
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成機器から排出されるシートを後処理トレイに載置し、載置したシートに対して
後処理を施すシート後処理装置において、
　後処理トレイに対向するトレイ対向部位を装置の外部 に移動させる移動機構を有し
て

　

ことを特徴とするシート後処理装置。
【請求項２】
　上記画像形成機器に隣接して配置されているとともに、
　上記移動機構が、画像形成機器の設置位置とは異なる方向にトレイ対向部位を移動する
ように設定されていることを特徴とする請求項１に記載のシート後処理装置。
【請求項３】
　上記移動機構は、トレイ対向部位を、後処理トレイの斜め下方に移動させるように設定
されていることを特徴とする請求項１に記載のシート後処理装置。
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方向
おり、

　後処理を施さない状態のシートを排紙トレイに排出する際に使用される第１搬送路と、
後処理を施した状態でシートを排出する際に使用されるとともに、後処理トレイにシー

トを搬送する第２搬送路とを有し、
　トレイ対向部位は、後処理トレイの上部に位置する上記第１搬送路の一部、および、上
記排紙トレイを含み、
　上記移動機構は、上記第１搬送路の一部、および、上記排紙トレイを装置の外部方向に
移動させるものである



【請求項４】
　上記移動機構が、
　後処理トレイに対向する通常位置にトレイ対向部位を固定するロック部と、
　このロック部材によるトレイ対向部位の固定を解除するロック解除部と、
　トレイ対向部位の位置を、通常位置と、通常位置の斜め下方に設定されたジャム処理位
置との間に制御する移動制御部とを有していることを特徴とする請求項３に記載のシート
後処理装置。
【請求項５】
　上記移動機構は、トレイ対向部位を略水平方向に移動させるように設定されていること
を特徴とする請求項１に記載のシート後処理装置。
【請求項６】
　上記後処理トレイがほぼ鉛直方向に沿った状態で設置されており、
　上記移動機構が、トレイ対向部位とともに、後処理トレイの上部に位置する上部部位を
外部 に移動させるように設定されていることを特徴とする請求項１に記載のシート後
処理装置。
【請求項７】
　上記移動機構が、トレイ対向部位とともに、後処理トレイの側面に位置する側部部位を
装置の外部 に移動させるように設定されていることを特徴とする請求項１に記載のシ
ート後処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複写機等の画像形成機器から排出されるシートに対し、ステープル処理やパン
チング処理等の後処理を施すためのシート後処理装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年の複写機は、自動原稿送り装置やシート後処理装置と組み合わせて使用されるように
なっている。これは、複写作業の自動化や、複写後のシートに対する後処理を自動化する
ためである。
ここで、上記したシート後処理装置とは、複写機から排出された所定枚数のシートに対し
て、後処理（ステープル処理やパンチング処理等）を行うためのものである。
【０００３】
このようなシート後処理装置では、通常、所定枚数のシートを後処理トレイにスタックし
てシート束を形成し、このシート束に対してステープル処理等の後処理を行った後、排出
トレイに排出するように設定されている。
【０００４】
ところが、後処理装置でのシート搬送の際、装置内部の搬送路において、シートがジャム
を起こす場合がある。従って、搬送路が開放可能となっていなければ、ジャムを起こした
シートの取り出し（ジャム処理）に不便である。
そこで、従来、シート後処理装置に関し、ジャム処理を容易にするための技術が開発され
ている。
【０００５】
例えば、特開平１０－１２９９２０号公報には、ステープルユニットを、装置本体から外
部に引き出せるように設定されているシート後処理装置が開示されている。
このステープルユニットは、ステープルトレイ（後処理トレイ）やステープラを含むユニ
ットである。このため、このユニットを引き出せば、ステープルトレイ上を開放した状態
でジャム処理を行える。さらに、ステープラに対する針ジャムの処理や針の補給作業も効
率よく行える。
【０００６】
また、特開平１１－１４３１５８号公報には、ステープルトレイの上方に空間を形成する
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ことの可能なシート後処理装置が開示されている。
すなわち、この装置では、ステープルトレイの上方に位置するシートガイドを、装置内部
で移動させられるように設定されている。そして、このガイドをステープルトレイから遠
ざける方向に移動させることで、ステープルトレイ上に、ジャム処理を行える程度に広い
作業空間（ジャム処理空間）を形成できる。これにより、ユーザーは、装置内部に手を差
し入れて、ステープルトレイ上でのジャム処理を行える。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した公報の従来技術には、それぞれ次のような問題がある。すなわち
、特開平１０－１２９９２０号公報の装置では、ジャム処理時に、ステープルトレイを含
むユニットを移動させるため、トレイ上にスタックされたシート束の整合性を崩してしま
う（ステープルトレイの移動・停止の際、トレイ上のシート束が慣性力によって移動方向
にずれてしまう）。
従って、この装置では、ジャム処理後におけるステープル処理の出来ばえを悪くしてしま
うという問題がある。
【０００８】
なお、この装置では、ステープルトレイ上に、シート束の整合性を図るためのジョガーが
設けられている。しかしながら、このジョガーは、トレイの移動方向と平行に移動できる
ようになっている。このため、トレイの移動・停止の際にシート束とともにずれてしまう
ので、シート束の整合性を維持できない。
また、ステープルトレイを装置内部に戻した後に、ジョガーによってシート束を再整合し
た場合でも、もともとの整合性を取り戻すことは困難である（特に、シート全体が移動し
た際に顕著である）。
【０００９】
また、特開平１１－１４３１５８号公報の装置は、シートガイドを移動させて、装置内部
に作業空間を形成する構成である。このため、装置内部に、シートガイドを移動させるた
めの空間、および、作業空間となる空間をあらかじめ設けておく必要があり、装置を大型
化させてしまう。
【００１０】
本発明は、上記のような従来の問題点を解決するために成されたものである。そして、そ
の目的は、ステープルトレイ上に載置されたシート束の整合性を失うことなくジャム処理
を行うことの可能な、小型のシート後処理装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明のシート後処理装置（本後処理装置）は、画像形
成機器から排出されるシートを後処理トレイに載置し、載置したシートに対して後処理を
施すシート後処理装置において、後処理トレイに対向するトレイ対向部位を装置の外部

に移動させる移動機構を有して

ことを特徴としている。
【００１２】
本後処理装置は、複写機やプリンター，ファクシミリ等の画像形成機器に備えられ、画像
形成後のシート（記録紙等）に対して後処理を行うためのものである。ここで、後処理と
は、複数のシートを綴じるためのステープル処理や、シートの端部にパンチ穴をあけるパ
ンチング処理等のことである。
【００１３】
また、本後処理装置は、シートに後処理を施すための台となる、後処理トレイを備えてい

10

20

30

40

50

(3) JP 3685994 B2 2005.8.24

方
向 おり、後処理を施さない状態のシートを排紙トレイに排
出する際に使用される第１搬送路と、後処理を施した状態でシートを排出する際に使用さ
れるとともに、後処理トレイにシートを搬送する第２搬送路とを有し、トレイ対向部位は
、後処理トレイの上部に位置する上記第１搬送路の一部、および、上記排紙トレイを含み
、上記移動機構は、上記第１搬送路の一部、および、上記排紙トレイを装置の外部方向に
移動させるものである



