
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成部によりシートに画像を形成した後、前記シートを排出する画像形成装置にお
いて、
　本体部と、前記本体部の一側方に設けられた第１排出部に前記画像が形成されたシート
を排出する正逆転可能な第１排出手段と、前記本体部の他側方に設けられた第２排出部に
前記画像が形成されたシートを排出する第２排出手段と、前記画像が形成されたシートを
前記第１排出手段へ向けて搬送するための第１シート搬送経路と、前記画像が形成された
シートを前記第２排出手段へ向けて搬送するための第２シート搬送経路と、を具備し、
　前記第２排出部にシートを排出する際には、前記画像が形成されたシートを前記第１シ
ート搬送経路に向かわせた後、前記第１排出手段を逆転させて前記第２シート搬送経路に
向かわせるように構成された排紙方向制御手段を備え

ことを特徴とする画像形
成装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
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、前記画像が形成されたシートを前
記第２排出部に排出する際には前記シートの搬送速度を増速する

前記シートの搬送速度を前記第１シート搬送経路内で増速することを特徴とする請求項
１記載の画像形成装置。

前記第２シート搬送経路に向かわされた前記シートの搬送速度を増速することを特徴と
する請求項１又は２記載の画像形成装置。



【請求項４】
　前記排紙方向制御手段は、前記画像が形成されたシートを前記第１シート搬送経路に向
かわせる第１位置と、前記シートを第１シート搬送経路に向かわせた後、逆転する前記第
１排出手段により搬送されるシートを前記第２シート搬送経路に向かわせる第２位置に変
位する搬送経路切り換え手段を有することを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記搬送経路切り換え手段は、付勢部材により前記第２位置に保持され、前記シートに
押圧されて前記第１位置に変位するようになっていることを特徴とする請求項 記載の画
像形成装置。
【請求項６】
　前記第１排出部は、前記本体部の一側方に設けられた複数の排出部のうちの所定の排出
部であることを特徴とする請求項１乃至 のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　装置本体に側方が開放された排紙空間を設け、前記排紙空間に前記複数の排出部を設け
たことを特徴とする請求項 記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記装置本体の外側面の、前記排紙空間に対向する位置に前記第２排出部を着脱自在に
設けたことを特徴とする請求項 記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記第２排出部は、シートの後処理を行う後処理装置であることを特徴とする請求項
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、画像形成装置に関し、特に画像形成された後のシートを排紙するための構成に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の複写機やプリンタ等の画像形成装置においては、シートに画像を形成した後、シー
トを排紙部に排出するようにしているが、画像形成されたシートを表裏を逆にして排出す
る場合には、シート反転パスによりシートを反転させて排出するようにしている。なお、
このシート反転パスは、両面印刷を行う場合にも用いられる。
【０００３】
図１５は、このようなシート反転パスを有する従来の画像形成装置の一例を示すものであ
り、この画像形成装置においては、画像が形成されたシートは排出ローラ１６１より矢印
Ｋ方向に排出される。また、シートを反転して排出させる場合は、フラッパ１６２を切り
替えて表面（第１面）に画像が形成されたシートを反転パス１６７へ搬送した後、反転ロ
ーラ１６５を逆転させ、さらにフラッパ１６２を元の位置に戻すことにより行うようにし
ている。
【０００４】
なお、シートの両面に画像を形成する場合には、表面（第１面）に画像が形成されたシー
トＳ１は、フラッパ１６２が切り替わることにより、搬送ローラ対１６６を経て反転パス
１６７へと搬送される。そして、この後、後端が反転パス１６７に設けられたフラッパ１
