
JP 4523515 B2 2010.8.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニップを通るシート束に折りを施す中折りローラ対と、シート束搬送方向における該中
折りローラ対の、シート束搬送方向における下流側に配置されて前記中折りローラ対によ
って中折りを受けたシート束に対して更に折り増しを行う、シート束搬送方向に配列され
た複数の折り増しローラ対と、を備えたシート処理装置において、
　前記折り増しローラ対のローラ幅は、前記シート束の幅よりも小さく、かつ前記折り増
しローラ対は、前記シート束の搬送方向上流側の一つの折り増しローラ対がシート束折り
目の幅方向中央部に配置され、その他の折り増しローラ対が前記シート束の搬送方向下流
側へいくほどシート束折り目の両端側に配置されていることを特徴とするシート後処理装
置。
【請求項２】
　請求項１記載のシート後処理装置において、
　前記折り増しローラ対を構成するローラの間隔は、調整可能で、かつシートの枚数およ
びシート厚さに応じて設定されることを特徴とするシート後処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載のシート後処理装置において、
　前記折り増しローラ対を構成するローラの間隔は、ユーザから入力された情報に基づい
て設定できることを特徴とするシート後処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニップを通るシートに折りを施す中折りローラ対と、折られたシート束にさ
らに折り増しする折り増しローラ対と、を備え、シートに対して折り処理を施す折り手段
を有するシート後処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置によって画像形成を受けて排出されてきたシートを受け入れて、数対の折
りローラを用いてシートに対して折りを施すシート後処理装置では、例えば、第１および
第２のローラを設け、第１の折りローラで折り目を付けた後に、第２の折りローラでさら
に折り部を加圧し、折り目を強化するように構成されている。
　他の方式の紙折り装置では、特許文献１に開示されているように、互いに圧接して回動
する対ローラ間に、シートを折り曲げ部より挿入し、両側から押圧してシートを折り曲げ
るように構成されている。
　即ち、ニップをシートが通る間にシートに折りを施す中折りローラと、折られたシート
束に更に折り増しする折り増しローラと、を備え、シートに対して折り処理を施す折り手
段を有するシート後処理装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　この構成は、中折りローラ対のシート排出側に、シートの排出方向に対し略垂直方向に
移動して排出されたシートの折り部を再度押圧するための折り増しローラを設けたもので
、折り増しローラはシートの搬送方向に対して直交する方向にボールネジによって移動し
て折りの強化を図るようにしたものである（以下、横折り）。
【特許文献１】特開２００４－５９３０４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来技術のように、シート束折り部全体を折ることができる幅を有する
ローラのニップで加圧すると加圧が分散してしまい、シート束に所望の折り目を付けるこ
とは難しいという問題もある。
　また、特許文献１の方式では、シート束の搬送方向に交わる向きにローラによって加圧
をかけているので、シート束折り部の１ヶ所に荷重を掛けることができるが、折り増しロ
ーラが移動してシート折り部を押圧する間はシートの搬送を止めなくてはならず生産性低
下の原因となる。
　そこで、本発明の目的は、ローラの幅をシート束の幅より小さくすることでシート束折
り部の狭い範囲に荷重を掛けるシート後処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を達成するために、請求項１に記載の発明は、ニップを通るシート束に折り
を施す中折りローラ対と、シート束搬送方向における該中折りローラ対の、シート束搬送