る。すなわち、本後処理装置では、後処理トレイに載置した状態のシートに対して、後処
理を施すように設定されている。
【００１４】
そして、特に、本後処理装置では、この後処理トレイに対向する部位（トレイ対向部位）
を、本画像処理装置の外部に移動するための、移動機構を備えている。
【００１５】
ここで、トレイ対向部位とは、例えば、後処理トレイまでシートを搬送するための搬送部
材、本後処理装置の筐体の一部、後処理トレイを介さずにシートを排出する搬送路等、後
処理トレイのシート載置面に対向して設けられている部材（あるいはその一部）のことで
ある。
【００１６】
また、トレイ対向部位を外部に移動するとは、トレイ対向部位（少なくともその一部）を
、通常位置（本後処理装置が駆動状態（後処理を行える状態）にある場合での、トレイ対
向部位の位置）から本後処理装置の外部（外側）に移動させる（装置の外部側に向かって
移動させる、装置の外側にずらす）ということである。
【００１７】
また、本後処理装置の外部とは、駆動状態にある本後処理装置の外形よりも外側（外形の
外部）にある領域のことである。なお、駆動状態にある本情報処理装置は、トレイ対向部
位が装置の外部に移動されていない、閉成状態にある。
【００１８】
このように、本後処理装置では、上記のようなトレイ対向部位を装置の外部に移動できる
ため、後処理トレイの前面を開放して空間（ジャム処理空間）を設けることが可能となっ
ている。
従って、本後処理装置では、後処理トレイの近傍においてジャム（シート詰まり等）の生
じた場合、トレイ対向部位を外部に移動させて形成されるジャム処理空間を利用すること
で、ジャムを起こしたシートの取り出し（ジャム処理）を非常に容易に行えるようになっ
ている。
【００１９】
また、本後処理装置では、ジャム処理空間を形成するために、後処理トレイを移動させず
に、トレイ対向部位を移動させるようになっている。これにより、後処理トレイに載置さ
れているシートに悪影響（整合性の低下等）を与えることを防止できる。従って、ジャム
処理後であっても、品質（出来ばえ）のよい後処理を行える。
【００２０】
また、本後処理装置では、ジャム処理空間を形成するために、トレイ対向部位を、装置の
外部に移動させるように設定されている。すなわち、装置の一部であるトレイ対向部位を
外側に突出させ、トレイ対向部位の占めていた空間をジャム処理空間とする構成である。
このため、ジャム処理空間となるべきスペースを装置内部にあらかじめ設けておく必要が
ない。従って、装置の小型化を実現しやすくなっている。
【００２１】
なお、トレイ対向部位を外部に移動させるときに、トレイ対向部位の全体を外部に突出さ
せる必要はない。後処理トレイの前面に十分なジャム処理空間を設けられる程度に、トレ
イ対向部位の一部分を外部に突出させるように設定すればよい。
【００２２】
また、本後処理装置は、画像形成後のシートを容易に入力できるように、画像形成機器に
隣接した状態で設置されていることが好ましい。また、この場合には、上記の移動機構は
、画像形成機器の設置位置とは異なる方向に、トレイ対向部位を移動するように設定され
ていることが好ましい。
これにより、ジャム処理空間を形成するために、本後処理装置と画像形成機器との配置を
変えることなく、トレイ対向部位を移動できる。
【００２３】
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また、この構成では、後処理トレイと画像形成機器との間にトレイ対向部位が位置するこ
とを回避するように、本後処理装置および画像形成機器を配置することが好ましい。これ
により、トレイ対向部位における移動方向の制限を小さくできる。
【００２４】
また、上記の移動機構は、トレイ対向部位を、後処理トレイの斜め下方に移動させるよう
に設定されていることが好ましい。これにより、本後処理装置の上方（トレイ対向部位の
上方）に他の機器（スキャナ等）を配置することが容易となる。
【００２５】
また、この構成では、トレイ対向部位における水平方向の移動量を大きく設定しなくても
、トレイ対向部位を後処理トレイよりも下方に移動させることで、ジャム処理空間を大き
く取れる。さらに、トレイ対向部位の水平方向への移動量を低減できるため、装置の実質
の床占有面積（トレイ対向部位を外部に移動させた状態での占有面積）を低下させられる
。
【００２６】
また、この構成では、上記移動機構が、後処理トレイに対向する通常位置にトレイ対向部
位を固定するロック部と、このロック部材によるトレイ対向部位の固定を解除するロック
解除部と、トレイ対向部位の位置を、通常位置と、通常位置の斜め下方に設定されたジャ
ム処理位置との間に制御する移動制御部とを有していることが好ましい。
【００２７】
上記したように、通常位置とは、本後処理装置が駆動状態（後処理を行える状態）にある
場合での、トレイ対向部位の位置のことである。また、ジャム処理位置とは、ジャム処理
空間を形成した場合でのトレイ対向部位の位置のことであり、通常位置の斜め下方の位置
である。
【００２８】
上記の構成では、ジャム処理空間を形成する際には、ロック解除部によって、ロック部に
よるトレイ対向部位の固定を解除する。そして、移動制御部による制御を受けながら、ト
レイ対向部位を、斜め下方のジャム処理位置まで移動させるように設定される。これによ
り、通常位置にあるトレイ対向部位をジャム処理位置まで容易に移動させられるので、ジ
ャム処理空間を簡単に形成できる。
【００２９】
また、本後処理装置では、移動機構が、トレイ対向部位を略水平方向に移動させるように
設定されていてもよい。この構成においても、本後処理装置の上方に他の機器を容易に配
置できる。
【００３０】
また、この場合には、トレイ対向部位の移動方向が水平であるため、移動機構の構造を簡
略化できる。すなわち、例えば、移動機構を、装置本体に固定したスライドホルダーと、
このホルダー内をスライドさせるための、トレイ対向部位に固定したスライダーとから構
成できる。あるいは、装置本体に固定したレールと、このレール上を滑走させるための、
トレイ対向部位に固定した車輪との組み合わせからも構成できる。
【００３１】
また、本後処理装置において、装置全体のサイズを小さくするためには、後処理トレイの
傾斜角度を大きくして、後処理トレイ（シート載置面）をほぼ鉛直方向に沿った状態とす
ることが好ましい。
しかしながら、このような構成では、トレイ対向部位だけを移動させても、後処理トレイ
の状態を十分に視認できない場合がある。従って、この場合には、移動機構は、トレイ対
向部位とともに、後処理トレイの上部に位置する上部部位を外部に移動させるように設定
されていることが好ましい。
【００３２】
ここで、上記した上部部位とは、例えば、後処理トレイまでシートを搬送するための搬送
部材、本後処理装置の筐体の一部、後処理トレイを介さずにシートを排出する搬送路等、

