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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排出された用紙を積載する紙受台と、
　前記紙受台に向けて排出された用紙の幅方向位置を規制する一対のサイドフェンスと、
　を備え、
　前記サイドフェンスの用紙積載側である内側には、用紙落下時に用紙幅方向端を当接さ
せることで用紙幅方向位置を揃えるリブ状の突起部が上下方向に沿って形成され、
　前記突起部は、用紙排出方向上流側のサイドフェンス部分に少なくとも１本形成され、
　用紙排出方向下流側のサイドフェンス部分の内側には、前記突起部と面一の平面が形成
されていることを特徴とする排紙装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排出された排紙の積載位置を排紙の搬送方向に対して前後方向にオフセット
させることで、排紙を区分けして積載させる排紙装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インクジェットプリンタ、孔版印刷装置、レーザプリンタなどの印刷装置や、複
写機などを用いて用紙上に画像を形成できる画像形成装置では、大量の用紙に対して印刷
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や複写などを行っている。この種の排紙装置の一例として、大量の用紙を整然と揃えて積
載することができる排紙装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に開示された排紙装置では、ここでの図示を省略するが、用紙排出方向に間
隔を離して互いに対向する突き当てガイド板と止めガイド板とによる一対のガイド板と、
排出された用紙の位置を用紙幅方向から規制する一対のサイドフェンスと、を備えて大量
の用紙を整然と積載することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１０９８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、環境の違いによって排出する用紙の状態が変化すると、排出後の用紙の落下
挙動が安定せず、このため、排紙する際に用紙に損傷が生じることや、排紙の積載状態が
乱れて整列性が悪化することなどが懸念される。
【０００６】
　具体的には、高温多湿環境（例えば温度３０℃で湿度７０％以下）の下で、坪量が小さ
く、かつ小サイズの用紙（例えば、坪量が６０ｇ／ｍ２未満のＢ５サイズの用紙）では、
落下時のサイドフェンスとの接触抵抗が大きくかつ左右（用紙幅方向両側）のバランスを
均等に保つことが困難なため、用紙がサイドフェンスに寄りかかり、用紙に損傷が生じる
不具合や、積層状態が乱れて用紙の整列性が良くないという不具合が生じ易い。
【０００７】
　また、低温低湿環境（例えば温度１０℃で湿度４０％以下）の下で、坪量が小さく、か
つ小サイズの用紙（例えば、坪量が６０ｇ／ｍ２未満のＢ５サイズの用紙）では、落下時
のサイドフェンスとの接触抵抗が大きいことに加え、落下用紙とサイドフェンスとの接触
面積が大きいため、若干の排出用紙の帯電（例えば１０ｋＶ程度）により片側のサイドフ
ェンスに引き寄せられてしまい、この結果、用紙がサイドフェンスに寄りかかり、用紙に
損傷が生じる不具合や、積層状態が乱れて整列性が良くないという不具合が生じ易い。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、環境に影響されることなく良好な排紙
性能が得られる排紙装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る排紙装置の第１の特徴は、排出された用紙を
積載する紙受台と、前記紙受台に向けて排出された用紙の幅方向位置を規制する一対のサ
イドフェンスと、を備え、前記サイドフェンスの用紙積載側である内側には、用紙落下時
に用紙幅方向端を当接させることで用紙幅方向位置を揃えるリブ状の突起部が上下方向に
沿って形成されていることにある。
【００１０】
　本発明に係る排紙装置の第２の特徴は、前記突起部は、用紙排出方向上流側のサイドフ
ェンス部分に少なくとも１本形成され、用紙排出方向下流側のサイドフェンス部分の内側
には、前記突起部と面一の平面が形成されていることにある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る排紙装置の第１の特徴によれば、用紙落下時に用紙幅方向端が突起部に当
接して用紙の幅方向位置が揃えられるので、湿度などの環境に影響されることなく良好な
排紙性能が得られる。また、用紙落下時に用紙幅方向端がサイドフェンスの平面に当接し
て揃えられる場合に比べ、用紙落下速度が速いので、次の排紙を早い段階で送り出すこと
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ができ、単位時間あたりの排出枚数を多くすることができる。
【００１２】
　本発明に係る排紙装置の第２の特徴によれば、用紙排出方向上流側のサイドフェンス部
分では、用紙排出方向下流側のサイドフェンス部分に比べ、用紙落下速度が速いので、用
紙後端側の幅方向位置の揃えを安定して行うことができる。また、用紙排出方向下流側の
サイドフェンス部分の内側には、突起部と面一の平面が形成されているので、用紙先端側
の用紙幅方向端が該平面に当接することにより、単位時間あたりの排出枚数を維持しつつ
用紙先端側が回転変位すること（用紙先端側が排出方向からずれた方向を向くこと）を確
実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態の排紙装置の要部を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態の排紙装置の要部を示す側面断面図である。
【図３】図３（ａ）は、本発明の一実施形態の排紙装置で、用紙幅方向規制板に用紙が接
触していることを説明する部分平面図であり、図３（ｂ）は、図３（ａ）の部分拡大図で
ある。
【図４】図４（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明の一実施形態の排紙装置を構成す
るオフセットガイド板移動機構部の動作毎の斜視図である。
【図５】図５（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明の一実施形態の排紙装置を構成す
るオフセットガイド板移動機構部で、オフセットガイド板が待機位置に位置していること
を説明する側面図、および、オフセットガイド板がオフセット位置に位置していることを
説明する側面図である。
【図６】本発明の一実施形態の排紙装置を構成するエンドフェンス板移動機構部の斜視図
