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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録紙を給紙する給紙手段と、前記給紙手段の上に設けられ、前記給紙手段から給紙さ
れた記録紙に画像を形成する作像手段と、前記作像手段の上に設けられ、前記作像手段に
よって画像が形成された記録紙を排紙する排紙手段と、前記排紙手段から排紙された記録
紙を積載する排紙トレーと、装置本体の側面に沿った方向で前記給紙手段から給紙された
記録紙を前記作像手段を介して前記排紙手段にガイドする第１の搬送経路と、前記第１の
搬送経路より前記装置本体の側面側に設けられ、前記作像手段によって画像が形成された
記録紙の面を反転して前記作像手段に再給紙する再給紙路と、作像時の設定条件に応じて
前記第１の搬送経路を排紙方向から前記再給紙路に切り換える切換部とを備えた画像形成
装置において、
　前記再給紙路を開放させる開閉部と、前記開閉部より前記装置本体の側面側に設けられ
、前記装置本体の側面に沿った方向で上方に起立した格納位置と記録紙が装填可能な開放
位置とに移動可能で、かつ前記開閉部と共に移動して前記第１の搬送経路及び前記再給紙
路を開閉可能な給紙トレーと、前記給紙トレーから給紙された記録紙を前記第１の搬送経
路にガイドする第２の搬送経路とを有し、前記第２の搬送経路を前記再給紙路の下部分に
おいて一部を共有し、かつ横方向に延在するように配置したことを特徴とする画像形成装
置。
【請求項２】
　前記開閉部と前記給紙トレーとが、同一方向に開閉可能に支持されていることを特徴と
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する請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記給紙トレーは、前記開閉部に設けられていることを特徴とする請求項２記載の画像
形成装置。
【請求項４】
　前記開閉部の開閉支点は、前記給紙トレーの開閉支点より下側に設けられていることを
特徴とする請求項２又は３記載の画像形成装置。
【請求項５】
　原稿を走査する読み取り手段を前記排紙トレーの上に設けたことを特徴とする請求項１
～４のいずれか１項記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複写機，プリンタ，ファクシミリ等の画像形成装置及び、複数種類の画像形成
装置が１台に組み合わせた複合型の画像形成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のファクシミリ装置には、給紙トレーに装填された原稿を分離給紙する給紙手段と、
この給紙手段によって分離給紙された原稿を搬送しながら原稿の画像を読み取る読取手段
と、画像情報に応じて記録紙に画像を形成する作像手段と、この作像手段によって画像が
形成された記録紙を画像面を下にして排紙する排紙手段、あるいは画像面を上にして排紙
トレーに排紙する排紙手段とを備えたものがある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記したような従来のファクシミリ装置には、次のような問題がある。
【０００４】
▲１▼　排紙トレーや給紙トレーがそれぞれ装置キャビネットから突出するため、装置を
設置するために広い設置スペースが必要になり、特に、排紙トレーと給紙トレーとが装置
キャビネットの異なる面から突出している場合には、排紙トレーと給紙トレーとが突出し
た少なくとも２つの面を壁際に寄せることができないので、オフィス等における設置スペ
ースの使用効率が低下してしまう。
【０００５】
▲２▼　装置キャビネットの外装パネル等には、通常、ジャムした記録紙や消耗部品を交
換するための開閉部が設けられているが、この開閉部を開放可能にするため、開放された
開閉部が突出するスペースも確保しておかなければならない。
