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(57)【要約】
【課題】装置の設置面積を大きくせず、装置の高さも抑
えて、装置の上方に画像読取部を配置し、画像形成され
た被転写材の取り出し操作性に優れた画像形成装置を提
供すること。
【解決手段】画像形成装置１は、筐体Ｍと、筐体Ｍの内
部に設けた画像形成部と、筐体Ｍの上部側に設けた画像
読取部２００と、筐体Ｍの上部側に設けた上部排出部５
３と、筐体Ｍの前面側に設けた前面排出部５４と、画像
形成部から上部排出部５３へシート状の被転写材Ｔを搬
送する第１搬送路Ｌ１と、上部排出部５３から前面排出
部５４へ被転写材Ｔを搬送する第２搬送路Ｌ２と、第１
搬送路Ｌ１を搬送された被転写材Ｔを上部排出部５３か
ら画像読取部２００の上方へ一部繰り出した後スイッチ
バックさせて第２搬送路Ｌ２へ誘導するスイッチバック
部材５０と、筐体Ｍの前面側に設けられ、第２搬送路Ｌ
２を搬送され前面排出部５４から排出される被転写材Ｔ
を積載する積載トレイ６００とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体の内部に設けられた画像形成部と、
　前記筐体の上部側に設けられた画像読取部と、
　前記筐体の上部側に設けられた上部排出部と、
　前記筐体の前面側に設けられた前面排出部と、
　前記画像形成部から前記上部排出部へシート状の被転写材を搬送する第１搬送路と、
　前記上部排出部から前記前面排出部へ被転写材を搬送する第２搬送路と、
　前記第１搬送路を搬送された被転写材を前記上部排出部から前記画像読取部の上方へ一
部繰り出した後スイッチバックさせて前記第２搬送路へ誘導するスイッチバック部材と、
　前記筐体の前面側に設けられ、前記第２搬送路を搬送され前記前面排出部から排出され
る被転写材を積載する積載トレイと、
を備える画像形成装置。
【請求項２】
　前記第２搬送路から分岐して前記第１搬送路の上流側に連なる第３搬送路と、
　前記第２搬送路と前記第３搬送路との分岐部における被転写材の搬送方向を切り替える
切替部材と、
を更に備える請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記積載トレイは、前記筐体の前面側に格納された閉位置と、前記筐体から前方へ引き
出された積載位置とを切り替え可能である請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記積載トレイが前記積載位置にあるとき、前記前面排出部と前記積載トレイとの間に
配置され、下端部が上端部に比べて前記筐体の前面から前方へ離れるように傾斜するガイ
ド部材を更に備える請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記積載トレイは、前記閉位置及び前記積載位置に加えて手差し位置に切り換え可能で
あり、前記積載トレイが前記手差し位置にあるとき、前記積載トレイに載置された被転写
材を前記第１搬送路の上流側へ供給する供給部材を更に備える請求項２～４のいずれか１
項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記画像読取部の上面側に、前記上部排出部から搬出された被転写材を集積可能な集積
部を更に備える請求項１～５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コピー機等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、画像形成装置には、用紙の両面に画像形成が可能で、しかもコンパクトタイ
プのものが知られている。このような画像形成装置には、画像形成後の用紙を積載する用
紙積載部の上方に隙間をあけて画像読取部を配置したものがある（例えば、特許文献１参
照）。
