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(57)【要約】
【課題】プロセスカートリッジを、カバーの支持部に安
定して支持させた状態で、ドラムカートリッジに対して
、トナーカートリッジを容易に交換することのできる画
像形成装置を提供すること。
【解決手段】
　画像形成装置１では、プロセスカートリッジ３は、そ
のすべてが、装置本体２の内部空間に位置する第１位置
と、その前端部が、装置本体２の内部空間よりも外側に
位置する第２位置との間を移動可能であり、装置本体２
は、プロセスカートリッジ３の移動を規制し、プロセス
カートリッジ３を第２位置に位置させる規制面９９を備
え、カバー１０は、第２位置に位置するプロセスカート
リッジ３を支持可能な支持部９１を備え、ドラムカート
リッジ１４に対する現像カートリッジ１５の状態を切り
替える切替部材４１は、プロセスカートリッジ３が支持
部９１に支持されているときに、装置本体２の内部空間
よりも外側に位置する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセスカートリッジと、
　前記プロセスカートリッジの通過を許容する開口部を有する装置本体であって、前記開
口部を閉鎖する閉位置および前記開口部を開放する開位置に移動可能なカバーを備える装
置本体と
を備え、
　前記プロセスカートリッジは、
　　感光ドラムを有するドラムカートリッジと、
　　トナーを収容し、前記ドラムカートリッジに着脱可能なトナーカートリッジと、
　　前記ドラムカートリッジに対して前記トナーカートリッジが装着され、前記トナーカ
ートリッジの離脱が規制された状態と、前記ドラムカートリッジに対する前記トナーカー
トリッジの規制が解除され、前記トナーカートリッジが前記ドラムカートリッジから離脱
可能な状態とに切り替える切替部材と
を備え、
　前記プロセスカートリッジは、
　　前記プロセスカートリッジのすべてが、前記装置本体における前記開口部より内側の
内部空間に位置する第１位置と、
　　前記プロセスカートリッジの少なくとも一部が、前記装置本体の前記内部空間よりも
外側に位置する第２位置と
の間を移動可能であり、
　前記装置本体は、前記プロセスカートリッジの移動を規制し、前記プロセスカートリッ
ジを前記第２位置に位置させる規制部を備え、
　前記カバーは、前記第２位置に位置する前記プロセスカートリッジを支持可能な支持部
を備え、
　前記切替部材の少なくとも一部は、前記プロセスカートリッジが前記支持部に支持され
ているときに、前記装置本体の前記内部空間よりも外側に位置する
ことを特徴とする、画像形成装置。
【請求項２】
　前記プロセスカートリッジは、前記規制部に当接して規制される被規制部を備え、
　前記装置本体は、前記被規制部を前記規制部に当接させるように、前記プロセスカート
リッジの移動を案内するための溝を備えている
ことを特徴とする、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記被規制部は、前記溝に嵌まることを特徴とする、請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記被規制部は、前記ドラムカートリッジに設けられることを特徴とする、請求項２ま
たは３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記感光ドラムは、
　　感光層を有する円筒部と、
　　ドラム軸と
を備え、
　前記ドラム軸は、前記溝に嵌まる
ことを特徴とする、請求項２～４のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記規制部は、前記プロセスカートリッジの前記第１位置から前記第２位置への移動方
向の上流側を向く規制面を含むことを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の
画像形成装置。
【請求項７】



(3) JP 2017-106980 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

　前記規制面は、前記溝に備えられていることを特徴とする、請求項６に記載の画像形成
装置。
【請求項８】
　前記溝内に向かって突出するばねを備え、
　前記ばねは、前記規制面を備えている
ことを特徴とする、請求項７に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記ばねは、板ばねであることを特徴とする、請求項８に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記溝を閉鎖する閉鎖位置および前記溝から退避する退避位置に移動可能なピンを備え
、
　前記ピンは、前記規制面を備えている
ことを特徴とする、請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記プロセスカートリッジが前記第２位置に位置するときに、前記感光ドラムの少なく
とも一部は、前記内部空間に位置することを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に
記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記支持部は、前記プロセスカートリッジが前記第１位置に位置し、前記カバーが前記
閉位置に位置するときに、前記プロセスカートリッジから離間していることを特徴とする
、請求項１～１１のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記カバーは、押圧部を備え、
　前記押圧部は、
　　前記カバーが前記閉位置に位置するときに、前記第１位置に位置する前記プロセスカ
ートリッジの前記トナーカートリッジを押圧し、
　　前記支持部が前記プロセスカートリッジを支持するときに、前記プロセスカートリッ
ジから離間している
ことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記支持部は、前記感光ドラムの軸線方向において、前記押圧部よりも外方に配置され
ていることを特徴とする、請求項１３に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記切替部材は、前記ドラムカートリッジに設けられていることを特徴とする、請求項
１～１４のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記トナーカートリッジは、前記トナーカートリッジのフレームから、前記感光ドラム
の軸線方向に突出する第１突起を有し、
　前記切替部材は、
　　前記軸線方向に延び、前記ドラムカートリッジの側壁に回転可能に支持される軸部と
、
　　前記軸部から前記軸線方向と直交する第１方向に延び、前記第１突起と係合する第２
突起と
を備えることを特徴とする、請求項１５に記載の画像形成装置。
【請求項１７】
　前記切替部材は、前記軸部から前記第１方向とは異なる第２方向に延びる操作部を備え
、
　前記操作部は、前記プロセスカートリッジが前記第２位置に位置するときに、前記内部
空間よりも外側にあることを特徴とする、請求項１６に記載の画像形成装置。
【請求項１８】
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　前記切替部材は、前記トナーカートリッジに設けられていることを特徴とする、請求項
１～１４のいずれか一項に記載の画像形成装置。
【請求項１９】
　前記ドラムカートリッジは、第１係合部を備え、
　前記トナーカートリッジは、トナーの通過を許容する第１開口部を有する収容筒を備え
、
　前記切替部材は、前記収容筒の外周に設けられ、前記感光ドラムの回転方向に回転可能
な外周筒であって、前記第１開口部と連通する第２開口部と、前記第１係合部と係合する
第２係合部とを有する外周筒を備えている
ことを特徴とする、請求項１８に記載の画像形成装置。
【請求項２０】
　前記第１係合部は、凹形状を有し、
　前記第２係合部は、前記外周筒から前記感光ドラムの軸線方向に突出する方向に突出す
る凸形状を有する
ことを特徴とする、請求項１９に記載の画像形成装置。
【請求項２１】
　前記切替部材は、前記外周筒に設けられた操作部を備え、
　前記操作部は、前記プロセスカートリッジが前記第２位置に位置するときに、前記内部
空間よりも外側に位置する
ことを特徴とする、請求項１９または２０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、電子写真方式が採用される画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式の画像形成装置として、トナーを収容し、感光ドラムと現像スリーブとを
有するプロセスカートリッジを備える画像形成装置が知られている。
【０００３】
　このような画像形成装置として、プロセスカートリッジを交換するときや、用紙詰まり
などのメンテナンス時に、カートリッジドアが開放され、カートリッジドアのカートリッ
ジドアガイドにプロセスカートリッジが仮置きされる画像形成装置が知られている（例え
ば、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２００６－５８３５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかるに、上記した特許文献１に記載の画像形成装置では、プロセスカートリッジは、
カートリッジドアガイドに仮置きされているのみであり、少しの衝撃や振動で、カートリ
ッジドアガイドから、容易に脱落する不具合がある。
【０００６】
　また、この画像形成装置に対して、ドラムカートリッジと、トナーカートリッジとに分
離可能なプロセスカートリッジを採用することが検討される。
【０００７】
　このようなプロセスカートリッジを採用した画像形成装置では、プロセスカートリッジ
がカートリッジガイドに仮置きされた状態で、ドラムカートリッジに対してトナーカート
リッジを、操作性良く交換したいという要望がある。
