
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置によって画像が形成された用紙に対して、所定の後処理を行う後処理手段
を備えた後処理装置において、前記画像形成装置から排出されるシートを受け取り搬送す
る用紙搬送手段と、前記用紙搬送手段によって搬送される用紙を、用紙揃えトレイ上に排
出する用紙排出手段と、前記用紙揃えトレイ上に排出される複数枚の用紙を整合する用紙
整合手段と、前記用紙揃えトレイ上に整合された用紙束に後処理を施す後処理手段と、所
定のタイミングで前記用紙揃えトレイ上方で用紙を保持可能な位置に移動し、前記用紙排
出手段によって用紙揃えトレイ上に排出される用紙を一時保持するとともに、所定のタイ
ミングで用紙の保持を解除する位置に移動して、一時保持した用紙を用紙揃えトレイ上に
積載する一時保持手段と、

ことを特
徴とする後処理装置。
【請求項２】
　 に記載された後処理装置において、前記一時保持手段は、用紙の搬送方向と直
交する幅方向を整合する幅方向の整合手段を兼ねていることを特徴とする後処理装置。
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を備え、
　前記一時保持手段には、画像形成装置から排出される用紙の搬送方向と直交する幅方向
のサイズに応じて用紙保持を実施する用紙保持位置と、用紙保持を実施しない退避位置と
、基準位置とが設定され、用紙保持が必要なモードが選択されると、前記一時保持手段は
、退避位置に移動し、前の用紙束の最終用紙の整合を阻害しない状態で、且つ、次の用紙
束の１枚目を保持可能なタイミングで用紙保持位置に移動するように制御される

請求項１



【請求項３】
　 に記載された後処理装置において、前記一時保持手段には、画像形成装置から
排出される用紙の搬送方向と直交する幅方向のサイズに応じて用紙保持及び整合を実施し
ない退避位置と、用紙揃えトレイ上で用紙の幅方向を整合する整合位置と、用紙の保持を
実施する用紙保持位置と、基準位置とが設定され、用紙保持が必要なモードが選択される
と、前記一時保持手段は、用紙排出手段から１枚目の用紙が排出される以前に退避位置に
移動し、順次排出される用紙を整合位置と退避位置との往復移動によって整合を実施し、
用紙束の最終用紙の整合を終了した後、次の用紙束が存在する場合は、保持位置に移動す
るように制御されることを特徴とする後処理装置。
【請求項４】
　 に記載された後処理装置において、前記一時保持手段中に、
不用な用紙が混入した場合は、一時保持手段を基準位置に移動することを特徴とする後処
理装置。
【請求項５】
　 に記載された後処理装置において、前記一時保持手段の保持位置は、退避位置
と整合位置との間に設定されており、当該一時保持手段は、整合位置から用紙保持位置の
間にあっても、用紙を保持可能に構成したことを特徴とする後処理装置。
【請求項６】
　 のいずれかの請求項に記載された後処理装置において、前記一時保持
手段には、用紙の両端を保持するための用紙保持溝が形成されているとともに、当該用紙
保持溝の用紙搬送方向の後端部には、用紙の搬送方向に沿った縦方向における後端を揃え
る後端基準壁を設けたことを特徴とする後処理装置。
【請求項７】
　 に記載された後処理装置において、前記一時保持手段は、用紙を一時保持した
状態で用紙の搬送方向と直交する幅方向の整合を実施する保持用紙整合位置が設定されて
おり、一時保持手段を保持位置から保持用紙整合位置に移動させることにより、保持用紙
の整合を実施するように制御されることを特徴とする後処理装置。
【請求項８】
　 に記載された後処理装置において、前記一時保持手段に保持された用紙の先端
部を挟持する挟持手段を具備し、当該挟持手段は、用紙束の排出経路よりも上方に位置し
ていることを特徴とする後処理装置。
【請求項９】
　 に記載された後処理装置において、前記挟持手段は、固定配置された上側挟持
部材と、回動可能に構成された下部挟持部材と、回動手段とを備え、一時保持手段に保持
すべき用紙がすべて保持されると、前記下部挟持部材が回動して上側挟持部材とともに用
紙を挟持し、一時保持手段が保持動作を終了すると、逆方向に回動して用紙の挟持を解除
するように構成したことを特徴とする後処理装置。
【請求項１０】
　 に記載された後処理装置において、前記挟持手段には、一時保持手段に保持さ
れている用紙の先端部を整合する整合壁と、当該挟持手段を移動させる移動手段とを具備
し、前記一時保持手段に保持される用紙の搬送方向に沿った縦方向のサイズに応じた挟持
待機位置と、用紙の挟持が必要ないモード時に退避する待機位置と、前記保持手段に保持
される用紙を整合する整合位置とを設定するとともに、当該挟持手段の位置を検知可能な
位置検知手段を備え、用紙束間で用紙保持が必要なモードが選択されると、前記挟持手段
は、用紙排出手段から保持すべき用紙が排出される以前に、待機位置に移動するように制
御されることを特徴とする後処理装置。
【請求項１１】
　 に記載された後処理装置において、前記挟持手段の待機位置は、一時保持手
段に設けられた後端基準壁からガイド溝を通じ、挟持部材に設けられた整合壁までの長さ
が、用紙の搬送方向に沿った縦方向のサイズより大きくなるように設定され、挟持部材の
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請求項２

