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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置の排紙口よりほぼ水平に排出される用紙を積載する排紙装置であって、前
記用紙を積載する排紙台と、前記排紙台上の用紙排出方向下流側に配設された、前記用紙
の先端が当接するエンドフェンスと、前記エンドフェンスと対向する位置の前記排紙口の
近傍に配設され、前記排紙台の内方に向けて用紙排出方向に沿いほぼ水平に延在し、先端
部が斜め下方に向けて曲折形成されると共に前記排紙口より排出される前記用紙の後端部
が接触するガイド部材とを有し、前記エンドフェンスは前記用紙のサイズに合わせて移動
自在であり、前記ガイド部材の先端部と前記エンドフェンスとの距離は前記用紙の排出方
向長さよりも短くなるように設定されることを特徴とする排紙装置。
【請求項２】
　請求項１記載の排紙装置において、
　前記ガイド部材が前記用紙の落下に伴い前記排紙台の外方に向けて変位可能であること
を特徴とする排紙装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の排紙装置において、
　前記ガイド部材が前記排紙台の内方に向けて延在する位置と前記排紙台の内方より退避
する位置とに移動自在であることを特徴とする排紙装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか１つに記載の排紙装置において、
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　前記ガイド部材が前記用紙の幅に合わせて移動自在であることを特徴とする排紙装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れか１つに記載の排紙装置において、
　前記ガイド部材が弾性を有することを特徴とする排紙装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、孔版印刷装置や複写機等の画像形成装置から画像形成された用紙等を排出、積
載する排紙装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、孔版印刷装置や複写機等の画像形成装置では、画像形成後に排出された用紙を、エ
ンドフェンス及びサイドフェンスを有する排紙装置の排紙台上に積載している。この排紙
装置において、画像形成装置の排紙口より排出された用紙は、エンドフェンスに衝突した
後にサイドフェンスによって用紙幅方向への移動を規制された後、排紙台上に落下して積
載されるのであるが、用紙がエンドフェンスに衝突した際の跳ね返りによって排紙台上で
の用紙の揃え（以下、排紙揃えという）が悪化してしまうという問題点があった。
【０００３】
そこで、用紙の落下に伴って移動自在な可動部材をサイドフェンスに設け、用紙をＵ字形
状に撓ませたまま落下させることで排紙揃えを向上させる技術が例えば特開平６－３２９
３２７号公報に、また、エンドフェンスの角度及び幅を変えて用紙の跳ね返りやねじれを
抑えて排紙揃えを向上させる技術が例えば特開平９－２０８１０８号公報に開示されてい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の各技術では、エンドフェンス衝突時の跳ね返りによる排紙揃えの悪化は防
止できるが、エンドフェンス衝突時に生じる用紙のねじれは除去しきれず、排紙揃えを良
化しきれないという問題点がある。これは、サイドフェンスとの接触長さが大きいＡ３サ
イズやＢ４サイズ等の大サイズの普通紙を用いたときよりも、サイドフェンスとの接触長
さの短いＡ４サイズやＢ５サイズ等の小サイズの用紙を用いた場合や腰のない用紙を用い
た場合に顕著である。
【０００５】
本発明は、上記問題点を解決し、エンドフェンス衝突時に生じる用紙のねじれを除去し、
小サイズの用紙や腰のない用紙を用いた場合でも排紙揃えを向上させることが可能な排紙
装置の提供を目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、画像形成装置の排紙口よりほぼ水平に排出される用紙を積載す