である。
【図７】図７（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、本発明の一実施形態の排紙装置を構成す
るエンドフェンス板移動機構部の構成を示す背面図である。
【図８】本発明の一実施形態の排紙装置の制御部を説明するブロック図である。
【図９】図９（ａ）～（ｊ）は本発明の一実施形態の排紙装置の動作を説明する模式的な
側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。図面は模式的なも
のであり、寸法比などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的
な寸法比などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。図面相互間においても互い
の寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。
【００１５】
　また、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための例示であっ
て、この発明の実施の形態は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定
するものではない。この発明の実施の形態は、要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実
施できる。
【００１６】
　また、以下の説明では、用紙としてどのサイズの用紙であっても適用可能である。また
、以下の実施の形態では、例えば孔版印刷やインクジェットで印刷するが、他の手法で印
刷してもよく、本発明では印刷形式は特に限定されない。
【００１７】
　また、以下の説明では、原則として、「左」「右」とは、図１に示すように、用紙が排
出されてくる側から見て（すなわち用紙排出方向とは逆方向から見て）左あるいは右であ
ることを意味し、「前」「後」とは、用紙排出方向に対して前あるいは後であることを意
味する。
【００１８】
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　図１および図２は、本発明の一実施形態（以下、本実施形態という）に係る排紙装置の
要部（用紙区分け装置）を示す斜視図および側面断面図である。本実施形態に係る排紙装
置８は、インクジェットプリンタ、孔版印刷装置、レーザプリンタなどの印刷装置や、複
写機などを用いて用紙Ｐ上に画像を形成できる画像形成装置（図示せず）に適用可能であ
り、本実施形態では画像形成装置の用紙排出部側に設置されている。
【００１９】
　排紙装置８を構成する用紙区分け装置１は、画像形成装置（図示せず）から排出された
用紙（排紙）Ｐをこの用紙Ｐの搬送方向に沿って順次排出する排出部１０と、排出部１０
から順次排出された用紙Ｐを紙受台２１上に向って落下させて積載すると共にこの紙受台
２１を用紙Ｐの積載量に応じて上下方向に昇降させる紙受台昇降機構部２０と、紙受台２
１上に積載された用紙Ｐの幅方向を規制する左右一対の用紙幅方向規制板（サイドフェン
ス）３１，３２と、用紙幅方向規制板３１、３２を用紙サイズに応じて用紙Ｐの搬送方向
と直交する方向に移動させる用紙幅方向規制板移動機構部３０とを備えている。更に、用
紙区分け装置１は、オフセットガイド板移動機構部５０およびエンドフェンス板移動機構
部８０を備えている。
【００２０】
　オフセットガイド板移動機構部５０は、オフセットガイド板５２（ガイドフェンス）と
後述する第１用紙突き当て部材５３（図４）とを一体的に用紙区分けごとに所定のオフセ
ット量だけ前方下方又は後方上方に移動させるようになっている。この構成により、用紙
Ｐの搬送方向の上流側で紙受台２１の上面２１ｅよりも上方に第１ブラケット５１を介し
て垂設されたオフセットガイド板５２により、用紙区分け時に紙受台２１上に積載される
用紙Ｐの搬送方向の後端部側をオフセットさせることが可能になっている。
【００２１】
　エンドフェンス板移動機構部８０は、エンドフェンス板８２と後述する第２用紙突き当
て部材９７（図６）とを一体的に用紙区分けごとに所定のオフセット量だけ前方又は後方
に移動させ、且つ、第２用紙突き当て部材９７を後述する上動用駆動手段９３（図６）を
用いて上動させるようになっている。そして、エンドフェンス板８２がオフセット位置に
到達した場合、第２用紙突き当て部材９７を自重によって重力方向に下動させるようにな
っている。この構成により、用紙Ｐの搬送方向の下流側でオフセットガイド板５２と間隔
を離して対向して紙受台２１の上面２１ｅよりも上方に第２ブラケット８１を介して垂設
されたエンドフェンス板８２により用紙区分け時に紙受台２１上に積載される用紙Ｐの搬
送方向の前端側（先端側）をオフセットさせることが可能になっている。
【００２２】
　また、排紙装置１は、これらの構成要素を制御する制御部１００を備えている。この制
御部１００の設置位置は特に限定せず、画像形成装置の制御部と一体的に設けられていて
もよいし、排紙装置８全体を制御する制御部と一体的に設けられていてもよい。更には、
用紙区分け装置１内の適宜な位置に設置することも可能である。
【００２３】
　ここで、紙受台２１は、略水平な姿勢で上下方向に昇降しているために、この紙受台２
１上に積載される用紙Ｐは、用紙Ｐの幅方向の左右を規制する左右一対の用紙幅方向規制
板３１，３２と、用紙Ｐの搬送方向の上流側に設置されて用紙Ｐの搬送方向の後端部を規
制するオフセットガイド板５２と、用紙Ｐの搬送方向の下流側に設置されて用紙Ｐの搬送
方向の前端部を規制するエンドフェンス板８２とによる合計４枚の板で周囲を囲まれた状
態で用紙区分け処理を行うように構成されており、各板３１，３２，５２，８２は紙受台
２１に対して分離して取り付けられている。以下、用紙区分け装置１内の各部について順
を追って具体的に説明する。
【００２４】
　（排出部）
　排出部１０は、用紙区分け装置１の後側板２の上方部位に取り付けられている。この排
出部１０では、画像形成装置から排出された用紙Ｐを搬送する２組の上下左右一対の用紙
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搬送ローラ組１１，１１と、排紙位置近傍の排紙ローラ１２とが用紙ガイド板１３に沿っ
て設置されている。
【００２５】
　また、用紙ガイド板１３の左右側には、金属材からなり前後の側面が三角状に形成され
た左右一対の第１の用紙腰付けウイング部材５Ｌ，５Ｒと、金属材からなり前後の側面が
台形状に形成された左右一対の第２の用紙腰付けウイング部材６Ｌ，６Ｒとが、用紙排出
方向と直交する用紙幅方向に沿って内側から外側に向ってそれぞれ左右対称に設置されて
いる。
【００２６】
　これらの第１の用紙腰付けウイング部材５Ｌ，５Ｒ及び第２の用紙腰付けウイング部材