【特許文献１】特開２００８－９３７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１に記載の画像形成装置は、筐体の上面に配置される用紙積載部に積
載された用紙を、筐体と画像読取部との間の空間の前面開口部から手を入れて取り出すも
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のである。そのため、筐体と画像読取部との間に用紙を積載するための空間が必要で、画
像形成装置全体の高さが高い。特許文献１に記載の画像形成装置では、この高さを抑えな
がら前面開口部を拡げて用紙の取り出し操作を容易にするため、画像読取部の位置を筐体
の真上から後方へ偏倚させている。そのため、画像読取部の後部が筐体から後方へ突出し
、設置面積が大きくなってしまう。
【０００４】
　本発明は、装置の設置面積を大きくせず、装置の高さもできるだけ抑えて、装置の上方
に画像読取部を配置することができ、しかも画像形成されたシート状の被転写材の取り出
し操作性に優れた画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、筐体と、前記筐体の内部に設けられた画像形成部と、前記筐体の上部側に設
けられた画像読取部と、前記筐体の上部側に設けられた上部排出部と、前記筐体の前面側
に設けられた前面排出部と、前記画像形成部から前記上部排出部へシート状の被転写材を
搬送する第１搬送路と、前記上部排出部から前記前面排出部へ被転写材を搬送する第２搬
送路と、前記第１搬送路を搬送された被転写材を前記上部排出部から前記画像読取部の上
方へ一部繰り出した後スイッチバックさせて前記第２搬送路へ誘導するスイッチバック部
材と、前記筐体の前面側に設けられ、前記第２搬送路を搬送され前記前面排出部から排出
される被転写材を積載する積載トレイと、を備える画像形成装置に関する。
【０００６】
　また、前記第２搬送路から分岐して前記第１搬送路の上流側に連なる第３搬送路と、前
記第２搬送路と前記第３搬送路との分岐部における被転写材の搬送方向を切り替える切替
部材と、を更に備えることが好ましい。
【０００７】
　また、前記積載トレイは、前記筐体の前面側に格納された閉位置と、前記筐体から前方
へ引き出された積載位置とを切り替え可能であることが好ましい。
【０００８】
　また、前記積載トレイが前記積載位置にあるとき、前記前面排出部と前記積載トレイと
の間に配置され、下端部が上端部に比べて前記筐体の前面から前方へ離れるように傾斜す
るガイド部材を更に備えることが好ましい。
【０００９】
　また、前記積載トレイは、前記閉位置及び前記積載位置に加えて手差し位置に切り換え
可能であり、前記積載トレイが前記手差し位置にあるとき、前記積載トレイに載置された
被転写材を前記第１搬送路の上流側へ供給する供給部材を更に備えることが好ましい。
【００１０】
　また、前記画像読取部の上面側に、前記上部排出部から搬出された被転写材を集積可能
な集積部を更に備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、装置の設置面積を大きくせず、高さもできるだけ抑えて、装置上方に
画像読取部を配置することができ、しかも画像形成された用紙の取り出し操作性に優れて
いる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を説明する。
　図１は、本発明による画像形成装置の一実施形態としてのコピー機１において用紙積載
トレイが格納された状態を示す斜視図である。図２は、図１に示すコピー機１において用
紙積載トレイが引き出された状態を示す斜視図である。図３は、図１に示すコピー機１に
おける各構成要素の配置を説明するための側面側から見た配置図である。本実施形態にお
いて、用紙積載トレイが配置された側（図３における右側）をコピー機１の前側とする。
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【００１３】