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【０００８】
　そこで、本発明の目的は、プロセスカートリッジが、カバーの支持部に安定して支持さ
れた状態で、ドラムカートリッジに対して、トナーカートリッジが容易に交換される画像
形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の画像形成装置は、プロセスカートリッジと、プロセスカートリッジの通過を許
容する開口部を有する装置本体であって、開口部を閉鎖する閉位置および開口部を開放す
る開位置に移動可能なカバーを備える装置本体とを備え、プロセスカートリッジは、感光
ドラムを有するドラムカートリッジと、トナーを収容し、ドラムカートリッジに着脱可能
なトナーカートリッジと、ドラムカートリッジに対してトナーカートリッジが装着され、
トナーカートリッジの離脱が規制された状態と、ドラムカートリッジに対するトナーカー
トリッジの規制が解除され、トナーカートリッジがドラムカートリッジから離脱可能な状
態とに切り替える切替部材とを備え、プロセスカートリッジは、プロセスカートリッジの
すべてが、装置本体における開口部より内側の内部空間に位置する第１位置と、プロセス
カートリッジの少なくとも一部が、装置本体の内部空間よりも外側に位置する第２位置と
の間を移動可能であり、装置本体は、プロセスカートリッジの移動を規制し、プロセスカ
ートリッジを第２位置に位置させる規制部を備え、カバーは、第２位置に位置するプロセ
スカートリッジを支持可能な支持部を備え、切替部材の少なくとも一部は、プロセスカー
トリッジが支持部に支持されているときに、装置本体の内部空間よりも外側に位置する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の画像形成装置によれば、プロセスカートリッジが、カバーの支持部に安定して
支持された状態で、ドラムカートリッジに対して、トナーカートリッジが容易に交換され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の画像形成装置の第１実施形態を示す中央断面図である。
【図２】図２Ａは、図１に示すドラムカートリッジの中央断面図である。図２Ｂは、図２
Ａに示すドラムカートリッジの側面図である。
【図３】図３は、図１に示すプロセスカートリッジの中央断面図である。
【図４】図４は、図３に示すプロセスカートリッジの平面図である。
【図５】図５は、図１に示す画像形成装置に対するプロセスカートリッジ、および、現像
カートリッジの着脱を説明する説明図である。
【図６】図６は、本発明の画像形成装置の第２実施形態を示す中央断面図であって、プロ
セスカートリッジが第２位置に位置し、トナーカートリッジの切替部材が規制位置に位置
する状態を示す。
【図７】図７は、本発明の画像形成装置の第２実施形態を示す中央断面図であって、プロ
セスカートリッジが第２位置に位置し、トナーカートリッジの切替部材が規制解除位置に
位置する状態を示す。
【図８】図８Ａは、図６に示すトナーカートリッジの中央断面図である。図８Ｂは、図８
Ａに示すトナーカートリッジの側面図である。図８Ｃは、図７に示すトナーカートリッジ
の中央断面図である。図８Ｄは、図８Ｃに示すトナーカートリッジの側面図である。
【図９】図９は、本発明の画像形成装置の第３実施形態を示す中央断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の画像形成装置の第４実施形態を示す中央断面図である。
【図１１】図１１Ａは、図１０に示す規制機構の拡大図であって、ピンが閉鎖位置に位置
する状態を示す。図１１Ｂは、図１０に示す規制機構の拡大図であって、ピンが退避位置
に位置する状態を示す。
【図１２】図１２Ａは、本発明の画像形成装置の第４実施形態の変形例における規制機構
の拡大図であって、ピンが閉鎖位置に位置する状態を示す。図１２Ｂは、本発明の画像形
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成装置の第４実施形態の変形例における規制機構の拡大図であって、ピンが退避位置に位
置する状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、画像形成装置１について説明する。以下の説明において、方向に言及するときに
は、図中に示す方向矢印を基準とする。
【００１３】
　１．プリンタの概略
　図１に示すように、画像形成装置１は、電子写真方式のモノクロプリンタである。画像
形成装置１は、開口部９を有する装置本体２と、プロセスカートリッジ３と、スキャナユ
ニット７と、第１搬送ローラ１６と、転写ローラ１８と、定着ユニット８と、読取部３５
とを備える。
【００１４】
　装置本体２は、略ボックス形状を有する。装置本体２は、カバー１０と、給紙トレイ１
１と、排紙トレイ１２とを備える。
【００１５】
　開口部９は、装置本体２の前端部に位置する。開口部９は、装置本体２の内外を連通す
る。開口部９は、プロセスカートリッジ３の通過を許容する。
【００１６】
　カバー１０は、装置本体２の前端部に位置する。カバー１０は、上下方向に延びる略板
状を有する。カバー１０は、装置本体２の前端部に、カバー１０の下端部を支点として揺
動可能に支持される。カバー１０は、開口部９を閉鎖する閉位置と、開口部９を開放する
開位置（図５参照）とに揺動可能である。
【００１７】
　給紙トレイ１１は、装置本体２の下端部に位置する。給紙トレイ１１は、用紙Ｐを収容
可能なトレイである。
【００１８】
　排紙トレイ１２は、装置本体２の上面の前後方向略中央に位置する。排紙トレイ１２は
、用紙Ｐが載置されるように、装置本体２の上面から下方へ凹む。
【００１９】
　プロセスカートリッジ３は、装置本体２に対して着脱可能である。プロセスカートリッ
ジ３は、装置本体２内の上下方向略中央に位置する。プロセスカートリッジ３は、給紙ト
レイ１１の上方かつ排紙トレイ１２の下方に位置する。プロセスカートリッジ３は、ドラ
ムカートリッジ１４と、トナーカートリッジの一例としての現像カートリッジ１５とを備
える。
【００２０】
　ドラムカートリッジ１４は、感光ドラム１７と、感光ドラム１７の表面を帯電するよう
に構成される帯電ローラ１９と、帯電ローラ１９の表面に付着した残トナーや紙粉などの
付着物を除去するように構成される帯電クリーニングローラ２０と、感光ドラム１７に付
着した付着物を回収し、貯留するように構成されるドラムクリーニングユニット２１とを
備える。
【００２１】
　感光ドラム１７は、ドラムカートリッジ１４の後端部に位置する。感光ドラム１７は、
左右方向に延びる略円筒形状を有する。
【００２２】
　現像カートリッジ１５は、ドラムカートリッジ１４に着脱可能である。現像カートリッ
ジ１５は、感光ドラム１７の前方に位置する。現像カートリッジ１５は、トナーを収容可
能である。現像カートリッジ１５は、現像ローラ２５と、供給ローラ２６と、層厚規制ブ
レード２７とを備える。
【００２３】
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　現像ローラ２５は、現像カートリッジ１５の後端部に位置する。現像ローラ２５は、感
光ドラム１７の表面に接触する。現像ローラ２５は、回転可能である。
【００２４】
　供給ローラ２６は、現像ローラ２５の前方に位置する。供給ローラ２６は、現像ローラ
２５の表面に接触する。供給ローラ２６は、回転可能である。
【００２５】
　層厚規制ブレード２７は、現像ローラ２５の前方に位置する。層厚規制ブレード２７の
下端部は、供給ローラ２６よりも上方で、現像ローラ２５の表面に接触する。
【００２６】
　スキャナユニット７は、プロセスカートリッジ３の上方に位置する。スキャナユニット
７は、感光ドラム１７に向けて画像データに基づくレーザービームＬを出射可能である。
【００２７】
　第１搬送ローラ１６は、給紙トレイ１１の上方に位置する。
【００２８】
　転写ローラ１８は、第１搬送ローラ１６の後方であって、感光ドラム１７の下方に位置
する。転写ローラ１８は、感光ドラム１７に接触する。
【００２９】
　定着ユニット８は、プロセスカートリッジ３の後方に位置する。定着ユニット８は、加
熱ローラ３２と、加熱ローラ３２と接触する加圧ローラ３３とを備える。
【００３０】
　読取部３５は、装置本体２の上方に位置する。読取部３５は、排紙トレイ１２の上方に
間隔を隔てて位置する。読取部３５は、フラットベッドタイプのイメージスキャナである
。読取部３５は、原稿の画像情報を読み取るように構成される。
【００３１】
　画像形成装置１は、図示しない制御部の制御により、画像形成動作を開始する。すると
、帯電ローラ１９は、感光ドラム１７の表面を一様に帯電する。スキャナユニット７は、
レーザービームＬを出射し、感光ドラム１７の表面を露光する。これにより、画像データ
に基づく静電潜像が、感光ドラム１７の表面に形成される。
【００３２】
　供給ローラ２６は、現像カートリッジ１５内のトナーを現像ローラ２５に供給する。こ
のとき、トナーは、現像ローラ２５と供給ローラ２６との間で正極性に摩擦帯電される。
現像ローラ２５は、帯電されたトナーを担持する。層厚規制ブレード２７は、現像ローラ
２５に担持されたトナーの層厚を一定厚さに規制する。
【００３３】
　そして、現像ローラ２５に担持されたトナーは、感光ドラム１７表面の静電潜像に供給
される。これにより、トナー像が、感光ドラム１７の表面に担持される。
【００３４】
　用紙Ｐは、給紙トレイ１１から、所定のタイミングで１枚ずつ送り出される。そして、
用紙Ｐは、第１搬送ローラ１６、および、後述する第２搬送ローラ４９の回転により、感
光ドラム１７と転写ローラ１８との間に給紙される。感光ドラム１７表面のトナー像は、
用紙Ｐが感光ドラム１７と転写ローラ１８との間を通過するときに、用紙Ｐに転写される
。
【００３５】
　その後、用紙Ｐは、加熱ローラ３２と加圧ローラ３３との間を通過する。そして、用紙
Ｐは、加熱ローラ３２と加圧ローラ３３との間を通過するときに加熱および加圧される。
これにより、用紙Ｐ上のトナー像は、用紙Ｐに熱定着される。
【００３６】
　その後、用紙Ｐは、排紙トレイ１２に排紙される。
【００３７】
　２．プロセスカートリッジ