請求項１乃至３のいずれか

請求項３

請求項１、２、５

請求項６

請求項６

請求項８

請求項８

請求項１０



整合位置は、一時保持手段に形成された後端基準壁からガイド溝を通じ、挟持手段に形成
された整合壁までの間隔が用紙の縦方向のサイズ以下になるように設定されていることを
特徴とする後処理装置。
【請求項１２】
　 に記載された後処理装置において、前記挟持手段は、一時保持され
ている用紙が排出される毎に、待機位置から整合位置に往復移動を繰り返し、一時保持用
紙の最終用紙が整合される整合位置に移動した後、前記挟持手段は、保持用紙の整合位置
で挟持動作を実施するように制御されることを特徴とする後処理装置。
【請求項１３】
　 に記載された後処理装置において、前記挟持手段は、一時保持手段が
一時保持が必要な用紙の最終用紙が整合される保持用紙整合位置に位置確定後、退避位置
に移動する以前に挟持を実施することを特徴とする後処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、複写機やレーザプリンタ、あるいはファクシミリ等の画像形成装置に使用さ
れる後処理装置に関し、特に、単位時間当たりの後処理枚数が多い高生産性の後処理装置
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、複写機やレーザプリンタ、あるいはファクシミリ装置等の画像形成装置においては
、パンチ処理やステープル処理等を行なう後処理装置の充実には目を見張るものがあり、
小型化、多機能化された後処理装置によって付加価値の向上が図られている。その中のス
テープル処理においても、画像形成装置によって画像が形成された用紙の縦方向あるいは
横方向に沿って、一箇所綴じや二箇所綴じをオンラインで処理する後処理装置が当たり前
となっている。
【０００３】
しかし、かかる後処理装置において、高生産性化にともない画像が形成された用紙に対し
て、一箇所綴じや二箇所綴じ等のバリエーションに富んだステープル処理を実施するには
、ステープル手段を所定の位置に移動したり、ステープル処理が済んだ用紙束を排出する
のに時間を要するため、従来はステープル処理に必要な時間だけ画像形成装置の給紙タイ
ミングを遅らせる方法が取られてきたが、生産性がその分だけ悪化してしまう。
【０００４】
そこで、特開平１０－２５０９１４号公報に開示されているように、ステープル等のセッ
ト処理に時間を要する場合、前記セット処理中に排出されてしまう最初の数枚をバイパス
する搬送路を設けることにより、当該バイパス用の搬送路で用紙を重ね合わせて生産性を
向上させる手段が、既に提案されている。
【０００５】
この特開平１０－２５０９１４号公報に係る用紙後処理装置は、画像形成装置から順次送
られてくる用紙を受け入れる用紙受入部と、該用紙受入部から用紙を受け取ってステイプ
ル処理等を施す後処理部と、該後処理部にて後処理を施された用紙が排出される排紙部と
、前記用紙受入部から前記後処理部を経て前記排紙部へ用紙を案内する後処理搬送経路と
、該後処理搬送経路に配設されて用紙を搬送する複数の搬送手段とを有する用紙後処理装
置において、前記後処理部より上流側の前記後処理搬送経路には、用紙を複数枚重ね合わ
せる重ね合わせ手段を備え、前記重ね合わせ手段は、前記後処理搬送経路を複数に分岐し
、再度合流する複数の重ね合わせ搬送経路と、該重ね合わせ搬送経路にそれぞれ配設され
た第一搬送手段と、前記重ね合わせ搬送経路の最下流側の前記第一搬送手段と前記重ね合
わせ搬送経路が合流する合流点より下流側の前記後処理搬送経路の最上流側に配設された
第二搬送手段の間に、搬送経路を遮蔽あるいは開放するストッパー手段を有するように構
成したものである。
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請求項１０又は１１

請求項７又は１２



【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術の場合には、次のような問題点を有している。すなわち、上
記特開平１０－２５０９１４号公報に係る用紙後処理装置の場合には、後処理搬送経路と
重ね合わせ搬送経路を用いて用紙を重ね合わせることによって、生産性を向上させるよう
に構成したものであり、通常２枚までしか重ね合わせることが出来ないため、生産性を向
上させる効果が十分得られないという問題点を有している。また、上記用紙後処理装置の
場合には、用紙の搬送経路として、後処理搬送経路と重ね合わせ搬送経路の２つの搬送経
路が必要となるため、用紙のジャムに対する信頼性が低下する上に、コストが高くなり、
マシンサイズも大きく、ジャム除去の操作性も悪くなってしまうという問題点を有してい
る。
【０００７】
さらに、上記特開平１０－２５０９１４号公報に係る用紙後処理装置の場合には、後処理
搬送経路と重ね合わせ搬送経路を設けるのではなく、後処理部より上流側の後処理搬送経
路には、用紙を複数枚重ね合わせる重ね合わせ手段を備え、前記重ね合わせ手段は、前記
後処理搬送経路に用紙の搬送停止及び停止解除を行うストッパー手段と、前記ストッパー
手段で停止されている用紙の後端を押さえる押さえ爪とにより構成され、前記ストッパー
手段で停止させた用紙の後端を押さえ爪により押さえて複数枚の用紙を重ね合わせ、前記
ストッパー手段を開放することによって用紙を複数枚重ねて搬送させるようにした構成も
提案されている。
【０００８】
しかしながら、かかる構成の場合には、後処理搬送経路にストッパー手段と押さえ爪とを
設け、これらのストッパー手段と押さえ爪を所定のタイミングで動作させて、用紙を複数
枚重ねて搬送させるように構成したので、ストッパー手段と押さえ爪の制御が複雑である
ため、用紙の単位時間当たりの搬送性が、ストッパー手段等の動作速度に影響されてしま
い、十分高い生産性を維持することができないという問題点を有している。また、上記提
案に係る用紙後処理装置の場合には、ストッパー手段と押さえ爪との間隔を、用紙のサイ
ズに合わせて設定する必要があるため、用紙のサイズが変わると、ストッパー手段と押さ
え爪との間隔を用紙の搬送路であるにもかかわらず変更しなければならず、用紙搬送路で
あらゆるサイズの用紙に合わせて押さえ爪を変更するのは困難であり、多種のサイズに対
応することが困難であるという問題点をも有している。
【０００９】
そこで、この発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたものでり、その目
的とするところは、コストアップやマシンサイズの増大を招くことなく、ジャム除去の操
作性も良く、しかも多種サイズの用紙に対して、高生産性を実現することが可能な後処理
装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、請求項１に記載された発明は、画像形成装置によって画像が形成された用紙
に対して、所定の後処理を行う後処理手段を備えた後処理装置において、前記画像形成装
置から排出されるシートを受け取り搬送する用紙搬送手段と、前記用紙搬送手段によって
搬送される用紙を、用紙揃えトレイ上に排出する用紙排出手段と、前記用紙揃えトレイ上
に排出される複数枚の用紙を整合する用紙整合手段と、前記用紙揃えトレイ上に整合され
た用紙束に後処理を施す後処理手段と、所定のタイミングで前記用紙揃えトレイ上方で用
紙を保持可能な位置に移動し、前記用紙排出手段によって用紙揃えトレイ上に排出される
用紙を一時保持するとともに、所定のタイミングで用紙の保持を解除する位置に移動して
、一時保持した用紙を用紙揃えトレイ上に積載する一時保持手段と、
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を備え、前記一時保
持手段には、画像形成装置から排出される用紙の搬送方向と直交する幅方向のサイズに応
じて用紙保持を実施する用紙保持位置と、用紙保持を実施しない退避位置と、基準位置と
が設定され、用紙保持が必要なモードが選択されると、前記一時保持手段は、退避位置に