　図１～図３に示すように、画像形成装置としてのコピー機１は、筐体Ｍと、筐体Ｍの上
部側に配置される画像読取部２００と、筐体Ｍの内部に配置され画像読取部２００からの
画像情報に基づいてシート状の被転写材としての用紙Ｔにトナー画像を形成する画像形成
部と、用紙Ｔを画像形成部に給紙すると共に画像が形成された用紙Ｔを排紙する給排紙部
とを有する。
【００１４】
　画像読取部２００は、蓋部材７０と、原稿（不図示）の画像を読み込む読取部２０１と
、を備える。蓋部材７０は、読取部２０１に対して不図示の連結部により開閉可能に連結
される。蓋部材７０は、後述する読取面２０２Ａを保護する機能を有する。
【００１５】
　読取部２０１は、読取面２０２Ａと、読取部２０１の内部に配置され読取面２０２Ａと
平行な方向に移動するキャリッジ２１０と、を備える。読取面２０２Ａは、原稿が載置さ
れるコンタクトガラス２０２の垂直方向上面に沿って形成される。
【００１６】
　キャリッジ２１０は、光路を形成する複数のミラー（不図示）と、結像レンズ（不図示
）と、読取手段としてのＣＣＤ（不図示）と、ＣＣＤにより読み取られた画像データに対
し所定の処理をすると共に該画像データを画像形成部側に出力させるＣＣＤ基板（不図示
）と、を備える。キャリッジ２１０は、主走査方向Ｘと直交する副走査方向Ｙに一定速度
で移動される。これにより、読取面２０２Ａに載置された原稿の画像が読み取られる。
【００１７】
　図３に示すように、画像形成部は、感光体ドラム２と、帯電部１０と、露光ユニット４
と、現像器１６と、トナーカートリッジ５と、トナー供給装置６と、転写ローラ８と、定
着装置９と、ドラムクリーニング装置１１とを備える。また、給排紙部は、給紙カセット
５２と、レジストローラ対８０と、用紙Ｔの搬送路Ｌとしての第１搬送路Ｌ１、第２搬送
路Ｌ２、第３搬送路Ｌ３と、上部排出部５３と、前面排出部５４と、スイッチバック部材
５０と、切替部材５５と、積載トレイとしての用紙積載トレイ６００とを備える。
【００１８】
　感光体ドラム２は、円筒形状の部材からなり、像担持体として機能する。感光体ドラム
２は、図３の紙面に対して垂直な回転軸を中心に回転可能な態様で筐体Ｍの内部に配置さ
れる。感光体ドラム２の表面には、静電潜像が形成される。
【００１９】
　帯電部１０は、感光体ドラム２の上方に配置される。帯電部１０は、感光体ドラム２の
表面を一様に正極性に帯電させる。
【００２０】
　露光ユニット４は、感光体ドラム２の斜め上方に感光体ドラム２から離間して配置され
る。露光ユニット４は、レーザスキャナユニットからなり、不図示のレーザ光源、ポリゴ
ンミラー、ポリゴンミラー駆動用モータ等を有して構成される。露光ユニット４は、画像
読取部２００から出力された画像情報に基づいて、感光体ドラム２の表面を走査露光する
。露光ユニット４により走査露光されることによって、感光体ドラム２の表面に帯電した
電荷が除去される。これにより、感光体ドラム２の表面に静電潜像が形成される。
【００２１】
　現像器１６は、感光体ドラム２に対して用紙Ｔの搬送方向前方（図３における下側）に
配置される。現像器１６は、感光体ドラム２に形成された静電潜像に単色（通常はブラッ
ク）のトナー画像を現像する。現像器１６は、感光体ドラム２に対向配置可能な現像ロー
ラ１７とトナー攪拌用の攪拌ローラ１８とを有して構成される。
【００２２】
　トナーカートリッジ５は、現像器１６に供給されるトナーを収容する。トナー供給装置
６は、トナーカートリッジ５に収容されたトナーを、現像器１６に供給する。トナーカー
トリッジ５は、交換できるように着脱可能に取り付けられる。



(5) JP 2010-107798 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

【００２３】
　転写ローラ８は、感光体ドラム２の表面に現像されたトナー画像を用紙Ｔに転写させる
。転写ローラ８には、不図示の電圧印加手段により、感光体ドラム２に現像されたトナー
画像を用紙Ｔに転写させるための転写バイアスが印加される。
