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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位装置から排紙される用紙を受けて搬送する搬送手段と、前記搬送手段から搬送され
る用紙を複数積載することができ、かつ水平に保持され昇降可能なシフトトレイとを備え
、前記シフトトレイ上に用紙が一定量積載されたとき、前記シフトトレイが一定量下降す
る構成の用紙積載装置であって、前記シフトトレイ上に積載された用紙幅方向後端側に接
触して用紙の積載高さを検知する紙面検知手段と、該紙面検知手段により前記積載高さが
予め設定されている高さまで上がったことが検知されたときに前記シフトトレイを下降さ
せるトレイ駆動手段と、前記シフトトレイが過剰に上昇した場合、前記シフトトレイの動
作を停止させるための安全スイッチを押下する安全スイッチ押下部材とを備え、前記紙面
検知手段の動作を受けて前記安全スイッチ押下部材が動作するように、前記紙面検知手段
と前記安全スイッチ押下部材とがそれぞれ独立した軸に設けられていることを特徴とする
用紙積載装置。
【請求項２】
　前記シフトトレイ上における用紙の有無を検知する手段により、前記安全スイッチを作
動可能にしたことを特徴とする請求項１記載の用紙積載装置。
【請求項３】
　前記紙面検知手段の前記軸は、前記安全スイッチ押下部材の前記軸よりも前記シフトト
レイの設置位置側に設けられていることを特徴とする請求項１または２記載の用紙積載装
置。
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【請求項４】
　前記紙面検知手段は、前記シフトトレイに積載された用紙の後端を規制するエンドフェ
ンスに設けられていることを特徴とする請求項１～３いずれか１項記載の用紙積載装置。
【請求項５】
　前記紙面検知手段は、前記シフトトレイに排出された用紙の幅方向後端側における中央
部とその両側との３箇所に設けられていることを特徴とする請求項１～４いずれか１項記
載の用紙積載装置。
【請求項６】
　イニシャル動作時に前記シフトトレイが上昇し、該シフトトレイあるいは該シフトトレ
イに積載された用紙が前記紙面検知手段を一定量押し上げたときに、前記トレイ駆動手段
が前記シフトトレイを一定量下降して停止させることを特徴とする請求項１～５いずれか
１項記載の用紙積載装置。
【請求項７】
　前記安全スイッチ押下部材の前記軸に負荷を加えるトーションスプリングを設けたこと
を特徴とする請求項１～６いずれか１項記載の用紙積載装置。
【請求項８】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、画像形成後に排紙される用紙を受ける用紙積載部
とを備えた画像形成装置において、前記用紙積載部として請求項１～７いずれか１項記載
の用紙後処理装置を、画像形成装置本体の外部にまたは内部に組み込んで設置したことを
特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上位装置から排紙される用紙が大量に積載可能で、かつ昇降可能なシフトト
レイが搭載された用紙積載装置、および用紙積載部を具備する画像形成装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、昇降可能なシフトトレイが搭載された用紙積載装置において、特許文献１，２に
記載されているように、排紙される用紙の量に応じてシフトトレイを昇降させることによ
り、シフトトレイ上に用紙を良好かつ適正に積載させる構成のものがある。
【０００３】
　特許文献１には、用紙積載装置においてシフトトレイ上に積載された用紙を適正に揃え
るための機構として、用紙の積載高さに応じてシフトトレイが下降する構成のものが記載
されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、シフトトレイの昇降に合わせて、用紙後端と接するエンドフェ
