａと扇型ギヤ１０の
ギヤ部１０ａの噛み合いはθ１（θ１＝３０°）～θ３（θ３＝９０°）間の６０°の範
囲で行われることになる。
【００５７】
　先ず、インナーフレーム１の開口角が開口角度θ３（θ３＝９０°）開いた図１０に示
す状態から、３０°閉じた図１１に示す開口角度θ２（θ２＝６０°）開いた状態まで移
行する過程で、スライドリンク８は、図の矢印Ａ方向にスライドし、スライドリンク８の
ギヤ部８ａが各アイドルギヤ７を駆動して各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２を時計方向に回
動し、やがて図１１に示す状態となる。このときスライドリンク８のギヤ部８ａと各アイ
ドルギヤ７は噛み合いが全て外れ、スライドリンク８はリセットスプリング１１の張力に
より図の矢印Ａ方向に付勢されたままインナーフレーム１の図示せぬストッパ部に当接す
る状態となる。この段階で各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は、回動がフリー状態となるた
め、以後、自重によって回動する。即ち、この段階で各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は、
インナーフレーム１のストッパ１ｂ（図３）にヘッドホルダ４の当接部４ｃが当接して回
動が規制された状態となっている。
【００５８】
　更にインナーフレーム１の開口角が開口角度θ２（θ２＝６０°）開いた図１１に示す
状態から、更に３０°閉じた開口角度θ１（θ２＝３０°）開いた状態（図６参照）とな
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るまでは、扇形ギヤ１０のギヤ１０ａとトルクリミッタ１９のギヤ１９ａの噛み合いが継
続しているが、スライドリンク８の矢印Ａ方向移動が規制されているため、トルクリミッ
タ１９のギヤ１９ａとギヤ１９ｂとの間で発生するトルクが所定トルクより大きくなり、
トルクリミッタ１９のギヤ１９ｂはギヤ１９ａとの間で一定トルクを維持したまま空転す
る。即ち、この間、スライドリンク８のギヤ部８ｂとトルクリミッタ１９のギヤ１９ｂ部
とが噛み合い位置を維持したまま、インナーフレーム１が閉じられる。
【００５９】
　やがて、インナーフレーム１の開口角が開口角度θ１（θ２＝３０°）開いた状態（図
６参照）になると、スライドリンク８のギヤ部８ａと各アイドルギヤ７の噛み合いが外れ
るため、この段階から全閉するまでは、前記した実施の形態１での動作状態と全く同じと
なる。即ち各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２は、この間も時計方向の回動が規制されたまま
、やがて図５に示す全閉状態に復帰する。
【００６０】
　以上のように、本実施の形態の画像形成装置によれば、前記実施の形態１と同様の効果
が得られる他に、更にトルクリミッタを設けたことにより、トップカバー全開の角度に制
約がない場合、トップカバーをより大きく、好みの位置まで開けることが可能となるため
、メンテナンス性を更に向上することができる。
【００６１】
　実施の形態３．
　図１２は、本発明に基づく実施の形態３の画像形成装置に採用されるＬＥＤヘッドアッ
センブリ２２の要部構成を示す概観斜視図である。
【００６２】
　実施の形態３の画像形成装置が、前記した実施の形態１の画像形成装置１０００（図１
）と主に異なる点は、ＬＥＤヘッドアッセンブリに、ＬＥＤレンズクリーニング部材１３
を着脱可能に取付けた点である。従って、このＬＥＤヘッドアッセンブリ２２を採用する
画像形成装置が、前記した実施の形態１の画像形成装置現１０００（図１）と共通する部
分には同符号を付して、或いは図面を省いてここでの説明を省略し、異なる点を重点的に
説明する。