【０００６】
▲３▼　画像面を下方にして排紙する排紙手段は、読取手段によって原稿の１頁目から順
に読み取った画像を記録紙に再生する場合には、頁順が揃った状態で記録紙が排紙トレー
上に積層されるので便利であるが、原稿の最終頁から給紙を開始するオートフィーダを用
いた場合には、頁順が逆になった状態で排紙トレー上に記録紙が積層されてしまう。また
、使用状況によっては、排紙された記録紙に形成された画像を確認しながら次の画像形成
を開始したい場合もあり、この場合には、画像面を下方にして排紙する排紙手段は不便で
ある。
【０００７】
▲４▼　また、画像面を上方にして排紙する排紙手段は、原稿の最終頁から給紙を開始す
るオートフィーダを用いた場合には、頁順が揃った状態で排紙トレー上に記録紙が積層さ
れるので便利であるが、読取手段によって原稿の１頁目から順に読み取った画像を記録紙
に再生する場合には、頁順が逆になった状態で排紙トレー上に記録紙が積層されてしまう
。また、使用状況によっては記録紙に形成された画像内容を第三者に見られたくない場合
もあり、この場合には、画像面を上方にして排紙する排紙手段は、排紙トレー上で画像が
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第三者によって見られてしまうおそれがある。
【０００８】
本発明の目的は、上記の課題において、特に▲２▼を解決し、開放された開閉部が突出す
るスペースを確保可能にした画像形成装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するため、本発明の第１の手段は、記録紙を給紙する給紙手段と、前
記給紙手段の上に設けられ、前記給紙手段から給紙された記録紙に画像を形成する作像手
段と、前記作像手段の上に設けられ、前記作像手段によって画像が形成された記録紙を排
紙する排紙手段と、前記排紙手段から排紙された記録紙を積載する排紙トレーと、装置本
体の側面に沿った方向で前記給紙手段から給紙された記録紙を前記作像手段を介して前記
排紙手段にガイドする第１の搬送経路と、前記第１の搬送経路より前記装置本体の側面側
に設けられ、前記作像手段によって画像が形成された記録紙の面を反転して前記作像手段
に再給紙する再給紙路と、作像時の設定条件に応じて前記第１の搬送経路を排紙方向から
前記再給紙路に切り換える切換部とを備えた画像形成装置において、前記再給紙路を開放
させる開閉部と、前記開閉部より前記装置本体の側面側に設けられ、前記装置本体の側面
に沿った方向で上方に起立した格納位置と記録紙が装填可能な開放位置とに移動可能で、
かつ前記開閉部と共に移動して前記第１の搬送経路及び前記再給紙路を開閉可能な給紙ト
レーと、前記給紙トレーから給紙された記録紙を前記第１の搬送経路にガイドする第２の
搬送経路とを有し、前記第２の搬送経路を前記再給紙路の下部分において一部を共有し、
かつ横方向に延在するように配置したことを特徴とする。このように構成し、再給紙路を
開放させる開閉部と、開閉部より装置本体の側面側に設けられ、装置本体の側面に沿った
方向で上方に起立した格納位置と記録紙が装填可能な開放位置とに移動可能で、かつ開閉
部と共に移動して第１の搬送経路及び再給紙路を開閉可能な給紙トレーと、給紙トレーか
ら給紙された記録紙を第１の搬送経路にガイドする第２の搬送経路とを有し、第２の搬送
経路を再給紙路の下部分において一部を共有し、かつ横方向に延在するように配置したた
め、ジャムした記録紙を除去する場合や消耗部品を交換する場合でも、開閉部を開放する
ために必要なスペースを抑制できる。
【００１０】
　さらに、第２の手段によれば、前記開閉部と前記給紙トレーとが、同一方向に開閉可能
に支持されていることを特徴とする。
【００１１】
　さらに、第３の手段によれば、前記給紙トレーは、前記開閉部に設けられていることを
特徴とする。
【００１２】
　さらに、第４の手段によれば、前記開閉部の開閉支点は、前記給紙トレーの開閉支点よ