10

20

30

40

50

(5) JP 3685994 B2 2005.8.24



後処理トレイの上部に位置する部材（あるいはその一部）のことである。
【００３３】
この構成では、後処理トレイの上方の空間も開放できるため、後処理トレイの視認性を高
められる。また、トレイ対向部位の移動量を大きくとらなくても、ジャム処理空間を大き
く取れる。
【００３４】
さらに、斜め上方より後処理トレイ近傍（ジャム処理すべき場所）を見下ろせるので、ジ
ャム処理を行いやすい。例えば、後処理トレイの対向部位側（前面側）から手を入れて、
ジャムを起こしたシートを掴み、上方側から引っ張り出すような処理を行える。すなわち
、ジャムを起こしたシートを除去する作業を、対向部位側と上方側との２方向から行える
ので、ジャム処理を容易に行える。
【００３５】
また、本後処理装置では、移動機構が、トレイ対向部位とともに、後処理トレイの側部に
位置する側部部位を装置の外部に移動させるように設定されていることも好ましい。ここ
で、側部部位とは、通常、筐体の一部（側壁）や上記した搬送部材・搬送路等、後処理ト
レイの側部に位置する部材（あるいはその一部）のことである。
【００３６】
この構成では、後処理トレイの側方の空間を開放できるため、トレイ対向部位の移動量を
大きくとらなくても、ジャム処理空間を大きく取れる。また、ジャムを起こしたシートを
除去する作業を、対向部位側と側方側との２方向から行えるので、ジャム処理を容易に実
行できる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施の形態について説明する。
図２は、本実施の形態にかかるデジタル複合機１の構成を示す説明図である。このデジタ
ル複合機１は、複写機，プリンターおよびファクシミリ装置としての機能を有するもので
あり、この図に示すように、プリント部２，スキャナ部３，シート後処理装置５，多段給
紙ユニット６が、システムラック７に収納されて構成されている。
【００３８】
スキャナ部３は、原稿画像を読み取るものであり、透明ガラスからなる原稿載置台３２，
ＲＡＤＦ３１，スキャナユニット（ＳＵ）３３を有している。
ＲＡＤＦ３１は、両面自動原稿送り装置（ＲＡＤＦ； Reversing Automatic Document Fee
der ）であり、原稿搬送部３４，原稿トレイ３５，排紙トレイ３６を備えている。
【００３９】
原稿搬送部３４は、原稿トレイ３５にセットされた原稿を、一枚毎に原稿載置台３２に搬
送するとともに、読み取り後の原稿を排紙トレイ３６に搬出する機能を有している（自動
読み取りモード）。
また、原稿搬送部３４は、読み取り後の原稿を裏返し、再び原稿載置台３２に搬送するこ
ともできる。これにより、スキャナ部３では、原稿における両面の画像を読み取れるよう
になっている。
【００４０】
また、ＲＡＤＦ３１は、装置の奥側に設けられたヒンジ（図示せず）によって原稿載置台
３２上に取り付けられており、このヒンジを中心にＲＡＤＦ３１を回動させることで、原
稿載置台３２を、装置の手前側から開放させられる。従って、スキャナ部３では、原稿載
置台３２に対する原稿の載置を手動（マニュアル操作）で行うこともできる（手動読み取
りモード）。
【００４１】
ＳＵ３３は、原稿載置台３２上の原稿画像を１ライン毎に読み取るものであり、第１・第
２走査ユニット３７ａ・３７ｂ，光学レンズ３８およびＣＣＤ（光電変換素子）３９を有
している。
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【００４２】
第１走査ユニット３７ａは、原稿載置台３２に沿って左から右に一定速度Ｖで移動しなが
ら原稿を露光するものであり、光源と、原稿の反射光を第２走査ユニット３７ｂに導く第
１反射ミラーとを有している。
第２走査ユニット３７ｂは、第１走査ユニット３７ａに追随してＶ／２の速度で移動する
ようになっており、第１反射ミラーからの光を光学レンズ３８・ＣＣＤ３９に導く第２・
第３反射ミラーを備えている。
【００４３】
光学レンズ３８は、第２走査ユニット３７ｂからの反射光を、ＣＣＤ３９上で結像させる
ものである。ＣＣＤ３９は、光学レンズ３８からの光をアナログの電気信号に変換するも
のである。なお、この電気信号は、後述する画像制御部２５によってデジタルの画像デー
タに変換される。
【００４４】
プリント部２は、画像データに基づいてシート（記録用紙）に画像を形成するものであり
、プリント制御部２４，画像制御部２５，電源ユニット２６，レーザー書き込みユニット
（ＬＳＵ）２７，電子写真プロセス部２８，シート搬送機構２９を備えている。
電源ユニット２６は、プリント部２の各部材に対して電力を供給するためのものである。
【００４５】
プリント制御部２４は、デジタル複合機１における全ての処理を制御するものである。そ
して、電子写真プロセスを制御するプロセスコントロールユニット（ＰＣＵ）基板と、外
部の装置から画像データを受信可能なインターフェイス基板とを有している（両基板とも
図示せず）。
【００４６】
画像制御部２５は、スキャナ部３から出力されるアナログの画像データを、デジタル複合
機１において処理可能なデジタルの画像データに変換するものである。また、画像制御部
２５は、外部装置から受信した画像データを、同様のデジタル画像データに変換する機能
も有している。そして、画像制御部２５は、これらの画像データに対して所定の画像処理
を施し、ＬＳＵ２７に伝達するためのイメージコントロールユニット（ＩＣＵ；図示せず
）基板を備えている。
【００４７】
ＬＳＵ２７は、レーザーダイオード，コリメータレンズ，ｆ－θレンズ，ポリゴンミラー
，折り返しミラーを備えている。そして、画像制御部２５から出力された画像データに基
づいて、電子写真プロセス部２８における感光体ドラムに対し、レーザー光を照射して静
電潜像を形成するものである。
【００４８】
電子写真プロセス部２８は、感光体ドラム２１と、その周囲に設けられた帯電器，現像器
，転写器，クリーニング器（全て図示せず）とを備えている。そして、感光体ドラム２１
上の静電潜像を現像してトナー像を生成し、シートに静電転写する機能を有している。
【００４９】
シート搬送機構２９は、電子写真プロセス部２８にシートを供給するとともに、シートに
転写された画像を定着させ、さらに、シートを外部に排出する機能を有している。そして
、図１に示すように、給紙カセット２２，搬送部２３，定着器４１，再供給経路４２，切
り換えゲート４５，排紙ローラ４３，両面複写ユニット１０，排出トレイ４４，中継搬送
ユニット８を備えている。
【００５０】
搬送部２３は、電子写真プロセス部２８における所定の転写位置（転写器の配置されてい
る位置）にシートを搬送するためのものである。
給紙カセット（シート供給部）２２は、シートを収納するための収容トレイ（シート収容
トレイ）２１０と、このトレイ２１０から、シートを１枚毎に送り出す（分離供給する）
ためのピックアップローラ（分離供給手段）２１１とを備えており、シートを搬送部２３
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に送り込む機能を有している。なお、この給紙カセット２２は、シートの補給を容易に行
えるように、デジタル複合機１の正面側に引き出せるように設けられている。
【００５１】
定着器４１は、シートを加熱圧着することにより、シートに転写されたトナー像を定着さ
せるものである。
両面複写ユニット１０は、後述する再供給経路４２および排出トレイ８５等とともに、シ
ートの両面に印刷を行うための装置である。すなわち、この両面複写ユニット１０は、定
着器４１によるトナー像の定着後、シートの裏面に画像を形成するために、シートを搬送
部２３に再供給するためのものである。
【００５２】
再供給経路４２は、画像定着後のシートを、両面複写ユニット１０に搬送するための経路
である。
切り換えゲート４５は、再供給経路４２上に設けられており、定着後のシートを中継搬送
ユニット８側に排出する第１状態（実線）と、中継搬送ユニット８側から引き戻されたシ
ートを両面複写ユニット１０に挿入する第２状態（破線）とに切り替わるように設定され
ている。
【００５３】
排紙ローラ４３は、正逆双方向に回転可能に設定されており、定着器４１から排出された
シートを、排出トレイ４４，再供給経路４２あるいは後述する中継搬送ユニット８に供給
する搬送ローラである。排出トレイ４４は、中継搬送ユニット８を取り外しているときに
使用するトレイである。
【００５４】
中継搬送ユニット８は、プリント部２から排出されたシートをシート後処理装置５に導入
するための搬送ユニットである。また、この中継搬送ユニット８は、シートの裏面に印刷
を行うために、表面印刷後のシートを一時的に保持する機能も有している。そして、切り
換えゲート８１，第１搬送路８３，第２搬送路８４，排出トレイ８５を備えている。
【００５５】
第１搬送路８３は、定着後のシートを排出トレイ８５に向けて搬送するための経路である
。一方、第２搬送路８４は、定着後のシートをシート後処理装置５に向けて搬送するため
の経路である。また、切り換えゲート８１は、シートの搬送経路（第１搬送路８３あるい
は第２搬送路８４）を切り換えるためのものである。
【００５６】
排出トレイ（両面複写用トレイ）８５は、定着後のシートを排出するためのトレイであり
、中継搬送ユニット８の上面８５ｂと、シート後処理装置５の上面８５ａとから構成され
ている。また、この排出トレイ８５は、シートの反転搬送路として使用されるようにもな
っており、両面複写ユニット１０，再供給経路４２等とともに、シートの両面への画像形
成を実現するものである。
【００５７】
また、プリント部２の下面には、多段給紙ユニット６から送られてくるシートをシート搬
送機構２９内に送り込むための、シート受入口４６が設けられている。
多段給紙ユニット６は、プリント部２の下部に備えられた外付けのシート供給装置であっ
て、３つのシート供給部６１・６２・６３と、シート排出口６４，移動コロ６９および固
定部６８とを備えている。
【００５８】
各シート供給部６１・６２・６３は、それぞれシート収容トレイ６１０・６２０・６３０
と、ピックアップ装置（分離給送部）６１１・６２１・６３１とを有している。シート収
容トレイ６１０・６２０・６３０は、ユーザーの所望とする種類・サイズのシートを収納
するためのトレイである。
【００５９】
ピックアップ装置６１１・６２１・６３１は、これらシート収容トレイ６１０・６２０・
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６３０のいずれかに収納されているシートを、ユニットの上面に設けられたシート排出口
６４（シート受入口４６に連通）を介して、プリント部２のシート搬送機構２９に伝達す
るものである。
【００６０】
なお、デジタル複合機１では、稼働時、所望とするサイズのシートを収容したシート供給
部６１・６２・６３が選択的に動作するように設定されている。また、シート供給部６１
・６２・６３へのシートの補給は、多段給紙ユニット６の正面側にシート収容トレイ６１
０・６２０・６３０を引き出すことで行われるようになっている。さらに、シート供給部
６２・６３には、同一サイズのシートが収納されるように設定されている。
【００６１】
固定部６８および移動コロ６９は、多段給紙ユニット６の設置位置を制御するものである
。すなわち、固定部６８を上昇させて床面から離し、移動コロ６９によって多段給紙ユニ
ット６を支えるようにすることで、多段給紙ユニット６を移動させられる。また、固定部
６８を下降させて床面に接触させることで、多段給紙ユニット６を固定できるようになっ
ている。
これにより、デジタル複合機１では、多段給紙ユニット６を、上部にプリント部２，シー
ト後処理装置５を載置したまま、システムラック７の所定位置に配置できるように設定さ
れている。
【００６２】
次に、デジタル複合機１の特徴的な構成である、シート後処理装置５について説明する。
シート後処理装置５は、プリント部２と並んで配置された筐体装置である。このシート後
処理装置５は、中継搬送ユニット８を介してプリント部２から排出されたシートに対し、
ステープル処理等の後処理を施すものである。
【００６３】
図３は、このシート後処理装置５を詳細に示す説明図である。図１および図３に示すよう