ンスを可動にすることにより、積載状態の乱れ，汚れなどの不具合の発生を防ぐようにし
た構成のものが記載されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の構成では、用紙の積載高さを検知する部材を設けているが、その高
さを検知する部材が棒状のものであり、しかも中央に１箇所設置されているのみであるた
め、検知が不安定であり、さらに用紙のカールの状態による検知のばらつきが大きいとい
う課題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、前記従来技術の課題を解決し、安定性があり、多様な用紙幅方向のカ
ール状態にも対応して用紙の積載高さを検知することができる用紙積載装置、および用紙
積載部を具備する画像形成装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、上位装置から排紙される用紙を受
けて搬送する搬送手段と、前記搬送手段から搬送される用紙を複数積載することができ、
かつ水平に保持され昇降可能なシフトトレイとを備え、前記シフトトレイ上に用紙が一定
量積載されたとき、前記シフトトレイが一定量下降する構成の用紙積載装置であって、前
記シフトトレイ上に積載された用紙幅方向後端側に接触して用紙の積載高さを検知する紙
面検知手段と、該紙面検知手段により前記積載高さが予め設定されている高さまで上がっ
たことが検知されたときに前記シフトトレイを下降させるトレイ駆動手段と、前記シフト
トレイが過剰に上昇した場合、前記シフトトレイの動作を停止させるための安全スイッチ
を押下する安全スイッチ押下部材とを備え、前記紙面検知手段の動作を受けて前記安全ス
イッチ押下部材が動作するように、前記紙面検知手段と前記安全スイッチ押下部材とがそ
れぞれ独立した軸に設けられていることを特徴とし、この構成によって、シフトトレイに
積載される用紙積載高さを検知する紙面検知部材と、シフトトレイが過剰に上昇したこと
を検知する安全スイッチ押下部材とによって、シフトトレイの状況判断が適正に行われ制
動されるため、昇降可能なシフトトレイへの用紙の積載がバランスよく安定して行われる
。しかも、紙面検知手段の動作を受けて安全スイッチ押下部材が動作するように、紙面検
知手段と安全スイッチ押下部材とがそれぞれ独立した軸に設けられていることによって、
安全スイッチの作動が確実かつ容易に行われる
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の用紙積載装置において、シフトトレイ上にお
ける用紙の有無を検知する手段により、安全スイッチを作動可能にしたことを特徴とし、
この構成によって、用紙検知の構成を簡素化することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２記載の用紙積載装置において、紙面検知手
段の軸は、安全スイッチ押下部材の軸よりもシフトトレイの設置位置側に設けられている
ことを特徴とし、この構成によって、シフトトレイに対して紙面検知手段を構成する腕部
材などを短くすることができるため、高さ検知の誤差を少なくできる。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３いずれか１項記載の用紙積載装置において、紙
面検知手段は、シフトトレイに積載された用紙の後端を規制するエンドフェンスに設けら
れていることを特徴とし、この構成によって、エンドフェンスに押し当てられて揃えられ
た用紙の高さをそのまま認識することができ、用紙の後端、すなわち用紙排紙口により近
い場所で高さを認識することができるので、排紙口での用紙詰まりが起こりにくく用紙高
さに応じて正確にシフトトレイを下降することができる。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４いずれか１項記載の用紙積載装置において、紙
面検知手段は、シフトトレイに排出された用紙の幅方向後端側における中央部とその両側