り下側に設けられていることを特徴とする。
【００１３】
さらに、第５の手段によれば、原稿を走査する読み取り手段を前記排紙トレーの上に設け
たことを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【００１５】
図１は本発明の画像形成装置の一実施例の構成図、図２は本実施例の画像形成装置の斜視
図である。本実施例の複写機は、装置キャビネット１の上部に配置され原稿Ｄを走査する
読取手段と、装置キャビネット１で読取手段の下方に配置され画像情報に基づいて記録紙
Ｐに画像を形成する作像手段と、装置キャビネット１で読取手段と作像手段との間に配置
され、作像手段によって画像が形成された記録紙Ｐを排紙する排紙手段と、作像手段に記
録紙Ｐを給紙する給紙手段とを備えている。
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【００１６】
作像手段において、11は感光体ドラム、12は感光体ドラム11を均一に帯電する帯電器、13
は、感光体ドラム11を画像情報に対応するレーザ光Ｌによって走査し、感光体ドラム11に
静電潜像を形成するレーザ光学系、14は感光体ドラム11の静電潜像をトナー像に現像する
現像器、15は記録紙Ｐに感光体ドラム11上のトナー像を転写する転写器、16は転写完了後
に感光体ドラム11に残留したトナーを除去回収するクリーニング器、17は記録紙Ｐに転写
されたトナー像を定着する定着器である。
【００１７】
給紙手段において、21は給紙カセットであり、２台の給紙カセット21は、装置キャビネッ
ト１で上下２箇所に設けられた装着位置にそれぞれ装着され、この装着位置から図２に示
す矢印Ａ方向に抜き取ることができる。22は給紙カセット21に装填された記録紙Ｐを上方
に付勢する付勢板、23は記録紙Ｐの給紙側先端部を掛止する分離爪、24は半月形の給紙コ
ロであり、給紙コロ24が１回転することにより、給紙カセット21内の最上部の記録紙Ｐが
分離爪23によって重送を防止されながら分離給紙される。25はガイド板及びローラによっ
て構成された給紙路、26はレジストローラ対であり、給紙路25は、給紙コロ24によって分
離給紙された記録紙Ｐをレジストローラ対26に搬送する。
【００１８】
　また、27は実線で示す格納位置及び２点鎖線で示す開放位置に開閉可能に構成された給
紙トレー、28は給紙ローラ、29は分離パッドである。開放位置にある給紙トレー27には記
録紙Ｐが装填可能であり、給紙トレー27を開放位置にすることにより、給紙トレー27に装
填された記録紙Ｐが作像手段に給紙される。給紙トレー27の記録紙Ｐは、図６の実線にて
示すように、給紙ローラ28が回転することにより分離パッド29によって重送が防止されな
がらレジストローラ対26までの第２搬送経路に搬送される。ここで、レジストローラ対26
は、給紙カセット21又は給紙トレー27から給紙された記録紙Ｐを感光体ドラム11のトナー
像に同期させて搬送を開始する。
【００１９】
排紙手段において、31は、ガイド板及びローラによって構成され、記録紙Ｐを排紙トレー
32に排紙する第２の排紙路、33は記録紙Ｐの排紙方向を切り換える切換爪、34は、切換爪
33が実線の位置にある場合に第２の排紙路31に記録紙Ｐを給紙し、また切換爪33が２点鎖
線の位置にある場合に、第１の排紙路を構成して排紙トレー35に記録紙Ｐを排紙する排紙
ローラである。第２の排紙路31は、画像が形成された画像面を上方にして記録紙Ｐを排紙
トレー32上に排紙し、また排紙ローラ34は、切換爪33が２点鎖線の位置にある場合に画像
面を下方にして記録紙Ｐを排紙トレー35上に排紙する。
【００２０】
　また、36は、一方の面に画像が形成された記録紙Ｐの他方の面に画像を形成するため、
面を反転して記録紙Ｐを、図６の点線にて示すように、前記第２の搬送経路を経てレジス
トローラ対26に搬送する再給紙路、37は切換爪である。再給紙路36およびレジストローラ