ことを特徴とする後処
理装置である。
【００１２】
さらに、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、前記
一時保持手段は、用紙の搬送方向と直交する幅方向を整合する幅方向の整合手段を兼ねて
いることを特徴とする後処理装置である。
【００１３】
また更に、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、前
記一時保持手段には、画像形成装置から排出される用紙の搬送方向と直交する幅方向のサ
イズに応じて用紙保持及び整合を実施しない退避位置と、用紙揃えトレイ上で用紙の幅方
向を整合する整合位置と、用紙の保持を実施する用紙保持位置と、基準位置とが設定され
、用紙保持が必要なモードが選択されると、前記一時保持手段は、用紙排出手段から１枚
目の用紙が排出される以前に退避位置に移動し、順次排出される用紙を整合位置と退避位
置との往復移動によって整合を実施し、用紙束の最終用紙の整合を終了した後、次の用紙
束が存在する場合は、保持位置に移動するように制御されることを特徴とする後処理装置
である。
【００１４】
又、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置に
おいて、前記一時保持手段中に、不用な用紙が混入した場合は、一時保持手段を基準位置
に移動することを特徴とする後処理装置である。
【００１５】
更に、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、前記一
時保持手段の保持位置は、退避位置と整合位置との間に設定されており、当該一時保持手
段は、整合位置から用紙保持位置の間にあっても、用紙を保持可能に構成したことを特徴
とする後処理装置である。
【００１６】
また、 に記載された発明は、 のいずれかの請求項に記載された
後処理装置において、前記一時保持手段には、用紙の両端を保持するための用紙保持溝が
形成されているとともに、当該用紙保持溝の用紙搬送方向の後端部には、用紙の搬送方向
に沿った縦方向における後端を揃える後端基準壁を設けたことを特徴とする後処理装置で
ある。
【００１７】
さらに、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、前記
一時保持手段は、用紙を一時保持した状態で用紙の搬送方向と直交する幅方向の整合を実
施する保持用紙整合位置が設定されており、一時保持手段を保持位置から保持用紙整合位
置に移動させることにより、保持用紙の整合を実施するように制御されることを特徴とす
る後処理装置である。
【００１８】
又、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、前記一時
保持手段に保持された用紙の先端部を挟持する挟持手段を具備し、当該挟持手段は、用紙
束の排出経路よりも上方に位置していることを特徴とする後処理装置である。
【００１９】
更に、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、前記挟
持手段は、固定配置された上側挟持部材と、回動可能に構成された下部挟持部材と、回動
手段とを備え、一時保持手段に保持すべき用紙がすべて保持されると、前記下部挟持部材
が回動して上側挟持部材とともに用紙を挟持し、一時保持手段が保持動作を終了すると、
逆方向に回動して用紙の挟持を解除するように構成したことを特徴とする後処理装置であ
る。
【００２０】
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移動し、前の用紙束の最終用紙の整合を阻害しない状態で、且つ、次の用紙束の１枚目を
保持可能なタイミングで用紙保持位置に移動するように制御される

請求項２ 請求項１

請求項３ 請求項２

請求項４ 請求項１乃至３のいずれか

請求項５ 請求項３

請求項６ 請求項１、２、５

請求項７ 請求項６

請求項８ 請求項６

請求項９ 請求項８



また、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、前記
挟持手段には、一時保持手段に保持されている用紙の先端部を整合する整合壁と、当該挟
持手段を移動させる移動手段とを具備し、前記一時保持手段に保持される用紙の搬送方向
に沿った縦方向のサイズに応じた挟持待機位置と、用紙の挟持が必要ないモード時に退避
する待機位置と、前記保持手段に保持される用紙を整合する整合位置とを設定するととも
に、当該挟持手段の位置を検知可能な位置検知手段を備え、用紙束間で用紙保持が必要な
モードが選択されると、前記挟持手段は、用紙排出手段から保持すべき用紙が排出される
以前に、待機位置に移動するように制御されることを特徴とする後処理装置である。
【００２１】
さらに、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置において、
前記挟持手段の待機位置は、一時保持手段に設けられた後端基準壁からガイド溝を通じ、
挟持部材に設けられた整合壁までの長さが、用紙の搬送方向に沿った縦方向のサイズより
大きくなるように設定され、挟持部材の整合位置は、一時保持手段に形成された後端基準
壁からガイド溝を通じ、挟持手段に形成された整合壁までの間隔が用紙の縦方向のサイズ
以下になるように設定されていることを特徴とする後処理装置である。
【００２２】
また更に、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置
において、前記挟持手段は、一時保持されている用紙が排出される毎に、待機位置から整
合位置に往復移動を繰り返し、一時保持用紙の最終用紙が整合される整合位置に移動した
後、前記挟持手段は、保持用紙の整合位置で挟持動作を実施するように制御されることを
特徴とする後処理装置である。
【００２３】
更に、 に記載された発明は、 に記載された後処理装置におい
て、前記挟持手段は、一時保持手段が一時保持が必要な用紙の最終用紙が整合される保持
用紙整合位置に位置確定後、退避位置に移動する以前に挟持を実施することを特徴とする
後処理装置である。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下に、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２５】
実施の形態１
図３はこの発明の実施の形態１に係る後処理装置を適用し得る画像形成装置を示すもので
ある。
【００２６】
図３において、１は図示しない原稿の画像をＡＤＦ（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅ
ｅｄｅｒ）を用いて読み取るか又はホストコンピュータ等から一連の画像情報が入力され
る画像入力部を示すものであり、この画像入力部１からは、画像情報がレーザ走査部２に
出力される。レーザ走査部２は、一次帯電器４によって予め一様に帯電された感光体ドラ
ム３上に、画像形成モードに応じて１箇所又は２箇所の露光位置で画像情報に基づいてレ
ーザ光を照射することにより、静電潜像を形成するものである。この感光体ドラム３上に
形成された静電潜像は、必要に応じて現像器５及び現像器６の一方又は双方によって異な
った色のトナーにより現像される。さらに、上記感光体ドラム３上に現像されたトナー像
は、給紙ユニット１０の用紙収容部９から給紙され、レジロール１１によって所定のタイ
ミングで給送される記録用紙Ｓ上に、転写ロール７によって転写される。このトナー像が
転写された記録用紙Ｓは、搬送ベルト１２によって定着器１３へと搬送され、当該定着器
１３によってトナー像が熱及び圧力で記録用紙Ｓ上に定着される。上記トナー像が定着さ
れた記録用紙Ｓは、画像形成モードに応じて、排出通路１６を通り排出ロール１５によっ
てそのまま装置外へ排出されるか、用紙反転機構１４によって送入通路１７又は送出通路
１８を介して、必要に応じて搬送方向や表裏が反転された状態で、排出ロール１５から装
置外へ排出されたり、両面／多重記録用通路２６を介して再度感光体ドラム３の画像形成
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請求項１０ 請求項８