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　プロセスカートリッジ３は、装置本体２の内部空間に位置する第１位置（図１参照）と
、開口部９から前端部が突出するように位置する第２位置（図５参照）との間を移動可能
である。また、プロセスカートリッジ３は、第２位置（図５参照）から、ユーザによって
、さらに引き出されることにより、装置本体２から離脱可能である。
【００３８】
　なお、装置本体２の内部空間とは、プロセスカートリッジ３が装着可能な空間である。
具体的には、装置本体２の内部空間とは、上下方向において、スキャナユニット７と、転
写ローラ１８との間の空間であって、前後方向において、定着ユニット８と、閉位置に位
置するカバー１０との間の空間である。
【００３９】
　以下のプロセスカートリッジ３の説明では、プロセスカートリッジ３が第１位置に位置
した状態を基準とする。
【００４０】
　（１）ドラムカートリッジ
　ドラムカートリッジ１４は、図２Ａおよび図２Ｂに示すように、上記した感光ドラム１
７を支持するドラムフレーム４０と、第２搬送ローラ４９と、切替部材４１とを備える。
【００４１】
　（１－１）ドラムフレームおよび第２搬送ローラ
　ドラムフレーム４０は、凹部５１Ｒおよび溝部５３Ｒを有する右方の側壁４４Ｒと、凹
部５１Ｌおよび溝部５３Ｌを有する左方の側壁４４Ｌと、前壁４５と、上壁４６と、下壁
４７とを備える。
【００４２】
　側壁４４Ｒは、図２Ａに示すように、ドラムフレーム４０の右端部に位置する。側壁４
４Ｒは、前後方向および上下方向に延びる。
【００４３】
　凹部５１Ｒは、前後方向において、側壁４４Ｒの略中央に位置する。凹部５１Ｒは、側
壁４４Ｒの下端縁から、上方に向かって凹んでいる。凹部５１Ｒは、左右方向に見て、略
半円形状を有する。
【００４４】
　溝部５３Ｒは、前後方向において、側壁４４Ｒの略中央に位置する。溝部５３Ｒは、前
後方向に延びる。溝部５３Ｒは、前方が開放される。溝部５３Ｒは、感光ドラム１７の前
方に位置する。溝部５３Ｒは、幅広部５４Ｒと、幅狭部５５Ｒとを備える。
【００４５】
　幅広部５４Ｒは、溝部５３Ｒの前端部に配置される。幅広部５４Ｒは、後方に向かうに
つれて、幅狭となる。
【００４６】
　幅狭部５５Ｒは、幅広部５４Ｒの後端部から連続して、後方に向かって延びる。幅狭部
５５Ｒの溝幅は、一定である。
【００４７】
　側壁４４Ｌは、図２Ｂに示すように、ドラムフレーム４０の左端部に位置する。側壁４
４Ｌは、側壁４４Ｒと同じ形状を有する。
【００４８】
　前壁４５は、図２Ａに示すように、ドラムフレーム４０の前端部に位置する。前壁４５
は、左右方向において、側壁４４Ｒと側壁４４Ｌとの間に位置する。前壁４５は、上下方
向に延びる。
【００４９】
　上壁４６は、ドラムフレーム４０の上端部に位置する。上壁４６は左右方向において、
側壁４４Ｒと側壁４４Ｌとの間に位置する。上壁４６は、前後方向に延びる。上壁４６は
、上下方向において、感光ドラム１７、帯電ローラ１９および帯電クリーニングローラ２
０と重なる。
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【００５０】
　下壁４７は、ドラムフレーム４０の下端部に位置する。下壁４７は、凹部５１Ｒおよび
凹部５１Ｌよりも前方に位置する。下壁４７は、左右方向において、側壁４４Ｒと側壁４
４Ｌとの間に位置する。下壁４７は、前後方向に延びる。下壁４７は、ストッパ５２を備
える。
【００５１】
　ストッパ５２は、前後方向において、溝部５３Ｒに対して、感光ドラム１７の反対側に
位置する。ストッパ５２は、下壁４７の上面から上方に向かって突出する。ストッパ５２
は、上方に向かうにつれて、前後方向寸法が小さくなる。ストッパ５２は、左右方向に見
て略三角形状を有する。
【００５２】
　なお、ドラムフレーム４０において、感光ドラム１７よりも前方の領域が、現像カート
リッジ１５が装着される現像カートリッジ装着部４３である。
【００５３】
　第２搬送ローラ４９は、図２Ａおよび図４に示すように、前後方向において、ドラムカ
ートリッジ１４の前後方向略中央に位置する。第２搬送ローラ４９は、図１に示すように
、第１搬送ローラ１６の上方に位置する。第２搬送ローラ４９は、第１搬送ローラ１６と
接触する。第２搬送ローラ４９は、図２Ａに示すように、凹部５１Ｒおよび凹部５１Ｌに
受け入れられる。第２搬送ローラ４９は、左右方向に延びる。第２搬送ローラ４９は、略
円柱形状を有する。第２搬送ローラ４９は、ドラムフレーム４０に回転可能に支持される
。第２搬送ローラ４９の右端部は、ドラムフレーム４０の側壁４４Ｒよりも右方に突出す
る。第２搬送ローラ４９の左端部は、ドラムフレーム４０の側壁４４Ｌよりも左方に突出
する。第２搬送ローラ４９の右端部および左端部が、突出部５０である。
【００５４】
　（１－２）切替部材
　切替部材４１は、ドラムカートリッジ１４を、ドラムカートリッジ１４からの現像カー
トリッジ１５の離脱を規制する状態と、ドラムカートリッジ１４からの現像カートリッジ
１５の離脱の規制を解除する状態とに切り替える。切替部材４１は、ドラムカートリッジ
１４の前端部に位置する。切替部材４１は、規制位置（図２Ａ実線参照）と、規制解除位
置（図２Ａ二点鎖線参照）との間を回動する。なお、以下の切替部材４１の説明では、切
替部材４１が規制位置に位置した状態を基準とする。切替部材４１は、軸部５６と、操作
部５８と、接続部５７と、第２突起の一例としての突起５９と、可撓部６０とを備える。
【００５５】
　軸部５６は、前後方向において、ストッパ５２よりも感光ドラム１７から離れて位置す
る。軸部５６は、左右方向に延びる円柱形状を有する。軸部５６は、側壁４４Ｒに回転可
能に支持される。
【００５６】
　操作部５８は、切替部材４１の上端部に位置する。操作部５８は、切替部材４１を、規
制位置（図２Ａ実線参照）から規制解除位置（図２Ａ二点鎖線参照）に回動させるときに
、ユーザに操作される。操作部５８は、左右方向および前後方向に延びる。操作部５８は
、板形状を有する。
【００５７】
　接続部５７は、図２Ａに示すように、軸部５６と操作部５８とを接続する。接続部５７
は、前後方向および上下方向に延びる。接続部５７は、板形状を有する。
【００５８】
　突起５９は、軸部５６と操作部５８との間に位置する。突起５９は、接続部５７の左右
方向内面から、左右方向内方に突出する。突起５９は、前後方向および左右方向に延びる
。突起５９は、板形状を有する。突起５９の後端部は、後方に向かうにつれて、上方に向
かって屈曲する。突起５９と、軸部５６との間隔は、後述する突起７１の上下方向寸法と
略同じである。
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【００５９】
　可撓部６０は、軸部５６の下端部から、下方に延びる。可撓部６０は、棒形状を有する
。可撓部６０は、下壁４７のストッパ５２の前方に位置する。
【００６０】
　（１－３）感光ドラム
　感光ドラム１７は、円筒部１７Ａと、被規制部の一例としてのドラム軸１７Ｂとを備え
る。
【００６１】
　円筒部１７Ａは、感光ドラム１７の径方向において、感光ドラム１７の外周部分に位置
する。円筒部１７Ａは、左右方向に延びる。円筒部１７Ａは、左右方向両端部が閉鎖され
た円筒形状を有する。円筒部１７Ａは、周面に感光層を有する。円筒部１７Ａの右端部は
、側壁４４Ｒに回転可能に支持される。円筒部１７Ａの左端部は、側壁４４Ｌに回転可能
に支持される。
【００６２】
　ドラム軸１７Ｂは、感光ドラム１７の径方向において、感光ドラム１７の中央に位置す
る。ドラム軸１７Ｂは、左右方向に延びる。ドラム軸１７Ｂは、円柱形状を有する。ドラ
ム軸１７Ｂの右端部は、側壁４４Ｒよりも右方に突出する。ドラム軸１７Ｂの左端部は、
側壁４４Ｌよりも左方に突出する。
【００６３】
　（２）現像カートリッジ
　現像カートリッジ１５は、図３に示すように、上記した現像ローラ２５および供給ロー
ラ２６を支持する現像フレーム６２と、ハンドル６９とを備えている。
【００６４】
　（２－１）現像フレームおよびハンドル
　現像フレーム６２は、略ボックス形状を有する。現像フレーム６２は、第１突起の一例
としての突起７１を備える。
【００６５】
　突起７１は、現像フレーム６２の前端部に位置する。突起７１は、現像フレーム６２の
右面から、右方に向かって突出する。突起７１は、略角柱形状を有する。突起７１は、傾
斜面７２を有する。
【００６６】
　傾斜面７２は、突起７１の前端部に位置する。傾斜面７２は、前方に向かうにつれて、
上方に傾斜している。
【００６７】
　ハンドル６９は、現像カートリッジ１５の前端部に位置する。ハンドル６９は、現像フ
レーム６２の上端部から連続して前方に向かって延びる。ハンドル６９は、図４に示すよ
うに、左右方向に延びる。ハンドル６９は、略角筒形状を有する。ハンドル６９の左右方
向寸法は、現像フレーム６２の左右方向寸法よりも小さい。ハンドル６９は、図１に示す
ように、現像カートリッジ１５が装置本体２に装着された状態で、ドラムカートリッジ１
４の前端部よりも、カバー１０に近接している。
【００６８】
　（２－２）現像ローラ
　現像ローラ２５は、左右方向に延びる。現像ローラ２５は、円柱形状を有する。現像ロ
ーラ２５は、現像フレーム６２に回転可能に支持される。現像ローラ２５は、図４に示す
ように、右方の現像カラー２５ＣＲと、左方の現像カラー２５ＣＬとを備える。
【００６９】
　現像カラー２５ＣＲは、現像ローラ２５の右端部に位置する。現像カラー２５ＣＲは、
現像フレーム６２よりも右方に位置する。現像カラー２５ＣＲは、左右方向に延びる。現
像カラー２５ＣＲは、円筒形状を有する。現像カラー２５ＣＲは、現像ローラ２５の軸の
右端部に嵌まる。現像カラー２５ＣＲは、溝部５３Ｒの幅狭部５５Ｒに嵌まる。
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【００７０】
　現像カラー２５ＣＬは、現像ローラ２５の左端部に位置する。現像カラー２５ＣＬは、
現像フレーム６２よりも左方に位置する。現像カラー２５ＣＬは、左右方向に延びる。現
像カラー２５ＣＬは、円筒形状を有する。現像カラー２５ＣＬは、現像ローラ２５の軸の