対26から排紙手段までの第１の搬送経路は装置キャビネット１の側面に沿って縦方向に記
録紙をガイドするように配置されている。記録紙Ｐの一方の面にのみ画像を形成する場合
には、切換爪37は実線の位置に移動し、また記録紙Ｐの両面に画像を形成する場合には、
一方の面に画像が形成された記録紙Ｐを第２の排紙路31から逆方向に搬送するとともに、
切換爪37を２点鎖線の位置に移動する。このことにより、記録紙Ｐは再給紙路36によって
レジストローラ対26に搬送され、他方の面に画像が形成された後に排紙トレー32又は排紙
トレー35に排紙される。
【００２１】
前記排紙トレー32は、実線で示す収納位置及び２点鎖線で示す延長位置に移動可能な延長
板32aを備え、この延長板32aを収納位置にすることにより排紙トレー32が装置キャビネッ
ト１の水平投影面内に略収納され、また延長板32aを延長位置にすることにより、排紙ト
レー32が装置キャビネット１から突出する位置にまで延長されてトレーの面積を拡大する
ことができる。ここで、延長位置にある延長板32aは、装置キャビネット１において開放
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位置にある給紙トレー27と同一面から突出するように配置されている。また、排紙トレー
35は、装置全体の水平投影面積を増加させないように、装置キャビネット１内に配置され
ている。
【００２２】
読取手段において、41は画像を読み取る原稿Ｄが装填される原稿トレー、42は原稿トレー
41に装填された原稿Ｄを上方に付勢する付勢板、43は最上部の原稿Ｄに圧接する給紙ロー
ラ、44は分離ローラ対、45は読取ローラ、46は等倍光学系を備えた読取手段である密着型
イメージセンサ、47はガイド板及び読取ローラ45に当接した従動ローラによって構成され
た読取ガイド路、48は搬送ローラ対、49は排紙ローラ対、50は面を反転して原稿Ｄを読取
ガイド路47に再給紙する再給紙路、51はガイド爪51a及びこのガイド爪51aとともに並行移
動するガイド爪51bによって構成された切換ガイドである。原稿Ｄの一方の面だけを読み
取る場合には、切換ガイド51が実線の位置に固定され、原稿Ｄは排紙ローラ対49によって
排紙トレー52上に排紙される。また、原稿Ｄの両面を読み取る場合には、原稿Ｄを切換ガ
イド51から排紙ローラ対49に排紙し、排紙ローラ対49で一旦停止させた後に、切換ガイド
51を２点鎖線の位置に移動させて排紙ローラ対49を逆転させる。このことにより、原稿Ｄ
は面が反転して再給紙路50に給紙され、密着型イメージセンサ46によって画像が読み取ら
れた後に、搬送ローラ対48，切換ガイド51及び排紙ローラ対49を通って排紙トレー52に排
紙される。
【００２３】
装置キャビネット１の内部にはケース150及びケース160が配置されており、ケース150に
は、電源151及びプリント板152等の電装・制御部が搭載され、ケース160には、コントロ
ーラボード161等が搭載されている。また、装置キャビネット１の外面には、図２に示す
ように入力キー，表示パネル等を備えた操作部170が配置されており、ユーザは、この操
作部170を操作することにより、原稿Ｄの片面だけ、あるいは両面を読み取るか、記録紙
Ｐの片面だけ、あるいは両面に画像を形成するかなどの作像条件を設定することができる
。なお、操作部170は、装置キャビネット１における排紙トレー35の上部でかつ装置キャ
ビネット１外面の端部の一部に設けられているため、キャビネット１の内部が見え易くな
っている。
【００２４】
本実施例の画像形成装置は、複写機，プリンタ及びスキャナの機能を有した複合型の画像
形成装置として構成されている。この画像形成装置を複写機として使用する場合には、読
取部で原稿Ｄの画像を読み取り、読取部からの画像情報に基づいて作像部で記録紙Ｐに画
像を形成する。また、プリンタとして使用する場合には、外部のコンピュータ等からの画