請求項１１ 請求項１０

請求項１２ 請求項１０又は１１

請求項１３ 請求項７又は１２



部へ搬送され、両面又は多重記録が行なわれる。
【００２７】
なお、画像形成工程が終了した後の感光体ドラム３の表面は、クリーニング装置８によっ
て残留トナー等が除去されて、次の画像形成工程に備えるようになっている。
【００２８】
図４は上記画像形成装置の用紙反転機構を示すものである。
【００２９】
図４において、１４は上記画像形成装置の排出部に設けられた用紙反転機構を示すもので
あり、画像形成装置の定着器１３の搬送ロール１３ａと排出ロール１５との間には、排出
通路１６が斜め上方に向けて直線状に形成されているとともに、この排出通路１６の下方
には、当該排出通路１６の記録用紙Ｓの搬送方向上流側から斜め下方に延びた送入通路１
７と、当該排出通路１６の記録用紙Ｓの搬送方向下流側から斜め下方に延びた送出通路１
８とが、略三角形を形成するように配置されている。上記排出通路１６と送入通路１７の
入口部には、定着器１３から排出される記録用紙Ｓを、排出通路１６側と送入通路１７側
とに切り替える切替部材２７が、傾動可能に配置されている。
【００３０】
また、上記用紙反転装置１４の送入通路１７と送出通路１８との間には、当該用紙反転装
置１４の一部を構成するトリロール１９が配置されている。このトリロール１９は、その
第１の従動ロール１９Ａと駆動ロール１９Ｂとのニップ部が送入通路１７に位置し、駆動
ロール１９Ｂと従動ロール１９Ｃとのニップ部が送出通路１８に位置するように、従動ロ
ール１９Ａ、駆動ロール１９Ｂと従動ロール１９Ｃとが互いに圧接した状態で配置されて
いる。
【００３１】
さらに、上記送入通路１７と送出通路１８の下端に位置する合流部の下端には、図４に示
すように、反転通路２５が傾斜した状態で連設されており、当該反転通路２５の下端には
、鉛直方向下方に延びた引込部２５Ａと、両面／多重記録用通路２６とが分岐するように
形成されている。これらの引込部２５Ａと両面／多重記録用通路２６との分岐部には、記
録用紙Ｓの搬送方向を切り替える切替部材２０が配置されており、この切替部材２０の下
端部には、マイラーシート等の合成樹脂製フィルムからなるシールド板３１が、下方に突
設されている。このシールド板３１は、通常の状態では図に示す位置に来るように切替部
材２０が配置されている。上記引込部２５Ａの上端部には、記録用紙Ｓを搬送するための
正逆転ロール２１とピンチロール２２とが、互いに圧接可能に配設されている。このピン
チロール２２は、リンク２３を介してソレノイド２４によって、正逆転ロール２１との圧
接状態が解除可能となっている。
【００３２】
なお、図４中、２３Ａはリンク２３の支点を、２４Ａはソレノイド２４の作動ロッドを、
２９は記録用紙検知センサ２８の検知部を、それぞれ示している。
【００３３】
上記の如く構成される用紙反転機構１４では、次のようにして、用紙の反転動作が行なわ
れる。
【００３４】
上記画像形成装置における片面複写通常排出モードでは、用紙反転機構１４のトリロール
１９の駆動ロール１９Ｂを駆動する駆動モータが停止された状態となり、図３に示すよう
に、排出通路１６の入口部に配設された切替部材２７が下方に下りた状態で、定着器１３
で定着処理された記録用紙Ｓは、排出通路１６を介して切替部材２７の上方を通り、その
まま排出ロール１５から装置の外部に排出される。
【００３５】
また、上記画像形成装置における片面複写反転排出モードでは、用紙反転機構１４のトリ
ロール１９の駆動ロール１９Ｂを駆動する駆動モータが駆動され、トリロール１９の従動
ロール１９Ａと駆動ロール１９Ｂと従動ロ－ル１９Ｃとが回転駆動される。排出通路１６
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に配設された切替部材２７は、図４に示すように、図示しないソレノイドによって上方に
引き上げられ、排出通路１６側から送入通路１７側へ切り替えられる。そして、定着器１
３で定着処理された記録用紙Ｓは、切替部材２７によって搬送方向が切り替えられて送入
通路１７へと搬送され、当該送入通路１７に位置する従動ロール１９Ａと駆動ロール１９
Ｂとで構成されたニップ部に導かれ、駆動ロール１９Ｂの駆動力によって、反転通路２５
を介して正転状態の正逆転ロール２２に導かれる。その結果、上記記録用紙Ｓは、反転通
路２５内に一旦導かれるが、当該記録用紙Ｓの上端部は、切替部材２０のシールド板３１
の下端部よりも上方に位置する。
【００３６】
そして、上記正逆転ロール２２によって反転通路２５内に一旦導かれた記録用紙Ｓは、そ
の上端部が切替部材２０のシ－ルド板３１の下端部よりも上方に位置するため、逆転する
正逆転ロール２２によって再度反転通路２５へと搬送され、この反転通路２５を介して送
出通路１８に配置された駆動ロール１９Ｂと従動ロール１９Ｃとで構成されるニップ部に
導かれ、駆動ロール１９Ｂの搬送力によって排出ロール１５へと搬送される。
【００３７】
さらに、上記画像形成装置における両面複写モードでは、用紙反転機構１４のトリロール
１９の駆動ロール１９Ｂを駆動する駆動モータが駆動され、トリロール１９の従動ロール
１９Ａ及び駆動ロール１９Ｂが駆動される。また、排出通路１６に配設された切替部材２
７は、図４に示すように、図示しないソレノイドによって上方に引き上げられ、排出通路
１６側から送入通路１７側へ切り替えられる。そして、正転状態の正逆転ロール２２に導
かれるまでの動作は、片面複写反転排出モードと同じである。上記記録用紙Ｓの反転タイ
ミングを片面複写反転排出モードより遅らせると、記録用紙Ｓの上端部は、反転通路２５
と両面／多重記録用通路２６との分岐部に配置された切替部材２０の下端部に取付けられ
たシールド板３１を通過し、切替部材２０は、自重によって両面／多重記録用通路２６側
に切り替えられる。そのため、逆転状態の正逆転ロール２２によって再度搬送される記録
用紙Ｓは、切替部材２０を介して両面／多重記録用通路２６に、トナー像が形成された面
を上にした状態で搬送される。この記録用紙Ｓは、湾曲して折り返るように形成された両
面／多重記録用通路２６を介して、トナー像が形成された面を下にした状態で再度画像形