に、シート後処理装置５は、搬入ローラ５０，切り換えゲート５２，第１・第２搬送路５
３・５４，第１・第２排出ローラ５５・５７，第１・第２排出トレイ５６・５９，ステー
プル処理部５８およびジャム処理機構７１を有している。
【００６４】
搬入ローラ（ローラ対）５０は、中継搬送ユニット８を介してプリント部２から送られて
くるシートを、シート後処理装置５内に搬入（導入）するものである。搬入ローラ５０の
下流側に設けられた切り換えゲート５２は、搬入されたシートを、第１・第２搬送路５３
・５４（図１参照）のいずれかの搬送路に送り込むものである。
【００６５】
第１搬送路５３は、ステープル処理を施さない状態でシートを排出する際に使用される搬
送路である。また、第１排出ローラ５５は、第１搬送路５３の端部に設けられており、第
１搬送路５３を搬送されてきたシートを第１排出トレイ５６に排出するものである。すな
わち、第１排出トレイ５６は、ステープル処理を施さないシートを積載するためのトレイ
である。
【００６６】
第２搬送路５４は、ステープル処理を施した状態でシートを排出する際に使用される搬送
路である。第２排出ローラ５７は、第２搬送路５４の端部に設けられており、第２搬送路
５４を搬送されてきたシートをステープル処理部５８に導入させるものである。
【００６７】
ステープル処理部５８は、第２搬送路５４を介して送り込まれたシートに対し、ステープ
ル処理を施すものである。また、第２排出トレイ５９は、ステープル処理部５８によって
処理されたシートを積載するためのトレイである。
【００６８】
ジャム処理機構７１は、シート後処理装置５内でシートがジャムを起こした場合に、ユー
ザーによるジャム処理作業を容易とするように、シート後処理装置５の形状を変形させる
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機構である。なお、ジャム処理機構７１の詳細な構成については後述する。
【００６９】
次に、シート後処理装置５におけるステープル処理部５８の構成について詳細に説明する
。
図３に示すように、ステープル処理部５８は、ステープルトレイ５８１，整合板５８２，
ローラ・ベルト対搬送部５８３，突き当て用ガイド５８４，ステープラ５８５，排出用ガ
イド５８６，排出ローラ５８７を備えている。
【００７０】
ステープルトレイ５８１は、ステープル処理を施すためのシートを束ねて積層（スタック
）するためのトレイであり、ほぼ鉛直方向に沿った状態で設置されている。
【００７１】
ローラ・ベルト対搬送部５８３は、第２排出ローラ５７から導入されたシートをステープ
ルトレイ５８１上に積載するための搬送部材である。また、ローラ・ベルト対搬送部５８
３は、ステープル処理後のシート束を排出ローラ５８７に向けて排出する機能も有してい
る。
【００７２】
整合板５８２は、ステープルトレイ５８１上で、シート束の側端部（搬送方向に直交する
方向でのシート端部）を揃えるためのものである。突き当て用ガイド５８４は、同じくス
テープルトレイ５８１上で、シート束の下端部（搬送方向における下流側の端部）を揃え
るためのガイドである。
ステープラ５８５は、ステープルトレイ５８１上に積層され、整合板５８２，突き当て用
ガイド５８４によって整合されたシート束に対し、ステープル処理を施すものである。
【００７３】
排出用ガイド５８６は、ステープル処理後のシートを、排出ローラ５８７に導くためのガ
イドである。排出ローラ（排出ローラ対）５８７は、ステープル処理後のシートを排出ト
レイ５９に排出するためのものである。また、排出ローラ５８７では、上側のローラがソ
レノイド５８９に接続されている。ソレノイド５８９は、排出ローラ５８７における２つ
のローラ間のサイズ（排出サイズ）を制御するものである。
【００７４】
ここで、シート後処理装置５におけるステープル処理の流れについて説明する。第２搬送
路５４からステープルトレイ５８１に導かれたシートは、まず、ローラ・ベルト対搬送部
５８３に接触する。そして、このローラ・ベルト対搬送部５８３が、突き当て用ガイド５
８４にシートの下端部を突き当てる。次に、整合板５８２が、シートの側端部を整合する
。
そして、ステープルトレイ５８１に所定枚数のシートが積層されてシート束となると、ス
テープラ５８５が、このシート束にステープル処理を施す。
【００７５】
ステープル処理後、まず、ステープラ５８５が、図３において破線で示す位置まで回動す
る。次に、排出用ガイド５８６が破線で示す位置まで移動して、排出ローラ５８７までの
搬送路を形成する。その後、突き当て用ガイド５８４が破線で示す位置まで移動すること
により、シートが排出ローラ５８７まで導かれるようになっている。
【００７６】
なお、デジタル複合機１では、図示しないセンサにより、ステープル処理されたシート束
の厚さを測定するようになっている。そして、シート束の厚さが所定値よりも小さい（薄
い）と検知された場合には、排出サイズが通常値（デフォルト値）に設定されている排出
ローラ５８７によって、そのままシートを排出する。
【００７７】
一方、シート束が所定値よりも厚い場合、図示しない制御部によって、ソレノイド５８９
がＯＮとなる。これにより、排出ローラ５８７における上側のローラが持ち上げられ、排
出サイズが大きくなる。
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【００７８】
その後、ローラ・ベルト対搬送部５８３が、シート束を排出ローラ５８７によって噛み込
める位置まで搬送する。そして、上記の制御部が、ソレノイド５８９をＯＦＦとする。そ
の後、シート束は、排出ローラ５８７に噛み込まれて搬送され、排出トレイ５９に排出さ
れる。
なお、上記したシート束の厚さに関する所定値とは、通常サイズの排出ローラ５８７によ
って挟み込める厚さのことである。
【００７９】
次に、シート後処理装置５における特徴的な構成である、ジャム処理機構７１について説
明する。
【００８０】
図４および図５は、シート後処理装置５におけるジャム処理時の状態（ジャム処理状態）
を示す説明図である。これらのうち、図４は、第２搬送路５４上で発生したジャム（ステ
ープルトレイ５８１に搬送される途中のシートＰのジャム）を処理する際のジャム処理状
態を示している。また、図５は、第１搬送路５３上でのジャム（ステープル処理されずに
そのまま排出されるシートＰのジャム）を処理する際のジャム処理状態を示す図である。
【００８１】
これらの図に示すように、シート後処理装置５では、ジャム処理の際、ステープルトレイ
５８１の上部に位置する第１搬送路５３を、２つに分割できるようになっている。
【００８２】
そして、ステープルトレイ５８１に対向する部分（図中、ステープルトレイ５８１より左
側にある部分）、すなわち、第１搬送路５３の一部，シート後処理装置５の側面の一部お
よび第１排出トレイ５６からなる移動部７０を、ステープルトレイ５８１のシート載置面
から遠ざけるように、ステープルトレイ５８１の傾斜方向に沿って（斜め下方に）、その
一部を装置の外部に突出させるように移動できるように設定されている。
これにより、シート後処理装置５では、ジャム処理の際、ステープルトレイ５８１におけ
るシート載置面の対向部位（前面および上部）を開放できるようになっている。
【００８３】
以下に、上記のような移動部の移動を実現させるジャム処理機構７１について説明する。
【００８４】
図６は、ジャム処理機構７１の構成を示す説明図である。この図に示すようにジャム処理
機構７１は、シート後処理装置５の側面に設けられたリンク機構７２と、同じく上部に設
けられたロック機構７３とから構成されている。
図６に示すように、リンク機構７２は、リンク部材７６，第１・第２可動壁７４・７５と
からなっている。
【００８５】
まず、リンク部材７６について説明する。リンク部材７６は、シート後処理装置５の本体
と移動部７０（図４参照）との双方に接続され、移動部７０の移動を制御する機能を有す
るものである。すなわち、図６に示すように、リンク部材７６の上端部７６ａは、移動部
７０のフレーム（図示せず）に回転自在に支持される一方、同じく下端部７６ｂは、シー
ト後処理装置５の本体フレーム（図示せず）に回転自在に支持されている。
【００８６】
また、リンク部材７６の下端部７６ｂの近傍には、リンク部材７６の反時計方向への回転
を制御するストッパー（図示せず）が設けられている。これにより、リンク部材７６は、
図４または図５に示す状態では、下端部７６ｂを中心にＡ方向だけに所定角度だけ回動す
る。さらに、移動部７０が、ステープルトレイ５８１におけるシート載置面の対向部位を
開放する位置で停止するようになる。なお、図６に示す状態では、リンク部材７６におけ
る時計方向の回転は、後述するロック機構７３により阻止される。
【００８７】
第１・第２可動壁７４・７５は、シート後処理装置５の側壁をなすものである。第１可動
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壁７４の上端部７４ａは、移動部７０のフレームＦ１に回転自在に支持されている。また
、第２可動壁７５の下端部７５ｂは、シート後処理装置５の本体フレームＦ２に回転自在
に支持されている。
さらに、第１可動壁７４の下端部７４ｂと第２可動壁７５の上端部７５ａとは、相互に回
動自在に連結されている。
【００８８】
次に、ロック機構７３について説明する。図７は、ロック機構７３を拡大して示す説明図
である。この図に示すように、ロック機構７３は、ロック解除レバー７７，フック部材７
８およびピン７９から構成されている。
【００８９】
ロック解除レバー（ロック解除把持部）７７は、移動部７０における頂部７０ａの側面に
設けられており、回動軸７７ａを中心に回転可能に設定されている。フック部材（第１ロ
ック部材）７８は、ロック解除レバー７７と一体に形成されており、ロック解除レバー７
７の回転に応じて、回動軸７７ａを中心に、図７に示すＣ・Ｄ方向に回転するようになっ
ている。
【００９０】
さらに、回動軸７７ａには、フック部材７８をＤ方向（反時計方向）に付勢する付勢部材
（図示せず）が設けられている。これにより、フック部材７８は、シート後処理装置５の
本体頂部に設けられたピン（第２ロック部材）７９に係合するように設定されている。
すなわち、これらフック部材７８とピン７９とを係合させることにより、移動部７０がシ
ート後処理装置５の本体に固定できる。これにより、シート後処理装置５は、プリント部
２から排出されるシートに後処理を施す稼働状態（通常状態）となる。
【００９１】
このようなジャム処理機構７１を有するシート後処理装置５では、ロック解除レバー７７
を手動で上方に回動すると、ロック解除レバー７７に一体的に設けられたフック部材７８
が、回動軸７７ａを中心にしてＣ方向（時計方向）に回動する。これにより、フック部材
７８とピン７９との係合が解除される。
【００９２】
この状態で、移動部７０を図６に示すＥ方向（斜め左下方向）に手で誘導すると、リンク
部材７６がＡ方向に回動するとともに、図１に示すように、第１・第２可動壁７４・７５
が反時計方向に回動（傾倒）する。
すなわち、移動部７０が、ほぼ同一の姿勢でＥ方向に移動し、その一部を装置の外部に突
出させた位置（ジャム処理位置）に配置される。これにより、ステープルトレイ５８１に
おけるシート載置面の前面および上方の空間が拡開され、シート後処理装置５は、ステー
プルトレイ５８１上を開放したジャム処理状態となる。
【００９３】
一方、シート後処理装置５をジャム処理状態から通常状態に戻す際には、移動部７０をＦ
方向（斜め右上方）に手で移動させる。この移動により、移動部７０がほぼ元の位置に戻
ると、フック部材７８がピン７９に係合して、移動部７０がシート後処理装置５の本体に
固定（係止）される。
【００９４】
以上のように、シート後処理装置５では、ステープルトレイ５８１に対向する移動部７０
の一部を装置の外部に移動するための、ジャム処理機構７１備えている。
すなわち、シート後処理装置５では、上記のような移動部７０を装置の外部に移動できる
ため、ステープルトレイ５８１の前面を開放して空間（ジャム処理空間）を設けることが
可能となっている。
【００９５】
従って、シート後処理装置５では、ステープルトレイ５８１の近傍においてジャムの生じ
た場合、移動部７０を外部に移動させて形成されるジャム処理空間を利用することで、ジ
ャム処理を非常に容易に行えるようになっている。