方向における下流側に配置されて前記中折りローラ対によって中折りを受けたシート束に
対して更に折り増しを行う、シート束搬送方向に配列された複数の折り増しローラ対と、
を備えたシート処理装置において、
　前記折り増しローラ対のローラ幅は、前記シート束の幅よりも小さく、かつ前記折り増
しローラ対は、前記シート束の搬送方向上流側の一つの折り増しローラ対がシート束折り
目の幅方向中央部に配置され、その他の折り増しローラ対が前記シート束の搬送方向下流
側へいくほどシート束折り目の両端側に配置されていることを特徴とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載のシート後処理装置において、前記折り増しロ
ーラ対を構成するローラの間隔は、調整可能で、かつシートの枚数およびシート厚さに応
じて設定されることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項２記載のシート後処理装置において、前記折り増しロ
ーラ対を構成するローラの間隔は、ユーザから入力された情報に基づいて設定できること



(3) JP 4523515 B2 2010.8.11

10

20

30

40

50

を特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、ローラを従来技術のようにシート（用紙）幅全体を折ることができる
ような幅にするのではなく、シート幅より小さくしているので、シート束折り部の狭い範
囲に荷重を掛けることができ、シート束に良好な折り目を付けることができる。さらに、
シート束の折り部は中心部から両端側へと順に折り目が付けられるので、シートのシワの
発生を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。しかし、本発明はこの
実施の形態に限定されるものではない。図１は本発明の実施の形態にかかるシート後処理
装置の概略構成を示す説明図である。
　このシート（用紙）後処理装置は、後述する画像形成装置から用紙を受け取り機内に搬
送する搬送部１と、シート束を整合しスティプルするスティプラ部２と、シート束を中綴
じスティプルしかつ中折りする中綴じ部３、およびシートをソートするソート部（排紙ト
レイ）４を備えている。
　画像形成装置から搬送されてきたシートは、後述する各機構により選択された各処理（
スティプル処理、中綴じ処理、ソート処理、ストレート排紙）を施され、排紙トレイにス
タックされる。
　図２はシート後処理装置の搬送部の構成を示す概略図である。図２を用いて搬送部の構
成および動作説明をする。画像形成装置５において画像形成を受けて排出されてきたシー
ト（用紙）は、本実施の形態であるシート後処理装置６内に入口ガイド板７によって案内
され、入口ローラ８に搬送される。
　搬送されたシートは続いて搬送ローラ９の先にある分岐爪１０、１１によりプルーフ排
紙経路１２、ストレート排紙経路１３、スティプル経路１４に分岐され、指定された排紙
先に排紙される。
　プルーフ排紙経路１２が選択された場合は、分岐爪１０がステッピングモータ、ソレノ
イド等の駆動により回転運動し、切り換えを行ない、搬送ローラ１５、排紙ローラ１６に
てプルーフトレイ１７に排出される。
　ストレート排紙経路（ソートモード）１３が選択された場合は、分岐爪１０、１１、１
８が切り換わり、搬送ローラ１９、２０により、排紙トレイ（図示せず）に排出される。
スティプル経路（スティプルモード）１４が選択された場合は、分岐爪１１が切り換わり
、シートを分岐ローラ２１へ案内する。この分岐ローラ２１には分離爪２２が連接してお
り、シートのプレスタック処理を行なう。プレスタック処理によりシートの後処理時間を
確保するためである。
　搬送されてきたシートはストッパ爪２３に先端を当接させることによりいったん停止す
る。それと同時に加減圧ローラ２４の圧力が解除されて、シートをストッパ爪２３の上流
側にスタックする。その後に搬送されるシートも順次ストッパ爪２３に先端を当接させた
状態でスタックされて複数枚スタックされた後にストッパ爪２３が解除される。加減圧ロ