成部へ搬送され、記録用紙Ｓの裏面には、トナー像が形成される。その後の動作は、片面
複写通常排出モードと同じであり、両面にトナー像が形成された記録用紙Ｓは、定着器１
３を通過した後、排出通路１６を介して排出ロール１５によって装置の外部に排出される
。
【００３８】
なお、必要に応じて、片面多重記録モードの場合には、片面にトナー像が形成された記録
用紙Ｓが、切替部材２０の切り替えによって反転通路２５の引込部２５Ａへと搬送される
ことなく、反転通路２５及び両面／多重記録用通路２６を介して、トナー像が形成された
面が感光体ドラム３側に位置するように、再度画像形成部へと搬送され、記録用紙Ｓの表
面にトナー像が多重に転写され、片面複写通常排出モードと同様に排出される。
【００３９】
ところで、この実施の形態に係る後処理装置は、画像形成装置によって画像が形成された
用紙に対して、所定の後処理を行う後処理手段を備えた後処理装置において、前記画像形
成装置から排出されるシートを受け取り搬送する用紙搬送手段と、前記用紙搬送手段によ
って搬送される用紙を、用紙揃えトレイ上に排出する用紙排出手段と、前記用紙揃えトレ
イ上に排出される複数枚の用紙を整合する用紙整合手段と、前記用紙揃えトレイ上に整合
された用紙束に後処理を施す後処理手段と、所定のタイミングで前記用紙揃えトレイ上方
の用紙を保持可能な位置に移動し、前記用紙排出手段によって用紙揃えトレイ上に排出さ
れる用紙を一時保持するとともに、所定のタイミングで用紙の保持を解除する位置に移動
して、一時保持した用紙を用紙揃えトレイ上に積載する一時保持手段と、を備えるように
構成されている。
【００４０】
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図１及び図２は上記画像形成装置と組み合わせて使用される後処理装置の一実施の形態を
示すものである。
【００４１】
図２において、４０は後処理装置の本体を示すものであり、この後処理装置本体４０は、
画像形成装置の排紙部に対向するように配置される。上記後処理装置本体４０の側面上部
には、画像形成装置の排紙部から排出される記録用紙Ｓが導入される導入口４１が開口さ
れている。この導入口４１の内部には、用紙Ｓを搬送する用紙搬送手段としての搬送ロー
ル対４２が設けられている。この搬送ロール対４２から先の用紙搬送路は、２つの用紙搬
送路４３、４４に分岐しており、図示しないゲートによって用紙Ｓの搬送方向が切り替え
られる。上記画像形成装置から排出される用紙に対して後処理を施さない場合には、上側
の用紙搬送路４３に切り替えられ、当該用紙搬送路４３に設けられた搬送ロール対４５を
介して、排出ロール４６により上側の排出トレイ４７上に排出される。また、上記画像形
成装置から排出される用紙Ｓに対して後処理を施す場合には、下側の用紙搬送路４４に切
り替えられ、当該用紙搬送路４４に設けられた用紙搬送手段としての搬送ロール対４８を
介して、排出ロール対４９により後処理装置本体４０内に配置された用紙揃えトレイ５０
上に排出される。上記用紙揃えトレイ５０上に順次排出される複数枚の用紙からなる用紙
の束は、後述する整合手段によって整合され、後処理手段５１によって後処理を受けた後
、用紙束搬送手段５２によって搬送され、排出ロール５３により後処理装置本体４０の外
部に設けられた下側の積載トレイ５４上に排出される。
【００４２】
図１は上記画像形成装置と組み合わせて使用される後処理装置の一実施の形態の要部を示
すものである。
【００４３】
上記の如く、下側の用紙搬送路４４に沿って搬送ロール対４８により搬送されてきた用紙
Ｓは、図１に示すように、排出ロール対４９により後処理装置本体４０内の用紙揃えトレ
イ５０上に排出される。上記排出ロール対４９の直前の位置には、用紙Ｓを検知する用紙
排出検知センサー３９が配設されている。上記用紙揃えトレイ５０は、図１及び図２に示
すように、後処理装置本体４０の内部に、搬送方向の先端側を上にして、斜めに傾斜した
状態で用紙Ｓの搬送方向に沿って取り付けられた平板状の部材から構成されている。この
用紙揃えトレイ５０の基端部（下端部）には、シートＳの後端縁を整合させる基準フェン
スを兼ねた用紙束移動ガイド５５が設けられている。この用紙束移動ガイド５５は、複数
のプーリ５６に掛け回された回動ベルト５７に、半周の位置にそれぞれ１つずつ合計２つ
取付けられており、回動ベルト５７を回転駆動することにより、所定の位置に回動可能と
なっている。また、上記用紙揃えトレイ５０上に載置された用紙Ｓは、排出ロール対４９
の下方に配置された用紙整合手段としての複数のブレードを備えた整合パドル５８によっ
て、用紙揃えトレイ５０の傾斜に従って移動し、用紙Ｓの端縁が用紙束移動ガイド５５に
当接した状態で紙揃えされるようになっている。さらに、上記用紙揃えトレイ５０上に載
置された用紙Ｓは、その幅方向の位置が左右の整合タンパー５９によって左右から押され
、整合される。上記左右の整合タンパー５９は、図５に示すように、用紙揃えトレイ５０
の幅方向の両端部に配置された駆動プーリ６０と従動プーリ６１との間に掛け渡されたベ
ルト６２の異なった側に、それぞれ固定されており、駆動プーリ６０をステッピングモー
タ等からなる駆動モータ６３によって回転駆動することによって、矢印Ａ１、Ａ２方向に
沿って相互に近接又は離間する方向に移動しつつ、用紙Ｓの幅方向の整合を行うようにな
っている。
【００４４】
そして、上記用紙揃えトレイ５０上で整合された用紙Ｓは、図１に示すように、ステープ
リング処理等を行う後処理手段５１によって、後処理を施された後、用紙束移動ガイド５
５によって用紙揃えトレイ５０の先端側に移動され、当該用紙揃えトレイ５０の先端部に
設けられた用紙束排出ピンチロール６４と、用紙束排出ロール６５によって挟持された状
態で、後処理装置本体４０の外部に配置された積載トレイ５４上に排出される。なお、上
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記用紙束排出ピンチロール６４は、支点６６を中心にして、矢印Ｂ方向に回動可能となっ
ており、後処理が施された用紙束６７が用紙束移動ガイド５５によって、所定の位置まで