との３箇所に設けられていることを特徴とし、この構成によって、幅方向における多様な
用紙のカールに対応して用紙高さを検知することができる。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５いずれか１項記載の用紙積載装置において、イ
ニシャル動作時にシフトトレイが上昇し、該シフトトレイあるいは該シフトトレイに積載
された用紙が紙面検知手段を一定量押し上げたときに、トレイ駆動手段がシフトトレイを
一定量下降して停止させることを特徴とし、この構成によって、シフトトレイを一定量下
降して停止して待機させることによって、次の動作を定位置から開始することができる。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、請求項１～６いずれか１項記載の用紙積載装置において、安
全スイッチ押下部材の軸に負荷を加えるトーションスプリングを設けたことを特徴とし、
この構成によって、用紙により過剰に押し上げ力が加わっても、安全スイッチを押してし
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まうことを防ぐことができる。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、用紙に画像を形成する画像形成部と、画像形成後に排紙され
る用紙を受ける用紙積載部とを備えた画像形成装置において、前記用紙積載部として請求
項１～７いずれか１項記載の用紙後処理装置を、画像形成装置本体の外部にまたは内部に
組み込んで設置したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、昇降可能なシフトトレイに積載される用紙積載高さを検知する紙面検
知部材と、シフトトレイが過剰に上昇したことを検知する安全スイッチ押下部材とによっ
て、シフトトレイの状況判断が適正に行われ制動されるため、昇降可能なシフトトレイへ
の用紙の積載がバランスよく安定して行われる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の用紙後処理装置の実施形態である用紙積載装置の全体構成を示す概略構
成図
【図２】本実施形態におけるシフト搬送機構部分を示す斜視図
【図３】本実施形態における先端揃え機構部分を示す斜視図
【図４】本実施形態におけるジョガー機構部分を示す正面図
【図５】本実施形態におけるジョガー機構部分を示す斜視図
【図６】本実施形態における紙面検知機構の全体を示す斜視図
【図７】本実施形態における紙面検知機構において用紙が紙面フィラーの下に挿入すると
きの状態を示す斜視図
【図８】本実施形態における紙面検知機構においてエンドフェンスとシフトトレイと脚と
紙面フィラーの関係を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は本発明の用紙後処理装置の実施形態である用紙積載装置の全体構成を示す概略構
成図であり、１００は用紙積載装置本体であって、図において用紙積載装置本体１００の
右側に設置される画像形成装置（図示せず）から排出されるシート（用紙）を矢印Ａ方向
から導入する。
【００２１】
　画像形成装置の構成としては、用紙に画像形成を行う画像形成部と、画像形成後の用紙
を排紙する排紙部とを内蔵した公知のものを使用することができる。
【００２２】
　図１において、１０１はプルーフトレイ、１０２はシートが積載されるシフトトレイ、
１０３はシフトトレイ１０２を昇降させるエレベータ、１０４はタイミングベルト、１０
５はタイミングプーリ、１０６はウォームギヤ、１０７はトレイ昇降モータであって、タ
イミングベルト１０４とタイミングプーリ１０５とウォームギヤ１０６とトレイ昇降モー
タ１０７とにより昇降手段が構成されている。
【００２３】
　また、１０８は、用紙積載装置本体１００の内部に設けられた空間１２０におけるシフ
トトレイ１０２の移動領域の下方に配設され、シフトトレイ１０２を受けて、シフトトレ