ーラ２４も加圧されて、シートは束になって搬送される。
　複数枚のシート束がそのまま搬送され、分岐爪２５により、スティプラ部２へ搬送され
る。また、分岐爪２５、１８が切り換わることで、プレスタックされたシート束をそのま
まストレート搬送経路１３へ分岐し、排紙トレイに排出させてもよい。
【０００７】
　図３はシート後処理装置のスティプラ部を示す概略図である。図２および図３を参照し
てスティプラ部について説明する。スティプラ部２はシート（用紙）を整合しスティプル
するユニットである。
　スティプラ部２は、シート（用紙）を揃えるためのベースであるスティプラトレイ２９
、シート束の搬送方向と略直交する方向（以下横方向）を揃えるジョガー部３０、シート
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の搬送方向への揃えを行うタタキコロ部３１、３２、用紙束の端部を突き当てる突き当て
板３３、エンドフェンス部３４、揃えられたシート束をスティプルするスティプラ３５、
そのスティプラ３５の開口部までシートを案内する押え爪３６、スティプルされたシート
束をシフトトレイまで放出する放出爪３７からなる。
　画像形成装置５よりスティプルモードが選択されると、搬送経路部に設置されている分
岐爪が切り換わる。それにより搬送部より搬送されたシートはスティプル部２に案内され
、スティプルトレイ２９上に排出される。
　シートがスティプラトレイ２９に搬入されると、大きいタタキコロ３１が下がりシート
をスティプラトレイ２９に押し付ける状態となり、その摩擦力により搬送力を得て、シー
トをエンドフェンス３４に突き当てる。
【０００８】
　タタキコロは常に回転運動しており、上下動の駆動はステッピングモータで行っている
。小さいタタキコロ３２においても大きいタタキコロ３１と同様に下がり、シートをエン
ドフェンス３４に突き当てる構造となっている。
　その後、大きいジョガー３０がシートの横揃えを行う。シートがスティプルトレイ２９
に搬入され、タタキコロ３１により、エンドフェンス３４に突き当てられたシートを横方
向から押し動かして、シートを所定の位置に移動させる。
　小さいジョガー３８は大きいジョガー３０にて揃え切れない横揃えの追加調整を行う機
能を有し、大きいジョガー３０と別駆動にて動作する構成となっている。ジョガー３０、
３８が揃え動作をするのと同時に、突き当て板３３も駆動しスティプラトレイに乗ってい
るシートの先端を押す状態となり、シートの搬送方向の揃えの追加調整を行う。
　この一連の動作を指定の枚数分繰り返し、スティプルトレイ２９上に揃ったシート束を
完成させる。揃ったシート束はスティプラ３５によりスティプルされる。スティプラ３５
の位置は指定した位置に移動可能な構成となっている。
　スティプルされたシート束は放出爪３７により放出される。スティプル完了の信号が送
れられると、スティプラトレイ２９周りに設置されている放出爪３７が作動し、シート束
をスティプラトレイ２９から左上方へ押し出す状態となる。放出爪３７より押出されたシ
ートは大きいジョガー３０等に案内されてシフトトレイ上に放出される。
　放出爪３７より押出されたシートは大きいジョガー３０等に案内されてシフトトレイ上
に放出される。この動作で１部のスティプルされたシート束が完成する。この動作を指定
部数分繰り返し、指定された部数のシート束をシフトトレイ上に整列させる。
【０００９】
　図４はシート後処理装置の中綴じ部を説明する概略図である。図５は中綴じユニット揃
え部を示す概略図である。図６は中綴じユニット折り搬送部を示す概略図である。
　中綴じ処理をする場合、シート（用紙）３９はシート送り方向の整合部材であるジョガ
ー４０および４１、シート送り方向と直交する方向（以下幅方向と称する）の整合部材で
あるジョガー４２および４３、ガイド部材５５、スティプラ５７、折り部材４５からなる
中綴じ処理部へ搬送される。
　ここで綴じあるいは折り処理されたシート３９は、シートを搬送しさらに折り目を付け
るローラ対およびガイド部材からなる搬送路を経て、シート排紙部４６にスタックされる
。図４の実施の形態では、ローラ対として４７および４８、４９および５０、５１および