左端部に嵌まる。現像カラー２５ＣＬは、溝部５３Ｌの幅狭部５５Ｌに嵌まる。
【００７１】
　現像ローラ２５は、感光ドラム１７の前方に位置する。現像ローラ２５は、感光ドラム
１７に接触する。
【００７２】
　（２－３）ドラムカートリッジに対する現像カートリッジの状態
　現像カートリッジ１５は、図３に示すように、ドラムカートリッジ１４の現像カートリ
ッジ装着部４３に装着される。
【００７３】
　ドラムカートリッジ１４の切替部材４１が規制位置（図２Ａ実線参照）に位置するとき
には、現像フレーム６２の突起７１は、上下方向において、切替部材４１の軸部５６と突
起５９との間に嵌まる。突起７１が軸部５６と突起５９との間に嵌まることにより、現像
フレーム６２の前端部の上下方向への移動が、規制される。
【００７４】
　このように、ドラムカートリッジ１４の切替部材４１が規制位置に位置するときに、切
替部材４１の突起５９は、現像フレーム６２の突起７１と係合し、ドラムカートリッジ１
４に対する現像カートリッジ１５の離脱を規制する。
【００７５】
　また、ドラムカートリッジ１４の切替部材４１が規制解除位置（図２Ａ二点鎖線参照）
に位置するときには、切替部材４１の突起５９は、現像フレーム６２の突起７１と係合せ
ず、軸部５６の上方に位置する。
【００７６】
　そのため、現像フレーム６２の上方への移動の規制が解除され、現像カートリッジ１５
は、ドラムカートリッジ１４から離脱可能な状態となる。
【００７７】
　３．装置本体の詳細
　装置本体２は、図１および図５に示すように、上記したカバー１０と、溝９５および溝
９６を有する２つの側壁７５を備える。
【００７８】
　（１）カバー
　カバー１０は、図１に示すように、カバー本体８７と、２つの支持部９１と、２つの押
圧部９２と、手差しトレイ８９とを備える。なお、以下のカバー１０の説明では、カバー
１０が閉位置に位置した状態を基準とする。
【００７９】
　カバー本体８７は、上下方向および左右方向に延びる。カバー本体８７は、板形状を有
する。カバー本体８７は、手差しトレイ収容部９０を備える。
【００８０】
　手差しトレイ収容部９０は、カバー本体８７の前面から、後方に向かって窪んでいる。
手差しトレイ収容部９０は、前方が開放された略ボックス形状を有する。
【００８１】
　２つの支持部９１は、手差しトレイ収容部９０の後面に位置する。支持部９１は、前後
方向において、手差しトレイ８９よりも後方に位置する。支持部９１は、手差しトレイ収
容部９０の後面から後方に向かって突出する。支持部９１は、上下方向に延びる。支持部
９１は、角柱形状を有する。２つの支持部９１は、図４に示すように、互いに左右方向に
間隔を隔てて位置する。２つの支持部９１の間隔は、現像フレーム６２のハンドル６９の
左右方向寸法よりも大きい。



(12) JP 2017-106980 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【００８２】
　２つの押圧部９２は、図１に示すように、手差しトレイ収容部９０の後面に位置する。
押圧部９２は、前後方向において、手差しトレイ８９よりも後方に位置する。押圧部９２
は、前後方向に延びる。押圧部９２は、後端部が閉鎖された略円筒形状を有する。押圧部
９２は、内部にコイルばねを備える。押圧部９２の前端部は、手差しトレイ収容部９０の
後面と接触する。２つの押圧部９２は、図４に示すように、互いに左右方向に間隔を隔て
て位置する。２つの押圧部９２の間隔は、２つの支持部９１の間隔よりも小さい。また、
押圧部９２の前後方向寸法は、押圧部９２の内部のコイルばねが自然長の状態において、
支持部９１の前後方向寸法よりも小さい。
【００８３】
　手差しトレイ８９は、図１に示すように、手差しトレイ収容部９０内に位置する。手差
しトレイ８９は、上下方向に延びる板形状を有する。手差しトレイ８９は、カバー本体８
７に、手差しトレイ８９の下端部を支点として揺動可能に支持される。
【００８４】
　（２）側壁
　２つの側壁７５は、左右方向に互いに間隔を隔てて位置する。右方の側壁７５と左方の
側壁７５とは、同じ形状であるため、右方の側壁７５のみを詳細に説明し、左方の側壁７
５の説明を省略する。
【００８５】
　側壁７５は、装置本体２の右端部に位置する。側壁７５は、上下方向および前後方向に
延びる。側壁７５は、板形状を有する。
【００８６】
　溝９５は、プロセスカートリッジ３の移動を案内するための溝である。詳しくは、溝９
５は、プロセスカートリッジ３の感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂを案内する。溝９５は
、側壁７５の左右方向内面から左右方向外方に向かって窪む。溝９５は、転写ローラ１８
の上方と、開口部９とを結ぶように延びる。溝９５は、前後方向に延びる。溝９５の溝幅
は、一定である。溝９５は、図５に示すように、ガイド面９８と、規制部の一例としての
規制面９９と、乗り上げ面１００とを備える。
【００８７】
　ガイド面９８は、溝９５の下面である。ガイド面９８は、上方を向く。ガイド面９８は
、転写ローラ１８の上方から、側壁７５の後端部まで延びる。
【００８８】
　規制面９９は、ガイド面９８の前端部から、上方に向かって延びる面である。規制面９
９は、後方を向く。言い換えると、規制面９９は、プロセスカートリッジ３の第１位置（
図１参照）から、第２位置（図５参照）への移動方向において、上流側を向く。規制面９
９の上下方向寸法Ｄは、ドラム軸１７Ｂの半径Ｒよりも大きい。
【００８９】
　乗り上げ面１００は、規制面９９の上端部から、後方に向かって延びる面である。乗り
上げ面１００は、上方を向く。
【００９０】
　溝９６は、図１および図５に示すように、溝９５の下方に位置する。溝９６は、プロセ
スカートリッジ３の移動を案内するための溝である。詳しくは、溝９６は、プロセスカー
トリッジ３の第２搬送ローラ４９の突出部５０を案内する。溝９６は、側壁７５の左右方
向内面から左右方向外方に向かって窪む。溝９６は、第１搬送ローラ１６の上方と、開口
部９とを結ぶように延びる。
【００９１】
　４．第１位置に位置するプロセスカートリッジの配置
　プロセスカートリッジ３は、第１位置に位置するときに、プロセスカートリッジ３のす
べてが、装置本体２における開口部９より内側の内部空間に位置する。
【００９２】
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　ドラム軸１７Ｂの端部は、側壁７５の溝９５の後端部に嵌まる。
【００９３】
　感光ドラム１７は、転写ローラ１８の上方に位置する。感光ドラム１７は、転写ローラ
１８と接触する。
【００９４】
　第２搬送ローラ４９の突出部５０は、側壁７５の溝９６の後端部に嵌まる。
【００９５】
　第２搬送ローラ４９は、第１搬送ローラ１６の上方に位置する。第２搬送ローラ４９は
、第１搬送ローラ１６と接触する。
【００９６】
　感光ドラム１７と転写ローラ１８とが接触し、第２搬送ローラ４９と第１搬送ローラ１
６とが接触している状態が、プロセスカートリッジ３の装置本体２に対する装着状態であ
る。
【００９７】
　ハンドル６９の前端部は、図４に示すように、閉位置に位置するカバー１０の押圧部９
２の後端部と接触する。これにより、現像カートリッジ１５が後方に向かって、押圧され
、現像ローラ２５が、ドラムカートリッジ１４の感光ドラム１７に向けて押圧される。
【００９８】
　５．現像カートリッジの着脱動作
　（１）現像カートリッジの離脱
　現像カートリッジ１５をドラムカートリッジ１４から離脱するときには、ユーザは、図
５に示すように、装置本体２のカバー１０を開位置に位置させる。
【００９９】
　次いで、ユーザは、ハンドル６９を把持して、プロセスカートリッジ３を引き出す。
【０１００】
　すると、第２搬送ローラ４９の突出部５０は、側壁７５の溝９６に沿って、開口部９に
向かって移動する。
【０１０１】
　また、このとき、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂの端部は、側壁７５の溝９５のガイ
ド面９８に沿って、開口部９に向かって移動する。
【０１０２】
　そして、プロセスカートリッジ３の引き出し途中において、感光ドラム１７のドラム軸
１７Ｂの端部が、側壁７５の溝９５の規制面９９に当接する。
【０１０３】
　これにより、規制面９９は、プロセスカートリッジ３のそれ以上の引き出しを規制する
。
【０１０４】
　規制面９９によって、移動が規制されたプロセスカートリッジ３の位置が、第２位置で
ある。
【０１０５】
　このとき、プロセスカートリッジ３の前端部は、装置本体２の内部空間より外側に位置
する。具体的には、ドラムカートリッジ１４の切替部材４１、および、現像カートリッジ
１５のハンドル６９が、装置本体２の内部空間より外側に位置する。
【０１０６】
　また、第２搬送ローラ４９の右方の突出部５０と、左方の右端部とが、装置本体２の内
部空間より外側に位置する。つまり、第２搬送ローラ４９の突出部５０が、溝９６から外
れている。
【０１０７】
　また、感光ドラム１７は、転写ローラ１８から離間している。感光ドラム１７は、その
すべてが装置本体２の内部空間に位置している。なお、感光ドラム１７の一部が、装置本
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体２の内部空間に位置してもよい。なお、感光ドラム１７は、ドラム軸１７Ｂが溝９５に
嵌まることで支持されており、装置本体２内の他の部材との接触が抑制されている。
【０１０８】
　第２位置に位置するプロセスカートリッジ３は、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂのみ
で装置本体２に支持されており、ドラム軸１７Ｂを支点として、揺動可能である。
【０１０９】
　次いで、ユーザは、第２位置に位置するプロセスカートリッジ３の感光ドラム１７のド
ラム軸１７Ｂを支点として、プロセスカートリッジ３を、カバー１０に近づけ、２つの支
持部９１に接触させる。
【０１１０】
　これにより、２つの支持部９１は、第２位置に位置するプロセスカートリッジ３を支持
する。
【０１１１】
　次いで、ユーザは、ドラムカートリッジ１４が２つの支持部９１に支持された状態で、