【００２４】
　転写ローラ８は、感光体ドラム２に対して接離される。具体的には、転写ローラ８は、
感光体ドラム２に当接される当接位置と、感光体ドラム２から離間する離間位置とに移動
可能に構成される。詳細には、転写ローラ８は、感光体ドラム２に現像されたトナー画像
を用紙Ｔに転写させるときは当接位置に位置し、それ以外のときは離間位置に位置する。
【００２５】
　感光体ドラム２と転写ローラ８とによって挟み込まれた用紙Ｔは、感光体ドラム２の表
面（トナー画像が現像された側）に押し当てられる。このようにして転写部としての転写
ニップＮが形成され、感光体ドラム２に現像されたトナー画像は、用紙Ｔに転写される。
【００２６】
　ドラムクリーニング装置１１は、感光体ドラム２に対して用紙Ｔの搬送方向後方（図３
における上側）に配置される。ドラムクリーニング装置１１は、転写ニップＮにより感光
体ドラム２から用紙Ｔへの転写後、感光体ドラム２の表面に残留したトナーや付着物を除
去する。
【００２７】
　定着装置９は、用紙Ｔに転写されたトナー画像を構成するトナーを溶融させて、用紙Ｔ
に定着させる。定着装置９は、ヒータにより加熱される加熱ローラ９ａと、加熱ローラ９
ａに圧接される加圧ローラ９ｂと、を備える。加熱ローラ９ａと加圧ローラ９ｂとは、ト
ナー画像が転写された用紙Ｔを挟持するようにして搬送する。用紙Ｔが加熱ローラ９ａと
加圧ローラ９ｂとの間に挟持されるように搬送されることによって、用紙Ｔに転写された
トナーは、溶融し、定着する。
【００２８】
　給紙カセット５２は、筐体Ｍの下部に配置される。給紙カセット５２は、筐体Ｍの前側
（図３における右側）に水平方向に引き出し可能に配置される。給紙カセット５２は、用
紙Ｔが載置される載置板６０を備えており、給紙カセット５２には、載置板６０に用紙Ｔ
が積層された状態で、用紙Ｔが収容される。給紙カセット５２に収容された用紙Ｔを第１
搬送路Ｌ１に送り出す給紙ローラ６１が、給紙カセット５２の用紙送り出し側端部（図３
における右側端部）に配置される。
【００２９】
　筐体Ｍの上部側には、上部排出部５３が開口して設けられている。上部排出部５３には
第１搬送路Ｌ１の終端部が位置していて、上部排出部５３の近傍には、スイッチバック部
材としてのスイッチバックローラ対５０が設けられている。筐体Ｍの前面側には、前面排
出部５４が開口している。上部排出部５３から前面排出部５４に亘って、第２搬送路Ｌ２
が形成されている。
【００３０】
　給紙カセット５２から上部排出部５３まで用紙Ｔを搬送する第１搬送路Ｌ１は、給紙ロ
ーラ６１からレジストローラ対８０までの搬送路Ｌａと、レジストローラ対８０から転写
ローラ８までの搬送路Ｌｂと、転写ローラ８から定着装置９までの搬送路Ｌｃと、定着装
置９からスイッチバックローラ対５０までの搬送路Ｌｄと、スイッチバックローラ対５０
から上部排出部５３までの搬送路Ｌｅとを有する。
【００３１】
　搬送路Ｌａの途中には、第１合流部Ｐ１が配置される。第１合流部Ｐ１は、第１搬送路
Ｌ１における用紙Ｔの搬送方向に関して、レジストローラ対８０の直前に配置される。ま
た、搬送路Ｌｄの途中には、第１分岐部Ｐ２が配置される。第１分岐部Ｐ２は、第１搬送
路Ｌ１における用紙Ｔの搬送方向に関して、スイッチバックローラ対５０の直前に配置さ
れる。



(6) JP 2010-107798 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

【００３２】
　第２搬送路Ｌ２は、上部排出部５３から前面排出部５４へ用紙Ｔを搬送する。搬送路Ｌ
ｅとスイッチバックローラ対５０は、第２搬送路Ｌ２と第１搬送路Ｌ１とで共用される。
第２搬送路Ｌ２は、第１分岐部Ｐ２から前面排出部５４に至る経路の途中に、第２分岐部
Ｐ３が配置される。第２搬送路Ｌ２は、第１分岐部Ｐ２から第２分岐部Ｐ３までの搬送路
Ｌｆと、第２分岐部Ｐ３から前面排出部５４までの搬送路Ｌｇとを有する。
【００３３】