像情報に基づいて作像部が記録紙Ｐに画像を形成する。また、スキャナとして使用する場
合には、読取部で読み取った画像を所定の形式の画像情報に変換して、外部のファイリン
グ装置等に出力する。
【００２５】
図３は本実施例の画像形成装置における開閉カバーの構成図である。装置キャビネット１
における給紙トレー27の支持部付近は、メンテナンス用の開閉カバー60として構成されて
おり、開閉カバー60は、装置キャビネット１によって支軸61を中心として開閉可能に支持
されている。図２の閉鎖位置にある開閉カバー60を図３の開放位置に開くことにより、感
光体ドラム11付近における記録紙Ｐの搬送路及び再給紙路36を開放して装置外部に露出さ
せることができる。このため、開閉カバー60を開けば、作像手段の構成部品である感光体
ドラム11，現像器14等の消耗部品を容易に交換することができ、さらに給紙路25や再給紙
路36や感光体ドラム11付近でジャムした記録紙Ｐを容易に取り除くことができる。
【００２６】
また、開閉カバー60は給紙トレー27を開閉可能に支持しており、開放された開閉カバー60
は、開放位置にある給紙トレー27と装置キャビネット１の同一面から突出するように構成
されている。
【００２７】
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以上説明した本実施例の画像形成装置によれば、排紙手段が、画像面を上方にして記録紙
を排紙する第２の排紙路31と、画像面を下方にして記録紙を排紙する第１の排紙路を構成
し、かつ設定条件に応じて記録紙Ｐの搬送経路を第１の排紙路あるいは第２の排紙路31の
いずれかに切り換える切換爪33とを備えたことにより、作像時の設定条件に応じて画像面
を下方及び上方のいずれに向けても記録紙Ｐを排紙することが可能になる。このため、読
取手段によって原稿の束を１頁目から順に読み取った画像を記録紙Ｐに再生する場合には
、切換爪33によって記録紙Ｐを頁順が揃った状態で排紙トレー35上に積層でき、さらに、
排紙トレー32上に記録紙Ｐを排紙することにより、記録紙Ｐに形成された画像を確認しな
がら次の画像形成を開始でき、あるいは排紙トレー35に記録紙Ｐを排紙することにより、
記録紙Ｐの画像内容が第三者に見られることを防止できる。
【００２８】
さらに、排紙手段が、作像手段によって一方の面に画像が形成された記録紙Ｐの面を反転
して作像手段に再給紙する再給紙路36と、作像時の設定条件に応じて記録紙Ｐの搬送経路
を排紙方向から再給紙路36に切り換える切換爪37とを備えたことにより、作像時の設定条
件に応じて記録紙に両面に画像を自動的に記録することが可能になり、また排紙トレー32
を選択すれば、頁順を揃えた状態で両面に画像が形成された記録紙Ｐを排紙することがで
きる。
【００２９】
さらに、排紙トレー32の延長板32a及び給紙トレー27を装置キャビネット１の水平投影面
からほとんど突出しない位置に収納することができ、また排紙トレー32の延長板32aを延
長位置に移動し、また給紙トレー27を開放した場合でも、延長板32a及び給紙トレー27が
装置キャビネット１の同一面から突出するので、排紙トレー32や給紙トレー27によって設
置スペースが増加することを抑制でき、かつ装置キャビネット１を壁に寄せて設置スペー
スを効率的に使用することが可能になる。また、開閉カバー60が給紙トレー27と同一方向
に開閉可能に支持されていることにより、ジャムした記録紙Ｐを除去する場合や消耗部品
を交換する場合でも、開閉カバー60を開放するために必要なスペースを抑制できる。
【００３０】
図４及び図５は、それぞれ本実施例の画像形成装置における読取手段の他の例を示す構成
図であり、図１乃至図３に基づいて説明した部材に対応する部材については同一符号を付
して説明を省略する。
【００３１】
図４は原稿Ｄを固定して画像を読み取る読取手段の一例を示しており、71は原稿Ｄが載置
されるコンタクトガラス、72はコンタクトガラス71上の原稿Ｄに沿って移動しながら原稿