ドラムカートリッジ１４から現像カートリッジ１５を離脱させる。
【０１１２】
　ドラムカートリッジ１４から現像カートリッジ１５を離脱させるには、ユーザは、図２
Ａに示すように、操作部５８を操作し、軸部５６を支点として、切替部材４１を、左側面
視時計回りに回転させる。
【０１１３】
　すると、図２Ａの仮想線に示すように、切替部材４１の接続部５７は、ドラムカートリ
ッジ１４の前壁４５の上端部に当接する。このとき、突起５９は、突起７１の前方に位置
する。
【０１１４】
　また、切替部材４１の可撓部６０の下端部は、ストッパ５２の上端部に接触した状態で
撓む。
【０１１５】
　こうして、切替部材４１は、規制位置から規制解除位置に移動する。
【０１１６】
　次いで、ユーザは、図５に示すように、切替部材４１が規制解除位置に位置した状態で
、ハンドル６９を把持して、現像カートリッジ１５を引き抜く。すると、現像カートリッ
ジ１５は、ドラムカートリッジ１４から離脱する。
【０１１７】
　現像カートリッジ１５が離脱された後において、ドラムカートリッジ１４は、２つの支
持部９１に支持されている。
【０１１８】
　（２）現像カートリッジの装着
　現像カートリッジ１５をドラムカートリッジ１４に装着するには、図５に示すように、
ユーザは、２つの支持部９１に支持されるドラムカートリッジ１４に対して、現像カート
リッジ１５を装着する。
【０１１９】
　具体的には、現像カートリッジ１５は、ドラムカートリッジ１４の現像カートリッジ装
着部４３に装着される。
【０１２０】
　すると、現像カートリッジ１５の突起７１の下端部が、切替部材４１の突起５９に対し
て、上方から当接する。これにより、切替部材４１は、図２Ａに示すように、軸部５６を
支点として、左側面視時計周りに回転する。
【０１２１】
　そして、切替部材４１は、突起７１が、突起５９よりも下方に位置すると、可撓部６０
の弾性力により、左側面視反時計回りに回転する。
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【０１２２】
　すると、突起７１は、突起５９と、軸部５６との間に位置する。
【０１２３】
　このように、突起５９が突起７１と係合することで、ドラムカートリッジ１４に対する
現像カートリッジ１５の装着が完了する。
【０１２４】
　次いで、ユーザは、図１に示すように、プロセスカートリッジ３を、装置本体２内に押
し込み、第１位置に位置させる。
【０１２５】
　そして、ユーザは、カバー１０を閉位置に位置させる。
【０１２６】
　６．プロセスカートリッジの着脱動作
　プロセスカートリッジ３は、ドラムカートリッジ１４を交換するときや、用紙Ｐが詰ま
ったときに、装置本体２から離脱される。
【０１２７】
　プロセスカートリッジ３を装置本体２から離脱するときには、ユーザは、図５に示すよ
うに、第２位置に位置するプロセスカートリッジ３のハンドル６９を把持して、プロセス
カートリッジ３の後端部を上方に持ち上げるように、引き出す。
【０１２８】
　すると、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂの端部が、側壁７５の溝９５の規制面９９を
乗り越え、乗り上げ面１００に沿って、前方に移動する。
【０１２９】
　こうして、プロセスカートリッジ３は、装置本体２から離脱される。
【０１３０】
　プロセスカートリッジ３を装置本体２に装着するときには、ユーザは、プロセスカート
リッジ３を、開口部９から、装置本体２内に押し込む。
【０１３１】
　これにより、図１に示すように、プロセスカートリッジ３が装置本体２内に装着される
。
【０１３２】
　７．作用効果
　（１）この画像形成装置１によれば、図１および図５に示すように、プロセスカートリ
ッジ３は、第１位置に位置した状態から、カバー１０を開位置に位置させ、開口部９を介
して、第２位置に移動可能である。
【０１３３】
　そして、プロセスカートリッジ３の移動が溝９５の規制面９９によって規制され、プロ
セスカートリッジ３が第２位置に位置する。プロセスカートリッジ３は、切替部材４１が
装置本体２の内部空間よりも外側に位置した状態で、カバー１０の支持部９１に支持され
る。
【０１３４】
　そのため、ユーザは、切替部材４１を容易に操作することができる。
【０１３５】
　その結果、プロセスカートリッジ３が、カバー１０の支持部９１に安定して支持された
状態で、ドラムカートリッジ１４に対して、現像カートリッジ１５が容易に交換される。
【０１３６】
　（２）この画像形成装置１によれば、図５に示すように、プロセスカートリッジ３は、
溝９５によって、プロセスカートリッジ３のドラム軸１７Ｂが溝９５の規制面９９に当接
するように案内される。
【０１３７】
　そのため、プロセスカートリッジ３の移動は、ドラム軸１７Ｂが溝９５に案内されるこ
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とによって、確実に規制される。
【０１３８】
　（３）この画像形成装置１によれば、図１に示すように、ドラム軸１７Ｂが装置本体２
の溝９５に嵌まる。
【０１３９】
　そのため、プロセスカートリッジ３は、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂを基準として
、第１位置と第２位置との間を移動する。
【０１４０】
　その結果、プロセスカートリッジ３が第１位置に位置するときには、感光層を有する円
筒部１７Ａが、装置本体２に対して、確実に位置決めされる。
【０１４１】
　（４）この画像形成装置１によれば、図１および図５に示すように、プロセスカートリ
ッジ３が、溝９５に沿って、第１位置から第２位置へ移動することで、ドラム軸１７Ｂが
、後方を向く規制面９９と当接する。
【０１４２】
　そのため、プロセスカートリッジ３の移動は、規制面９９によって確実に規制される。
【０１４３】
　（５）この画像形成装置１によれば、図５に示すように、規制面９９が溝９５に備えら
れていることにより、溝９５によって案内されるプロセスカートリッジ３のドラム軸１７
Ｂは、規制面９９に確実に当接する。
【０１４４】
　そのため、プロセスカートリッジ３の移動は、規制面９９によって、確実に規制される
。
【０１４５】
　（６）この画像形成装置１によれば、図５に示すように、プロセスカートリッジ３が第
２位置に位置するときに、感光ドラム１７が内部空間に位置する。
【０１４６】
　そのため、現像カートリッジ１５が交換されるときに、感光ドラム１７の表面に埃など
が付着することを抑制することができる。
【０１４７】
　（７）この画像形成装置１によれば、図５に示すように、ドラム軸１７Ｂが装置本体２
の溝９５に嵌まった状態で、プロセスカートリッジ３が第２位置に位置する。
【０１４８】
　そのため、感光ドラム１７は、確実に、内部空間に位置する。
【０１４９】
　その結果、現像カートリッジ１５が交換されるときに、感光ドラム１７の表面に埃など
が付着することを確実に抑制することができる。
【０１５０】
　（８）この画像形成装置１によれば、図１および図４に示すように、プロセスカートリ
ッジ３が第１位置に位置し、カバー１０が閉位置に位置するときに、支持部９１がプロセ
スカートリッジ３から離間する。
【０１５１】
　そのため、支持部９１は、プロセスカートリッジ３に不要な力をかけないので、画像形
成動作が安定する。
【０１５２】
　（９）この画像形成装置１によれば、図１および図４に示すように、２つの押圧部９２
は、カバー１０が閉位置に位置するときに、第１位置に位置するプロセスカートリッジ３
の現像カートリッジ１５のハンドル６９に接触し、現像カートリッジ１５を感光ドラム１
７に向けて押圧する。
【０１５３】
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　そのため、現像ローラ２５が現像カートリッジ１５に確実に接触する。
【０１５４】
　その結果、トナーが感光ドラム１７に確実に供給される。
【０１５５】
　（１０）この画像形成装置１によれば、図１および図４に示すように、カバー１０が、
支持部９１および押圧部９２の両方を備えることができながら、カバー１０が開位置に位
置するときに、２つの支持部９１が、第２位置に位置するプロセスカートリッジ３を支持
することができ、カバー１０が閉位置に位置するときに、２つの押圧部９２が、第１位置
に位置するプロセスカートリッジ３の現像カートリッジ１５を押圧することができる。
【０１５６】
　（１１）この画像形成装置１によれば、図２Ａおよび図３に示すように、切替部材４１
は、軸部５６を支点として回転する。
【０１５７】
　そのため、フレーム６２の突起７１と、切替部材４１の突起５９との係合および係合解
除が、容易に切り替えられる。
【０１５８】
　（１２）この画像形成装置１によれば、図５に示すように、プロセスカートリッジ３が
第２位置に位置するときに、操作部５８が装置本体２の内部空間よりも外側に位置する。
【０１５９】
　そのため、ユーザは、操作部５８を確実に操作することができる。
【０１６０】
　８．第２実施形態
　次に、図６～図８を参照して、本発明の画像形成装置の第２実施形態を説明する。なお
、第２実施形態において、上記した第１実施形態と同様の部材には同様の符号を付し、そ
の説明を省略する。
【０１６１】
　（１）第２実施形態の構成
　第１実施形態では、図１に示すように、プロセスカートリッジ３が、現像ローラ２５お
よび供給ローラ２６を備える現像カートリッジ１５を備えるのに対し、第２実施形態では
、図６に示すように、プロセスカートリッジ３が、トナーを収容するトナーカートリッジ
１４８を備える。
【０１６２】
　（１－１）ドラムカートリッジの構成
　第２実施形態では、ドラムカートリッジ１４は、上記した感光ドラム１７と、ドラムフ
レーム４０とを備える。また、ドラムカートリッジ１４は、現像器１５０と、受入口１５
２を有する円弧壁１５１とを備える。
【０１６３】
　現像器１５０は、ドラムカートリッジ１４の前後方向略中央に位置する。現像器１５０
は、左右方向に延びる。現像器１５０は、略角筒形状を有する。現像器１５０は、内部に
トナーを収容する。現像器１５０は、上記した現像ローラ２５、供給ローラ２６および層
厚規制ブレード２７を備える。