５２、５３および５４が、ガイド部材として５５および５６が設けられている。
　画像形成装置（図示せず）より中綴じモードが選択されると、搬送経路部に設置されて
いる分岐爪（図示せず）が切り換わる。それにより搬送部より搬送されたシートは中綴じ
部に案内され、中綴じトレイ４４上に排出される。
　シートが中綴じトレイ４４に搬入されると、ジョガー４０および４１がシートの縦揃え
、ジョガー４２および４３がシートの横揃えを行なう。ジョガー４０、４１、４２、４３
の駆動はタイミングベルトで行なわれており、シートを所定に位置に移動させる。その後
それぞれのジョガー４０、４１、４２、４３は所定のホーム位置に戻り、次シートの受け
入れ状態となる。
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　この動作を指定の枚数分繰り返し、中綴じトレイ４４上に揃ったシート束を完成させる
。揃ったシート束はスティプラ５７によりシート束の搬送方向中央部２ヶ所で中綴じされ
る。
　中綴じされたシート束は、ジョガー４０および４１により水平に移動される。スティプ
ル完了の信号が送れられるとジョガー４０および４１が作動し、ジョガー４２および４３
に案内されて、中綴じされたシート束を折り処理するための所定の位置に移動する。
【００１０】
　折り部材４５がシート束の針位置を、対向する中折りローラ４７および４８方向に押圧
し、これらの中折りローラ４７および４８によって折り処理が行なわれる。折り部材４５
の駆動は、モータの回転力がギアを介してカムに伝わることにより行なわれ、往復運動を
する。
　折り部材４５がシート束の中央部を下側から押圧し、中折りローラ４７および４８のニ
ップ部よりさらにオーバーラップした位置まで前進して、中折りローラ４７および４８の
圧接と回転によりシート束の中央部に折り処理を施す。折り部材４５をシート束の針位置
と一致させることで、折り位置が針位置と一致し、最低限の折りの状態を確保することが
できる。
　折り処理されたシート束は第１、第２および第３の折り増しローラ４９および５０、５
１および５２、５３および５４によって搬送され、中綴じ排紙トレイ４６上に放出される
。このとき、シート束の枚数や用紙の厚さに応じて折り増しローラ対の間隔を調節する。
　狭い範囲に荷重を掛けることのできる折り増しローラ４９および５０、５１および５２
、５３および５４を複数対配置することで、シートの搬送を止めずに良好な折り目を付け
ることができ、生産性の低下を回避することができる。
　このように折り増しローラは、複数対の組み合わせでシート束折り部全体を折り増しで
きるように順次搬送方向下流側へ向けて配置される。
　更に、折り増しローラ４９および５０、５１および５２、５３および５４は、上流側の
折り増しローラがシート束折り目の中心に位置し、下流側に配置された折り増しローラ対
ほど、シート束折り目の幅方向外側に配置される。このように折り増し位置が中心部から
外側へ移行するように構成することにより、シート束の幅方向全体を均一に加圧すること
ができる。
　また、各折り増しローラ対を構成するローラ間の間隔は、調整可能とし、かつシートの
枚数およびシート厚さに応じて設定される。
　また、折り増しローラを構成される間隔は、ユーザから入力された情報に基づいて設定
できるように制御手段（ＣＰＵ）の制御プログラムを設定する。
【００１１】
　第１、第２および第３の折り増しローラ４９および５０、５１および５２、５３および
５４の各ローラ幅（軸方向長）は、用紙折り幅（シート束の幅）よりも小さくなっている
。このため、シート束折り部の狭い範囲に荷重をかけることが可能となり、シート束に所
望の折り目を形成することができる。しかも、シート束を搬送する過程で荷重をかけるこ
とができるので、生産性が低下することがなくなる。
　シート束の厚さが厚い場合、間隔が狭すぎるとシワを付けてしまうことがあるので、間
隔を広げてシワを防ぐ効果がある。ソートモード時については図１にある排紙トレイ（ソ
ート部）４がスライド移動することで、シートの仕分けを行う構造となっている。