Ｄを照明する光源ランプ、73は光源ランプ72と共に移動する第１ミラー、74及び75は光源
ランプ72の1／2の速度で移動する第２ミラー及び第３ミラー、76はミラー73，74，75を介
して入射する原稿Ｄからの反射光を結像するレンズ、77は結像レンズ76によって結像され
た光を読み取る読取センサ、78は、原稿Ｄのオートフィーダ80を内部に収納し、コンタク
トガラス71上で開閉可能に支持された原稿カバー、79は光学系の制御用電装部である。
【００３２】
オートフィーダ80において、81は原稿Ｄが装填される原稿トレー、82は給紙ローラ、83は
分離ローラ対、84はローラ及びガイド板によって構成された搬送路、85はコンタクトガラ
ス71上に配置された搬送ベルト、86は排紙ローラ対、87は排紙トレーである。このオート
フィーダ80は原稿の束を下から給紙するタイプ（最終頁から給紙するタイプ）である。
【００３３】
ここで、本や冊子等の原稿Ｄを読み取る場合には、オートフィーダ80を使用せず、原稿カ
バー78を開放して原稿Ｄの画像面をコンタクトガラス71に密着させる。読取手段は、光源
ランプ72及びミラー73，74，75を原稿Ｄに沿って副走査方向に移動させ、読取センサ77に
よって所定間隔で主走査線上の光を光電変換することにより原稿Ｄの読み取りを行う。
【００３４】
また、シート状の原稿Ｄを読み取るためオートフィーダ80を使用する場合には、原稿カバ



(7) JP 4044786 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

ー78を閉じた状態で、原稿Ｄを画像面を上方にし、かつ１頁目が最上位になっている状態
で原稿トレー81に装填する。原稿Ｄは、最下位のものから給紙ローラ82及び分離ローラ対
83によって分離給紙され搬送路84に給紙され、搬送路84によってコンタクトガラス71と搬
送ベルト85との間に給紙される。搬送ベルト85は、原稿Ｄをコンタクトガラス71上で搬送
し、所定の位置で一旦停止させる。読取手段は、オートフィーダ80を使用しない場合と同
様に原稿Ｄの読み取りを行う。原稿Ｄは、読取完了後に搬送ベルト85によって再び搬送さ
れ、排紙ローラ対86によって排紙トレー87上に排紙される。このとき画像面が下となり、
１頁目は最下位になるように積層される。
【００３５】
上記したような読取手段を備えた画像形成装置において、読取手段からの画像情報によっ
て記録紙Ｐに画像を形成する場合、オートフィーダ80を使用しないときには、記録紙Ｐが
排紙トレー35に排紙されるよう排紙手段を設定し、かつオートフィーダ80を使用する場合
には、記録紙Ｐが排紙トレー32に排紙されるように排紙手段を設定することにより、記録
紙Ｐを頁順に揃えて排紙トレー32，35に排紙することができる。
【００３６】
図５は原稿Ｄを固定して画像を読み取るモードと原稿Ｄを移動させながら読み取るモード
とが設定可能な読取手段の一例を示しており、91は原稿Ｄが載置される第１コンタクトガ
ラス、92は第１コンタクトガラス91上で開閉可能に支持された原稿カバー、93は原稿Ｄに
沿って移動しながら原稿Ｄを照明する光源ランプ、94は光源ランプ93と共に移動する第１
ミラー、95及び96は光源93の1／2の速度で移動する第２ミラー及び第３ミラー、97はミラ
ー94，95，96を介して入射する原稿Ｄからの反射光を結像する結像レンズ、98は結像レン
ズ97によって結像された光を読み取る読取センサ、99は光学系の制御用電装部である。
【００３７】
また、100はオートフィーダ、101は原稿Ｄが装填される原稿トレー、102は原稿トレー101
上の原稿Ｄを上方に付勢する付勢板、103は付勢板102によって付勢された原稿Ｄに圧接す
る給紙ローラ、104は分離ローラ対、105は読取ローラ、106はローラ及びガイド板によっ
て構成された読取ガイド路、107は排紙ローラ対、108は読取ローラ105に対向した第２コ