イ１０２に積載された用紙を、シフトトレイ１０２と共に搬出する台車である。台車１０
８の下部には、本例では４箇所に全方向に移動可能なキャスタ１９０が設けられている。
【００２４】
　また、１１０はシフトトレイ１０２へシートを排出する排紙ローラ１１１に連動して反
時計方向に回転するパドル、１１２はシフトトレイ１０２上に積載された用紙を検知する
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ための紙面フィラー、１１３は排紙ローラ１１１に対して弾性手段（図示せず）によって
付勢された従動ローラ、１１４は前記画像形成装置から排出された用紙を内部へ搬送する
搬送手段としての入口ローラである。
【００２５】
　本用紙積載装置は、プルーフ排紙モード、ストレート排紙モードおよびシフト排紙モー
ドの動作モードを選択することができる。また、用紙積載装置は、制御手段としてのＣＰ
Ｕ（中央演算処理ユニット）を搭載しており、図示しない画像形成装置と通信を行い、用
紙積載装置における各部の動作が制御される。
【００２６】
　プルーフ排紙モードは、用紙搬送路Ｌ１を通して、プルーフトレイ１０１上に用紙を導
いてスタックする動作モードである。ストレート排紙モードは、用紙搬送路Ｌ２を通して
、本用紙積載装置の後段に備えられた他の用紙積載装置などの後処理装置に導く動作モー
ドである。シフト排紙モードは、用紙搬送路Ｌ３を通して、シフトトレイ１０２上に用紙
を排出してスタックする動作モードである。
【００２７】
　シフトトレイ１０２は、昇降可能なエレベータ１０３上に載置されている。エレベータ
１０３の四隅は、計４本のタイミングベルト１０４によって吊られており、それぞれのタ
イミングベルト１０４は、対応する４つのタイミングプーリ１０５に巻き付けられている
。それらのタイミングプーリ１０５は、ウォームギヤ１０６と複数のギヤから構成される
ギヤ列によって連係されており、トレイ昇降モータ１０７の駆動力によって同期的に回転
されることによって、シフトトレイ１０２と共にエレベータ１０３を昇降させる。
【００２８】
　このように、動力伝達系統がウォームギヤ１０６を介しているため、シフトトレイ１０
２を一定位置に保つことができる。エレベータ１０３が最下位置まで下降したときに、シ
フトトレイ１０２を台車１０８上に載せることにより、そのシフトトレイ１０２と共に、
このシフトトレイ１０２上に積載された用紙を、台車１０８によって用紙積載装置本体１
００外部へ搬出することができる。
【００２９】
　パドル１１０は、用紙搬送路Ｌ３中の排紙ローラ１１１に連動して反時計方向に回転し
、シフトトレイ１０２上に排出される用紙の後端部を叩いて下方に押し付ける。また、シ
フトトレイ１０２上に積載された用紙は紙面フィラー１１２を押し上げる。この紙面フィ
ラー１１２の動きに基づいて、光学式の紙面センサＳ３がシフトトレイ１０２上における
用紙の積載高さを検出する。
【００３０】
　紙面センサＳ３がＯＮとなっているときは、トレイ昇降モータ１０７によってシフトト
レイ１０２を下降させ、紙面センサＳ３がＯＦＦとなってから、トレイ昇降モータ１０７
を停止させる。したがって、シフトトレイ１０２上にスタックされた用紙によって、紙面
センサＳ３がＯＮとなるごとに、シフトトレイ１０２が所定距離ずつ下降することになる
。
【００３１】
　Ｓ１は、用紙搬入口に設けられて、用紙の通過を検出するための用紙搬送パスセンサ（
以下、「入口センサ」という）である。また、Ｓ２は、用紙搬送路Ｌ３中における用紙の
通過を検出するための用紙搬送パスセンサ（以下、「排紙センサ」という）である。
【００３２】
　また、排紙ローラ１１１には、スプリングなどの弾性手段によって付勢された従動ロー
ラ１１３が圧接されており、これらのローラ１１１，１１３の間に用紙がニップされる。
入口センサＳ１と排紙センサＳ２により搬入してくる用紙を管理し、入口ローラ１１４と
排紙ローラ１１１とにより、前記画像形成装置から搬入されてくる用紙をシフトトレイ１