る排紙装置であって、前記用紙を積載する排紙台と、前記排紙台上の用紙排出方向下流側
に配設された、前記用紙の先端が当接するエンドフェンスと、前記エンドフェンスと対向
する位置の前記排紙口の近傍に配設され、前記排紙台の内方に向けて用紙排出方向に沿い
ほぼ水平に延在し、先端部が斜め下方に向けて曲折形成されると共に前記排紙口より排出
される前記用紙の後端部が接触するガイド部材とを有し、前記エンドフェンスは前記用紙
のサイズに合わせて移動自在であり、前記ガイド部材の先端部と前記エンドフェンスとの
距離は前記用紙の排出方向長さよりも短くなるように設定されることを特徴とする。
【０００７】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の排紙装置において、さらに、前記ガイド部材が前
記用紙の落下に伴い前記排紙台の外方に向けて変位可能であることを特徴とする。
【０００８】
請求項３記載の発明は、請求項１または請求項２記載の排紙装置において、さらに、前記
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ガイド部材が前記排紙台の内方に向けて延在する位置と前記排紙台の内方より退避する位
置とに移動自在であることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４記載の発明は、請求項１ないし３の何れか１つに記載の排紙装置において、さ
らに前記ガイド部材が前記用紙の幅に合わせて移動自在であることを特徴とする。
【００１０】
請求項５記載の発明は、請求項１ないし請求項４のうちの何れか１つに記載の排紙装置に
おいて、さらに、前記ガイド部材が弾性を有することを特徴とする。
【００１１】
【実施例】
図１は、本発明の第１の実施例を採用した画像形成装置としての孔版印刷装置の概略図で
ある。同図において、符号１は孔版印刷装置、符号２は版胴、符号３は給紙装置、符号４
はプレスローラー、符号５は排紙装置、符号６は筐体をそれぞれ示している。
【００１２】
製版済みマスタが巻装された版胴２に対して給紙装置３から給送された印刷用紙Ｐは、プ
レスローラー４によって版胴２に押圧されることにより印刷画像を転写された後、排紙装
置５へ送られる。
【００１３】
排紙装置５は、印刷画像が転写された印刷済みの印刷用紙Ｐを順次積載する排紙台７と、
版胴２の近傍に配置され印刷済みの印刷用紙Ｐを版胴２の外周面から剥離する剥離爪８と
、剥離爪８によって剥離された印刷済みの印刷用紙Ｐを吸引しつつ図に矢印で示す排紙搬
送方向に搬送して排紙台７上へ排出する吸引ユニット９と、一対のガイド部材１０，１０
とを有している。
【００１４】
吸引ユニット９は、排紙搬送方向下流側端部を筐体６に形成された排紙口６ａに臨ませて
おり、その排紙経路上には、見かけ上の腰の強さを高めるために排出される印刷用紙Ｐを
Ｕ字形に変形させる一対あるいは二対の腰付け部材９ａが配設されている。この腰付け部
材９ａは、その隆起角度あるいは隆起高さを印刷用紙Ｐの種類に応じて適宜変更可能に構
成されている。この腰付け部材の構成は、例えば実公平５－６３０５号公報に開示されて
いる。
【００１５】
用紙Ｐ１、用紙Ｐ２（図４参照）を積載可能な排紙台７には、図２に示すように、排紙搬
送方向と直交する排紙幅方向での印刷済みの印刷用紙Ｐの排紙揃えを行うサイドフェンス
１１，１１と、印刷用紙Ｐの先端を受け止めて排紙搬送方向における印刷用紙Ｐの排紙揃
えを行うエンドフェンス１２とが、それぞれ起立して設けられている。
【００１６】
各サイドフェンス１１，１１は、その基端を排紙台７上に設けられた図示しないステーに
支持されており、排紙台７上を排紙幅方向にそれぞれ移動自在に、かつ、印刷用紙Ｐが積
載される側（内方）に向けてそれぞれ折り畳み自在に設けられている。また、各サイドフ
ェンス１１，１１同士は図示しないラックアンドピニオン機構によって連結されており、
何れか一方を移動させると他方も移動するように構成されている。
【００１７】
エンドフェンス１２は、排紙台７上に固設された図示しないレール部材に排紙搬送方向と
平行な方向に移動自在に取り付けられている。エンドフェンス１２も各サイドフェンス１
１，１１と同様に、排紙台７の内方に向けて折り畳み自在に設けられている。