【０１６４】
　円弧壁１５１は、ドラムカートリッジ１４の前後方向略中央に位置する。円弧壁１５１
は、現像器１５０の前壁を兼ねる。円弧壁１５１は、上方に向かうにつれて、前方に向か
って湾曲する。円弧壁１５１は、下方に向かうにつれて、前方に向かって湾曲する。円弧
壁１５１は、略円弧形状を有する。
【０１６５】
　受入口１５２は、円弧壁１５１の上下方向略中央に位置する。受入口１５２は、円弧壁
１５１を前後方向に貫通する。これにより、現像器１５０の内外が連通している。
【０１６６】
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　なお、ドラムフレーム４０において、円弧壁１５１よりも前方の領域が、トナーカート
リッジ１４８が装着されるトナーカートリッジ装着部１５４である。
【０１６７】
　また、ドラムカートリッジ１４の側壁４４Ｒは、第１実施形態の溝部５３Ｒを備えず、
溝部１５６を備える。
【０１６８】
　溝部１５６は、ドラムカートリッジ１４に対するトナーカートリッジ１４８の着脱を案
内するための溝である。溝部１５６は、トナーカートリッジ装着部１５４に位置する。溝
部１５６は、側壁４４Ｒの左右方向内面から、左右方向外方に向かって窪む。溝部１５６
は、前後方向に延びる。溝部１５６は、前方が開放される。溝部１５６は、幅広部１５７
と、幅狭部１５８と、第１係合部１５９とを備える。
【０１６９】
　幅広部１５７は、溝部１５６の前端部に配置される。幅広部１５７は、後方に向かうに
つれて、幅狭となる。
【０１７０】
　幅狭部１５８は、幅広部１５７の後端部から連続して、後方に向かって延びる。幅狭部
１５８の溝幅は、一定である。
【０１７１】
　第１係合部１５９は、幅狭部１５８の後端部から連続して、上方に向かって延びる。第
１係合部１５９は、凹形状を有する。第１係合部１５９は、円弧壁１５１の内周面に沿っ
ている。
【０１７２】
　側壁４４Ｌは、側壁４４Ｒと同様に、溝部１５６を備える。
【０１７３】
　（１－２）トナーカートリッジの構成
　トナーカートリッジ１４８は、ドラムカートリッジ１４のトナーカートリッジ装着部１
５４に装着される。トナーカートリッジ１４８は、図８Ａおよび図８Ｂに示すように、第
１開口部１６５を有する収容筒１６２と、切替部材１６３とを備える。
【０１７４】
　収容筒１６２は、左右方向に延びる。収容筒１６２は、略円筒形状を有する。収容筒１
６２は、左方の閉鎖壁１６６Ｌと、右方の閉鎖壁１６６Ｒとを備える。
【０１７５】
　閉鎖壁１６６Ｌは、収容筒１６２の右端部を閉鎖する。閉鎖壁１６６Ｌは、側面視略円
形状を有する。閉鎖壁１６６Ｌは、板形状を有する。閉鎖壁１６６Ｌは、ボス１７０Ｌと
、２つのストッパ１７１Ｌとを備える。
【０１７６】
　ボス１７０Ｌは、閉鎖壁１６６Ｌの左右方向外面から、左右方向外方に突出する。ボス
１７０Ｌは、前後方向に延びる。ボス１７０Ｌは、略角柱形状を有する。ボス１７０Ｌは
、側壁４４Ｌの幅狭部１５８に嵌まる。
【０１７７】
　２つのストッパ１７１Ｌは、閉鎖壁１６６Ｌにおいて、前後方向に間隔を隔てて位置す
る。２つのストッパ１７１Ｌは、閉鎖壁１６６Ｌの周縁部に位置する。具体的には、後方
のストッパ１７１Ｌは、ボス１７０Ｌの後端部よりも上方に位置する。前方のストッパ１
７１Ｌは、ボス１７０Ｌの前端部よりも下方に位置する。ストッパ１７１Ｌは、閉鎖壁１
６６Ｌの左右方向外面から、左右方向外方に突出する。ストッパ１７１Ｌは、円柱形状を
有する。
【０１７８】
　閉鎖壁１６６Ｒは、収容筒１６２の左端部を閉鎖する。閉鎖壁１６６Ｒは、閉鎖壁１６
６Ｌと同じ形状を有する。図６に示すように、閉鎖壁１６６Ｒのボス１７０Ｒは、側壁４
４Ｒの幅狭部１５８に嵌まる。
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【０１７９】
　アジテータ１６７は、収容筒１６２の中央に位置する。アジテータ１６７は、収容筒１
６２の内部のトナーを撹拌する。
【０１８０】
　第１開口部１６５は、図８Ａに示すように、収容筒１６２の後端部に位置する。第１開
口部１６５は、収容筒１６２の後端部を前後方向に貫通する。これにより、収容筒１６２
の内外が連通している。第１開口部１６５は、図６に示すように、前後方向において、受
入口１５２と重なっている。
【０１８１】
　切替部材１６３は、プロセスカートリッジ３において、ドラムカートリッジ１４に対し
てトナーカートリッジ１４８が装着され、トナーカートリッジ１４８の離脱が規制された
状態と、ドラムカートリッジ１４に対するトナーカートリッジ１４８の規制が解除され、
トナーカートリッジ１４８がドラムカートリッジ１４から離脱可能な状態とに切り替える
。切替部材１６３は、規制位置（図６参照）と、規制解除位置（図７参照）との間を回動
する。なお、以下の切替部材１６３の説明では、プロセスカートリッジ３が第２位置に位
置し、ドラムカートリッジ１４に対してトナーカートリッジ１４８が装着され、切替部材
１６３が規制位置に位置した状態を基準とする。切替部材１６３は、第２開口部１７６を
有する外周筒１７４と、操作部１７５とを備える。
【０１８２】
　外周筒１７４は、収容筒１６２の外周に設けられる。外周筒１７４は、左右方向に延び
る。外周筒１７４は、円筒形状を有する。外周筒１７４は、図８Ｂに示すように、円環部
１７８を備える。円環部１７８は、外周筒１７４の左右方向両端部に位置する。つまり、
円環部１７８は、２つ設けられている。左方の円環部１７８と、右方の円環部１７８とは
同じ形状を有する。そこで、以下の円環部１７８の説明では、左方の円環部１７８につい
て説明し、右方の円環部１７８の説明を省略する。
【０１８３】
　円環部１７８は、外周筒１７４の左端部に位置する。円環部１７８は、収容筒１６２よ
りも左右方向外方に位置する。円環部１７８は、外周筒１７４の周縁から、外周筒１７４
の径方向内方に延びる。円環部１７８は、板形状を有する。円環部１７８は、第２係合部
１８２と、２つの当接部１８３を備える。
【０１８４】
　第２係合部１８２は、円環部１７８の後端部に位置する。第２係合部１８２は、ボス１
７０Ｌが延びる方向に沿う仮想線Ｘよりも上方に位置する。第２係合部１８２は、円環部
１７８の左右方向外面から、左右方向外方に延びる。第２係合部１８２は、円柱形状を有
する。第２係合部１８２は、凸形状を有する。第２係合部１８２は、側壁４４Ｌの第１係
合部１５９に嵌まる。つまり、第２係合部１８２は、第１係合部１５９と係合する。
【０１８５】
　２つの当接部１８３は、円環部１７８において、前後方向に間隔を隔てて位置する。当
接部１８３は、円環部１７８の内周縁に位置する。当接部１８３は、円環部１７８の内周
縁から、円環部１７８の径方向内方に向かって延びる。当接部１８３は、角柱形状を有す
る。具体的には、後方の当接部１８３は、円環部１７８の後端部に位置する。後方の当接
部１８３は、第２係合部１８２の前方に位置する。後方の当接部１８３は、後方のストッ
パ１７１Ｌの下端部に当接する。前方の当接部１８３は、円環部１７８の前端部に位置す
る。前方の当接部１８３は、前方のストッパ１７１Ｌの上端部に当接する。
【０１８６】
　第２開口部１７６は、図８Ａに示すように、外周筒１７４の後端部に位置する。第２開
口部１７６は、外周筒１７４の後端部を前後方向に貫通する。第２開口部１７６は、前後
方向において、第１開口部１６５および受入口１５２と一致する。これにより、収容筒１
６２と、現像器１５０とが連通する。
【０１８７】
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　操作部１７５は、切替部材１６３の前端部に位置する。操作部１７５は、図６に示すよ
うに、プロセスカートリッジ３が第２位置に位置するときに、装置本体２の内部空間より
も外側に位置する。また、図示しないが、操作部１７５は、プロセスカートリッジ３が第
１位置に位置するときには、装置本体２の内部空間に位置する。操作部１７５は、外周筒
１７４の前端部から連続して、前方に向かって延びる。操作部１７５は、左右方向に延び
る。操作部１７５は、略角筒形状を有する。
【０１８８】
　切替部材１６３は、上記した規制位置から、操作部１７５が上方に移動し、外周筒１７
４が、収容筒１６２の周面に沿って、左側面視反時計回りに回転することで、規制解除位
置（図７参照）に移動する。
【０１８９】
　切替部材１６３が規制解除位置に位置するときには、図８Ｃおよび図８Ｄに示すように
、操作部１７５は、前上方に向かって延びている。
【０１９０】
　円環部１７８の後方の当接部１８３は、後方のストッパ１７１Ｌの下方に位置する。円
環部１７８の前方の当接部１８３は、前方のストッパ１７１Ｌの上方に位置する。円環部
１７８の第２係合部１８２は、ボス１７０Ｌが延びる仮想線Ｘ上に位置する。
【０１９１】
　そして、外周筒１７４の第２開口部１７６は、第１開口部１６５からずれるように下方
に位置し、外周筒１７４の周面は、第１開口部１６５を閉鎖する。
【０１９２】
　（２）トナーカートリッジの着脱動作
　トナーカートリッジ１４８をドラムカートリッジ１４から離脱するときには、図６に示
すように、ユーザは、第１実施形態と同様に、カバー１０を開位置に位置させる。
【０１９３】
　そして、ユーザは、プロセスカートリッジ３を規制面９９によって第２位置に規制され
るまで引き出し、２つの支持部９１に支持させる。
【０１９４】
　次いで、ユーザは、図７に示すように、ドラムカートリッジ１４が２つの支持部９１に
支持された状態で、ドラムカートリッジ１４からトナーカートリッジ１４８を離脱させる
。
【０１９５】
　ドラムカートリッジ１４からトナーカートリッジ１４８を離脱させるには、ユーザは、
切替部材１６３の操作部１７５を操作し、外周筒１７４を左側面視反時計回りに回転させ
る。
【０１９６】
　すると、第２係合部１８２が、第１係合部１５９の下端部まで移動し、幅狭部１５８の
下端部と当接する。これにより、円環部１７８の第２係合部１８２は、仮想線Ｘ上に位置
する。
【０１９７】
　また、外周筒１７４の第２開口部１７６は、第１開口部１６５からずれるように下方に
移動し、外周筒１７４の周面は、第１開口部１６５を閉鎖する。
【０１９８】
　こうして、切替部材１６３は、規制解除位置に位置し、ドラムカートリッジ１４に対す