６４を通過すると、反転ローラ１６５が反転すると共に、フラッパ１６４が切り替わるこ
とにより中間トレイ１６８へと搬送される。なお、このような構成の画像形成装置におい
て、シートの反転パス１６７はシート排出方向に対して垂直方向に配置されている。
【０００５】
また、図１６はシート反転パスを有する従来の画像形成装置の他の例を示すものであり、
この画像形成装置は、画像形成されたシートを装置本体の側方に排出するのではなく、装
置本体内部に排紙するタイプのものである。
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【０００６】
ここで、このタイプの画像形成装置では、給紙カセット２１、或はオプションとして設け
られたオプション給紙カセット１０３に収納されたシートは、給紙部２により画像形成部
１に給送された後、電子写真プロセス手段１５０によりトナー像が転写され、この後、定
着装置１５１によりトナー像が定着された後、排紙部４へと搬送されるようになっている
。
【０００７】
なお、図１７は排紙部４の構成を示す図であり、同図に示すようにこの画像形成装置は、
２つの排紙トレイ４１，４２を備えており、トナー像が定着されたシートは第１排出ロー
ラ５１により第１排紙トレイ４１へ、或は第１排出ローラ５１の上方に位置する第２排出
ローラ５２により第１排紙トレイ４１の上方に位置する第２排紙トレイ４２へと排出され
るようになっている。
【０００８】
ここで、この画像形成装置は、両面印刷が可能なものであり、両面印刷を行う場合には、
定着装置１５１を抜けたシートの一部を縦パスローラ５７及び第１排出ローラ５１により
一旦、第１排紙トレイ４１上へと排出し、この後、シート後端が第１フラッパ５８を抜け
ると、縦パスローラ５７及び第１排出ローラ５１を逆転させてシートを両面パス１５２に
搬送するようにしている。この場合、シート反転パスはシート搬送パスと同じパスとなっ
ている。またシート排出方向である矢印Ａ方向に対してシート反転パスは垂直方向となっ
ている。
【０００９】
ところで、同図に示す画像形成装置は、複写機の機能とファクシミリの機能とを併せ持ち
、また読み取った原稿の画像情報（光信号）を電気信号に変換して作像を行う、いわゆる
デジタル複合機である。
【００１０】
そして、このような複合機の場合、第１及び第２排紙トレイ４１，４２に排出されたシー
トの視認性が悪いことから、また例えばファックスにより送られてきたシートは別に収納
したいという要望がある場合には、例えば図１８に示すように装置本体の外側面に第３排
紙トレイ４３を取り外し可能に設け、この第３排紙トレイ４３に第３排紙ローラ５３によ
りシートを排出するようにしている。
【００１１】
なお、このように第３排紙トレイ４３を設けた場合、トナー像が定着されたシートは縦パ
スローラ５４，５７及び第３排出ローラ５３により第３排紙トレイ４１にシートを、転写
面を上側にした状態で排出されるようになっている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように第３排紙トレイ４３にシートを排出する場合、転写面を上側に
した状態で排出されるため、縦パスローラ５４まで搬送されたシートをそのまま第３排出
ローラ方向へ搬送するとページ順が逆となってしまう。
【００１３】
そこで、ページ順が変わらないようにするためには新たに反転パスを設ける必要があるが
、このように新たに反転パスを設けるようにした場合、装置が大型化する。また、反転パ
スに反転ローラ等を設けなければならないため、コストアップとなるばかりでなく、構造
が複雑となる。
【００１４】
そこで、本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、新たにシー
ト反転パスを設けることなく、ページ順が変わらない状態でシートを排出することのでき
る画像形成装置を提供することを目的とするものである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
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　本発明は、画像形成部によりシートに画像を形成した後、前記シートを排出する画像形
成装置において、本体部と、前記本体部の一側方に設けられた第１排出部に前記画像が形
成されたシートを排出する正逆転可能な第１排出手段と、前記本体部の他側方に設けられ
た第２排出部に前記画像が形成されたシートを排出する第２排出手段と、前記画像が形成
されたシートを前記第１排出手段へ向けて搬送するための第１シート搬送経路と、前記画