【００１８】
５～２０ｍｍ程度の幅を有し、金属や樹脂で形成された角棒状のガイド部材１０，１０は
、図３に示すように、その中程の曲折部１０ａより角度θで曲折されており、この曲折端
部１０ｂを下方に向け、その上面が排紙口６ａの下側開口縁部と略同一平面を形成するよ
うに、排紙口６ａが形成された筐体６の側板６ｂにその基端１０ｃを、ネジ止めや接着等
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の方法によってそれぞれ取り付けられている。各ガイド部材１０，１０は、図４に示すよ
うに、排紙台７上に積載される各用紙Ｐ１，Ｐ２の排紙搬送方向上流側端部（以下、後端
部という）に曲折端部１０ｂを接触させる位置に配置されている。ガイド部材１０の曲折
角度θ及び曲折部１０ａの位置は、曲折角度θが３０～６０゜、曲折部１０ａの位置が用
紙後端部より１０ｍｍ程度、用紙後端部と曲折端部１０ｂとの接触長さが２０ｍｍ程度と
なるように定められ、各ガイド部材１０，１０の配設位置は、各用紙Ｐ１，Ｐ２の用紙幅
方向の両側端部より３０～５０ｍｍ程度内側となるように定められている。なお、図４に
おける各サイドフェンス１１，１１及びエンドフェンス１２の位置は用紙Ｐ１に対応した
位置であり、用紙Ｐ２を用いる場合には用紙Ｐ２を囲む位置にそれぞれ移動される。
【００１９】
上述の構成より、版胴２によって印刷がなされた印刷用紙Ｐは、吸引ユニット９によって
搬送され、腰付け部材９ａによって腰付けされた後に排紙台７上に排出積載される。この
ときの印刷用紙Ｐの挙動を図５を用いて説明する。なお、図５に示す印刷用紙Ｐは中央断
面のみを示しており、腰付け部材９ａによって上方への腰付けがなされた両端部は図示を
省略している。
【００２０】
吸引ユニット９に搬送された印刷用紙Ｐは、その排紙搬送方向下流側端部（以下、先端部
という）をエンドフェンス１２に当接させるべく、各ガイド部材１０，１０の上面を僅か
に滑りながら排出される（符号Ｐ－１）。そして、エンドフェンス１２に先端部が当接す
ると（符号Ｐ－２）、その衝突力によって吸引ユニット９側に跳ね返される。このとき、
印刷用紙Ｐにねじれが生ずる。
【００２１】
跳ね返された印刷用紙Ｐは、後端部を各ガイド部材１０，１０の斜面に当接させ、先端部
がエンドフェンス１２より離間する（Ｐ－３）。後端部を各ガイド部材１０，１０に当接
した印刷用紙Ｐは、各ガイド部材１０，１０によってエンドフェンス１２側に押し戻され
つつ各ガイド部材１０，１０の斜面を下方へと滑り、先端部を再びエンドフェンス１２に
当接させる（Ｐ－４）。このとき、後端部が各ガイド部材１０，１０に当接して押し戻さ
れることにより、印刷用紙Ｐに生じたねじれが除去される。
【００２２】
ねじれを除去された印刷用紙Ｐは、先端部をエンドフェンス１２に当接させつつ後端部を
各ガイド部材１０，１０にガイドされて落下し（Ｐ－５）、やがてその後端部が各曲折端
部１０ｂ，１０ｂより外れる（Ｐ－６）ことで自由落下して（Ｐ－７）排紙台７上に積載
される（Ｐ－８）。この自由落下時において、印刷用紙Ｐには空気抵抗が作用するため、
印刷用紙Ｐは先端部をエンドフェンス１２に当接した状態を保持する。
【００２３】
上述の一連の動作により、孔版印刷装置１より排出された印刷用紙Ｐは、エンドフェンス
１２に当接した際のねじれを、その後端部が当接する各ガイド部材１０，１０によって除
去された後に排紙台７上に整然と積載されるので、本発明の排紙装置によれば、小サイズ
の用紙や腰のない用紙を使用した場合でも排紙揃えを向上させることができる。なお、用
紙先端部の揃えをさらに向上させるため、排紙台７を、その排紙方向下流側端部が下方に
向くように傾斜させて配置し、このときのエンドフェンス１２の排紙台７に対する起立角
度を最適な位置に変化させた構成を採用してもよい。
【００２４】
上述した第１の実施例において、ガイド部材１０に代えて、図６、図７に示すガイド部材
１３，１４を用いてもよい。
【００２５】
ガイド部材１３は、固定部１３ａと可動部１３ｂと圧縮バネ１３ｃとから主に構成されて
いる。金属や樹脂等からなる固定部１３ａと可動部１３ｂとは回動自在に面接続されてい
る。固定部１３ａと可動部１３ｂとの間には、印刷用紙Ｐの落下に応じて可動部１３ｂが