６Ｌ，６Ｒは、左右に形成した各傾斜面がそれぞれ連接するように形成されて、不図示の
駆動機構によりそれぞれ別々に上下動可能になっており、用紙Ｐの種類による剛性に応じ
て各用紙腰付けウイング部材の傾斜面の上下方向の高さを左右対称に変えることで、用紙
Ｐへの腰付け量を可変設定できるようになっている。従って、種々の用紙に対し、排出す
る上で好ましい腰付け量を用紙Ｐに与えて排出できる構成になっている。
【００２７】
　なお、本実施形態では、用紙Ｐの排紙位置を正確に確保するために排出部１０を用紙区
分け装置１側に設置したが、これに限ることなく、排出部１０と略同じ構成部材を画像形
成装置側に設置して、画像形成装置から用紙Ｐを順次排紙する構成でも良い。
【００２８】
　（紙受台昇降機構部）
　紙受台昇降機構部２０には、用紙区分け装置１の後側板２とこの後側板２と間隔を離し
て対向した前側板３との間に、紙受台２１が略水平に配置されていると共に、紙受台２１
の右側面（図示せず）の側に紙受台２１を昇降させる駆動機構が設置されている。
【００２９】
　上記した紙受台２１は、用紙Ｐの搬送方向の下流側に位置する前面２１ａと、用紙Ｐの
搬送方向の上流側に位置する後面２１ｂと、左側面２１ｃと、左側面に平行な右側面とに
囲まれて平面視矩形状に形成されている。
【００３０】
　また、紙受台２１は、左側面２１ｃと右側面との間の略中央部位に用紙排出方向に平行
で平坦な上面２１ｅを形成する底中央部材２１ｐと、左側面２１ｃ、右側面から上記略中
央部位に向けて延びるように配列され、用紙Ｐに対して適正な形状に腰付けするための傾
斜面２１ｆ，２１ｇを上面側にそれぞれ有する楔状の底腰付け部材２１ｑ、２１ｒと、を
有する。底腰付け部材２１ｑ、２１ｒの上面は、左側面２１ｃ、右側面に向って高さが徐
々に高くなるように傾斜している。
【００３１】
　そして、紙受台２１の上面２１ｅ及び左右の傾斜面２１ｆ，２１ｇ上にＡ３サイズ，Ａ
４サイズなどのいずれか１種類の用紙Ｐが４０００枚程度大量に積載可能になっているの
で、紙受台２１の昇降量は４００ｍｍ～５００ｍｍ程度に設定されている。
【００３２】
　また、紙受台２１の右側面の側に、一対のブラケット２２，２３が前後方向に間隔を離
して前後対称に垂直に取り付けらており、且つ、一対のブラケット２２，２３間の上下に
補強用の連結棒２４、（２４…図示せず）が横架されている。
【００３３】
　また、後方のブラケット２３にステッピングモータ２５が取り付けられており、このス
テッピングモータ２５の回転を不図示のギア列を介してシャフト２６の一端に取り付けた
一方のギア（２７…図示せず）に伝達していると共に、このシャフト２６が一対のブラケ
ット２２，２３間で上下の連結棒２４、（２４）間に横架されており、更に、シャフト２
６の他端に他方のギア２７が取り付けられている。
【００３４】
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　更に、一方のギア（２７）及び他方のギア２７は、一対のブラケット２２，２３の側方
に垂設された一対のラック（２８…図示せず），２８に噛合している。
【００３５】
　そして、ステッピングモータ２５を作動して、ラック（２８），２８に沿ってギア（２
７），２７を正転又は逆転させると、一対のブラケット２２，２３と一体に紙受台２１が
上下方向に昇降動するようになっている。
【００３６】
　また、図２に示したように、用紙区分け装置１の後側板２と、この後側板２と間隔を離
して対向した前側板３には、用紙高さ位置検出用光センサ２９を構成する発光部２９ａと
受光部２９ｂとを対向させて取り付けられている。この用紙高さ位置検出用光センサ２９
は、用紙Ｐが積載されていない紙受台２１の上面２１ｅの高さ位置、又は、紙受台２１の
上面２１ｅ上に積載された用紙Ｐのうちで最上層の用紙Ｐの高さ位置を検出している。
【００３７】
　そして、排出部１０（又は画像形成装置）から順次排紙される用紙Ｐが紙受台２１上に
落下するときに、用紙Ｐが排紙される排紙位置と、用紙Ｐが積載されていない紙受台２１
の上面２１ｅ、又は、紙受台２１の上面２１ｅ上に積載された最上層の用紙Ｐとの間に設
定される用紙落下高さＨが略一定になるように、制御部１００は、用紙高さ位置検出用光
センサ２９からの検出結果によりステッピングモータ２５を介して紙受台２１を用紙Ｐの
積載量に応じて所定の用紙高さ位置に至るように昇降させている。これにより、排出部１
０（又は画像形成装置）から排出された用紙Ｐの用紙落下高さＨは一定であり、用紙が正
常な姿勢を保って紙受台２１上に積載され易くされている。
【００３８】
　なお、一対のラック（２８…図示せず），２８の下方部位には、紙受台２１上に用紙Ｐ
が満載されて紙受台２１が最下降位置に至ったことを検出するための用紙満載検出用光セ
ンサ（図示せず）が設置されている。
【００３９】
　（用紙幅方向規制板および用紙幅方向規制板移動機構部）
　図１～図３に示すように、排紙装置８には、左右一対の用紙幅方向規制板３１，３２が
紙受台２１内の左右で間隔を離して互いに対向して垂直に配置されていると共に、用紙幅
方向規制板３１，３２の各上方に、用紙Ｐの幅に応じて左右一対の用紙幅方向規制板３１
、３２を左右に移動させる用紙幅方向規制板移動機構部３０が設置されている。
【００４０】
　用紙幅方向規制板３１、３２は対称形状とされているので、以下、用紙幅方向規制板の
構成として、適宜に用紙幅方向規制板３１を説明しつつ用紙幅方向規制板３２を詳細に説
明し、用紙幅方向規制板３１の詳細説明を省略する。
【００４１】
　用紙幅方向規制板３２は、枠部３５備えている。この枠部３５には、上下方向に延びて
枠上部と枠下部とに連続する複数本の連続部３２ａ～ｄが配置されており、隣り合う連続
部の各間には、窓Ｗが形成されている。そして、各連続部３２ａ～ｄの下端からは延出し
部Ｆが下方に延び出している。延出し部Ｆの用紙排出方向の幅、および、延出し部Ｆ同士
の間隔は、隣り合う底腰付け部材２１ｒの間を通過可能なように設定されており、各延出
し部Ｆが枠部３５から下方に突出していて櫛歯状になっている。
【００４２】
　そして、用紙幅方向規制板３２には、連続部３２ａ～ｄおよび延出し部Ｆのうち用紙積
載側である内側に、上下方向に沿って突出するリブが形成されている。本実施形態では、
このリブとして、用紙受入口側に近い用紙幅方向規制板部分（用紙排出方向上流側の用紙
幅方向規制板部分）にリブＬａ、Ｌｂが所定間隔を隔てて並んで合計２本並設されており
、用紙受入口側とは遠い用紙幅方向規制板部分（用紙排出方向下流側の用紙幅方向規制板
部分）の内側では、リブは形成されずにリブＬａ、Ｌｂと面一の平面Ｓが形成されている
。ここで、所定間隔とは、窓Ｗを隔てた間隔のことであり、リブＬａ、Ｌｂは、何れも、



(7) JP 6000760 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

用紙幅方向規制板３２の用紙排出方向中央位置よりも用紙受入口側に位置している。また