ンタクトガラスである。
【００３８】
ここで、オートフィーダ100を使用しない場合には、原稿カバー92を開放してシート状の
原稿Ｄや本，冊子などの綴じられた原稿の画像面を第１コンタクトガラス91に密着させる
。読取手段は、光源ランプ93及びミラー94，95，96を原稿Ｄに沿って副走査方向に移動さ
せ、読取センサ98によって所定間隔で主走査線上の反射光を光電変換することにより原稿
Ｄの読み取りを行う。
【００３９】
また、オートフィーダ100を使用する場合には、原稿カバー92を閉じた状態で、原稿Ｄを
画像面を上方にし、かつ上が１頁になっている原稿の束を原稿トレー101に装填する。原
稿Ｄは、給紙ローラ103及び分離ローラ対104によって分離給紙され読取ガイド路106に給
紙される。読取ガイド路106は、読取ローラ105に巻き付けた状態で原稿Ｄを一定の速度で
搬送する。このとき、読取手段は、光源ランプ93及びミラー94，95，96を実線で示した位
置に停止させ、読取センサ98によって第２コンタクトガラス108上を移動する原稿Ｄから
の反射光を読み取る。第２コンタクトガラス108上を通過した原稿Ｄは、排紙ローラ対107
によって原稿カバー92上に原稿面が下となり、１頁目が最下位となって排紙される。
【００４０】
上記したような読取手段を備えた画像形成装置において、読取手段からの画像情報によっ
て記録紙Ｐに画像を形成する場合、記録紙Ｐが排紙トレー35に排紙されるよう排紙手段を
設定することにより、記録紙Ｐを頁順に揃えて排紙トレー35に排紙することができる。
【００４１】
なお、前述の各実施例は、原稿読取装置がキャビネットの上部にはじめから取り付けられ
ているタイプであったが、ユーザが選択的に着脱できるようにしたタイプの装置にも適用
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できる。またファクシミリ装置の例については記述していないが、例えば、図１の装置に
公知の送受信手段を組み込むことにより、原稿Ｄの画像を遠隔地に送信できるファクシミ
リ装置となる。その他本実施例に限定されることなく、本技術思想のもとに応用できるこ
とは、言うまでもない。
【００４２】
【発明の効果】
　以上説明したように構成した本発明によれば、再給紙路を開放させる開閉部と、開閉部
より装置本体の側面側に設けられ、装置本体の側面に沿った方向で上方に起立した格納位
置と記録紙が装填可能な開放位置とに移動可能で、かつ開閉部と共に移動して第１の搬送
経路及び再給紙路を開閉可能な給紙トレーと、給紙トレーから給紙された記録紙を第１の
搬送経路にガイドする第２の搬送経路とを有し、第２の搬送経路を再給紙路の下部分にお
いて一部を共有し、かつ横方向に延在するように配置したため、給紙トレーによって設置
スペースが増加することを抑制でき、ジャムした記録紙を除去する場合や消耗部品を交換
する場合でも、開閉部を開放するために必要なスペースを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の画像形成装置の一実施例の構成図である。
【図２】本発明の一実施例の画像形成装置の斜視図である。
【図３】本発明の一実施例の画像形成装置における開閉カバーの構成図である。
【図４】本発明の一実施例の画像形成装置における読取手段の他の例を示す構成図である
。
【図５】本発明の一実施例の画像形成装置における読取手段の他の例を示す構成図である
。
【図６】本発明の一実施例の画像形成装置における第１の搬送経路と第２の搬送経路を説
明するための要部を示す構成図である。
【符号の説明】
１…装置キャビネット、　27…給紙トレー、　31…第２の排紙路、　32，35…排紙トレー
、32a…延長板、　33，37…切換爪、　34…排紙ローラ、　36…再給紙路、　60…開閉カ
バー、　Ｄ…原稿、　Ｐ…記録紙。
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