回動される程度のバネ定数を有する圧縮バネ１３ｃが取り付けられている。ガイド部材１
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３は、図６に実線で示す初期状態より、印刷用紙Ｐの落下に応じて、初期状態より排紙台
７の外方（積載される用紙の最後端よりも排紙方向上流側）に位置する二点鎖線で示す屈
曲状態に変位する。ガイド部材１３は、初期状態において、ガイド部材１０とほぼ同一形
状となるように、固定部１３ａ、可動部１３ｂの寸法、及び屈曲角度が設定されている。
【００２６】
ガイド部材１４は、固定部１４ａと可動部１４ｂとから主に構成されている。金属や樹脂
等からなる固定部１４ａと樹脂の薄板等の弾性部材からなる可動部１４ｂとは接着等の方
法によって一体的に形成されている。可動部１４ｂは、印刷用紙Ｐの落下に応じて変形す
る弾性係数を有する部材であり、具体的には０．１～０．３ｍｍ程度の厚みを有する樹脂
フィルムや０．０３～０．１ｍｍ程度の厚みを有する金属板等が用いられる。ガイド部材
１４は、図７に実線で示す初期状態より、印刷用紙Ｐの落下に応じて、初期状態より排紙
台７の外方に位置する二点鎖線で示す屈曲状態に変位する。ガイド部材１４は、初期状態
時での印刷用紙Ｐとの接触長さがガイド部材１０と同じとなるように、また、可動部１４
ｂの変形位置が曲折部１０ａと同じ位置となるように構成されている。
【００２７】
上述した各ガイド部材１３，１４を用いることにより、第１の実施例と同様の効果を得る
ことができると共に、各可動部１３ｂ，１４ｂが排紙台７の外方に向けて変位することで
、排紙台７上に積載された印刷用紙Ｐの高さが高くなった場合にガイド部材上に印刷用紙
Ｐの後端が残ってしまうという不具合を防止でき、印刷用紙Ｐの排紙台７上における積載
量を増大させることができる。さらに、各可動部１３ｂ，１４ｂが印刷用紙Ｐの後端を押
し戻すように作用するので、印刷用紙Ｐの先端とエンドフェンス１２との当接度合いが高
くなり、排紙揃えをさらに向上させることができる。
【００２８】
さらに、上記実施例の他の変形例として、図８に示すように、側板６ｂに各ガイド部材１
０，１０を回動自在に取り付けると共に、側板６ｂに各ガイド部材１０，１０を収納可能
な凹部６ｃ，６ｃを形成して、各ガイド部材１０，１０を図に二点鎖線で示すように排紙
台７の内方（上方）より退避する位置に移動自在とした構成を採用してもよい。
【００２９】
このような構成とすることにより、排紙台７上より積載された印刷用紙Ｐを取り出す際に
、各ガイド部材１０，１０を退避させることで印刷用紙Ｐとの干渉を防止することができ
、取り出し時の操作性を向上させることができる。
【００３０】
図９は、本発明の第２の実施例に用いられる排紙装置１５を示している。排紙装置１５は
、第１の実施例で示した排紙装置５と比べると、移動手段１６によりガイド部材１０を排
紙幅方向に移動自在とした点において相違している。移動手段１６は、図１０、図１１に
示すように、上ラック部材１７、下ラック部材１８、モーター１９等から主に構成されて
いる。
【００３１】
板材からなる上ラック部材１７は中央部に長穴１７ａを有しており、この長穴１７ａに側
板６ｂの内面に植設された段付きピン２０，２０を係合されることで、排出口６ａのほぼ
中央より図９で左方から見たときの右側寄りに、用紙幅方向に移動自在に支持されている
。上ラック部材１７の下端部にはラック部１７ｂが形成されており、上端部の右側端部寄
りにはガイド部材１０が取り付けられている。ガイド部材１０は、第１の実施例と同様に
、その上面が排出口６ａの下側開口縁部と略同一平面を形成する高さに配置されている。
上ラック部材１７の上端部の、ガイド部材１０の取付位置よりさらに右側寄りの部位には
被検知部１７ｃが設けられている。
【００３２】
板材からなり中央部に長穴１８ａを有する下ラック部材１８は上ラック部材１７の下方に
配設されており、長穴１８ａに段付きピン２０，２０を係合されることで、排出口６ａの
ほぼ中央より図９で左方から見たときの左側寄りに、用紙幅方向に移動自在に支持されて
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いる。下ラック部材１８の上端部は、左側端部寄りの部位が上方に延出して延出部１８ｂ