、「上下方向に沿って」とは、用紙幅方向端ＰＥがリブＬａ、Ｌｂに当接しつつ用紙Ｐが
落下する上で支障がない程度に、上下方向に対しやや傾斜しているものも含む概念である
。
【００４３】
　図３（ｂ）に示すように、リブＬａ、Ｌｂは、何れも、用紙排出方向Ｕに平行な用紙幅
方向端ＰＥに対して緩やかな角度をなして接する形状にされている。具体的には、リブＬ
ａ、Ｌｂの頭頂部Ｌｔから用紙受入口側のリブ端Ｌｋまでを形成するリブ縁Ｌｅは、用紙
排出方向Ｕに対して緩やかな角度θをなしている。ここで緩やかな角度とは、用紙が排出
される際にリブＬａ、Ｌｂへの衝突が緩和され、用紙へのダメージを回避して用紙の動作
を安定させることが可能な角度である。
【００４４】
　また、延出し部Ｆの下部には、上下動可能でかつ用紙幅方向規制板３２の用紙幅方向外
側へ回動可能な下端部材Ｂが吊り下げられている。
【００４５】
　一方、用紙幅方向規制板移動機構部３０は、用紙区分け装置１の上方を覆う天板（図示
せず）に取り付けられている。即ち、不図示の天板に第１モータブラケット３３を介して
第１モータ３４が正逆転可能に取り付けられている。
【００４６】
　そして、第１モータ３４の回転が第１ギア列（図示せず）を介して右側の第１タイミン
グプーリ３６に伝達されている。更に、右側の第１タイミングプーリ３６と、第１タイミ
ングプーリ３６とは間隔を離して対向して左側の用紙幅方向規制板３１の上方に取り付け
られた左側の第２タイミングプーリ３７と、の間に第１タイミングベルト３８が掛け渡さ
れている。左右の第２，第１タイミングプーリ３７，３６間には、第１タイミングベルト
３８を挟んだ前後に２本の第１，第２ガイドシャフト３９，４０が掛け渡されている。
【００４７】
　また、左右一対の用紙幅方向規制板３１，３２の各上方部位に第１，第２連結部材４１
，４２が連結されている。第１，第２連結部材４１，４２は２本の第１，第２ガイドシャ
フト３９，４０にそれぞれ嵌合していると共に、第１連結部材４１は第１タイミングベル
ト３８の後側に連結され、第２連結部材４２は第１タイミングベルト３８の前側に連結さ
れている。
【００４８】
　上記により、第１モータ３４を作動させて、第１タイミングベルト３８が正転すれば左
右一対の用紙幅方向規制板３１，３２が互いに内側（又は外側）に移動し、一方、第１タ
イミングベルト３８が逆転すれば左右一対の用紙幅方向規制板３１，３２が互いに外側（
又は内側）に移動するので、左右一対の用紙幅方向規制板３１，３２は用紙サイズに応じ
て用紙Ｐの幅方向を規制できるようになっている。
【００４９】
　（オフセットガイド板移動機構部）
　オフセットガイド板移動機構部５０は、本実施形態の要部を構成するものであり、排出
部１０（又は画像形成装置）から順次排紙された用紙Ｐが落下できるように排出部１０（
又は画像形成装置の排出部）の直下で後側板２にユニット化して取り付けられている。
【００５０】
　以下、オフセットガイド板移動機構部５０について、図３～図５を用いて具体的に説明
する。
【００５１】
　図４に拡大して示したオフセットガイド板移動機構部５０において、この機構部５０の
基台となる第１ブラケット５１は、後側板２（図１，図２）に垂直に取り付けるために左
右に間隔を離した左右一対の前面板部５１ａ，５１ｂと、左右一対の前面板部５１ａ，５
１ｂに連接して後方に向った左右の側面板部５１ｃ，５１ｄと、左右の側面板部５１ｃ，
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５１ｄ間を連接した後面板部５１ｅとが板金材を用いて折り曲げ形成されている。
【００５２】
　また、第１ブラケット５１の左右の側面板部５１ｃ，５１ｄと後面板部５１ｅとにより
凹状にくぼませた内部の上方部位にオフセットガイド板５２が配置されている。
【００５３】
　このオフセットガイド板５２は、幅狭い天面板部５２ａと、用紙区分け時に紙受台２１
上に積載した用紙Ｐの後端部を規制して後端部側をオフセットさせる垂直な前面板部５２
ｂと、前面板部５２ｂの左側に連接した左側面板部５２ｃとを有する。
【００５４】
　また、オフセットガイド板５２の前面板部５２ｂの下方中央部位に切欠部５２ｂ１が凹
状に切り欠かれている。
【００５５】
　そして、この切欠部５２ｂ１内には、板金材を用いて折り曲げ形成した第１用紙突き当
て部材５３が上下方向に移動可能に保持されており、この第１用紙突き当て部材５３は紙
受台２１の後面２１ｂの近傍に自重によって重力方向に垂れ下がるか、又は、紙受台２１
上に積載された最上層の用紙Ｐに当接可能なように自重によって重力方向に垂れ下がるよ
うになっている。
【００５６】
　第１用紙突き当て部材５３は、用紙Ｐの後端部が前面板部５２ｂの前面に揃えられるよ
うになっていると共に、下端部位の左右および中央でそれぞれ円弧状突出部５３ａが下方
に向って突出しており、円弧状突出部５３ａが紙受台２１に積載された最上層の用紙Ｐ上
にソフトに接触して、オフセットガイド板５２と共に次に積載される用紙Ｐの後端部を規
制できるようになっている。
【００５７】
　これにより、後述する用紙区分け時に、紙受台２１に積載された最上層の用紙Ｐに第１
用紙突き当て部材５３が当接したときに、オフセットガイド板５２と紙受台２１に積載さ
れた最上層の用紙Ｐとの間に隙間が発生することなく、第１用紙突き当て部材５３により
次に積載される用紙Ｐの後端部を規制できると共に、用紙Ｐの表面を傷つけることがない
。
【００５８】
　また、第１ブラケット５１の前面板部５１ａの下部と、側面板部５１ｃのサイド外側に
設けられた動作補助部４９との間には、後述するように引張バネ６５が掛けられている。
【００５９】
　また、オフセットガイド板５２の下方には、モータブラケット５５の下面に正逆転可能
な駆動用モータが取り付けられており、このオフセットガイド板駆動用モータ５６によっ
てオフセットガイド板５２に移動力を付与するようになっている。更に、図４、図５に示
すように、第１ブラケット５１の左側面板部５１ｃの内側と、オフセットガイド板５２の
左側面板部５２ｃの外側とが、後述する上下２本のリンク部材６８，６９及び連結板７２
により連結されている。
【００６０】
　そして、オフセットガイド板駆動用モータ５６の駆動力により、オフセットガイド板５
２が第１用紙突き当て部材５３と一体的になって前後方向と上下方向とに移動可能になっ
ている。
【００６１】
　より具体的に図５を用いて説明すると、モータブラケット５５に取り付けたオフセット
板駆動用モータ５６の軸にはウォーム５７が固着され、このウォーム５７がモータブラケ
ット５５の側面５５ｂに取り付けられた軸（図示せず）を介して軸支したウォームホイー
ル５９に噛合し、更に、ウォームホイール５９は側面５５ｂに取り付けられた軸６０を介
して軸支したギア６１と噛合し、更に、ギア６１は軸６２を中心にして回転するギア６３
と噛合し、このギア６３にギア６３ｕが噛合している。