移動された状態で、当該用紙束移動ガイド５５を介して、用紙束排出ロール６５とニップ
し、回転駆動される用紙束排出ロール６５によって、用紙束６７を積載トレイ５４上に排
出するように構成されている。
【００４５】
ところで、この実施の形態では、所定のタイミングで前記用紙揃えトレイ上方の用紙を保
持可能な位置に移動し、前記用紙排出手段によって用紙揃えトレイ上に排出される用紙を
一時保持するとともに、所定のタイミングで用紙の保持を解除する位置に移動して、一時
保持した用紙を用紙揃えトレイ上に積載する一時保持手段を備えるように構成されている
。
【００４６】
また、この実施の形態に係る後処理装置は、前記一時保持手段には、画像形成装置から排
出される用紙の搬送方向と直交する幅方向のサイズに応じて用紙保持を実施する用紙保持
位置と、用紙保持を実施しない退避位置と、基準位置とが設定され、用紙保持が必要なモ
ードが選択されると、前記一時保持手段は、退避位置に移動し、前の用紙束の最終用紙の
整合を阻害しない状態で、且つ、次の用紙束の１枚目を保持可能なタイミングで用紙保持
位置に移動するように制御されるものである。
【００４７】
すなわち、この実施の形態に係る後処理装置は、図１に示すように、用紙揃えトレイ５０
の上方に、排出ロール対４９によって用紙揃えトレイ５０上に排出される用紙Ｓを、一時
保持する一時保持手段としての一対の保持ガイド７０を備えている。これら一対の保持ガ
イド７０は、図５に示すように、用紙揃えトレイ５０の幅方向の両端部に配置された駆動
プーリ７１と従動プーリ７２との間に掛け渡されたベルト７３の異なった側に、それぞれ
固定されており、駆動プーリ７１をステッピングモータからなる駆動モータ７４によって
回転駆動することによって、矢印方向Ａ１、Ａ２に沿って相互に近接又は離間する方向に
移動可能となっている。また、上記保持ガイド７０は、センサ７５によってその位置が検
知され、図６に示すように、画像形成装置から排出される用紙Ｓの搬送方向と直交する幅
方向のサイズに応じて用紙保持を実施する用紙保持位置ＰＨと、用紙保持を実施しない退
避位置ＰＴと、保持した用紙の整合を行う保持用紙整合位置ＰＣ’と、図示しない基準位
置とに移動可能となっている。この基準位置は、退避位置ＰＴと同じ位置であっても良い
が、他の位置に設定しても勿論よい。
【００４８】
上記一対の保持ガイド７０は、図６及び図７に示すように、用紙Ｓの両端部をそれぞれ嵌
合した状態で保持するガイド溝７６を有しており、当該ガイド溝７６の基端部７６ａは、
図５に示すように、排出ロール対４９から排出される用紙Ｓを、確実にガイド溝７６内に
導入可能なように、入口側が広いテーパ状に形成されている。上記ガイド溝７６は、図１
及び図６に示すように、直線状ではなく、上側にやや湾曲するように構成されており、当
該ガイド溝７６は、用紙Ｓの両端部を嵌合した状態で保持した際に、用紙Ｓを積極的に湾
曲させ、用紙Ｓの腰（剛性）を利用して、当該用紙Ｓがガイド溝７６から脱落するのを防
止するようになっている。なお、上記ガイド溝７６の形状としては、下側に湾曲するよう
に形成しても、波形状に湾曲するように形成しても良い。また、上記ガイド溝７６の基端
部には、当該ガイド溝７６に両端部がそれぞれ保持された用紙Ｓの後端を突き当てる後端
基準壁７７が、略Ｌ字形状に立設されている。さらに、上記ガイド溝７６は、必要に応じ
て、複数枚の用紙Ｓを保持可能な間隙を有するように構成されている。
【００４９】
また、上記一対の保持ガイド７０の先端部には、図１に示すように、当該保持ガイド７０
によって一時保持され、整合された用紙Ｓの先端部を挟持する挟持手段８０が配設されて
いる。この挟持手段８０は、図８に示すように、ボールベアリング等を備えたガイドレー
ル８１に、スライド自在に取り付けられた平板状の上側挟持部材８２を備えており、この
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上側挟持部材８２は、駆動手段としてのベルト８３によって矢印Ｃ方向に沿って往復移動
可能となっている。また、上記挟持手段８０には、図１に示すように、上側挟持部材８２
の位置を検知するセンサ８４が設けられており、このセンサ８４の出力に基づいてベルト
８３を駆動するステッピングモータＭの回転量を制御することにより、用紙Ｓのサイズに
応じて位置に移動可能となっている。上記上側挟持部材８２には、用紙Ｓの先端部を突き
当てて整合可能な整合壁８５が設けられており、当該上側挟持部材８２の先端部８２ａは
、用紙Ｓの先端部を整合壁８５に導くように、やや上側に向けて折曲されている。また、
上記上側挟持部材８２には、整合壁８５よりも用紙搬送方向の先端側に、当該上側挟持部
材８２とともに用紙Ｓの先端部を挟持する下側挟持部材８６が、支点８７を中心にして矢
印Ｄ方向に沿って回動可能に取り付けられており、この下側挟持部材８６の先端部には、
ゴム等の軟質部材８８が固着されている。上記下側挟持部材８６は、図示しないソレノイ
ド等の駆動手段によって矢印方向に沿って回動可能となっており、用紙Ｓの先端部を整合
壁８５で整合した状態で、下側挟持部材８６を上方に回動して、上側挟持部材８２ととも
に用紙Ｓの先端部を挟持可能となっている。
【００５０】
上記挟持手段８０の整合壁８５は、一時保持を実施するモードが画像形成装置で選択実施
されると、図６に示すように、基準位置より各サイズに応じて整合壁８５を、用紙Ｓの先
端部とＢ寸法に保つ挟持部待機位置ＰＫＴに移動し、保持必要な用紙後端を用紙排出検知
センサー３９で検知して所定の時間を経過すると、挟持待機位置ＰＫＴから保持用紙整合
位置ＰＫＣ’に移動（所定量：Ｂ寸法＋αだけ移動）し、次の保持用紙が存在する場合は
、再度、保持位置ＰＫＴに移動する。この動作を保持必要用紙が排出される毎に繰り返し
、保持用紙の整合を行い、保持用紙の最終用紙を整合するための保持用紙整合位置ＰＫＣ
’に移動した後、その位置で挟持を実施するようになっている。
【００５１】
以上の構成において、この実施の形態に係る後処理装置では、次のようにして、コストア
ップやマシンサイズの増大を招くことなく、ジャム除去の操作性も良く、しかも多種サイ
ズの用紙に対して、高生産性を実現することが可能となっている。