０２に排出する。
【００３３】
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　シフトトレイ１０２には積載された用紙の幅方向を揃えるジョガー２１０が設けられ、
シフトトレイ１０２における排紙ローラ１１１側には、排紙された用紙後端を揃えるエン
ドフェンス６４が設けられ、さらに、シフトトレイ１０２におけるエンドフェンス６４と
の対向側には用紙のストッパ７１が設けられている。
【００３４】
　次に、本実施形態のシフトトレイにおける用紙検知に関する構成について説明する。
【００３５】
　図２は本実施形態におけるシフト搬送機構部分を示す斜視図である。
【００３６】
　シフト搬送機構部５０は、排紙ローラ１１１と従動ローラ１１３を、図２の矢印方向（
矢印Ｇ１は用紙積載装置本体１００の手前側、矢印Ｇ２は用紙積載装置本体１００の奥側
）に所定量移動させることによって、シフトトレイ１０２上における用紙の排出位置を手
前側または奥側にシフトする構成となっている。
【００３７】
　排紙ローラ１１１と従動ローラ１１３とは、矢印方向に移動するホルダ５１，５２、お
よび、それらを連結する軸５３，５４に連結されている。排紙ローラ１１１は、矢印Ｇ１
，Ｇ２方向の移動位置の如何に拘わらずモータ５５によって回転される。
【００３８】
　すなわち、排紙ローラ１１１に取り付けられた従動ギヤ５６は、排紙ローラ１１１の前
記矢印方向の移動位置に拘わらず、ステッピングモータ５５により回転される駆動ギヤ６
０に対して、ギヤ５７，５８およびベルト５９を介して連結している。
【００３９】
　ホルダ５１にはラックギヤ６１が設けられており、ラックギヤ６１はピニオン６２を介
してシフトモータ６３に連結されている。排紙ローラ１１１と従動ローラ１１３とは、図
２に示す位置を中心位置として、矢印Ｇ１，Ｇ２方向に所定量ずつスライドされる。
【００４０】
　また、排紙ローラ１１１と従動ローラ１１３のホームポジションは、中心位置に設定さ
れており、光学式のホームポジションセンサＳ４により検知される。ホームポジションを
基準としてパルスモータ６３を所定量回転させることによって、排紙ローラ１１１と従動
ローラ１１３がシフト位置に移動される。
【００４１】
　排紙ローラ１１１と従動ローラ１１３における用紙排出方向の下流側近傍には、排紙さ
れた用紙の後端部（排出方向上流側）を揃えるためのエンドフェンス６４が設けられてい
る。
【００４２】
　図３は本実施形態における先端揃え機構部分を示す斜視図である。
【００４３】
　先端揃え機構７０は、シフトトレイ１０２上に排出される用紙の先端部（排出方向下流
側）を揃えるための機構であり、矢印Ｈ方向に位置調整可能なストッパ７１を備えている
。ストッパ７１はスライダ７２に取り付けられており、スライダ７２は、図３に示すよう
に、矢印Ｈ方向に延在するシャフト７３にスライド可能にガイドされる。
【００４４】
　スライダ７２は、プーリ７４，７５の間に掛け渡されたベルト７６に連結されている。
そして、モータ７７によってベルト７６が移動されることにより、スライダ７２がストッ
パ７１と共に矢印Ｈ方向に移動して位置が調整される。スライダ７２には遮蔽板７８が設
けられ、ストッパ７１がホームポジションに移動したときに、遮蔽板７８が光学式のホー
ムポジションセンサＳ５によって検出される。
【００４５】
　図４は本実施形態におけるジョガー機構部分を示す正面図、図５は同ジョガー機構部分
を示す斜視図である。
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【００４６】
　ジョガー機構部２００は、対向する一対のジョガー２１０（２１０Ｆ，２１０Ｒ）の用
紙幅方向（用紙排出方向と水平かつ直交する方向）の移動を制御するステッピングモータ
２０１，２０２と、上下方向移動を制御するステッピングモータ２０３と、ステッピング
モータ２０３のギヤに噛合するギヤ２０４と、ギヤ２０４が取り付けられた回転軸２０５