【００６３】
　ＬＥＤヘッドアッセンブリ２２は、ＬＥＤヘッド３、ヘッドホルダ４、一対の圧縮コイ
ルスプリング５、及び一対のアーススプリング６とから構成されている。アーススプリン
グ６は、ＬＥＤヘッド３と図示せぬ画像形成装置本体との間での導通を確保するものであ
る。図１２に示すように、ヘッドホルダ４は、インナーフレーム１（図２）に軸支される
一対の回動支点部４ａと、Ｙ軸のプラス側の回動支点部４ａと同軸上に一体で形成された
ギヤ部４ｂとを有する。このギヤ部４ｂは、ヘッドホルダ４と別部品でヘッドホルダ４に
固定される構成としてもよい。ＬＥＤヘッドアッセンブリ２２は、この一対の回動支点部
４ａによって、インナーフレーム１に回動自在に軸支される。
【００６４】
　ヘッドホルダ４の上部にはＬＥＤレンズクリーニング部材１３がヘッドホルダ４に対し
て着脱自在に取付けられている。ＬＥＤレンズクリーニング部材１３はある程度の弾力性
を備え、ＬＥＤヘッド３のレンズ表面に傷をつけない柔軟な素材で形成されている。また
、一度付着したトナー等を離散させない吸着力を併せ持っているものが望ましい。
【００６５】
　本実施の形態３の画像形成装置の基本的な動作は、前記した実施の形態２の画像形成装
置と同一なので、ここでは実施の形態２の画像形成装置と異なる動作について図１３を参
照しながら説明する。
【００６６】
　図１３はインナーフレーム１の開口角が開口角度θ２（θ２＝６０°）開いた状態を示
している。このとき、各ＬＥＤヘッドアッセンブリ２２の側面がインナーフレーム１の内
面１ｃとほぼ平行になる位置まで回転しているが、回転する際にＬＥＤヘッド３のレンズ
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表面が、隣り合うＬＥＤヘッドアッセンブリ２２に取付けられたＬＥＤレンズクリーニン
グ部材１３と接触することで払い拭（清掃）される構成となっている。従って、オペレー
タがインナーフレーム１を全開状態まで開閉動作するたびにＬＥＤヘッド３はクリーニン
グ動作を施されることとなる。
【００６７】
　また、ＬＥＤレンズクリーニング部材１３は、ヘッドホルダ４に対して着脱可能に取り
付けられているので、汚れた場合は清掃して再使用可能であり、さらに汚れがひどくなっ
た場合には交換することも可能である。
【００６８】
　以上のように、本実施の形態の画像形成装置によれば、前記実施の形態１と同様の効果
を奏する他に、トップカバー開閉動作と連動してＬＥＤヘッド表面のクリーニングが行わ
れるため、オペレータにＬＥＤヘッド表面のクリーニング作業を要求することなく、常に
良好な印刷結果を得ることができる。また、トップカバー全開状態では、ＬＥＤヘッドの
発光面が隣り合ったＬＥＤヘッドアッセンブリのＬＥＤヘッドクリーニング部材で覆われ
ているため、消耗品交換作業中やジャム解除動作中にＬＥＤヘッドの発光面を傷つけるこ
となく、安心して作業を行うことができる。更に、ＬＥＤヘッドクリーニング部材は取外
し可能な構造としているため、汚れたら清掃して再使用することが可能なため、ユーザの
費用負担を低減することができる。
【００６９】
　尚、前記各実施の形態では、電子写真複写機や電子写真プリンタなどの画像形成装置に
おいて、露光手段としてＬＥＤヘッドを用いるのもについて説明したが、これに限定さえ
るものではなく、例えばＬＥＤヘッドの代わりに半導体レーザを使用する露光手段を用い
たものであってもよい。更に、前記各実施の形態では、装置本体の外側に設けられるトッ
プカバーにＬＥＤへッドアッセンブリが取付けられている装置について説明したが、これ
に限定さえるものではなく、外側筐体の内部に設けられる蓋体にＬＥＤヘッドアッセンブ
リが取付けられているものにおいても本発明は適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明による画像形成装置の要部構成を概略的に示す要部構成図である。