を形成しており、延出部１８ｂの上端部は上ラック部材１７の上端部と同じ高さとなるよ
うに設定され、ここにガイド部材１０が取り付けられている。下ラック部材１８の、延出
部１８ｂを除いた上端部にはラック部１８ｃが形成されている。
【００３３】
上ラック部材１７と下ラック部材１８との高さ方向において中間の位置には、図示しない
制御手段にその作動を制御されるモーター１９が配設されている。モーター１９は筐体６
の図示しない側板に取り付けられており、その出力軸には、各ラック部１７ｂ，１８ｃと
噛合するピニオン１９ａが固着されている。モーター１９が作動することにより、上ラッ
ク部材１７と下ラック部材１８とは互いに近付く向きあるいは離れる向きに同時に移動さ
れる。
【００３４】
側板６ｂの内面の、被検知部１７ｃの移動経路と対応する部位には、サイズセンサー２１
ａ，２１ｂが配設されている。サイズセンサー２１ａは、用紙Ｐ１が用いられるときに、
ガイド部材１０が用紙Ｐ１の側端部から３０～５０ｍｍの位置となるように配置されてお
り、サイズセンサー２１ｂは、用紙Ｐ２が用いられるときに、ガイド部材１０が用紙Ｐ２
の側端部から３０～５０ｍｍの位置となるように配置されている。
【００３５】
上述の構成により、複数の用紙サイズに応じてガイド部材１０を移動させることができ、
多種の用紙を用いた場合においても排紙台７上での排紙揃えを向上させることができる。
また、給紙装置３に設けられた図示しない用紙サイズセンサーからの信号に応じてモータ
ー１９を作動させることにより、自動的にガイド部材１０を最適位置に位置決めすること
ができる。この第２の実施例においても、第１の実施例と同様に、ガイド部材１０に代え
て、ガイド部材１３あるいはガイド部材１４を使用することが可能である。
【００３６】
図１２、図１３に第２の実施例の変形例を示す。この変形例は、第２の実施例と比べると
、上ラック部材１７及び下ラック部材１８に代えて上ラック部材２２及び下ラック部材２
３を用いた点、収納センサー２１ｃを設けた点、側板６ｂに凹部６ｃと段部６ｄを形成し
た点において相違している。
【００３７】
板材からなり、上ラック部材１７よりも用紙幅方向の長さが長い上ラック部材２２は、上
ラック部材１７と同様に、中央に図示しない長穴を、下端部に図示しないラック部を有し
ており、上端部の右側端部には被検知部２２ａが形成されている。被検知部２２ａよりも
中央部寄りには、ガイド部材１０がピン２２ｂによって回動自在に取り付けられている。
ガイド部材１０は、ピン２２ｂに取り付けられた図示しないねじりコイルバネと図示しな
いストッパーとにより図１２に実線で示す位置に位置決めされており、時計回り方向への
回動が許容されている。上ラック部材２２は段付きピン２０，２０で用紙幅方向に移動自
在に支持され、その上端部には、ガイド部材１０を収納可能な凹部２２ｃが形成されてい
る。
【００３８】
板材からなり、下ラック部材１８よりも用紙幅方向の長さが長い下ラック部材２３は、下
ラック部材１８と同様に、中央に図示しない長穴を、上端部にラック部２３ａを有してお
り、上端部の左側端部には、上ラック部材２２と同様に、図示を省略したガイド部材１０
がピンによって回動自在に取り付けられている。下ラック部材２３も段付きピン２０，２
０で用紙幅方向に移動自在に支持され、その上端部には、ガイド部材１０を収納可能な図
示しない凹部が形成されている。
【００３９】
側板６ｂには、各ガイド部材１０，１０を収納可能な凹部６ｃ，６ｃが形成されており、
その用紙幅方向外側には、各ガイド部材１０，１０の側面部が当接可能な段部６ｄ，６ｄ
が形成されている。側板６ｂの内面の、サイズセンサー２１ａ，２１ｂが取り付けられた



(7) JP 4098864 B2 2008.6.11

10

20

30

40

50

側の段部６ｄよりさらに用紙幅方向外側の部位には、収納センサー２１ｃが取り付けられ
ている。収納センサー２１ｃは、上ラック部材２２が後述するガイド部材収納位置に移動
されたときに、被検知部２２ａを検知する位置に配置されている。
【００４０】
上述の構成により、モーター１９を作動させて上ラック部材２２及び下ラック部材２３を
用紙Ｐ１使用時よりもさらに用紙幅方向外側に移動させることで、各ガイド部材１０，１