と、回転軸に平行な駆動軸２０６と、駆動軸２０６に連結されたジョガー２１０Ｆ，２１
０Ｒのスライダ２０７Ｆ、２０７Ｒと、スライダ２０７Ｆ，２０７Ｒを検出するセンサＳ
６Ｆ，Ｓ６Ｒと、回転軸２０５の回転状態を示すギヤ２０４に備えられたフィラー２０８
と、そのフィラー２０８を検出するセンサＳ７とから構成されている。
【００４７】
　ジョガー２１０Ｆ、２１０Ｒは、両者間が広狭になるように、また、これらを上下する
ように動作する。センサＳ７にてフィラー２０８を検出する状態がホームポジションであ
り、このときジョガー２１０Ｆ，２１０Ｒは下がった状態になる。
【００４８】
　ジョガー２１０Ｆ，２１０Ｒは板状体からなり、揃え部２１１Ｆ，２１１Ｒがジョガー
２１０Ｆ，２１０Ｒの最下部に位置している。揃え部２１１Ｆ，２１１Ｒにおける対向面
は前記シフト方向Ｇと直交する平坦面からなる。
【００４９】
　このように揃え部２１１Ｆ，２１１Ｒを、互いの対向面がシフト方向Ｇと直交する平坦
面にて構成したことにより、ジョガー２１０Ｆ、２１０Ｒをシフト方向Ｇに移動すること
によって、トレイ１０２上に積載された用紙の端面に対して揃え部２１１Ｆ，２１１Ｒを
確実に接離させて、用紙束を揃えることができる。
【００５０】
　ジョガー２１０Ｆ，２１０Ｒは、スライダ２０７Ｆ，２０７Ｒに根元を挟み込み押さえ
付けるように設けられており、スライダ２０７Ｆ，２０７Ｒの位置によってジョガー２１
０Ｆ，２１０Ｒが所定状態以上には垂れ下がらず、上方向には可動がフリーな構成になっ
ている。
【００５１】
　ジョガー２１０Ｆ，２１０Ｒは、排紙ローラ１１１から排出される用紙を受け入れるこ
とができる所定の対向間隔をあけた受け入れ位置で待機している。そして、用紙が排紙コ
ロ１１１より排出されシフトトレイ１０２上に積載されるごとに、ジョガー２１０Ｆ，２
１０Ｒは、受け入れ位置から対向間隔を狭める動作をして、用紙の端面位置まで移動した
後、対向間隔を広げる動作をして受け入れ位置に復帰する。この一連の揃え動作を行うこ
とにより用紙の端面を揃える。
【００５２】
　また、排紙ローラ１１１は、排出される用紙ごとに矢印Ｇ１方向のシフト動作を繰り返
しながら、用紙束を構成する所定枚数の排出を終了した後、矢印Ｇ２方向にシフト動作（
矢印Ｇ１方向のシフト動作と同じ距離）を繰り返し、順次、次用紙束を積載していく。シ
フト方向切り換えの際、ジョガー２１０Ｆ，２１０Ｒが退避回転位置に移動することによ
り揃え部材退避状態となり、この退避状態においてジョガー２１０Ｆ，２１０Ｒはシフト
動作を行う。
【００５３】
　例えば、排紙ローラ１１１が一方のジョガー２１０Ｆ側にシフトする場合、他方のジョ
ガー２１０Ｒはシフトトレイ１０２上に積載された用紙の奥側面かつ前の「部」の用紙束
上に当接する位置に配置されることとなる。一方のメインジョガー２１０Ｆはシフトトレ
イ１０２上に積載されている用紙手前側面に位置し、上下位置としてはホームポジション
に位置している。排紙ローラ１１１のシフト動作が逆方向になるごとに回転軸２０５を、
該回転軸２０５に取り付けられたアーム２０９Ｆ，２０９Ｒがジョガー２１０Ｆ，２１０
Ｒの根元を下に押し付ける方向に回転させることにより退避位置へ移動させる。
【００５４】
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　シフト動作が発生するごとに反対側のジョガーを前の「部」の用紙束上に当接させる（
乗せる）ようにし、排出された用紙束を揃えていく。
【００５５】
　図６～図８は本実施形態における紙面検知機構の各構成を示す斜視図である。
【００５６】
　図６は紙面検知機構の全体図である。紙面検知機構８０は、エンドフェンス６４の内部
に設置されており、軸８８に紙面検知手段である紙面フィラー１１２が設けられ、軸８９
に安全スイッチ押下部材である安全スイッチ押下レバー８６が設けられている。
【００５７】
　紙面フィラー１１２が上がって軸８８が回転すると、センサフィラー８３が紙面センサ
Ｓ３を遮断し、シフトトレイ１０２が一定量下降する。また、紙面フィラー１１２が過剰