10

20

30

40

50

(12) JP 3685994 B2 2005.8.24



【００９６】
また、シート後処理装置５では、ジャム処理空間を形成するために、ステープルトレイ５
８１を移動させずに、移動部７０を移動させるようになっている。これにより、ステープ
ルトレイ５８１に載置されているシートに悪影響（整合性の低下等）を与えることを防止
できる。従って、ジャム処理後であっても、品質（出来ばえ）のよい後処理を行える。
【００９７】
また、シート後処理装置５では、ジャム処理空間を形成するために、移動部７０を、装置
の外部に移動させるように設定されている。すなわち、装置の一部である移動部７０を外
側に突出させ、移動部７０の占めていた空間をジャム処理空間とする構成である。このた
め、ジャム処理空間となるべきスペースを装置内部にあらかじめ設けておく必要がない。
従って、装置の小型化を実現しやすくなっている。
【００９８】
また、シート後処理装置５でプリント部２の設置位置とは異なる方向に、移動部７０を移
動するように設定されている。これにより、ジャム処理空間を形成するために、シート後
処理装置５とプリント部２との配置を変えることなく、移動部７０を移動できる。
【００９９】
また、シート後処理装置５では、ステープルトレイ５８１とプリント部２との間に移動部
７０が位置することを回避し、移動部７０における移動方向の制限を小さくしている。
【０１００】
また、上記のジャム処理機構７１は、移動部７０を、ステープルトレイ５８１の斜め下方
に移動させるように設定されている。これにより、シート後処理装置５の上方（移動部７
０の上方）にある他の装置（スキャナ部３等）の作業性や設置状態に影響を与えることな
く、ジャム処理を行える。
【０１０１】
また、移動部７０をステープルトレイ５８１よりも下方に移動させているので、移動部７
０における水平方向の移動量を大きく設定しなくても、ジャム処理空間を大きく取れると
ともに、装置の実質の床占有面積（移動部７０を移動させた状態での占有面積）を低下さ
せられる。
【０１０２】
また、ジャム処理機構７１は、ステープルトレイ５８１に対向する通常位置に移動部７０
を固定するフック部材７８・ピン７９と、これらによる移動部７０の固定を解除するロッ
ク解除レバー７７とを備えている。さらに、ジャム処理機構７１は、移動部７０の位置を
、通常位置と、通常位置の斜め下方に設定されたジャム処理位置との間に制御するリンク
機構７２とを有している。これにより、通常位置にある移動部７０をジャム処理位置まで
容易に移動させられるので、ジャム処理空間を簡単に形成できる。
【０１０３】
また、シート後処理装置５では、移動部７０に、ステープルトレイ５８１の上部に位置す
る部位が含まれている。従って、ステープルトレイ５８１の上方の空間も開放できるため
、ステープルトレイ５８１の視認性を高められる。また、移動部７０の移動量を大きく設
定しなくても、ジャム処理空間を大きく確保することが可能となっている。
【０１０４】
さらに、斜め上方よりステープルトレイ５８１近傍（ジャム処理すべき場所）を見下ろせ
るので、ジャム処理を行いやすくなっている。従って、ステープルトレイ５８１の対向部
位側（前面側）から手を入れて、ジャムを起こしたシートを掴み、上方側に手を移動して
、搬送路の搬送方向に沿う方向に、搬送路からシートを引っ張り出すような処理を行える
。
すなわち、ジャムを起こしたシートを除去する作業を、対向部位側と上方側との２方向か
ら行えるので、ジャム処理を容易に行える（搬送路の搬送方向に直交する方向にシートを
引っ張り出すことは困難である）。
【０１０５】
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なお、本実施の形態では、シート後処理装置５のジャム処理機構７１における移動部７０
を、図１のＥ方向に移動させるとしている。しかしながら、これに限らず、移動部７０を
水平方向に移動させるように、ジャム処理機構７１を構成してもよい。図８は、水平移動
可能な移動部７０を備えたジャム処理機構７１を有するシート後処理装置５を示す説明図
である。
【０１０６】
この構成では、移動部７０は、シート後処理装置５の本体に対し、３つのスライド機構に
よって接続されるようになる。すなわち、この構成では、図８に示すように、移動部７０
の奥側の側面における高さの異なる位置に、第１・第２スライダー９１・９２が備えられ
る。また、移動部７０における正面側の側面には、第２スライダーと同様の高さの位置に
、第３スライダー（図示せず）が備えられる。
【０１０７】
一方、シート後処理装置５本体には、上記の第１・第２スライダー９１・９２に対応する
位置に、第１・第２スライドガイド９４・９５が備えられるとともに、第３スライダーに
対応する位置に、第３スライドガイド（図示せず）が備えられる。そして、各スライダー
をスライドガイド内でスライドさせることで、移動部７０を水平方向に移動させ、ステー
プルトレイ５８１のシート載置面上を開放できるように設定される。
【０１０８】
この構成においても、シート後処理装置５の上方に他の装置を容易に配置できる。また、
この場合には、移動部７０の移動方向が水平であるため、ジャム処理機構７１の構造を簡
略化できる。
【０１０９】
また、本実施の形態では、ジャム処理の際、ステープルトレイ５８１の上部および前面（
対向部位）に位置する移動部７０を移動させるとしている。しかしながら、これに限らず
、シート後処理装置５の側部（図１等での正面側・奥側の部分）にある部材（あるいはそ
の一部；シート後処理装置５のフレームや筐体等）についても、外部に移動させるように
してもよい。
【０１１０】
この構成では、ステープルトレイ５８１の側方の空間を開放できるため、移動部７０の移
動量を大きくとらなくても、ジャム処理空間を大きく取れる。また、ジャムを起こしたシ
ートを除去する作業を、対向部位側と側方側との２方向から行えるので、ジャム処理を容
易に実行できる。
【０１１１】
また、シート後処理装置５において、移動部７０を外部に移動させるときには、移動部７
０の全体を外部に突出させてもよいし、移動部７０の一部だけを外部に突出させてもよい
。シート後処理装置５では、ステープルトレイ５８１の前面に十分なジャム処理空間を設
けられる程度に、移動部７０の一部分を外部に突出させればよい。
【０１１２】
また、本実施の形態では、シート後処理装置５を、ステープル処理部５８を備えた、シー
トにステープル処理を施すための装置であるとしている。しかしながら、これに限らず、
シート後処理装置５を、他の後処理（パンチング処理等）を施すための装置としてもよい
。
【０１１３】
また、本実施の形態では、ステープル処理後のシート束を排出する際、その厚さをセンサ
によって検知し、検知結果に従ってソレノイド５８９（排出サイズ）を制御するとしてい
る。しかしながら、これに限らず、上記のセンサに代えて、シート束を構成するシートの
枚数を計測するカウンターを設けるようにしてもよい。そして、シート枚数が所定枚数よ
りも少ない場合に、排出ローラ５８７によって、シート束をそのまま排出トレイ５９に排
出するようにしてもよい。また、この構成では、シート束が所定枚数よりも多い場合には
、ソレノイド５８９によって排出サイズを大きくするように設定される。
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【０１１４】
また、本発明のシート後処理装置を、画像形成機器から排出されるシートを後処理トレイ
に積層し、積層したシートに対して後処理を施すシート後処理装置において、後処理トレ
イを含む本体部分と、後処理トレイに対向する部位からなる対向部分（移動部７０）とか
らなり、この対向部分が、装置外部に移動できるように設定されている（対向部分を装置
外部に移動させる移動機構（ジャム処理機構７１）を有している）構成である、と表現す
ることもできる。
【０１１５】
さらに、本発明のシート後処理装置を、画像形成機器から排出されるシートを後処理トレ
イに載置し、載置したシートに対して後処理を施すシート後処理装置において、後処理ト
レイに対向するトレイ対向部位（移動部７０）を装置外部のジャム処理位置に移動させる
移動機構（ジャム処理機構７１）を有している構成である、と表現することもできる。
【０１１６】
さらに、本発明のシート後処理装置を、画像形成機器から排出されるシートを後処理トレ
イに載置し、載置したシートに対して後処理を施すシート後処理装置において、後処理ト
レイに対向するトレイ対向部位の少なくとも一部を、閉成時における装置の外形の外部に
移動させる移動機構を有している構成である、と表現することもできる。さらに、画像形
成機器から排出されるシートを後処理トレイに載置し、載置したシートに対して後処理を
施すシート後処理装置において、後処理トレイに対向するトレイ対向部位を、閉成時にお
ける装置の外部側に向かって移動させる移動機構を有している構成である、と表現するこ
ともできる。なお、閉成時とは、トレイ対向部位が装置の外部に移動されていない場合（
シート後処理装置が通常の状態にある場合）のことである。
【０１１７】
また、シート後処理装置は、複写機から排出されてくるシートに対し、所定枚数のシート
によって構成される一部のシート毎に、ステープルあるいはパンチング作業等の後処理を
行うものであるともいえる。
【０１１８】
また、特開平１０－１２９９２０号公報の技術は、ステープラを含んだステープルユニッ
トを、シート後処理装置の手前側に引き出し可能に構成して、ステープラの針ジャム時や
針補給時の作業性を向上させているといえる。また、後処理トレイであるステープルトレ
イもステープルユニットに含まれているため、ステープルトレイも装置の手前側に引き出
し可能であるため、シートのジャム時にも同様に、装置の手前側に引き出して作業できる
といえる。
【０１１９】
また、この装置では、ジャム処理時に、ステープルユニットを手前側および奥行側に移動
させるため、ユニットの停止と共にトレイが停止した際、トレイ上に載置されたシート全
体が、その慣性により、手前側又は奥行側に移動する。これは、トレイ上でのシートの手
前側及び奥行側の位置規制は、手前側及び奥行側に移動可能なジョガーにより行われてい
るので、シートの慣性により押されて、シートの移動を許してしまう。例え、ユニットが
装置内に装着された後で、ジョガーを移動させて再度整合したとしても、やはりシートの
整合性は劣る（特に、シート全体が移動した際に顕著である）。
【０１２０】
さらに、特開平１１－１４３１５８号公報の技術は、ステープルトレイでのジャム処理の
際に、ステープルトレイのシート載置面の上方に位置するシートガイドを移動させること
によって、シート後処理装置の内部に形成されるジャム処理空間にシート後処理装置の手
前側から手を差し入れて、ジャムしたシートを取り除く構成であるといえる。また、この
装置では、シートガイドを移動させるだけで、ジャム処理のための作業空間を生成する構
成となっているため、シート後処理装置の内部に、シートガイドが移動してジャム処理の
作業空間を形成するための空間を予め備えておかねばならず、その分装置が大型化してま
う。
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【０１２１】
また、本発明の目的は、ジャム処理作業時のステープルトレイの移動によりステープルト
レイ上のシートの整合性が低下してステープルの品質を低下することを防止したり、ジャ
ム処理の作業空間を形成するための空間を予め装置内部に備えた分だけ装置が大型化した
りすること防止することであるともいえる。
【０１２２】
また、図２は、デジタル複合機１の縦断面図であり、デジタル複合機１は、プリント部２
を核に、スキャナ部３，シート後処理装置５，多段給紙ユニット６、中継搬送ユニット８
および両面複写ユニット１０が接続され、機能が拡張されているといえる。また、スキャ
ナ部３は、システムラック７上に支持されることで、プリント部２およびシート後処理装
置５の上方に配置されている。
【０１２３】
また、プリント部２は、スキャナ部３にて読み込まれた画像の記録出力はもとより、パー
ソナルコンピュータなどの画像処理装置が接続されると、この外部接続機器からの画像デ
ータを記録出力するものである。このプリント部２において、装置本体の略中央右側には
、感光体ドラム２１を中心とする電子写真プロセス部２８が配置されている。
【０１２４】
また、プリント部２本体の下面には、周辺機器として準備されている多段給紙ユニット６
等から送られてくるシートを受け入れ、電子写真プロセス部２８の感光体ドラム２１と転
写ユニットとの間に向かって順次供給するための用紙受口２７が設けられている。
【０１２５】
また、定着器４１は、電子写真プロセス部２８の上方に配置されており、画像の転写され
たシートを順次受け入れて、シート上に転写された現像剤を加熱定着して定着器４１外へ
とシートを送り出すものである。なお、画像の記録されたシートは、排紙ローラ４３から