　中折りローラ４７と第１、第２および第３の折り増しローラ４９、５１、５３は、シー
ト３９の搬送方向に対し直交して配置されている。この４対のローラと板状の折り部材４
５によりシートに対して折り処理を行う。
　中綴じモード時の動作説明をする。中綴じモード時には画像形成装置から搬送されたシ
ートはシート後処理装置の搬送路を通り、中綴じトレイ４４上付近にある排紙ローラ５８
から中綴じトレイ４４上に搬送される。
　搬送されたシートは、シート搬送方向の整合部材であるジョガー４０および４１が狭ま
る動作と、シート搬送方向と直交する方向（以下、幅方向）の整合部材であるジョガー４
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２および４３が狭まる動作でシートを規定の位置に運んで行く。
　以上の動作を、シートが中綴じトレイ４４に搬入されるたび（シート毎）に繰り返し、
指定した枚数の用紙束を中綴じトレイ４４上に整合させる。整合したシート束は搬送方向
中央部の２ヶ所にスティプラ５７によりスティプルされて、ジョガー４０および４１が移
動することでスティプル部が折り部材４５の位置まで移動される。
【００１２】
　折り部材４５がシート束の中央部を押圧し、中折りローラ４７のニップ部よりさらにオ
ーバーラップした位置まで前進して、中折りローラ４７の圧接と回転によりシート束の中
央部に折り処理を施す。
　折り処理されたシート束は中折りローラ４７の回転により第１の折り増しローラ４９の
位置まで搬送される。第１の折り増しローラ４９は圧接と回転によりシート束の幅方向中
央部のみシート束を押圧し、シート束にさらに折り目を付ける。
　第１の折り増しローラ４９の回転により搬送されてきたシート束は、シート束幅方向の
中央部と端部の中間付近を押圧するように配置された第２の折り増しローラ５１によりさ
らに折り目を付けられる。第３の折り増しローラ５３はシート束幅方向の端部付近にさら
に折り目を付ける。
　横折りではシートの搬送方向に直交する方向にローラが転がることがシートにシワので
きる原因となる。本発明では、シート束折り部は中心部から外側へと順に折り目を付けら
れるので、シートのシワの発生を防ぐことができる。
　このとき、画像形成装置から第１の折り増しローラ４９対の隙間間隔の設定が送られて
きている。設定にしたがった間隔に開かれた状態でシート束を受け入れ、回転により折り
目を付ける。
　シート枚数およびシート厚さによってはシート束の厚さが厚くなる。このとき、折り増
しローラ対４９の間隔が狭いとシートにシワのできる原因となる。本発明では、折り増し
ローラ対４９の間隔を調節することで、シートのシワの発生を防ぐことができる。
　隙間間隔の設定はユーザによって行なわれる。これはシート束の厚さが厚い場合に有効
な手段である。折り目を付けられたシート束は、ガイド部材５５（ガイド経路）に案内さ
れ、第３の折り増しローラ５３の回転により放出され、排紙トレイ上にスタックされる。
　シート束の厚さはシートの厚さや性質に左右され把握することが難しい。本発明では、
折り増しローラ対４９の間隔をユーザ設定にすることで用紙厚さに対応するようになって
おり、予測の困難なシート厚さに応じてユーザが対応可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態にかかるシート後処理装置の概略構成を示す説明図である。
【図２】シート後処理装置の搬送部の構成を示す概略図である。
【図３】シート後処理装置のスティプラ部を示す概略図である。
【図４】シート後処理装置の中綴じ部を説明する概略図である。
【図５】中綴じユニット揃え部を示す概略図である。
【図６】中綴じユニット折り搬送部を示す概略図である。
【符号の説明】
【００１４】
　３　中綴じ部、５　画像形成装置、６　シート後処理装置、３９　シート、４５　折り
手段（折り部材）、４７　中折りローラ、４９　折り増しローラ（第１の折り増しローラ
）、５１　折り増しローラ（第２の折り増しローラ）、５３　折り増しローラ（第３の折
り増しローラ）
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