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【００６２】
　一方、第１ブラケット５１の左側面板部５１ｃ（図４）には、２本の回動軸６６，６７
が上下に間隔を離して固着されている。また、２本の回動軸６６，６７には、逆Ｌ字状に
形成した上下２本のリンク部材６８，６９が回動可能に軸支されている。
【００６３】
　そして、上下２本のリンク部材６８，６９の各一端部は、オフセットガイド板５２の左
側面板部５２ｃの上下の各コーナ部位に軸７０，７１を介して連結され、且つ、上下２本
のリンク部材６８，６９の各他端部は、両リンク部材６８，６９を上下同じ姿勢で連結す
るための連結板７２と共に軸７３，７４に連結されている。
【００６４】
　上記の構成により、オフセット板駆動用モータ５６を作動して、ウォーム５７を回転さ
せると、オフセットガイド板５２に各一端側の軸７０，７１を介して連結している上下２
本のリンク部材６８，６９も回動軸６６，６７を中心にして時計方向又は反時計方向に回
動すると共に、連結板７２の作用により上下２本のリンク部材６８，６９が同じ姿勢を保
ちながら同時に回動する。
【００６５】
　これにより、オフセットガイド板５２は、前後方向に例えば３０ｍｍ程度移動可能にな
り、且つ、上下方向に例えば１０ｍｍ程度移動可能になる。
【００６６】
　従って、後述する用紙区分け時に紙受台２１に積載される用紙Ｐの後端部側の積載位置
を用紙排出方向に所定量だけオフセットさせるときに、用紙Ｐのオフセット量は、オフセ
ットガイド板５２の前後方向の移動量と等価で例えば±３０ｍｍに設定されている。
【００６７】
　また、オフセットガイド板５２の上下方向の移動量は、オフセットガイド板５２の下方
部位に取り付けた第１突き当て部材５３の許容下動量と等価で例えば１０ｍｍになってい
る。
【００６８】
　即ち、上記したオフセットガイド板移動機構部５０において、オフセットガイド板５２
と第１用紙突き当て部材５３は、用紙Ｐの搬送方向の長さに関係なく、オフセット量に応
じて用紙Ｐの後端部を規制しているために、オフセットガイド板５２と第１用紙突き当て
部材５３とを一体的に用紙区分けごとに所定のオフセット量だけ前方下方又は後方上方に
移動させることで、オフセットガイド板移動機構部５０に対してコストダウンを図ること
ができる。
【００６９】
　（エンドフェンス板移動機構部）
　図１及び図２に戻り、エンドフェンス板移動機構部８０も、本実施形態の排紙装置８の
要部を構成するものであり、紙受台２１の前面２１ａ側にユニット化して取り付けられて
いる。
【００７０】
　このエンドフェンス板移動機構部８０では、板金材を用いて形成した第２ブラケット８
１にエンドフェンス板８２が前述したオフセットガイド板５２に対して用紙Ｐの搬送方向
の長さだけ間隔を離して対向するように垂直に固着されていると共に、第２ブラケット８
１と一体にエンドフェンス板８２が用紙Ｐの搬送方向の長さに応じて前後に移動可能にな
っている。
【００７１】
　ここで、エンドフェンス板８２は前後方向に移動可能なっているが、オフセットガイド
板５２とは異なって上下方向には移動しない。この理由は、後述する用紙区分け時に、紙
受台２１が用紙積載量に応じて下降するために、エンドフェンス板８２は紙受台２１の上
面２１ｅよりも上方で一定の高さを保っている。
【００７２】



(10) JP 6000760 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

　ここで、第２ブラケット８１と一体にエンドフェンス板８２を移動させる移動機構は、
用紙区分け装置１の上方を覆う天板（図示せず）に取り付けられている。即ち、不図示の
天板に第２モータブラケット８３を介して第２モータ８４が正逆転可能に取り付けられて
いる。
【００７３】
　そして、第２モータ８４の回転が第２ギア列（図示せず）を介して前側の第３タイミン
グプーリ８６に伝達されていると共に、前側の第３タイミングプーリ８６と間隔を離して
対向して後側板２の上方に取り付けられた後側の第４タイミングプーリ８７との間に第２
タイミングベルト８８が掛け渡されている。
【００７４】
　また、前後の第３，第４タイミングプーリ８６，８７間には、第２タイミングベルト８
８を挟んだ左右に２本の第３，第４ガイドシャフト８９，９０が掛け渡されている。
【００７５】
　また、第２ブラケット８１の天面板部８１ａには第３連結部材９１、９１（図１）が連
結されており、第３連結部材９１、９１は２本の第３，第４ガイドシャフト８９，９０に
それぞれ嵌合している。
【００７６】
　上記により、第２モータ８４を作動させて、第２タイミングベルト８８が正転すれば第
２ブラケット８１とエンドフェンス板８２とが一体に後方側（又は前方側）に移動し、一
方、第２タイミングベルト８８が逆転すれば第２ブラケット８１とエンドフェンス板８２
とが一体に前方側（又は後方側）に移動するようになっている。
【００７７】
　そして、第２ブラケット８１と一体にエンドフェンス板８２は、用紙Ｐの搬送方向の長
さに応じて移動できると共に、後述する用紙区分け時に紙受台２１に積載される用紙Ｐの
前端部側の積載位置を用紙排出方向に所定のオフセット量だけオフセットできるようにな
っている。
【００７８】
　以下、エンドフェンス板移動機構部８０について、図６を用いて具体的に説明する。図
６に拡大して示したエンドフェンス板移動機構部８０において、この機構部８０の基台と
なる第２ブラケット８１は、第３連結部材９１（図１）に連結される天面板部８１ａと、
天面板部８１ａに連接して垂直な前面板部８１ｂと、左側面板部８１ｃとが板金材を用い
て折り曲げ形成されている。
【００７９】
　第２ブラケット８１の前面板部８１ｂの後面側には、エンドフェンス板８２が一体的に
垂直に固着されて、このエンドフェンス板８２はオフセットガイド板５２（図１，図２）
と間隔を離して対向している。
【００８０】
　第２ブラケット８１の前面板部８１ｂの前面側には、第２用紙突き当て部材９７を上動
させるための上動用駆動手段となる電磁ソレノイド９３が可動鉄心９３ａを下方に向けて
取り付けられている。
【００８１】
　電磁ソレノイド９３の可動鉄心９３ａと、第２ブラケット８１の前側に設けたレバー９
５とは、連結ピン９４で回動可能に連結されている。
【００８２】
　また、第２ブラケット８１の前側には、板金材を用いて折り曲げ形成した第２用紙突き
当て部材９７が上下動可能に設けられている。そして、レバー９５の左部と第２用紙突き
当て部材９７の上部とが連結ピン９６で回動自在に連結されている。
【００８３】
　上記のようにエンドフェンス板移動機構部８０を構成したときに、図７（ａ）に示した
ように、電磁ソレノイド９３がオフ状態の場合には、電磁ソレノイド９３の可動鉄心９３
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ａ及びレバー９５並びに第２用紙突き当て部材９７による合計の自重で、レバー９５が回