プリント部２の上面の中継搬送ユニット８に受け渡される。
【０１２６】
また、プリント制御部２４，画像制御部２５，電源ユニット２６は、ＬＳＵ２７の上下空
間部に設けられているといえる。また、画像制御部２５は、インターフェイス基板から受
け入れられた画像データに対して所定の画像処理を施し、ＬＳＵ２７により画像として走
査記録させるためのイメージコントロールユニット（ＩＣＵ）基板を備えたものであると
いえる。
【０１２７】
また、多段給紙ユニット６は、上部にプリント部２とシート後処理装置５とを載置するよ
うに構成されているが、この状態で移動してシステムラック７の間に固定して配置可能な
ように、下部に移動コロ６９および固定部６８を備えているといえる。移動時には、固定
部６８を回転して上昇することで固定部６８を床面から離間し、固定時には、固定部６８
を回転して下降することで固定部６８を床面に接触させて、多段給紙ユニット６を固定す
る。
【０１２８】
また、本実施の形態では、多段給紙ユニット６に、３つのシート供給部６１・６２・６３
を備えるとしている。デジタル複合機１は、給紙カセット２２を含めて、同一サイズのシ
ートを収納するシート供給部が複数設けられる構成であることが好ましい。
【０１２９】
また、シート後処理装置５は、該装置の上部で中継搬送ユニット８またはプリント部２か
ら排出される画像の記録されたシートを搬入ローラ５０で導き入れて、シートに対して後
処理（ステープル処理）を施すものである。
【０１３０】
また、中継搬送ユニット８は、プリント部２の頂部に設けられた排出トレイ４４の上部に
装着された搬送ユニットであり、シート後処理装置５は、プリント部２の下流側に位置し
ているといえる。
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【０１３１】
また、この中継搬送ユニット８の第２搬送路８４の途中で、シートを該ユニットの上面と
シート後処理装置５の上面とで形成された排出トレイ８５にシートを導く別の第１搬送路
８３が分岐しているといえる。さらに、切り換えゲート８１は、搬送路の分岐部に配置さ
れている。
【０１３２】
また、排出トレイ８５は、シートの反転搬送路として使用されるようにもなっており、外
付けの両面複写ユニット１０と合わせて、シートの両面への画像形成を実現するものであ
る。
【０１３３】
また、給紙カセット２２，シート供給部６１・６２・６３から電子写真プロセス部２８お
よび定着器４１への搬送路（搬送部２３）には、定着器４１の下流側にゲート４５が設け
られている。
【０１３４】
また、定着の終了したシートは、切り換えゲート４５が図１の実線側に切り換わっている
と、シート後処理装置５または前記排出トレイ８５へ排出される。そして、排出トレイ８
５が反転搬送路として使用される場合には、シートが引き戻され、破線側に切り換わって
いる切り換えゲート４５を介して、両面複写ユニット１０に反転搬送される。
【０１３５】
また、シート後処理装置５では、図示しないセンサによってシート束が所定厚さよりも薄
いと検知される場合、又は、図示しないシート枚数のカウンターによりシート束が所定枚
数よりも少ないと検出される場合には、そのまま、シートを排出ローラ５８７にかませて
下段の排出トレイ５９に排出してもよい。一方、上記センサによりシート束が所定厚さよ
りも厚いと検知される場合、又は、上記カウンターによりシート束が所定枚数よりも多い
と検出される場合に、図示しない制御部がソレノイド５８９をＯＮしてもよい。これによ
り、排出ローラ５８７の上側ローラが持ち上げられる。その後、ローラ・ベルト対搬送部
５８３によって、シートが排出ローラ５８７にかみこまれる位置まで搬送された後、上記
制御部がソレノイド５８９をＯＦＦする。その後、排出ローラ５８７にかまれたシートは
、下段の排出トレイ５９に排出される。
【０１３６】
また、シート後処理装置５における切り換えゲート５２は、ユーザーにて指定されたモー
ドに応じて、シートの搬送路を、ステープル処理を実施しない第１搬送路５３と、ステー
プル処理部５８に繋がる第２搬送路５４との間で、選択的に切り換えるものである。また
、切り換えゲート５２の案内によって、第１搬送路５３に搬入されたシートは、第１排出
ローラ５５の作用で、そのまま何の処理も施されることなく、上段の排紙トレイ５６上に
排出される。一方、切り換えゲート５２の案内によって第２搬送路５４に搬入されたシー
トは、この搬送路５４上に配置された第２排出ローラ５７によって、ステープル処理部５
８に導かれる。また、整合板５８２は、搬送方向に直交する方向ヘシートを揃えるための
整合板であるともいえる。
【０１３７】
また、図４および図５に示すように、シート後処理装置５では、切り換えゲート５２を含
まない第２搬送路５４において、ステープルトレイ５８１のシート載置面に対向する部分
のシート搬送部（移動部）が、ステープルトレイ５８１のシート載置面から遠ざかるよう
に、ステープルトレイ５８１の傾斜方向に（斜め下方に）移動可能であるといえる。
【０１３８】
また、シート後処理装置５の本体と移動部７０との間にはリンク機構が設けられていると
いえる。また、リンク部材７６の図６中の反時計方向の回転は、リンク部材７６の下端部
７６ｂが支持されている付近の本体フレームに設けた図示しないストッパーにより、阻止
されるようになっている。
【０１３９】
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また、ジャム処理機構７１を、移動部７０の頂部７０ａに設けたロック解除レバー７７を
手で把持すると、ロック解除レバー７７の回動軸７７ａに一体的に設けられたフック部材
７８が、回動軸７７ａを中心にして図６において時計方向に回動して、本体フレームに設
けられたピン７９との係合が解除されるようにしてもよい。さらに、この状態で、手で移
動部７０を斜め左下方向に誘導すると、移動部７０はほぼ同一の姿勢で移動して、ステー
プルトレイ５８１のシート載置面の上方の空間を拡開して、ジャム処理空間を形成できる
。
【０１４０】
また、回動軸７７ａの端部に、移動部７０のフレームとの間に、フック部材７８を図中で
反時計方向に付勢する付勢部材を設けてもよい。これにより、移動部７０を元に戻す際に
は、移動部７０を斜め右上方に手で移動し、ほぼ元の位置になるとフック部材７８がピン
７９に係合して、移動部７０はシート後処理装置５本体に係止される。
【０１４１】
また、移動部７０を水平方向に移動させる構成では、移動部と装置本体とは、奥側（図８
の奥側）が、第１スライドガイド９４および第２スライドガイド９５を介して接続されて
おり、手前側（図８の手前側）は、第２スライドガイド９５とほぼ同じ高さに設けられた
第３スライドガイド（図示せず）により接続されるようにしてもよい。この構成でも、移
動部７０を移動させることにより、ジャム処理時に、シート後処理装置５の上部に配置さ
れているスキャナ部３の作業性を悪くすることなく、ジャム処理を行える。
【０１４２】
また、移動部７０をステープルトレイ５８１のシート載置面に対向する部分のシート搬送
部としてもよい。さらに、これらの部分に加えて、シート後処理装置５の前面部分も同時
に開放できる構成とすることも可能である。これにより、斜め上方からジャム処理する空
間を見られるので、ジャム処理を行いやすい。つまり、ジャム紙を上からだけでなく横か
らも掴めるので、ジャム紙を引き出しやすいという効果を得られる。
【０１４３】
また、シート後処理装置５では、移動部７０はステープルトレイの傾斜方向に移動するの
で、水平方向の移動量が大きくなくても、ステープルトレイのシート載置面上方のジャム
処理空間を大きくとれる。
【０１４４】
これにより、ステープルトレイ上のジャム紙および搬送路中のジャム紙の両方を容易に取
り除くことができる。また、装置の実質の床占有面積も小さくすることができる。さらに
、ステープルトレイの長さの分だけの空間をとることも可能となる。また、切り換えゲー
ト５２を移動部７０と共に移動せず、本体側に残す構成なので、移動部が移動して、ジャ
ム処理空間が形成されたときに、移動部のジャム処理空間が形成された側に、切り換えゲ
ート５２があるために、ジャム処理作業が行いにくくなるといった問題を解消できる。
【０１４５】
また、本発明を、以下の第１～第７のシート後処理装置として表現することもできる。す
なわち、第１のシート後処理装置は、画像形成機器から排出されるシートを後処理トレイ
にスタックし、スタックされたシートに対して後処理（ステープル処理、パンチ処理、糊
付け綴じ処理等）を行い、その後、後処理後のシートを排出トレイに排出するシート後処
理装置において、後処理トレイのシート載置面に対向して配置されたシート搬送部を、後
処理トレイのシート載置面から遠ざかる方向に移動させ、後処理トレイのシート載置面近
傍の空間をジャム処理空間として拡開する構成である。
【０１４６】
この構成は、ジャム処理作業時に後処理トレイごと移動させるものではないので、後処理
トレイの移動により後処理トレイ上のシートの整合性が低下してステープル等の後処理の
品質を低下することを防止できる。さらに、この構成では、後処理トレイのシート載置面
に対向して配置されたシート搬送部を移動させることによりジャム処理空間を形成するの
で、ジャム処理のための作業空間を形成するための空間をあらかじめ装置内部に設けてお
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く必要がなく、装置の小型化を実現できる。
【０１４７】
また、第２のシート後処理装置は、第１のシート後処理装置において、上記後処理トレイ
のシート載置面は上記排出トレイ側に向いており、上記後処理トレイのシート載置面に対
向して配置されたシート搬送部は、上記後処理トレイのシート載置面よりシートの排出方
向側に設けられている構成成分を有して、装置本体に対し移動する構成である。
【０１４８】
後処理トレイのシート載置面が、画像形成機器本体に近接配置されているシート後処理装
置の入紙側（例えば入紙ローラ側）を向くように、後処理トレイを配置した場合、後処理
トレイのシート載置面に対向して配置されたシート搬送部とは、入紙ローラ側の搬送部と
なる。
【０１４９】
この場合、入紙ローラ側の搬送部を移動するように構成しようとすると、入紙ローラ側の
搬送部を移動する前に、シート後処理装置本体を画像形成機器本体から離間させる必要が
ある。従って、ジャム処理時の作業数が増え、また、大きなシート後処理装置本体を移動
するので作業性が劣る。
【０１５０】
さらに、この場合に、入紙ローラ側の搬送部を上方に移動するように構成すると、入紙ロ
ーラ側の搬送部が移動した後の空間がジャム処理の作業空間になるので、自ずと装置の下
方側からジャム処理をすることになり、窮屈な姿勢でのジャム処理作業になり、作業性が
低下するか、或いは、入紙ローラ側の搬送部の移動量をかなり大きくする必要があり、移
動機構も複雑になり大型化する。
【０１５１】
これに対して、第２のシート後処理装置のように、シート載置面を排出トレイ側に向ける
ことにより、簡単な移動機構でシート載置面に対向して配置されたシート搬送部の移動を
実現できて、ジャム処理作業も行いやすくなる。
【０１５２】
また、第３のシート後処理装置は、第１のシート後処理装置の構成において、シート後処
理装置の上部に他の装置が配置される場合、後処理トレイのシート載置面に対向して配置
されたシート搬送部が、略水平又は斜め下方に移動する構成である。
【０１５３】
この構成は、後処理トレイのシート載置面に対向して配置されたシート搬送部を上方に移
動させる構成ではないため、シート後処理装置の上部に他の装置（スキャナ等）が配置さ
れたとしても、上部に配置された他の装置の作業性を悪くすることはない。さらに、この
構成により、ジャム処理の際に、シート載置面に対向して配置されたシート搬送部が移動
可能となる空間を十分にとれるので、ジャム処理空間を広く形成できる。
【０１５４】
また、第４のシート後処理装置は、第１のシート後処理装置において、後処理トレイのシ
ート載置面に対向して配置されたシート搬送部が、斜め下方に移動する構成である。
【０１５５】
この構成においては、後処理トレイのシート載置面に対向して配置されたシート搬送部は
、後処理トレイの傾斜方向に移動する。従って、水平方向の移動量が大きくなくても、後
処理トレイ上方のジャム処理空間を大きく取れる。これにより、後処理トレイのジャム処
理および搬送路のジャム処理の両方のジャム処理が行いやすい。
【０１５６】
また、後処理トレイの傾斜方向に移動するので、後処理トレイの長さ分だけの移動可能な
空間をとれる。さらに、後処理トレイのシート載置面に対向して配置されたシート搬送部
の移動量が小さくて済むので、装置の実質の床占有面積（ジャム処理等の作業時に装置が
占める床面積）を低下させられる。さらに、排出方向から見ると、入紙ローラとの間に段
差が生じるので、入紙ローラ付近のジャム処理がより簡易になる。