るトナーカートリッジ１４８の規制が解除され、トナーカートリッジ１４８がドラムカー
トリッジ１４から離脱可能な状態となる。
【０１９９】
　次いで、ユーザは、ドラムカートリッジ１４から離脱可能な状態となったトナーカート
リッジ１４８の操作部１７５を把持して、トナーカートリッジ１４８を引き抜く。すると
、ボス１７０Ｌおよび左方の第２係合部１８２が、左方の幅狭部１５８および幅広部１５
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７に案内される。また、ボス１７０Ｒおよび右方の第２係合部１８２が、右方の幅狭部１
５８および幅広部１５７に案内される。こうして、トナーカートリッジ１４８は、ドラム
カートリッジ１４から離脱する。
【０２００】
　トナーカートリッジ１４８をドラムカートリッジ１４に装着するには、ユーザは、２つ
の支持部９１に支持されるドラムカートリッジ１４に対して、トナーカートリッジ１４８
を装着する。
【０２０１】
　具体的には、左方の第２係合部１８２およびボス１７０Ｌが、左方の幅広部１５７およ
び幅狭部１５８に案内される。また、右方の第２係合部１８２およびボス１７０Ｒが、右
方の幅広部１５７および幅狭部１５８に案内される。
【０２０２】
　次いで、ユーザは、操作部１７５を操作し、外周筒１７４を左側面視時計回りに回転さ
せる。
【０２０３】
　こうして、切替部材１６３は、規制位置に位置し、ドラムカートリッジ１４に対してト
ナーカートリッジ１４８が装着され、トナーカートリッジ１４８の離脱が規制された状態
となる。
【０２０４】
　以上により、ドラムカートリッジ１４に対するトナーカートリッジ１４８の装着が完了
する。
【０２０５】
　次いで、ユーザは、プロセスカートリッジ３を、装置本体２内に押し込み、第１位置に
位置させる。
【０２０６】
　そして、カバー１０を閉位置に位置させる。
【０２０７】
　（３）第２実施形態の作用効果
　（３－１）第２実施形態の画像形成装置１によれば、図６および図７に示すように、収
容筒１６２に対して、外周筒１７４が回転する。
【０２０８】
　そのため、ドラムカートリッジ１４の第１係合部１５９と、トナーカートリッジ１４８
の第２係合部１８２との係合および係合解除が、容易に切り替えられる。
【０２０９】
　また、収容筒１６２の第１開口部１６５と、外周筒１７４の第２開口部１７６との連通
および連通解除が、容易に切り替えられる。
【０２１０】
　（３－２）第２実施形態の画像形成装置１によれば、図６に示すように、凹形状の第１
係合部１５９と、凸形状の第２係合部１８２との係合により、簡易な構成により、第１係
合部１５９と第２係合部１８２とが係合する。
【０２１１】
　（３－３）第２実施形態の画像形成装置１によれば、図６に示すように、操作部１７５
が装置本体２の内部空間よりも外側に位置するので、ユーザが操作部１７５を確実に操作
することができる。
【０２１２】
　（３－４）また、このような第２実施形態においても、第１実施形態と同様の作用効果
を奏することができる。
【０２１３】
　９．第３実施形態
　次に、図９を参照して、本発明の画像形成装置の第３実施形態を説明する。なお、第３
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実施形態において、上記した第１実施形態と同様の部材には同様の符号を付し、その説明
を省略する。
【０２１４】
　（１）第３実施形態の構成
　第１実施形態では、図５に示すように、溝９５の規制面９９が、プロセスカートリッジ
３の移動を規制し、プロセスカートリッジ３を第２位置に位置させる。
【０２１５】
　対して、第２実施形態では、図９に示すように、溝９５は、規制面９９を備えず、規制
部およびばねの一例としての板ばね１９０を備え、板ばね１９０が、プロセスカートリッ
ジ３の移動を規制し、プロセスカートリッジ３を第２位置に位置させる。
【０２１６】
　板ばね１９０は、溝９５の前端部に位置する。板ばね１９０は、溝９５の上面から下方
に向かって突出する。板ばね１９０の下端部から、溝９５の下面までの寸法は、感光ドラ
ム１７のドラム軸１７Ｂの直径よりも小さい。板ばね１９０の後面が、規制面１９１であ
る。
【０２１７】
　規制面１９１は、後上方と前下方とを結ぶ方向に延びる。規制面１９１は、後方を向く
。言い換えると、規制面１９１は、プロセスカートリッジの第１位置から、第２位置への
移動方向の上流側を向く。
【０２１８】
　そして、現像カートリッジ１５をドラムカートリッジ１４から離脱するときには、ユー
ザは、第１実施形態と同様の手順により、プロセスカートリッジ３を装置本体２から引き
出す。
【０２１９】
　すると、プロセスカートリッジ３の引き出し途中において、感光ドラム１７のドラム軸
１７Ｂの両端部が、溝９５の板ばね１９０の規制面１９１に当接する。
【０２２０】
　プロセスカートリッジ３を引き出す力が、板ばね１９０の弾性力より小さい場合に、板
ばね１９０の規制面１９１は、プロセスカートリッジ３の移動を規制し、プロセスカート
リッジ３を第２位置に位置させる。
【０２２１】
　そして、第２位置に位置するプロセスカートリッジ３において、ドラムカートリッジ１
４に対して、現像カートリッジ１５が着脱される。
【０２２２】
　なお、プロセスカートリッジ３を装置本体２から離脱するときには、ユーザは、第２位
置に位置するプロセスカートリッジ３のハンドル６９を把持して、溝９５に沿って、引き
出す。
【０２２３】
　このとき、ユーザは、プロセスカートリッジ３を引き出す力が、板ばね１９０の弾性力
より大きくなるように、引き出す。
【０２２４】
　すると、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂが、板ばね１９０の弾性力に抗して、板ばね
１９０を上方に移動させるようにして、板ばね１９０の後方から、板ばね１９０よりも前
方に移動する。
【０２２５】
　また、プロセスカートリッジ３を装置本体２に装着するときには、ユーザは、感光ドラ
ム１７のドラム軸１７Ｂを溝９５に嵌めて、プロセスカートリッジ３を、装置本体２内に
押し込む。
【０２２６】
　すると、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂが、板ばね１９０の弾性力に抗して、板ばね



(23) JP 2017-106980 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

１９０を上方に移動させるようにして、板ばね１９０の前方から、板ばね１９０よりも後
方に移動する。
【０２２７】
　（２）第３実施形態の作用効果
　このような第３実施形態の画像形成装置１によれば、図９に示すように、板ばね１９０
が規制面１９１を備えるという簡易な構成により、プロセスカートリッジ３の移動が規制
され、プロセスカートリッジ３が第２位置に位置する。
【０２２８】
　また、このような第３実施形態においても、第１実施形態と同様の作用効果を奏するこ
とができる。
【０２２９】
　１０．第４実施形態
　次に、図１０～図１１Ｂを参照して、本発明の画像形成装置の第４実施形態を説明する
。なお、第４実施形態において、上記した第１実施形態と同様の部材には同様の符号を付
し、その説明を省略する。
【０２３０】
　（１）第４実施形態の概要
　第１実施形態では、図５に示すように、溝９５の規制面９９が、プロセスカートリッジ
３の移動を規制し、プロセスカートリッジ３を第２位置に位置させる。
【０２３１】
　また、第３実施形態では、図９に示すように、板ばね１９０が、プロセスカートリッジ
３の移動を規制し、プロセスカートリッジ３を第２位置に位置させる。
【０２３２】
　対して、第４実施形態では、図１０に示すように、溝９５は、規制面９９および板ばね
１９０を備えず、装置本体２が、規制機構２０１を備え、規制機構２０１のピン２１０が
、プロセスカートリッジ３の移動を規制し、プロセスカートリッジ３を第２位置に位置さ
せる。
【０２３３】
　（２）第４実施形態の構成
　第４実施形態の画像形成装置１では、図１０に示すように、側壁７５は、収容部２０２
を備える。
【０２３４】
　収容部２０２は、側壁７５の前端部に位置する。収容部２０２は、図１１Ａに示すよう
に、カム収容部２０４と、ピン収容部２０５とを備える。
【０２３５】
　カム収容部２０４は、溝９５の上方に、溝９５から間隔を隔てて位置する。カム収容部
２０４は、側壁７５の前面から、後方に向かって窪む。カム収容部２０４は、前後方向に
延びる。
【０２３６】
　ピン収容部２０５は、溝９５の上面から、上方に向かって窪む。ピン収容部２０５は、
上下方向に延びる。ピン収容部２０５は、カム収容部２０４と交差する。ピン収容部２０
５の上端部は、カム収容部２０４よりも上方に位置する。また、カム収容部２０４の後端
部は、ピン収容部２０５よりも後方に位置する。
【０２３７】
　規制機構２０１は、収容部２０２内に収容される。規制機構２０１は、カム２０８と、
第１付勢部材２０９と、規制部の一例としてのピン２１０と、第２付勢部材２１１とを備
える。
【０２３８】
　カム２０８は、カム収容部２０４内に位置する。カム２０８は、前後方向に延びる。カ
ム２０８は、前端部２１４と、後端部２１５と、中央部２１６とを備える。
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【０２３９】
　前端部２１４は、カム２０８の前端部に位置する。前端部２１４は、前後方向に延びる
。前端部２１４は、略角柱形状を有する。
【０２４０】
　後端部２１５は、カム２０８の後端部に位置する。後端部２１５は、前後方向に延びる
。後端部２１５は、略角柱形状を有する。後端部２１５の上下方向寸法は、前端部２１４
の上下方向寸法よりも小さい。
【０２４１】
　中央部２１６は、カム２０８の前後方向略中央に位置する。中央部２１６は、前端部２
１４と後端部２１５とを連結する。中央部２１６の上面は、前端部２１４の上面から、後
端部２１５の上面に向かって、傾斜する。つまり、中央部２１６の上面は、後方に向かう
につれて、下方に傾斜する。
【０２４２】
　第１付勢部材２０９は、規制機構２０１の後端部に位置する。第１付勢部材２０９は、