像が形成されたシートを前記第２排出手段へ向けて搬送するための第２シート搬送経路と
、を具備し、前記第２排出部にシートを排出する際には、前記画像が形成されたシートを
前記第１シート搬送経路に向かわせた後、前記第１排出手段を逆転させて前記第２シート
搬送経路に向かわせるように構成された排紙方向制御手段を備え、前記画像が形成された
シートを前記第２排出部に排出する際には前記シートの搬送速度を増速することを特徴と
するものである。
【００１６】
また本発明は、前記排紙方向制御手段は、前記画像が形成されたシートを前記第１シート
搬送経路に向かわせる第１位置と、前記シートを第１シート搬送経路に向かわせた後、逆
転する前記第１排出手段により搬送されるシートを前記第２シート搬送経路に向かわせる
第２位置に変位する搬送経路切り換え手段を有することを特徴とするものである。
【００１７】
また本発明は、前記搬送経路切り換え手段は、付勢部材により前記第２位置に保持され、
前記シートに押圧されて前記第１位置に変位するようになっていることを特徴とするもの
である。
【００１８】
また本発明は、前記第１排出部は、前記本体部の一側方に設けられた複数の排出部のうち
の所定の排出部であることを特徴とするものである。
【００１９】
また本発明は、装置本体に側方が開放された排紙空間を設け、前記排紙空間に前記複数の
排出部を設けたことを特徴とするものである。
【００２０】
また本発明は、前記装置本体の外側面の、前記排紙空間に対向する位置に前記第２排出部
を着脱自在に設けたことを特徴とするものである。
【００２１】
また本発明は、前記第２排出部は、シートの後処理を行う後処理装置であることを特徴と
するものである。
【００２２】
また本発明のように、排紙方向制御手段を本体部と、本体部の一側方に設けられた第１排
出部に画像が形成されたシートを排出する正逆転可能な第１排出手段と、本体部の他側方
に設けられた第２排出部に画像が形成されたシートを排出する第２排出手段と、画像が形
成されたシートを第１排出手段へ向けて搬送するための第１シート搬送経路と、画像が形
成されたシートを第２排出手段へ向けて搬送するための第２シート搬送経路とにより構成
する。そして、第２排出部にシートを排出する際には、画像が形成されたシートを第１シ
ート搬送経路に向かわせた後、第１排出手段を逆転させて第２シート搬送経路に向かわせ
るようにする。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００２４】
図１は本発明の実施の形態に係る画像形成装置の斜視図、図２はこの画像形成装置を他の
方向から見た斜視図、図３はこの画像形成装置の概略構成を示す図である。
【００２５】
図１～図３において、１００は画像形成装置であり、この画像形成装置１００は、装置本
体１０１と、装置本体１０１の下部にオプションとして装着されたオプション給紙カセッ
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ト１０３と、装置本体１０１の上面に装着された圧板１０４、または装置本体１０１の上
面にオプションとして装着された自動原稿給送装置（以下、ＡＤＦという）１０２とを備
えている。なお、図１及び図２は、装置本体１０１の上面に圧板１０４が装着された状態
を示し、図３は装置本体１０１の上面にＡＤＦ１０２が装着された状態を示している。
【００２６】
ここで、この画像形成装置１００は、複写機の機能とファクシミリの機能とを併せ持ち、
また読み取った原稿の画像情報（光信号）を電気信号に変換して作像を行う、いわゆるデ
ジタル複合機である。
【００２７】
そして、装置本体１０１のほぼ中央部には画像形成部１が、その下方には給紙部２が、ま
た最上部には画像読取部であるスキャナ部３がそれぞれ配置されている。なお、本実施の
形態における装置本体１０１は、デジタル機の特性を生かして画像形成部１とスキャナ部
３とを分離し、両者の間を側方が開放された排紙空間４とすることによりウイングレス化
を図り、装置側面に出っ張りのない省スペースな画像形成装置を実現させている。
【００２８】
ここで、画像形成部１は周知の電子写真方式によるプリントエンジンとして構成され、電
子写真プロセス手段１５０、定着装置１５１及び図示しないレーザ書き込み装置等を内蔵
している。
【００２９】
また、給紙部２は、２段の給紙カセット２１を有しており、この給紙カセット２１、或は
オプション給紙カセット１０３に収納されたシートを画像形成部１に給送するようにして
いる。なお、各給紙カセット２１，１０３は装置手前側に引き出してシート補給を行うフ