０の側面部が段部６ｄに当接し、ねじりコイルバネの付勢力に抗して各ガイド部材１０，
１０が互いに向かい合う方向に回動されて図１３に示す収納位置に収納される。このとき
に収納センサー２１ｃが被検知部２２ａを検知してモーター１９の作動が停止される。
【００４１】
また、ガイド部材１０，１０が収納位置に置かれた状態からモーター１９が作動して上ラ
ック部材２２及び下ラック部材２３が用紙幅方向内側に移動すると、各ガイド部材１０，
１０は、ねじりコイルバネの付勢力によって図１２に示す位置に自動的に位置決めされる
。
【００４２】
このような構成とすることで、用紙取り出し時等にガイド部材を自動的に収納することが
でき、操作性を向上させることができる。この変形例においても、第２の実施例と同様に
、ガイド部材１０に代えて、ガイド部材１３あるいはガイド部材１４を使用することが可
能である。
【００４３】
なお、上記各実施例及び各変形例は孔版印刷装置を例に説明したが、本発明は孔版印刷装
置に限られることなく、他の印刷装置や複写機等、画像形成された排紙を受け止める排紙
装置を備えた画像形成装置全般において適用可能である。
【００４４】
【発明の効果】
請求項１記載の発明によれば、エンドフェンス衝突時に生じた用紙のねじれがガイド部材
により除去されるので、小サイズの用紙や腰のない用紙を使用した場合でも排紙揃えを向
上させることができる。
【００４５】
請求項２、請求項５記載の発明によれば、ガイド部材が用紙の落下に伴い排紙台の外方に
向けて変位するので、排紙台上に積載された用紙の高さが高くなった場合にガイド部材上
に用紙の後端が残ってしまうという不具合を防止でき、排紙台上での用紙の積載量を増大
させることができると共に、ガイド部材が用紙の後端を押し戻すように作用するので、用
紙の先端とエンドフェンスとの当接度合いが高くなり、排紙揃えをさらに向上させること
ができる。。
【００４６】
請求項３記載の発明によれば、ガイド部材が排紙台の内方に向けて延在する位置と排紙台
の内方より退避する位置とに移動自在であるので、排紙台上より積載された用紙を取り出
す際に、ガイド部材と用紙との干渉を防止することができ、取り出し時の操作性を向上さ
せることができる。
【００４７】
請求項４記載の発明によれば、ガイド部材が用紙の幅に合わせて用紙幅方向に移動自在で
あるので、複数の用紙サイズに応じてガイド部材を移動させることができ、多種の用紙を
用いた場合においても排紙揃えを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例を採用した孔版印刷装置の概略側面図である。
【図２】本発明の第１の実施例を示す排紙装置の部分斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施例に用いられるガイド部材の側面図である。
【図４】本発明の第１の実施例を説明する排紙装置要部の上面図である。
【図５】本発明の第１の実施例における用紙の挙動を説明する図である。
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【図６】本発明の第１及び第２の実施例の変形例に用いられるガイド部材の側面図である
。
【図７】本発明の第１及び第２の実施例の変形例に用いられるガイド部材の側面図である
。
【図８】本発明の第１の実施例の他の変形例を説明する図である。
【図９】本発明の第２の実施例を示す排紙装置の側面図である。
【図１０】本発明の第２の実施例に用いられる移動手段の正面図である。
【図１１】本発明の第２の実施例に用いられる移動手段の上面図である。
【図１２】本発明の第２の実施例の変形例に用いられる移動手段の上面図である。
【図１３】本発明の第２の実施例の変形例に用いられる移動手段の上面図である。
【符号の説明】
１　画像形成装置（孔版印刷装置）
５，１５　排紙装置
６ａ　排紙口
７　排紙台
１０，１３，１４　ガイド部材
１１　サイドフェンス
１２　エンドフェンス
Ｐ，Ｐ１，Ｐ２　用紙（印刷用紙）

【図１】 【図２】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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