10

20

30

40

50

(19) JP 3685994 B2 2005.8.24



【０１５７】
また、第５のシート後処理装置は、第１のシート後処理装置において、後処理トレイのシ
ート載置面に対向して配置されたシート搬送部の移動により、後処理トレイの上方側と後
処理トレイの後処理装置前面側が同時に拡開される構成である。
【０１５８】
この構成では、斜め上方よりジャム処理すべき場所を見下ろせるので、ジャム処理が行い
やすい。例えば、前面側から手を入れてジャムしたシートの横を手で把持し、上方側にシ
ートを引き出すと言った具合に、ジャムしたシートを除去する作業が手前側と上方側の２
方向でできるので、ジャム処理が容易である。
【０１５９】
また、第６のシート後処理装置は、第１のシート後処理装置において、後処理トレイのシ
ート載置面に対向して配置されたシート搬送部を水平方向の成分を有して移動する場合、
後処理トレイの下側綴じで後処理トレイの下側から綴じ束排出として、後処理トレイのシ
ート載置面に対向して配置されたシート搬送部が、入紙ローラ側により接近した構成であ
る。
【０１６０】
この構成では、後処理トレイのシート載置面に対向して配置されたシート搬送部の移動量
が小さくて済むので、装置の実質の床占有面積（ジャム処理等の作業時に装置が占める床
面積）が低下できる。
【０１６１】
また、第７のシート後処理装置は、第１のシート後処理装置において、シート搬送部を移
動する場合、ゲート手段を、装置本体側に残しておく構成である。ゲート手段がシート搬
送部とともに移動しないので、シート搬送部の装置本体側にゲート手段が位置して、ジャ
ム処理作業を行いにくくなることを防止することが可能となる。
【０１６２】
【発明の効果】
　以上のように、本発明のシート後処理装置（本後処理装置）は、画像形成機器から排出
されるシートを後処理トレイに載置し、載置したシートに対して後処理を施すシート後処
理装置において、後処理トレイに対向するトレイ対向部位を装置の外部 に移動させる
移動機構を有して