前後方向に延びるコイルばねである。第１付勢部材２０９の前端部は、カム２０８の後端
部２１５に固定される。第１付勢部材２０９の後端部は、カム収容部２０４の後面に固定
される。第１付勢部材２０９は、カム２０８を、常には、カム収容部２０４の後面から離
れるように、前方に付勢する。
【０２４３】
　カム２０８は、第１付勢部材２０９の付勢力により、前端部２１４が側壁７５よりも前
方まで突出する突出位置（図１１Ａ参照）と、第１付勢部材２０９の付勢力に抗して、前
端部２１４がカム収容部２０４内に収容される収容位置（図１１Ｂ参照）との間を移動可
能である。
【０２４４】
　ピン２１０は、ピン収容部２０５内に位置する。ピン２１０は、上下方向に延びる。ピ
ン２１０は、略角柱形状を有する。ピン２１０は、カム２０８と交差する。ピン２１０は
、カム２０８を貫通する。ピン２１０の上端部は、カム２０８よりも上方に位置する。ま
た、カム２０８の後端部は、ピン２１０よりも後方に位置する。ピン２１０の下端部は、
溝９５内に突出する。ピン２１０において、溝９５内に突出する部分の後面が、規制面２
２０である。また、ピン２１０の下端部は、前方に向かうにつれて、上方に傾斜するよう
に切り欠かれる。ピン２１０の下端部において、切り欠かれた面が、傾斜面２２１である
。ピン２１０は、当接部２１９を備える。
【０２４５】
　当接部２１９は、ピン２１０の上端部に位置する。当接部２１９は、カム２０８の後端
部２１５の上面と接触する。当接部２１９は、ピン２１０の側面全面から突出する。当接
部２１９は、板形状を有する。
【０２４６】
　第２付勢部材２１１は、規制機構２０１の上端部に位置する。第２付勢部材２１１は、
上下方向に延びるコイルばねである。第２付勢部材２１１の下端部は、ピン２１０の当接
部２１９に固定される。第２付勢部材２１１の上端部は、ピン収容部２０５の上面に固定
される。第２付勢部材２１１は、当接部２１９がカム２０８に当接するように、ピン２１
０を、常には、下方に付勢する。
【０２４７】
　ピン２１０は、第２付勢部材２１１の付勢力により、ピン２１０の下端部が、溝９５内
に突出し、溝９５を閉鎖する閉鎖位置（図１１Ａ参照）と、ピン２１０の下端部が、ピン
収容部２０５内に退避する退避位置（図１１Ｂ参照）との間を移動可能である。
【０２４８】
　（３）現像カートリッジおよびプロセスカートリッジの着脱動作
　現像カートリッジ１５をドラムカートリッジ１４から離脱するときには、ユーザは、第
１実施形態と同様の手順により、プロセスカートリッジ３を装置本体２から引き出す。
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【０２４９】
　すると、プロセスカートリッジ３の引き出し途中において、感光ドラム１７のドラム軸
１７Ｂの右端部が、閉鎖位置に位置するピン２１０の規制面２２０に当接する。
【０２５０】
　こうして、ピン２１０の規制面２２０は、プロセスカートリッジ３の移動を規制し、プ
ロセスカートリッジ３を第２位置に位置させる。
【０２５１】
　そして、第２位置に位置するプロセスカートリッジ３において、ドラムカートリッジ１
４に対して、現像カートリッジ１５が着脱される。
【０２５２】
　なお、プロセスカートリッジ３を装置本体２から離脱するときには、ユーザは、図１１
Ｂに示すように、規制機構２０１のカム２０８を後方に向かって押圧し、カム２０８を、
突出位置から収容位置に移動させる。
【０２５３】
　すると、ピン２１０の当接部２１９が、カム２０８の中央部２１６に乗り上げ、上方に
移動する。
【０２５４】
　これにより、ピン２１０は、第２付勢部材２１１の付勢力に抗して、閉鎖位置から、退
避位置に移動する。
【０２５５】
　すると、溝９５が開放され、ドラム軸１７Ｂが通過可能となる。
【０２５６】
　そして、ユーザは、第２位置に位置するプロセスカートリッジ３のハンドル６９を把持
して、溝９５に沿って、引き出す。
【０２５７】
　また、プロセスカートリッジ３を装置本体２に装着するときには、ユーザは、感光ドラ
ム１７のドラム軸１７Ｂを溝９５に嵌めて、プロセスカートリッジ３を、装置本体２内に
押し込む。
【０２５８】
　すると、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂがピン２１０の傾斜面２２１に当接する。
【０２５９】
　これにより、ピン２１０は、第２付勢部材２１１の付勢力に抗して、上方に移動し、ド
ラム軸１７Ｂの通過を許容する。
【０２６０】
　以上により、プロセスカートリッジ３は、装置本体２内に装着される。
【０２６１】
　（２）第４実施形態の作用効果
　このような第４実施形態の画像形成装置１によれば、図１１Ａおよび図１１Ｂに示すよ
うに、閉鎖位置と退避位置との間を移動可能なピンが規制面９９を備えることにより、プ
ロセスカートリッジ３の第２位置への規制と、第２位置への規制の解除とが、容易に切り
替えられる。
【０２６２】
　また、このような第４実施形態においても、第１実施形態と同様の作用効果を奏するこ
とができる。
【０２６３】
　１１．第４実施形態の変形例
　上記した第４実施形態では、図１１Ａに示すように、規制機構２０１のピン２１０は、
溝９５に飛び出すことで、溝９５を閉鎖し、ピン２１０の規制面２２０がプロセスカート
リッジ３の感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂの右端部と当接することにより、プロセスカ
ートリッジ３を第２位置に規制する。
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【０２６４】
　ピン２１０の飛び出し方向は、特に限定されず、左右方向において、装置本体２の内部
空間に飛び出してもよい。
【０２６５】
　ピン２１０の規制面２２０が当接するのは、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂに限定さ
れず、プロセスカートリッジ３の突出部２３０と当接し、プロセスカートリッジ３の移動
を規制してもよい。
【０２６６】
　第４実施形態の変形例では、収容部２０２のピン収容部２０５は、側壁７５の左右方向
内面から、左右方向外方に向かって窪む。これにより、収容部２０２に収容される規制機
構２０１のピン２１０は、側壁７５より左右方向内方に突出する。
【０２６７】
　突出部２３０は、ドラムカートリッジ１４の後端部に位置する。突出部２３０は、ドラ
ムカートリッジ１４の側壁４４Ｒから、左右方向外方に向かって突出する。突出部２３０
は、左右方向に延びる。突出部２３０は、略円筒形状を有する。突出部２３０の左右方向
外方端部は、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂの左右方向外方端部より、左右方向内方に
位置する。突出部２３０の左右方向外方端部は、側壁７５の左右方向内面より、左右方向
内方に位置する。
【０２６８】
　現像カートリッジ１５をドラムカートリッジ１４から離脱するときには、ユーザは、第
４実施形態と同様の手順により、プロセスカートリッジ３を装置本体２から引き出す。
【０２６９】
　すると、プロセスカートリッジ３の引き出し途中において、ドラムカートリッジ１４の
突出部２３０が、閉鎖位置に位置するピン２１０の規制面２２０に当接する。
【０２７０】
　こうして、ピン２１０の規制面２２０は、プロセスカートリッジ３の移動を規制し、プ
ロセスカートリッジ３を第２位置に位置させる。
【０２７１】
　このような第４実施形態の変形例においても、第４実施形態と同様の作用効果を奏する
ことができる。
【０２７２】
　１２．変形例
　本発明は、上記した実施形態に限定されない。例えば、上記した第１実施形態、第３実
施形態および第４実施形態では、切替部材４１は、ドラムカートリッジ１４に備えられて
いるが、現像カートリッジ１５に備えられていてもよい。
【０２７３】
　また、上記した第２実施形態では、溝部１５６の第１係合部１５９が、凹形状を有する
が、凸形状であってもよい。このような場合には、トナーカートリッジ１４８の第２係合
部１８２は、凸形状ではなく、凹形状を有する。
【０２７４】
　また、上記した第１実施形態～第４実施形態では、感光ドラム１７のドラム軸１７Ｂが
、被規制部の一例として構成されるが、ドラムフレーム４０、または、現像フレーム６２
が突起を備え、その突起が被規制部の一例として構成されてもよい。
【０２７５】
　また、上記した第１実施形態～第４実施形態では、第２搬送ローラ４９は、ドラムカー
トリッジ１４に備えられているが、ドラムカートリッジ１４に備えられていなくてもよい
。例えば、第２搬送ローラ４９は、装置本体２に備えられていてもよい。
【０２７６】
　また、上記した第１実施形態～第４実施形態では、装置本体２は、溝９６を備えている
が、溝９６を備えていなくてもよい。このような場合には、溝９５のみが、プロセスカー
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トリッジ３の移動を案内する。
【０２７７】
　また、上記した第３実施形態では、ばねの一例としての板ばね１９０が、プロセスカー
トリッジ３の移動を規制するが、ばねの一例として、線ばねを用いてプロセスカートリッ
ジ３の移動を規制してもよい。
【符号の説明】
【０２７８】
　１　　　画像形成装置
　２　　　装置本体
　３　　　プロセスカートリッジ
　９　　　開口部
　１０　　カバー
　１４　　ドラムカートリッジ
　１５　　現像カートリッジ
　１７　　感光ドラム
　１７Ａ　円筒部
　１７Ｂ　ドラム軸
　４１　　切替部材
　５０　　突出部
　５６　　軸部
　５８　　操作部
　５９　　突起
　７１　　突起
　９１　　支持部
　９２　　押圧部
　９５　　溝
　９６　　溝
　９９　　規制面
　１４８　トナーカートリッジ
　１５９　第１係合部
　１６２　収容筒
　１６３　切替部材
　１６５　第１開口部
　１７４　外周筒
　１７５　操作部
　１７６　第２開口部
　１８２　第２係合部
　１９０　板ばね
　１９１　規制面
　２１０　ピン
　２２０　規制面
　２３０　突出部
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