　第１分岐部Ｐ２から第１合流部Ｐ１に亘って、戻し搬送路としての第３搬送路Ｌ３が形
成されている。第３搬送路Ｌ３は、第１分岐部Ｐ２から第１合流部Ｐ１まで用紙Ｔを搬送
する。第１分岐部Ｐ２から第２分岐部Ｐ３までの搬送路Ｌｆは、第３搬送路Ｌ３と第２搬
送路Ｌ２とで共用される。第２分岐部Ｐ３から第１合流部Ｐ１に至る経路の途中に、第２
合流部Ｐ４が配置される。第２合流部Ｐ４は、第３搬送路Ｌ３と、後述する手差しトレイ
６００から供給される用紙Ｔの手差し搬送路Ｌｊとの合流部である。第３搬送路Ｌ３は、
第２分岐部Ｐ３から第２合流部Ｐ４までの搬送路Ｌｈと、第２合流部Ｐ４から第１合流部
Ｐ１までの搬送路Ｌｉとを有する。第２分岐部Ｐ３には、切替部材としての切替レバー５
５が配置される。切替レバー５５は、スイッチバックローラ対５０でスイッチバックされ
た用紙Ｔを、搬送路Ｌｇへ搬送するか、又は、搬送路Ｌｈへ搬送するかを切り替える。
【００３４】
　転写ローラ８における用紙Ｔの搬送方向の上流側（図３における下側）には、レジスト
ローラ対８０が配置される。レジストローラ対８０は、用紙Ｔのスキュー（斜め給紙）補
正や、トナー画像と用紙搬送とのタイミング調整を行うためのローラ対である。
【００３５】
　第３搬送路Ｌ３は、用紙Ｔの両面印刷を行う際に、既に印刷されている面とは反対面（
非印刷面）を感光体ドラム２に対向させるために設けられる搬送路である。第３搬送路Ｌ
３によれば、第１分岐部Ｐ２から第２分岐部Ｐ３を経て第２合流部Ｐ４側へ搬送された用
紙Ｔを表裏反転させて第１搬送路Ｌ１に戻すことができる。第３搬送路Ｌ３により表裏反
転された用紙Ｔは、感光体ドラム２により非印刷面に対して所定のトナー画像が転写され
る。
【００３６】
　上部排出部５３及びスイッチバックローラ対５０は、筐体Ｍにおける上部側に配置され
る。上部排出部５３は、筐体Ｍの後方（図３における左側）に向けて開口している。スイ
ッチバックローラ対５０は、定着装置９によりトナーが定着された用紙Ｔを筐体Ｍの外部
に排紙する。
【００３７】
　上部排出部５３における開口側には、集積部としての排紙集積部Ｍ１が形成される。排
紙集積部Ｍ１は、筐体Ｍの上部側に配置される画像読取部２００の上面（外面）側に形成
される。排紙集積部Ｍ１は、画像読取部２００における蓋部材７０の上面に形成される。
排紙集積部Ｍ１の上面は、上部排出部５３から排出される用紙Ｔが載置され易いよう湾曲
して形成されている。排紙集積部Ｍ１には、上部排出部５３から排紙された、所定画像が
転写された用紙Ｔが積層して集積される。
【００３８】
　スイッチバックローラ対５０は、第１搬送路Ｌ１を搬送された用紙Ｔの一部を上部排出
部５３から排紙集積部Ｍ１の上方へ繰り出し、用紙Ｔの全部が排出される前にスイッチバ
ック（搬送方向を反転）する。図４は、図３における要部の片面搬送時における拡大断面
図である。図５は、図３における要部の両面搬送時における拡大断面図である。切替レバ
ー５５が図４に示す位置にあるとき、スイッチバックローラ対５０は、スイッチバックし
た用紙Ｔを、第２搬送路Ｌ２（搬送路Ｌｆ，Ｌｇ）を通って前面排出部５４から筐体Ｍの
前方へ排出する。また、切替レバー５５が図５に示す位置にあるとき、スイッチバックロ
ーラ対５０は、スイッチバックした用紙Ｔを、第３搬送路Ｌ３（搬送路Ｌｆ，Ｌｈ，Ｌｉ
）を通って第１搬送路Ｌ１へ戻す。更に、スイッチバックローラ対５０は、第１搬送路Ｌ
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１を搬送された用紙Ｔをスイッチバックさせずに、上部排出部５３から排紙集積部Ｍ１の
上方へ排出する。
【００３９】
　次いで、用紙積載トレイ６００について説明する。用紙積載トレイ６００は、原稿の画
像が転写され定着された用紙Ｔが排出される排紙トレイとして使用される。また、用紙積
載トレイ６００は、例えば、給紙カセット５２にセットされていない種類の用紙Ｔに画像
形成する場合の手差しトレイとして使用される。そのため、用紙積載トレイ６００は、給