動軸９４を中心にして反時計方向に回動するので、レバー９５に連結した第２用紙突き当
て部材９７が自重により下方に移動して、用紙Ｐが積載されていない紙受台２１の上面２
１ｅ、又は、紙受台２１上に積載された最上層の用紙Ｐに当接可能になっている。
【００８４】
　ここで、第２用紙突き当て部材９７は、用紙Ｐの前端部がエンドフェンス板８２（図６
）の後面に揃えられるようになっていると共に、第２用紙突き当て部材９７の下端部位に
は、前側に向けて折り曲げ加工された用紙押さえ部９７ｐが形成されており、用紙押さえ
部９７ｐが用紙Ｐ上にソフトに接触して、エンドフェンス板８２と共に次に積載される用
紙Ｐの前端部を規制できるようになっている。
【００８５】
　これにより、後述する用紙区分け時に、第２用紙突き当て部材９７が紙受台２１に積載
された最上層の用紙Ｐに当接したときに、エンドフェンス板８２と紙受台２１に積載され
た最上層の用紙Ｐとの間に隙間が発生することなく、第２用紙突き当て部材９７により次
に積載される用紙Ｐの前端部を規制できると共に、用紙Ｐの表面を傷つけることがない。
【００８６】
　一方、図７（ｂ）に示したように、電磁ソレノイド９３がオン状態の場合には、電磁ソ
レノイド９３の可動鉄心９３ａが上方に向かって引き込まれてレバー９５が回動軸９４を
中心にして時計方向に回動するので、レバー９５に連結した第２用紙突き当て部材９７が
上方に移動して、用紙Ｐが積載されていない紙受台２１の上面２１ｅ、又は、紙受台２１
上に積載された最上層の用紙Ｐから離間できる。第２用紙突き当て部材９７の上下方向の
移動量は、第１用紙突き当て部材５３と同様に、例えば１０ｍｍ程度である。
【００８７】
　即ち、エンドフェンス板８２と第２用紙突き当て部材９７とは、用紙Ｐの搬送方向の長
さとオフセット量とに応じて用紙Ｐの前端部を規制しているために、エンドフェンス板８
２と第２用紙突き当て部材９７とを一体的に第２モータ８４の駆動力により用紙区分けご
とに所定のオフセット量だけ前方又は後方に移動させ、且つ、第２用紙突き当て部材９７
を自重によって重力方向に下動させる一方、第２用紙突き当て部材９７を上動用駆動手段
となる電磁ソレノイド９３を用いて上動させている。
【００８８】
　なお、本実施形態では、第２用紙突き当て部材９７を上動させる上動用駆動手段として
電磁ソレノイド９３を用いているが、第２用紙突き当て部材９７を下動させたときに用紙
Ｐ上にソフトに接触できる限り、これに限定されることなく、例えば、積層型圧電素子や
モータなどを用いても良い。
【００８９】
　（制御部）
　制御部１００は、図８に示すように、演算処理や判断処理するＣＰＵ１００ａと、用紙
区分け装置１の動作プログラムなどを格納したＲＯＭ１００ｂと、用紙区分け装置１内で
変更可能な各種の情報などを一時的に記憶するＲＡＭ１００ｃとを内部に有している。
【００９０】
　また、制御部１００は、排出部１０と、紙受台昇降機構部２０と、用紙幅方向規制板移
動機構部３０と、オフセットガイド板移動機構部５０と、エンドフェンス板移動機構部８
０とをそれぞれ制御している。
【００９１】
　（排紙の区分け動作）
　以下、排紙装置８を用いて排出部１０（又は画像形成装置）から順次排紙される用紙Ｐ
を紙受台２１上で区分けする動作について、図９（ａ）～（ｊ）を用いて動作順に説明す
る。
【００９２】
　なお、図９中において、用紙Ｐが積載されていない紙受台２１の上面２１ｅの高さ位置
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、又は、紙受台２１上に積載された最上層の用紙Ｐの高さ位置を検出するために、後側板
２と前側板３とに取り付けた光透過型の用紙高さ位置検出センサ２９は、図示の都合上、
図９（ａ），（ｆ）のみ図示し、その他の図は用紙高さ位置を一点鎖線で図示して用紙高
さ位置検出センサ２９の図示を省略している。
【００９３】
　本実施形態では、多数枚の用紙Ｐを区分けする場合に、紙受台２１の上面２１ｅ上に積
載される用紙Ｐの搬送方向長さは同じであるとする。
【００９４】
　また、排出部１０（又は画像形成装置）から順次排紙される用紙Ｐを紙受台２１上に用
紙区分けごとに積載する所定の積載枚数は、各用紙区分けごとに一定に設定する場合と、
ジョブによって各用紙区分けごとに可変設定する場合とがある。
【００９５】
　更に、排出部１０（又は画像形成装置）から順次排紙される用紙Ｐを、用紙区分けごと
に紙受台上２１での用紙積載位置を用紙の搬送方向に対して前後交互にオフセットさせて
複数回に亘って区分けする際に、第１の用紙積載位置と、第２の用紙積載位置とが設定さ
れて、第１の用紙積載位置と第２の用紙積載位置とを交互繰り返している。
【００９６】
　ここで、上記した第１の用紙積載位置は、紙受台２１に対してオフセットガイド板５２
と、このオフセットガイド板５２に対して用紙Ｐの搬送方向の長さだけ隔てて対向したエ
ンドフェンス板８２とが用紙排出方向の上流側に待機している待機位置と同じ位置である
。
【００９７】
　一方、上記した第２の用紙積載位置は、紙受台２１に対してオフセットガイド板５２と
エンドフェンス板８２とが第１の用紙積載位置よりも用紙排出方向の下流側に向ってそれ
ぞれ所定量だけオフセットした位置である。
【００９８】
　そして、複数回の用紙区分け動作のうちで、奇数回目の用紙区分け動作は第１の用紙積
載位置で行い、一方、偶数回目の用紙区分け動作は第２の用紙積載位置で行うようになっ
ている。
【００９９】
　まず、図９（ａ）は、紙受台２１上に用紙Ｐが積載される前でこの紙受台２１が待機位
置（第１の用紙積載位置）で待機している状態を示している。
【０１００】
　ここでは、用紙Ｐが積載されていない紙受台２１の上面２１ｅを後側板２と前側板３と
に取り付けた光透過型の用紙高さ位置検出センサ２９で検出することにより、排出部１０
（又は画像形成装置）から排紙される用紙Ｐの排紙位置から紙受台２１の上面２１ｅまで
の用紙落下高さＨが略一定になる位置に紙受台２１が待機している。
【０１０１】
　また、後側板２側に設けたオフセットガイド板５２は、紙受台２１の上面２１ｅよりも
上方に配置され且つ紙受台２１の後面２１ｂから僅かに離れて後側板２に略沿って１回目
の用紙区分けを待機し、落下する用紙Ｐの後端部を規制可能になっていると共に、オフセ
ットガイド板５２の下方部位に取り付けた第１用紙突き当て部材５３は、自重により紙受
台２１側に向って垂下している。従って、第１用紙突き当て部材５３は、オフセットガイ
ド板５２と共に用紙Ｐの搬送方向の後端部を規制可能になっている。
【０１０２】
　また、前側板３側に設けたエンドフェンス板８２は、紙受台２１の上面２１ｅの上方よ
りも上方に配置され且つこの上面２１ｅに積載される用紙Ｐの搬送方向の長さに対応した
位置で１回目の用紙区分けを待機して、落下する用紙Ｐの前端部を規制可能になっている