【図２】本発明による実施の形態１の、インナーフレーム及びインナーフレームに保持さ
れるＬＥＤヘッドアッセンブリの要部構成を示す概観斜視図である。
【図３】図２における保持機構の部分（矢印Ｍで示す円内の部分）の部分拡大図である。
【図４】実施の形態１における、ＬＥＤヘッドアッセンブリの要部構成を示す概観斜視図
である。
【図５】実施の形態１における、トップカバーの開閉に伴う各部の動作の説明に供する動
作説明図である。
【図６】実施の形態１における、トップカバーの開閉に伴う各部の動作の説明に供する動
作説明図である。
【図７】実施の形態１における、トップカバーの開閉に伴う各部の動作の説明に供する動
作説明図である。
【図８】本発明による実施の形態２のインナーフレーム及びインナーフレームに保持され
るＬＥＤヘッドアッセンブリの要部構成を示す概観斜視図である。
【図９】実施の形態２における、トルクリミッタの要部断面図である。
【図１０】実施の形態２における、トップカバーの開閉に伴う各部の動作の説明に供する
動作説明図である。
【図１１】実施の形態２における、トップカバーの開閉に伴う各部の動作の説明に供する
動作説明図である。
【図１２】本発明に基づく実施の形態３の画像形成装置に採用されるＬＥＤヘッドアッセ
ンブリの要部構成を示す概観斜視図である。
【図１３】実施の形態３における、トップカバーの開閉に伴う各部の動作の説明に供する
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動作説明図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１　インナーフレーム、　１ａ　回動支点軸、　１ｂ　ストッパ、　１ｃ　内面、　２
　ＬＥＤヘッドアッセンブリ、　３　ＬＥＤヘッド、　４　ヘッドホルダ、　４ａ　回動
支点部、　４ｂ　ギヤ部、　５　圧縮コイルスプリング、　６　アーススプリング、　７
　アイドルギヤ、　８　スライドリンク、　８ａ，８ｂ　ギヤ部、　９　アイドルギヤ、
　１０　扇形ギヤ、　１０ａ　ギヤ部、　１１　リセットスプリング、　１４　ポスト、
　１５　Ｅリング、　１７　ストッパ部材、　１９　トルクリミッタ、　１９ａ，１９ｂ
　ギヤ、　２２　ＬＥＤヘッドアッセンブリ、　１００　給紙トレイ、　１０１　記録用
紙、　１０２　用紙載置板、　１０２ａ　支持軸、　１０４　リフトアップレバー、　１
０４ａ　支持軸、　１０５　モータ、　１０６　上昇検出部、　２００　用紙繰出し部、
　２０１　ピックアップローラ、　２０２　フィードローラ、　２０３　リタードローラ
、　２０４　用紙有無検知部、　２０５　用紙残量検知部、　３００　用紙搬送部、　３
０１　用紙センサ、　３０２　搬送ローラ対、　３０３　用紙センサ、　３０４　搬送ロ
ーラ対、　３０５　書込みセンサ、　４００　画像形成部、　４３０　トナー像形成部、
　４３１　感光ドラム、　４３２　帯電ローラ、　４３４　現像ローラ、　４６０　転写
部、　４６１　転写ベルト、　４６２　ドライブローラ、　４６３　テンションローラ、
　４６４　転写ローラ、　４６５　クリーニングブレード、　４６６　トナーボックス、
　５００　定着ユニット、　５０１　アッパローラ、　５０２　ロワローラ、　５０３　
ハロゲンランプ、　５０４　排出ローラ対、　５０５　スタッカ部、　６００　手差しト
レイ、　６０１　記録用紙、　６０２　用紙載置板、　６０２ａ　支持軸、　７００　用
紙繰出し部、　７０１　ピックアップローラ、　７０２　フィードローラ、　７０３　リ
タードローラ、　１０００　画像形成装置、　１００１　トップカバー。
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