紙カセット５２の上方において、筐体Ｍ（ケース本体１１０）の前面（図１及び図２にお
ける右側面）１１０ａ側に設けられる。ケース本体１１０における手差し搬送路Ｌｊの入
口近傍には、用紙積載トレイ６００に載置された用紙Ｔを第１搬送路Ｌ１に供給する供給
部材としての給紙ローラ６６が設けられる。給紙ローラ６６は、用紙積載トレイ６００に
載置された用紙Ｔを、手差し搬送路Ｌｊ及び搬送路Ｌｉを介して、第１搬送路Ｌ１に給紙
する。
【００４０】
　用紙積載トレイ６００は、下部トレイ６１３ａと上部トレイ６１３ｂとで構成される。
下部トレイ６１３ａと上部トレイ６１３ｂとは、ヒンジ部６１８によって、折り曲げ可能
に構成されている。用紙積載トレイ６００は、下部トレイ６１３ａの下端部において、支
軸６１９を介してケース本体１１０に回動自在（開閉自在）に取り付けられる。用紙積載
トレイ６００の支軸６１９は、手差し搬送路Ｌｊの入口近傍に位置決めされる。上部トレ
イ６１３ｂの外面には、取手部６１７が設けられている。取手部６１７は、用紙積載トレ
イ６００の回動移動（開閉移動）に利用される。具体的には、ユーザは、取手部６１７を
持って用紙積載トレイ６００を外側へ引くことにより、用紙積載トレイ６００を開放位置
（積載位置、手差し位置）まで回動させることができる。また、取手部６１７を持って用
紙積載トレイ６００をケース本体１１０側へ押し込むことにより、用紙積載トレイ６００
を閉位置まで回動させることができる。
【００４１】
　用紙積載トレイ６００は、図１に示す閉位置６００ａにあるとき、下部トレイ６１３ａ
及び上部トレイ６１３ｂの外面がケース本体１１０の前面１１０ａと面一（同一平面）と
なり、ケース本体１１０（筐体Ｍ）の外面の一部となる。また、用紙積載トレイ６００は
、図２及び図３に示す積載位置６００ｂにあるとき、下部トレイ６１３ａが支軸６１９の
まわりに外側へ回動し、上部トレイ６１３ｂがヒンジ部６１８のまわりに内側へ回動する
。これにより、用紙積載トレイ６００は、下部トレイ６１３ａが底部となり、上部トレイ
６１３ｂがケース本体１１０の前面１１０ａとほぼ平行となる。更に、用紙積載トレイ６
００は、図６に示す手差し位置６００ｃにあるとき、下部トレイ６１３ａと上部トレイ６
１３ｂとが、ケース本体１１０の前面１１０ａから所定角度傾斜した一体の平板状となる
。
【００４２】
　筐体Ｍ（ケース本体１１０）の前面１１０ａ側において、用紙積載トレイ６００の内側
には、ガイド部材６１０が設けられる。ガイド部材６１０は、その上端部において、ケー
ス本体１１０に回動自在（開閉自在）に取り付けられる。ガイド部材６１０は、用紙積載
トレイ６００が図１に示す閉位置６００ａにあるときは、用紙積載トレイ６００の内側に
おいてケース本体１１０内に格納される。また、ガイド部材６１０は、用紙積載トレイ６
００が図２及び図３に示す積載位置６００ｂにあるときは、上端部に比べて下端部がケー
ス本体１１０の前面から前方へ離れるように傾斜した位置となる。更に、ガイド部材６１
０は、用紙積載トレイ６００が図６に示す手差し位置６００ｃにあるときは、手差し作業
の邪魔にならないように格納される。手差し位置６００ｃにある用紙積載トレイ６００に
は、用紙Ｔが載置される。
【００４３】
　次に、上記のように構成されたコピー機１の使用態様について説明する。
　本実施形態のコピー機１は、用紙積載トレイ６００が図２及び図３に示す積載位置６０
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０ｂにセットされ、切替レバー５５が図４に示す位置にセットして使用される。この場合
、第１搬送路Ｌ１を搬送されて所定の画像を形成（転写及び定着）された用紙Ｔは、スイ
ッチバックローラ対５０によりスイッチバックされ、第２搬送路Ｌ２（搬送路Ｌｆ，Ｌｇ
）を通って前面排出部５４から筐体Ｍの前方へ排出され、用紙積載トレイ６００に積載さ
れる。このとき、ガイド部材６１０が、上端部に比べて下端部がケース本体１１０の前面