【００５２】
すなわち、この実施の形態に係る後処理装置では、図２に示すように、画像形成装置から
順次排出される用紙Ｓは、用紙搬送路４４に沿って搬送され、排出ロール対４９によって
用紙揃えトレイ５０上に排出される。この用紙揃えトレイ５０上に排出された用紙Ｓは、
図１に示すように、整合タンパー５９と整合パドル５８により、順次整合される。
【００５３】
上記排出ロール対４９による用紙Ｓの排出動作、及び整合タンパー５９と整合パドル５８
による整合動作を繰り返すことにより、所定枚数の用紙Ｓからなる用紙束６７は、用紙揃
えトレイ５０上に整合された状態で積載される。その後、上記用紙揃えトレイ５０上に整
合された用紙束６７は、後処理手段５１によってステープリング処理等の後処理が施され
るが、本実施の形態に係る高生産性の後処理装置では、後処理中に次の用紙が画像形成装
置から連続して送り込まれてくる。
【００５４】
すると、本実施の形態に係る高生産性の後処理装置では、図７に示すように、保持ガイド
７０が退避位置（ＰＴ）から保持位置（ＰＨ）に移動し、画像形成装置から連続して送り
込まれてくる次のセットの用紙Ｓを受け取るようになっている。この保持ガイド７０に保
持される用紙Ｓは、ガイド溝７６を通過し、両端を保持されながら、次々と一旦保持ガイ
ド７０に保持されていく。その際、上記保持ガイド７０は、保持位置ＰＨと保持用紙整合
位置ＰＣ’の間を移動し、用紙Ｓの幅方向の整合を行うとともに、挟持手段８０の整合壁
８５をＥ方向に移動させ、用紙Ｓの縦方向の整合を行うようになっている。
【００５５】
この間に、上記用紙揃えトレイ５０上の用紙束６７は、後処理手段５１による後処理が終
了し、用紙束移動ガイド５５によってＦ方向に移動され、用紙束排出ロール６５により積
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載トレイ５４上に排出される。
【００５６】
すると、上記保持ガイド７０のガイド溝７６に一時保持された複数枚の用紙Ｓは、図１に
示すように、その先端部が挟持手段８０によって挟持された状態で、保持ガイド７０が退
避位置ＰＴまで退避することにより、当該保持ガイド７０による保持状態が解除されて、
用紙揃えトレイ５０上に整合されたままの状態で積載される。その後、挟持手段８０は、
用紙Ｓの挟持状態を解除する。
【００５７】
その後、上述した最初の用紙束６７と同様に、排出ロール４９によって用紙揃えトレイ５
０上に用紙Ｓが順次排出され、当該用紙揃えトレイ５０上に所定枚数の用紙Ｓからなる用
紙束６７が整合された状態で積載されて、後処理手段５１によって後処理が施され、以下
同様に動作する。
【００５８】
このように、上記実施の形態では、図１に示すように、画像形成装置から順次送られてく
る用紙Ｓを、後処理装置の用紙揃えトレイ５０上に搬送して積載しつつ整合するが、１セ
ットの用紙束６７の整合が終了した状態で、後処理手段５１によって後処理を施す際に、
画像形成装置で画像処理が施される用紙Ｓのサイズや、画像形成モード、あるいは後処理
モードによっては、後処理手段５１による後処理中に、次のセットの第１枚目の用紙Ｓが
搬送されてくる場合がある。特に、用紙ＳがＡ４サイズのＬＥＦ（用紙の短手方向を搬送
方向にして搬送する場合）などの場合には、画像形成装置からの用紙Ｓの排出間隔が短く
、用紙Ｓのセット間の搬送間隔では、後処理手段５１による後処理が終了しない場合があ
る。
【００５９】
上記実施の形態では、図１に示すように、後処理手段５１による後処理中であっても、画
像形成装置から排出される用紙Ｓを、後処理装置本体４０の内部に導入するようになって
いる。しかし、上記後処理装置本体４０の内部では、用紙揃えトレイ５０上で後処理手段
５１による後処理、あるいは後処理後の用紙束６７の排出動作が行われているため、前の
セットの用紙束６７が用紙揃えトレイ５０から排出されないうちは、次のセットの用紙Ｓ
を用紙揃えトレイ５０上に搬送することができない。
【００６０】
そこで、上記実施の形態では、図１に示すように、後処理手段５１による後処理中であっ
ても、画像形成装置から排出される用紙Ｓを、後処理装置本体４０の内部に導入し、しか
も、当該用紙Ｓを用紙揃えトレイ５０の上方に配置された保持ガイド７０からなる一時保
持手段に位置保持し、前のセットの用紙束６７が用紙揃えトレイ５０から排出された直後
に、保持ガイド７０に一時保持された用紙Ｓを用紙揃えトレイ５０上に積載するようにな
っている。
【００６１】
また、上記用紙揃えトレイ５０上でジャムが発生した場合でも、保持ガイド７０を待機位
置に移動させることにより、用紙揃えトレイ５０の上部は開放され、ジャム除去の操作性
も良い。
【００６２】
そのため、上記実施の形態では、コストアップやマシンサイズの増大を招くことなく、ジ
ャム除去の操作性も良く、しかも多種サイズの用紙に対して、高生産性を実現することが
可能となっている。
【００６３】
実施の形態２
図９及び図１０はこの発明の実施の形態２を示すものであり、前記実施の形態１と同一の
部分には同一の符号を付して説明すると、この実施の形態２では、一時保持手段が、用紙
の搬送方向と直交する幅方向を整合する幅方向の整合手段を兼ねるように構成されている
。
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【００６４】
また、この実施の形態２では、一時保持手段には、画像形成装置から排出される用紙の搬
送方向と直交する幅方向のサイズに応じて用紙保持及び整合を実施しない退避位置と、用
紙揃えトレイ上で用紙の幅方向を整合する整合位置と、用紙の保持を実施する用紙保持位
置と、基準位置とが設定され、用紙保持が必要なモードが選択されると、前記一時保持手
段は、用紙排出手段から１枚目の用紙が排出される以前に退避位置に移動し、順次排出さ
れる用紙を整合位置と用紙保持位置との往復移動によって整合を実施し、用紙束の最終用
紙の整合を終了した後、次の用紙束が存在する場合は、一時保持位置に移動するように制
御されるものである。
【００６５】
さらに、この実施の形態２では、一時保持手段中に、不用な用紙が混入した場合は、一時
保持手段を基準位置に移動するように構成されている。