。そして、エンドフェンス板８２の下方部位に取り付けた第２用紙突き当て部材９７は、
図７（ａ）で説明したように電磁ソレノイド９３をオフ状態にしているために自重により
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紙受台２１側に向って垂下してこの紙受台２１の上面２１ｅ上にソフトに接触している。
従って、第２用紙突き当て部材９７は、エンドフェンス板８２と共に用紙Ｐの搬送方向の
前端部を規制可能になっている。
【０１０３】
　次に、図９（ｂ）は、用紙Ｐを排紙して、用紙区分け時の奇数回目の一例として１回目
の用紙区分けを行う状態を示している。
【０１０４】
　ここでは、オフセットガイド板５２及び第１用紙突き当て部材５３と、エンドフェンス
板８２及び第２用紙突き当て部材９７とは、共に図９（ａ）に示した状態と同じ状態を保
っている。
【０１０５】
　従って、１回目の用紙区分け時には、後側板２に略沿っているオフセットガイド板５２
及び第１用紙突き当て部材５３と、用紙Ｐの搬送方向の長さに対応した位置に待機してい
るエンドフェンス板８２及び第２用紙突き当て部材９７との間に１回目の用紙積載位置（
第１の用紙積載位置）が設定されている。
【０１０６】
　そして、排出部１０（又は画像形成装置）から順次排紙された用紙Ｐは、オフセットガ
イド板５２とエンドフェンス板８２との間を落下して紙受台２１の上面２１ｅ上に順次積
載されて、ここで積載された用紙Ｐの前端部がエンドフェンス板８２の下方部位に取り付
けた第２用紙突き当て部材９７に当接して用紙Ｐの先端位置が規制される。
【０１０７】
　また、用紙Ｐが積載されるたびに紙受台２１の上面２１ｅ上に積載された最上層の用紙
Ｐの高さ位置を用紙高さ位置検出センサ２９で検出しているので、用紙Ｐの排紙位置と最
上層の用紙Ｐとの間に設定される用紙落下高さＨが略一定になるようにステッピングモー
タ２５（図１）を介して紙受台２１を下降させている。この紙受台２１の下降に伴ってエ
ンドフェンス板８２の下方部位に取り付けた第２用紙突き当て部材９７は紙受台２１の上
面２１ｅから離間する。
【０１０８】
　この後、紙受台２１の上面２１ｅ上に用紙Ｐが所定の積載枚数だけ積載された段階で、
紙受台２１が下降を停止して、１回目の用紙区分け動作が終了する。
【０１０９】
　次に、図９（ｃ）は、１回目の用紙区分け動作が終了した後に、用紙区分け時の偶数回
目の一例となる２回目の用紙区分け動作を行うための前段階として、エンドフェンス板８
２の下方部位に取り付けた第２用紙突き当て部材９７を、前回に第１の用紙積載位置で用
紙区分けした用紙Ｐの前端部に当接させたまま、オフセットガイド板５２を斜め右下方に
移動させた状態を示している。
【０１１０】
　そして、第２用紙突き当て部材９７を、１回目に積載された用紙Ｐの前端部に当接させ
ておくことにより、１回目に用紙区分けした用紙Ｐに対して前方への移動を規制している
。また、１回目の用紙区分け動作が終了した段階で、紙受台２１は、１回目の用紙区分け
を終了した位置で停止したままである。
【０１１１】
　一方、オフセットガイド板５２は、先に図５を用いて説明したように斜め右下方（前方
下方）に移動させられて２回目の用紙区分けを行うためのオフセット位置に到達する。
【０１１２】
　上記により、オフセットガイド板５２は、後側板２よりも前方に突出している共に、オ
フセットガイド板５２の下端位置は図９（ｂ）に示した位置よりも下方に移動して１回目
に用紙区分けした最上層の用紙Ｐに接近して停止する。
【０１１３】
　ここで、２回目の用紙区分けを行うためにオフセットガイド板５２を用紙Ｐの搬送方向
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に沿った右方（＋側）に移動させるオフセット量は、例えば＋３０ｍｍに設定されている
。
【０１１４】
　また、斜め右下方に移動したオフセットガイド板５２の下方部位に取り付けた第１用紙
突き当て部材５３は、前回に第１の用紙積載位置で用紙区分けした用紙Ｐの後端部よりも
右方にずれた位置で最上層の用紙Ｐ上に自重によりソフトに接触するが、最上層の用紙Ｐ
の前端部が第２用紙突き当て部材９７により前方への移動が規制されているために、最上
層の用紙Ｐ上に第１用紙突き当て部材５３がソフトに接触しても最上層の用紙Ｐは位置ず
れすることはない。
【０１１５】
　次に、図９（ｄ）は、２回目の用紙区分け動作を行うための前段階として、第２用紙突
き当て部材９７を一時的に上動させた状態を示している。ここでも、紙受台２１が１回目
の用紙区分けを終了した位置で停止したままである。また、オフセットガイド板５２及び
第１用紙突き当て部材５３は、共に図９（ｃ）に示した状態と同じ状態を保っている。
【０１１６】
　一方、エンドフェンス板８２は、図９（ｃ）に示した位置に停止したままであるが、こ
のエンドフェンス板８２の下方部位に取り付けた第２用紙突き当て部材９７は、図７（ｂ
）で説明したように電磁ソレノイド９３をオン状態にして、紙受台２１上に積層された最
上層の用紙Ｐに対して離間するように一時的に上動している。
【０１１７】
　次に、図９（ｅ）は、２回目の用紙区分け動作を行うための前段階として、第２用紙突
き当て部材９７を一時的に上動させたまま、エンドフェンス板８２を前方（紙面右方）に
移動させた後に、二点鎖線で示したように第２用紙突き当て部材９７を下動させる状態を
示している。ここでも、紙受台２１が１回目の用紙区分けを終了した位置で停止したまま
である。また、オフセットガイド板５２及び第１用紙突き当て部材５３は、共に図９（ｃ
）及び図９（ｄ）に示した状態と同じ状態を保っている。
【０１１８】
　一方、エンドフェンス板８２は、第２用紙突き当て部材９７を上動させたまま、先に図
１を用いて説明したエンドフェンス板移動機構部８０により前方（紙面右方）に移動させ
られて、２回目の用紙区分けを行うためのオフセット位置に到達する。
【０１１９】
　ここで、エンドフェンス板８２のオフセット量は、図９（ｃ）で説明したオフセットガ
イド板５２のオフセット量と略同じであり、エンドフェンス板８２と第２用紙突き当て部
材９７とを一体的に右側（＋側）に例えば＋３０ｍｍのオフセット量だけ移動させている
。
【０１２０】
　更に、エンドフェンス板８２が２回目の用紙区分けを行うためのオフセット位置に到達
した後に、第２用紙突き当て部材９７は、電磁ソレノイド９３（図７（ａ））がオフ状態
にされるのでオフセット位置で自重により紙受台２１側に垂下している。
【０１２１】
　ここで、第２用紙突き当て部材９７は、１回目に積載した用紙Ｐの前端部よりも右方に
離れ、且つ、この最上層の用紙Ｐよりも下方で紙受台２１上に当接することなく垂れ下が
っている。
【０１２２】
　次に、図９（ｆ）は、用紙Ｐを再び排紙して、用紙区分け時の偶数回目の一例として２
回目の用紙区分けを行う状態を示している。ここでは、オフセットガイド板５２及び第１