から前方へ離れるように傾斜しているため、用紙Ｔは、画像形成面がガイド部材６１０に
向き合って寄り掛かる姿勢で収容される。このため、片面コピーされた用紙Ｔは、ページ
順（コピー順）に用紙積載トレイ６００に積載されることになる。
【００４４】
　このとき、用紙積載トレイ６００が図１に示す閉位置６００ａにセットされている状態
において、スイッチバックローラ対５０が用紙Ｔをスイッチバックさせずに、上部排出部
５３から排紙集積部Ｍ１の上方へ排出することができる。
【００４５】
　また、本実施形態のコピー機１は、用紙積載トレイ６００が図２及び図３に示す積載位
置６００ｂにセットされ、切替レバー５５が図５に示す位置にセットして使用される。こ
の場合、第１搬送路Ｌ１を搬送されて片面に所定の画像を形成（転写及び定着）された用
紙Ｔは、スイッチバックローラ対５０によりスイッチバックされ、第３搬送路Ｌ３（搬送
路Ｌｆ，Ｌｈ，Ｌｉ）を通って第１搬送路Ｌ１へ戻され、他の片面に所定の画像が形成（
転写及び定着）される。こうして両面コピーされた用紙Ｔは、スイッチバックローラ対５
０により再びスイッチバックされ、第３搬送路Ｌ３（搬送路Ｌｆ，Ｌｈ，Ｌｉ）を通って
第１搬送路Ｌ１へ戻される。そして、第１搬送路Ｌ１を今度は画像形成（転写及び定着）
されずに通った用紙Ｔは、スイッチバックローラ対５０により再度スイッチバックされ、
切替レバー５５が図５に示す位置から図４に示す位置に切り替えてセットされることで、
第２搬送路Ｌ２（搬送路Ｌｆ，Ｌｇ）を通って前面排出部５４から筐体Ｍの前方へ排出さ
れ、用紙積載トレイ６００に積載される。このとき、ガイド部材６１０が、上端部に比べ
て下端部がケース本体１１０の前面から前方へ離れるように傾斜しているため、用紙Ｔは
、最初に画像形成された面がガイド部材６１０に向き合って寄り掛かる姿勢で収容される
。このため、例えば、両面コピーされた用紙Ｔは、ページ順（コピー順）に用紙積載トレ
イ６００に積載されることになる。
【００４６】
　この場合も、用紙積載トレイ６００が図１に示す閉位置６００ａにセットされている状
態において、スイッチバックローラ対５０が両面コピーされた用紙Ｔをスイッチバックさ
せずに、上部排出部５３から排紙集積部Ｍ１の上方へ排出することができる。
【００４７】
　更に、本実施形態のコピー機１は、用紙積載トレイ６００が図６に示す手差し位置６０
０ｃにセットされ、切替レバー５５が図４に示す位置にセットして使用される。この場合
、手差し搬送路Ｌｊから第１搬送路Ｌ１を搬送されて所定の画像を形成（転写及び定着）
された用紙Ｔを、スイッチバックローラ対５０がスイッチバックさせずに、上部排出部５
３から排紙集積部Ｍ１の上方へ排出することができる。
【００４８】
　また、本実施形態のコピー機１は、用紙積載トレイ６００が図６に示す手差し位置６０
０ｃにセットされ、切替レバー５５が図５に示す位置にセットして使用される。この場合
、手差し搬送路Ｌｊから第１搬送路Ｌ１を搬送されて片面に所定の画像を形成（転写及び
定着）された用紙Ｔは、スイッチバックローラ対５０によりスイッチバックされ、第３搬
送路Ｌ３（搬送路Ｌｆ，Ｌｈ，Ｌｉ）を通って第１搬送路Ｌ１へ戻され、他の片面に所定
の画像が形成（転写及び定着）される。こうして両面コピーされた用紙Ｔは、スイッチバ
ックローラ対５０がスイッチバックさせずに、上部排出部５３から排紙集積部Ｍ１の上方
へ排出することができる。
【００４９】
　本実施形態によれば、コピー機１に、第１搬送路Ｌ１を搬送された用紙Ｔを上部排出部
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５３から画像読取部２００の上方へ一部繰り出した後スイッチバックさせて第２搬送路Ｌ
２へ誘導するスイッチバックローラ対５０を設けると共に、コピー機１の前面側に、第２
搬送路Ｌ２を搬送され前面排出部５４から排出される用紙Ｔを積載する用紙積載トレイ６
００を設けた。そのため、画像読取部２００がコピー機１の上部側に配置されているにも