構成である。
【０１６３】
本後処理装置では、後処理トレイに対向する部位（トレイ対向部位）を装置の外部に移動
するための、移動機構を備えている。すなわち、本後処理装置では、上記のようなトレイ
対向部位を装置の外部に移動できるため、後処理トレイの前面を開放して空間（ジャム処
理空間）を設けることが可能となっている。
【０１６４】
従って、本後処理装置では、後処理トレイの近傍においてジャム（シート詰まり等）の生
じた場合、トレイ対向部位を外部に移動させて形成されるジャム処理空間を利用すること
で、ジャムを起こしたシートの取り出し（ジャム処理）を非常に容易に行えるようになっ
ている。
【０１６５】
また、本後処理装置では、ジャム処理空間を形成するために、後処理トレイを移動させず
に、トレイ対向部位を移動させるようになっている。これにより、後処理トレイに載置さ
れているシートに悪影響（整合性の低下等）を与えることを防止できる。従って、ジャム
処理後であっても、品質（出来ばえ）のよい後処理を行える。
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方向
おり、後処理を施さない状態のシートを排紙トレイに排出する際に使用

される第１搬送路と、後処理を施した状態でシートを排出する際に使用されるとともに、
後処理トレイにシートを搬送する第２搬送路とを有し、トレイ対向部位は、後処理トレイ
の上部に位置する上記第１搬送路の一部、および、上記排紙トレイを含み、上記移動機構
は、上記第１搬送路の一部、および、上記排紙トレイを装置の外部方向に移動させるもの
である



【０１６６】
また、本後処理装置では、ジャム処理空間を形成するために、トレイ対向部位を、装置の
外部に移動させるように設定されている。すなわち、装置の一部であるトレイ対向部位を
外側に突出させ、トレイ対向部位の占めていた空間をジャム処理空間とする構成である。
このため、ジャム処理空間となるべきスペースを装置内部にあらかじめ設けておく必要が
ない。従って、装置の小型化を実現しやすくなっている。
【０１６７】
なお、トレイ対向部位を外部に移動させるときに、トレイ対向部位の全体を外部に突出さ
せる必要はない。後処理トレイの前面に十分なジャム処理空間を設けられる程度に、トレ
イ対向部位の一部分を外部に突出させるように設定すればよい。
【０１６８】
また、本後処理装置は、画像形成後のシートを容易に入力できるように、画像形成機器に
隣接した状態で設置されていることが好ましい。また、この場合には、上記の移動機構は
、画像形成機器の設置位置とは異なる方向に、トレイ対向部位を移動するように設定され
ていることが好ましい。
これにより、ジャム処理空間を形成するために、本後処理装置と画像形成機器との配置を
変えることなく、トレイ対向部位を移動できる。
【０１６９】
また、この構成では、後処理トレイと画像形成機器との間にトレイ対向部位が位置するこ
とを回避するように、本後処理装置および画像形成機器を配置することが好ましい。これ
により、トレイ対向部位における移動方向の制限を小さくできる。
【０１７０】
また、上記の移動機構は、トレイ対向部位を、後処理トレイの斜め下方に移動させるよう
に設定されていることが好ましい。これにより、本後処理装置の上方（トレイ対向部位の
上方）に他の装置（スキャナ等）を配置することが容易となる。
【０１７１】
また、この構成では、トレイ対向部位における水平方向の移動量を大きく設定しなくても
、トレイ対向部位を後処理トレイよりも下方に移動させることで、ジャム処理空間を大き
く取れる。さらに、トレイ対向部位の水平方向への移動量を低減できるため、装置の実質
の床占有面積（トレイ対向部位を外部に移動させた状態での占有面積）を低下させられる
。
【０１７２】
また、この構成では、上記移動機構が、後処理トレイに対向する通常位置にトレイ対向部
位を固定するロック部と、このロック部材によるトレイ対向部位の固定を解除するロック
解除部と、トレイ対向部位の位置を、通常位置と、通常位置の斜め下方に設定されたジャ
ム処理位置との間に制御する移動制御部とを有していることが好ましい。
【０１７３】
上記の構成では、ジャム処理空間を形成する際には、ロック解除部によって、ロック部に
よるトレイ対向部位の固定を解除する。そして、移動制御部による制御を受けながら、ト
レイ対向部位を、斜め下方のジャム処理位置まで移動させるように設定される。これによ
り、通常位置にあるトレイ対向部位をジャム処理位置まで容易に移動させられるので、ジ
ャム処理空間を簡単に形成できる。
【０１７４】
また、本後処理装置では、移動機構が、トレイ対向部位を略水平方向に移動させるように
設定されていてもよい。この構成においても、本後処理装置の上方に他の装置を容易に配
置できる。
【０１７５】
また、この場合には、トレイ対向部位の移動方向が水平であるため、移動機構の構造を簡
略化できる。すなわち、例えば、移動機構を、装置本体に固定したスライドホルダーと、
このホルダー内をスライドさせるための、トレイ対向部位に固定したスライダーとから構
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成できる。あるいは、装置本体に固定したレールと、このレール上を滑走させるための、
トレイ対向部位に固定した車輪との組み合わせからも構成できる。
【０１７６】
また、本後処理装置において、装置全体のサイズを小さくするためには、後処理トレイの
傾斜角度を大きくして、後処理トレイ（シート載置面）をほぼ鉛直方向に沿った状態とす
ることが好ましい。
しかしながら、このような構成では、トレイ対向部位だけを移動させても、後処理トレイ
の状態を十分に視認できない場合がある。従って、この場合には、移動機構は、トレイ対
向部位とともに、後処理トレイの上部に位置する上部部位を外部に移動させるように設定
されていることが好ましい。
【０１７７】
この構成では、後処理トレイの上方の空間も開放できるため、後処理トレイの視認性を高
められる。また、トレイ対向部位の移動量を大きくとらなくても、ジャム処理空間を大き
く取れる。
【０１７８】
さらに、斜め上方より後処理トレイ近傍（ジャム処理すべき場所）を見下ろせるので、ジ
ャム処理を行いやすい。例えば、後処理トレイの対向部位側（前面側）から手を入れて、
ジャムを起こしたシートを掴み、上方側から引っ張り出すような処理を行える。すなわち
、ジャムを起こしたシートを除去する作業を、対向部位側と上方側との２方向から行える
ので、ジャム処理を容易に行える。
【０１７９】
また、本後処理装置では、移動機構が、トレイ対向部位とともに、後処理トレイの側部に
位置する側部部位を装置の外部に移動させるように設定されていることも好ましい。
【０１８０】
この構成では、後処理トレイの側方の空間を開放できるため、トレイ対向部位の移動量を
大きくとらなくても、ジャム処理空間を大きく取れる。また、ジャムを起こしたシートを
除去する作業を、対向部位側と側方側との２方向から行えるので、ジャム処理を容易に実
行できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態にかかるシート後処理装置のジャム処理状態を示す説明図で
ある。
【図２】上記したシート後処理装置を有するデジタル複合機の構成を示す説明図である。
【図３】上記したシート後処理装置の構成を詳細に示す説明図である。
【図４】ステープル処理を施すシートがジャムを起こした場合における、シート後処理装
置のジャム処理状態を示す説明図である。
【図５】ステープル処理を施さないシートがジャムを起こした場合における、シート後処
理装置のジャム処理状態を示す説明図である。
【図６】上記したシート後処理装置におけるジャム処理機構を詳細に示す説明図である。
【図７】図６に示したジャム処理機構に含まれるロック機構を詳細に示す説明図である。
【図８】上記したシート後処理装置における、他のジャム処理状態を示す説明図である。
【符号の説明】
１　　　デジタル複合機（画像形成機器）
２　　　プリント部（画像形成機器）
５　　　シート後処理装置
５８　　ステープル処理部
５８１　ステープルトレイ（後処理トレイ）
５８５　ステープラ
７０　　移動部
７１　　ジャム処理機構（移動機構）
７２　　リンク機構（移動機構，移動制御部）
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７３　　ロック機構（移動機構）
７４　　第１可動壁（移動機構，移動制御部）
７５　　第２可動壁（移動機構，移動制御部）
７６　　リンク部材（移動機構，移動制御部）
７７　　ロック解除レバー（移動機構，ロック解除部）
７８　　フック部材（移動機構，ロック部）
７９　　ピン（移動機構，ロック部）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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