に上がってしまった場合、軸８８に設けられているレバー８２が安全スイッチ押下レバー
８６を押下し、安全スイッチ８５がＯＮすることによってシフトトレイ１０２の動作が停
止する。
【００５８】
　さらに、軸８９には脚８７が設けられており、シフトトレイ１０２に用紙が積載されて
いないとき、あるいは用紙の積載量が少量のときに、シフトトレイ１０２が脚８７を直接
押し上げることによって軸８８が回転する。これにより安全スイッチ押下レバー８６によ
って安全スイッチ８５がＯＮしてシフトトレイ１０２の動作が停止する。
【００５９】
　また、軸８９には、該軸８９を反時計方向に付勢するトーションスプリング９０が設置
されており、用紙が揃えられる際に紙面フィラー１１２が用紙によって過剰に押し上げら
れてしまい安全スイッチ８５がＯＮしてしまうことを防止している。
【００６０】
　なお、紙面フィラー１１２は、シフトトレイ１０２に排出される用紙の幅方向後端側に
おいて、本例では中央部とその両側との３箇所に設けているが、そのうち両端２つの紙面
フィラー１１２は中央部のものよりも角ばった部分（エッジ）が用紙に接触しない形状に
なっている。
【００６１】
　図７は用紙Ｐが紙面フィラー１１２の下に挿入するときの状態を示す図である。シフト
トレイ１０２に排出された用紙ＰはＤ方向に押されてエンドフェンス６４に突き当てられ
て揃えられ、３つの紙面フィラー１１２の下に潜り込む。このことによって紙面フィラー
１１２は、用紙積載量に伴い上昇し、紙面センサＳ３が遮断されるまで上昇すると、この
検知に基づきシフトトレイ１０２が下がる。
【００６２】
　図８はフェンス６４とトレイ１０２と脚８７と紙面フィラー１１２の関係を示す図であ
る。シフトトレイ１０２に積載されている用紙が少量の場合は、シフトトレイ１０２が過
剰に上昇したときに紙面フィラー１１２が上がり、安全スイッチ８５がＯＮする前にエン
ドフェンス６４に接触してしまうので、その前にシフトトレイ１０２が腕８７を押すこと
によって、安全スイッチ８５がＯＮされる構成になっている。イニシャル動作時には、シ
フトトレイ１０２が上昇して紙面フィラー１１２が押し上げられ、紙面フィラー１１２が
紙面センサＳ３を遮断すると、シフトトレイ１０２は一定量下降し、定位置で待機するこ
とになる。
【００６３】
　なお、前記実施形態では、画像形成装置の外部に、画像形成装置とは独立した用紙積載
装置を設置して、画像形成装置から排出される用紙を受ける構成例を説明したが、用紙後
処理部として前記構成の用紙積載装置を、画像形成装置の内部構成に組み込むようにして
設置することも考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
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　本発明は、複写機，プリンタ，ファクシミリ装置の画像形成装置、あるいは、それらの
複合機に連結される用紙後処理装置、または前記画像形成装置内の用紙積載部に組み込ま
れる用紙後処理装置に適用され、特に、昇降可能なシフトトレイに多量な用紙（用紙）を
積載する用紙積載装置に実施して有効である。
【符号の説明】
【００６５】
１００　用紙積載装置本体
１０２　シフトトレイ
１０３　エレベータ
１１１　排紙ローラ
１１２　紙面フィラー
６４　エンドフェンス
８０　紙面検知機構
８２　レバー
８３　センサフィラー
８６　安全スイッチ押下レバー
８７　脚
８８，８９　軸
９０　トーションスプリング
Ｓ３　紙面センサ
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６６】
【特許文献１】特許第４０９１７８９号公報
【特許文献２】特開２００８－９４６１２号公報
【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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