関わらず、用紙Ｔを取り出す際に画像読取部２００が邪魔にならず、排出された用紙Ｔの
取り出し性を向上させることができる。
【００５０】
　また、本実施形態によれば、コピー機１の前面排出部５４と用紙積載トレイ６００との
間に、下端部が上端部に比べてコピー機１の前面から前方へ離れるように傾斜するガイド
部材６１０を設けた。そのため、用紙積載トレイ６００に積載される用紙Ｔは、画像形成
面がガイド部材６１０に向き合って寄り掛かる姿勢で収容される。これにより、コピーさ
れた用紙Ｔを、ページ順（コピー順）に用紙積載トレイ６００に積載することができる。
【００５１】
　また、本実施形態によれば、用紙積載トレイ６００は、閉位置６００ａ及び積載位置６
００ｂに加えて、手差し位置６００ｃに切り換え可能であり、また、用紙積載トレイ６０
０が手差し位置６００ｃにあるとき、用紙積載トレイ６００に載置された用紙Ｔを第１搬
送路Ｌ１の上流側へ供給する給紙ローラ６６を設けた。そのため、用紙積載トレイ６００
を、手差しトレイとしても使用することができ、利便性を向上させることができる。
【００５２】
　また、本実施形態によれば、画像読取部２００の上面側に、上部排出部５３から搬出さ
れた用紙Ｔを集積可能な排紙集積部Ｍ１を設けた。そのため、用紙積載トレイ６００を閉
位置６００ａにセットした状態でもコピー機１を使用することができ、設置面積を少なく
することができる。また、用紙積載トレイ６００を積載位置６００ｂにセットした状態の
ときは、必要に応じて、用紙積載トレイ６００に用紙Ｔを排出することも、排紙集積部Ｍ
１に用紙Ｔを排出することもでき、そのため、利便性を向上させることができる。
【００５３】
　以上、好適な実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるこ
となく種々の形態で実施することができる。例えば、本実施形態において、画像形成装置
としてコピー機（モノクロコピー機）１について説明しているが、これに限定されず、カ
ラーコピー機、プリンタ、ファクシミリ及びこれらの複合機等であってもよい。
【００５４】
　本実施形態においては、用紙Ｔに画像を形成しているが、本発明の画像形成装置は、用
紙Ｔ以外の被転写材、例えばフィルムシートに画像を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の画像形成装置の一実施形態としてのコピー機１において用紙積載トレイ
６００が格納された状態を示す斜視図である。
【図２】図１に示すコピー機１において用紙積載トレイ６００が引き出された状態を示す
斜視図である。
【図３】図１に示すコピー機１における各構成要素の配置を説明するための側面からみた
配置図である。
【図４】図３における要部の片面搬送時における拡大断面図である。
【図５】図３における要部の両面搬送時における拡大断面図である。
【図６】用紙積載トレイ６００を手差しトレイとして使用する状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
１……コピー機（画像形成装置）、２００……画像読取部、５３……上部排出部、５４…
…前面排出部、５０……スイッチバックローラ対（スイッチバック部材）、５５……切替
レバー（切替部材）、６６……給紙ローラ（供給部材）、６００……用紙積載トレイ（積
載トレイ）、６００ａ……閉位置、６００ｂ……積載位置、６００ｃ……手差し位置、６
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１０……ガイド部材、Ｌ１……第１搬送路、Ｌ２……第２搬送路、Ｌ３……第３搬送路、
Ｍ……筐体、Ｍ１……排紙集積部（集積部）、Ｔ……用紙（被転写材）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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