用紙突き当て部材５３と、エンドフェンス板８２及び第２用紙突き当て部材９７は、共に
図９（ｅ）に示した右方へオフセットした状態と同じ状態を保っている。
【０１２３】
　従って、２回目の用紙区分け時には、後側板２から前方（紙面右方）に突出してオフセ
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ットしたオフセットガイド板５２及び第１用紙突き当て部材５３と、前方にオフセットし
たエンドフェンス板８２及び第２用紙突き当て部材９７との間に２回目の用紙積載位置（
第２の用紙積載位置）が設定されている。
【０１２４】
　そして、排出部１０（又は画像形成装置）から再び順次排紙された用紙Ｐは、右方にオ
フセット済みのオフセットガイド板５２と、前方（紙面右方）にオフセット済みのエンド
フェンス板８２との間を落下して１回目の用紙区分けされた用紙Ｐ上に順次積載されてい
く。ここで、用紙Ｐが積載されるたびに紙受台２１上に積載された最上層の用紙Ｐの高さ
位置を用紙高さ位置検出センサ２９で検出しているので、用紙Ｐの排紙位置と最上層の用
紙Ｐとの間に設定される用紙落下高さＨが略一定になるようにステッピングモータ２５（
図１）を介して紙受台２１を下降させている。
【０１２５】
　この後、１回目の用紙積載位置に対して前方（紙面右方）にオフセットした用紙Ｐが所
定の積載枚数だけ積載された段階で、紙受台２１が下降を停止して、２回目の用紙区分け
動作が終了する。
【０１２６】
　次に、図９（ｇ）～図９（ｊ）は、用紙区分け時の奇数回目の他例として３回目の用紙
区分け動作を行う状態を図示しており、この３回目の用紙区分け動作は、１回目の用紙区
分け動作と略同様な動作を繰り返して行うだけであるので、ここでは簡略に説明する。
【０１２７】
　図９（ｇ）に示すように、１回目の用紙区分け動作が終了した場合とは異なって、２回
目の用紙区分け動作が終了した後には、第２用紙突き当て部材９７を一時的に上動させて
いる。
【０１２８】
　この後、図９（ｈ）に示すように、オフセットガイド板５２のオフセット量を例えば後
方（紙面左方）に－３０ｍｍに設定して、第１用紙突き当て部材５３と一体にオフセット
ガイド板５２を斜め左上方に－３０ｍｍ移動させて１回目の用紙区分けと同じ位置に戻す
と共に、オフセットガイド板５２の下方部位に取り付けた第１用紙突き当て部材５３を１
回目の用紙区分けと同じ位置（第１の用紙積載位置）で自重により紙受台２１側に垂下さ
せている。
【０１２９】
　一方、エンドフェンス板８２は、第２用紙突き当て部材９７を上動させたまま、オフセ
ットガイド板５２の後方移動（紙面左方への移動）と略同時に、第２用紙突き当て部材９
７と一体に例えば－３０ｍｍ紙面左方に移動させて、１回目の用紙区分けと同じ位置（第
１の用紙積載位置）に戻している。
【０１３０】
　この後、図９（ｉ）に示すように、オフセットガイド板５２の下方部位に取り付けた第
１用紙突き当て部材５３は、２回目に積載した最上層の用紙Ｐ上に接触していないので、
第２用紙突き当て部材９７を下動させて自重により２回目に積載した最上層の用紙Ｐ上に
ソフトに接触させ、更にこの後、図９（ｊ）に示すように、３回目の用紙区分け動作を１
回目と略同様に行っている。
【０１３１】
　なお、用紙区分け時の偶数回目の他例として４回目の用紙区分け動作を行う場合には、
２回目の用紙区分け動作と略同様に行えば良いので、ここでの図示を省略する。
【０１３２】
　以下、複数回の用紙区分け動作を繰り返して行うときに、オフセットガイド板５２及び
エンドフェンス板８２を、用紙区分けごとに所定のオフセット量だけ前方又は後方に交互
に移動させることで、紙受台２１上に区分けして積載された用紙Ｐの積載位置は用紙排出
方向に対して前後交互にオフセットされる。
【０１３３】
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　（作用、効果）
　以下、本実施形態に係る排紙装置８の作用、効果について説明する。排紙装置８の排出
部１０から排出された用紙Ｐは、図３に示すように、用紙排出方向Ｕに沿った用紙幅方向
端ＰＥで用紙幅方向規制板３２（３１）のリブＬａ、Ｌｂに当接する。この結果、用紙Ｐ
は、排出方向へ移動しつつ落下する過程で、リブＬａ、Ｌｂによって姿勢が矯正され、用
紙幅方向位置が正確に揃った状態で積載されていく。従って、排紙装置８では、湿度等の
環境に影響されることなく良好な排紙性能が得られる。
【０１３４】
　また、用紙落下時に用紙幅方向端ＰＥが用紙幅方向規制板３１、３２の平面Ｓに当接し
て揃えられる場合に比べ、リブＬａ、Ｌｂに当接して揃えられる場合のほうが用紙落下速
度が速い。よって、用紙先端側に比べて用紙後端側の落下速度が速い。従って、安定して
用紙後端側で用紙幅方向端ＰＥを揃えることができることに加え、次の排紙を早い段階で
送り出すことができるので単位時間あたりの排出枚数を多くすることができる。
【０１３５】
　また、用紙排出方向下流側のサイドフェンス部分の内側には、リブＬａ、Ｌｂと面一の
平面Ｓが形成されているので、用紙先端側の用紙幅方向端ＰＥが平面Ｓに当接することに
より、単位時間あたりの排出枚数を維持しつつ用紙先端側が回転変位すること（用紙先端
側が排出方向からずれた方向を向くこと）を確実に防止することができる。
【０１３６】
　また、図３（ｂ）に示すように、リブＬａ、Ｌｂは、何れも、用紙幅方向端ＰＥに対し
て緩やかな角度をなして接する形状にされている。具体的には、リブＬａ、Ｌｂの頭頂部
Ｌｔから用紙受入口側のリブ端Ｌｋまでを形成するリブ縁Ｌｅは、用紙排出方向Ｕに対し
て緩やかな角度θをなしている。従って、用紙ＰがリブＬａ、Ｌｂに衝突して移動が妨げ
られることは回避されている。ここで緩やかな角度とは、用紙が排出される際にリブＬａ
、Ｌｂへの衝突が緩和され、用紙へのダメージを回避して用紙の動作を安定させることが
可能な角度である。
【０１３７】
　また、排出部１０は、用紙に腰を付けて排出することができ、種々の用紙に対し、排出
する上で好ましい腰付け量を用紙Ｐに与えて排出することができる。従って、リブＬａ、
Ｌｂの本数、形状、位置などに応じて、好ましい腰付け量にして用紙を排出することがで
きる。
【０１３８】
　なお、本実施形態では、用紙幅方向規制板３１、３２の内側に形成されるリブとして、
用紙受入口側に近い部位にリブＬａ、Ｌｂが順に並んだ例で説明したが、リブは、用紙受
入口側に近いサイドフェンス部分に少なくとも１本形成されていることにより、リブによ
って姿勢が矯正され、用紙幅方向位置が正確に揃った状態で積載されていく効果は奏され
る。
【符号の説明】
【０１３９】
８　排紙装置
２１　紙受台（排紙台）
３１　用紙幅方向規制板（サイドフェンス）
３２　用紙幅方向規制板（サイドフェンス）
Ｌａ　リブ（突起部）
Ｌｂ　リブ（突起部）
ＰＥ　用紙幅方向端
Ｓ　平面
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