【００６６】
また更に、この実施の形態３では、一時保持手段の保持位置が、退避位置と整合位置との
間に設定されており、当該一時保持手段は、整合位置から用紙保持位置の間にあっても、
用紙を保持可能に構成されている。
【００６７】
すなわち、この実施の形態２では、図９及び図１０に示すように、整合用のタンパー５９
及びこれを駆動するための手段が設けられておらず、一時保持手段としての保持ガイド７
０が、用紙Ｓの幅方向の整合手段を兼ねるように構成されている。そのため、上記保持ガ
イド７０のガイド溝７６の下端部には、用紙揃えトレイ５０上に積載された用紙Ｓの側面
に当接し、当該用紙Ｓの幅方向の整合を行う用紙整合部９０が設けられている。
【００６８】
この実施の形態に係る後処理装置では、図２に示すように、画像形成装置から順次排出さ
れる用紙Ｓは、用紙搬送路４４に沿って搬送され、排出ロール対４９によって用紙揃えト
レイ５０上に排出される。この用紙揃えトレイ５０上に排出された用紙Ｓは、図１０に示
すように、整合タンパーを兼ねた保持ガイド７０と整合パドル５８により、順次整合され
る。
【００６９】
このとき、上記整合タンパーを兼ねた保持ガイド７０は、ステッピングモーター７０によ
り、ベルト駆動でＡ１、Ａ２方向に移動可能となっている。この保持ガイド７０は、保持
ガイド位置検知センサー７５により基準位置が検出可能となっており、一時保持を実施す
るモードが画像形成装置で選択され実施されると、基準位置より各用紙Ｓのサイズに応じ
て、図１０中、Ａ寸法を保つ退避位置ＰＴに移動し、用紙Ｓの排出を用紙排出検知センサ
ー３９が検知する毎に所定の時間後、整合位置ＰＣに移動して再度退避位置ＰＴに戻る。
これを繰り返し用紙Ｓを順次整合していき、用紙束６７の最終用紙Ｓを整合する整合位置
ＰＣに移動した後、整合位置ＰＣと保持位置ＰＨの間に停止する。
【００７０】
整合された用紙束６７は、後処理手段５１によって後処理が施される。後処理中に画像処
理装置より送り込まれてくる次の用紙は、整合タンパー兼保持ガイド７０が保持し、保持
される用紙Ｓは、ガイド溝７６を通り、両端を保持されながら次々と一時保持されていく
。
【００７１】
この間に用紙揃えトレイ５０上の用紙束６７の後処理が終了すると、整合タンパー兼保持
ガイド７０は、図９に示すように、保持位置ＰＨに移動し、その後、用紙束移動ガイド５
５によってＦ方向に移動、用紙束排出手段６４、６５により積載トレイ５４に排出される
。
【００７２】
また、何らかの原因により不要紙がガイド溝７６に排出されると、すべての一時保持状態
の用紙Ｓは不要紙と判断し、用紙除去のため、基準位置に移動する。
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【００７３】
このように、保持ガイド７０が整合タンパーを兼ねることにより、装置の構成を一層簡略
化することができる。
【００７４】
実施の形態３
この実施の形態３では、一時保持手段が、用紙を一時保持した状態で用紙の搬送方向と直
交する幅方向の整合を実施する保持用紙整合位置が設定されており、一時保持手段を保持
位置から保持用紙整合位置に移動させることにより、保持用紙の整合を実施するように制
御される。
【００７５】
すなわち、この実施の形態３では、保持が必要な用紙を保持する動作において、保持ガイ
ド７０には、保持用紙整合位置ＰＣ’の位置が設定されており、保持が必要な用紙Ｓが用
紙排出位置検知センサー３９で検知した所定の時間経過すると、用紙保持位置ＰＨから保
持用紙整合位置ＰＣ’に移動し、次の保持必要用紙が存在する場合は、再度、保持位置Ｐ
Ｈに移動する。この動作を保持必要用紙が排出する毎に繰り返し保持用紙の整合を行い、
保持する必要のない用紙が排出する以前に退避位置ＰＴに移動するように制御されている
。
【００７６】
また、保持必要用紙を保持する動作において、保持ガイド７０または、整合タンパー兼保
持ガイド７０には、保持用紙整合位置ＰＣ’の位置が設定されており、保持位置ＰＨに位
置確定している状態から、保持必要な最終の用紙後端を用紙排出位置検知センサー３９で
検知して所定の時間が経過すると、用紙保持位置ＰＨから保持用紙整合位置ＰＣ’に移動
し、保持用紙の整合を行い、保持する必要のない用紙が排出する以前に退避位置ＰＴに移
動するように制御されている。
【００７７】
その他の構成及び作用は、前記実施の形態１と同様であるので、その説明を省略する。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、コストアップやマシンサイズの増大を招くこと
なく、ジャム除去の操作性も良く、しかも多種サイズの用紙に対して、高生産性を実現す
ることが可能な後処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１はこの発明の実施の形態１に係る後処理装置の要部を示す構成図である。
【図２】　図２はこの発明の実施の形態１に係る後処理装置を示す概略構成図である。
【図３】　図３はこの発明の実施の形態１に係る後処理装置を適用し得る画像形成装置を
示す構成図である。
【図４】　図４は画像形成装置の用紙反転機構を示す構成図である。
【図５】　図５はこの発明の実施の形態１に係る後処理装置の整合タンパーと保持ガイド
を駆動する機構を示す構成図である。
【図６】　図６はこの発明の実施の形態１に係る後処理装置の保持ガイドを示す説明図で
ある。
【図７】　図７はこの発明の実施の形態１に係る後処理装置の保持ガイドを示す構成図で
ある。
【図８】　図８は挟持手段を示す構成図である。
【図９】　図９はこの発明の実施の形態２に係る後処理装置の要部を示す構成図である。
【図１０】　図１０はこの発明の実施の形態２に係る後処理装置の保持ガイドを示す構成
図である。
【符号の説明】
Ｓ：用紙、４８：搬送ロール対、４９：排出ロール対、５０：用紙揃えトレイ、５８：整
合パドル、５９：整合タンパー、７０：保持ガイド、７６：ガイド溝。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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