ロントローディング・タイプのものであり、カセット前面の中央部に引き出し用の取っ手
が設けられている。
【００３０】
また、スキャナ部３は、その上面に不図示のコンタクトガラスが配置され、その下方に不
図示のスキャナユニットが配設されている。
【００３１】
また、排紙空間４は、正面および右側面を除く二方の側面、すなわち図３における左側と
装置奥側が壁面によって取り囲まれ、さらに、スキャナ部３及び画像形成部１により上下
を囲まれている。また、排紙空間４は画像形成部１の上面に設けられた第１排紙トレイ４
１と、排紙空間４の中央部に設けられた第２排紙トレイ４２とを備えている。
【００３２】
ＡＤＦ１０２は、装置奥側に設けられた不図示のヒンジにより装置本体１０１の上部に装
着され、スキャナ部３の上面のコンタクトガラスを開閉及び閉鎖可能に覆うように設置さ
れている。
【００３３】
ここで、ＡＤＦ１０２の構成及び作用は従来周知のものと同様であるので詳しい説明を省
略するが、原稿台７１上に不図示の原稿束がセットされると、この原稿は下側から１枚ず
つコンタクトガラス上に搬送され、この後、スキャナ部３による読み取り走査が終了する
と、原稿は原稿排出台７２上に排出されるようになっている。
【００３４】
なお、自動給紙によらないコピーや、本又はノートなどのコピーのときは、ＡＤＦ１０２
を圧板として用いることができる。また、オプション装備であるＡＤＦ１０２を装着しな
い場合は、スキャナ部３の上面にはコンタクトガラス上の原稿を押える圧板１０４が図１
及び図２に示されるように装着される。
【００３５】
一方、４３は排紙空間４に対向する位置である装置本体１０１の左外側面に設けられた第
２排紙部である第３排紙トレイ、４４は排紙空間４の側壁を形成するオプション排紙ユニ
ットである。ここで、このオプション排紙ユニット４４は、例えばコピー、プリンタ、Ｆ
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ＡＸの仕分けを行うことを可能とするユニットであり、仕分けが必要とされる場合等にお
いて、装置本体１０１に着脱自在に装着されるようになっている。
【００３６】
そして、このようなオプション排紙ユニット４４を設け、例えば第３排紙トレイ４３にＦ
ＡＸされたシートを積載するようにすることにより、画像形成装置１００における総積載
枚数量を増加させると共に、シートを仕分けして積載することができるようになる。
【００３７】
ところで、この排紙方向制御手段であるオプション排紙ユニット内には、図４に示すよう
に本体部４４Ａと、第１排出手段である第２排紙ローラ５２、第２排出手段である第３排
紙ローラ５３、縦パスローラ５４の３つのローラを備えている。なお、縦パスローラ５４
と、第２排紙ローラ５２及び第３排紙ローラ５３はそれぞれ別のモータにより駆動される
ようになっている。
【００３８】
また、このオプション排紙ユニット４４は、第１フラッパ５５及び搬送経路切り換え手段
である第２フラッパ５６を備えている。ここで、第１フラッパ５５は、図５に示すソレノ
イド５７により矢印Ｇ方向に回動可能となっている。また、第２フラッパ５６は不図示の
ばねにより矢印Ｈ方向に付勢されており、シートにより押し上げられると、ばね力に抗し
て矢印Ｆ方向に回動可能となっている。
【００３９】
さらに、このオプション排紙ユニット内には、シートを本体部４４Ａの一側方に設けられ
た第１排出部である第２排紙トレイ４２に排出するための第１シート搬送経路であるシー
ト排出パス４６が設けられており、シートを第２排紙トレイ４２に排出する場合、このシ
ート排出パス４６を経て第２排紙ローラ５２により第２排紙トレイ４２上に排出するよう
にしている。
【００４０】
また、このオプション排紙ユニット４４には、本体部４４Ａの他側方に設けられた第３排
紙トレイ４３が取り付けられた場合、シートを第３排紙トレイ４３に排出するための第２
シート搬送経路であるオプション排出パス４５が設けられており、画像形成部１で記録が
行われたシートを第３排紙トレイ４３に排出する場合、このオプション排出パス４５を経
て第３排紙トレイ４３上に排出するようにしている。
【００４１】
なお、本実施の形態において、第３排紙トレイ４３への反転パスであるオプション排出パ
ス４５は第２排紙トレイ４２への排出方向Ｄに対し、およそ１８０°正反対方向であり、
かつ水平方向となっている。
【００４２】
ところで、図６はオプション排紙ユニット４４を装置本体１０１に装着した場合の排紙部
分を示す断面図である。ここで、矢印Ｃ方向より搬送されてきたシートは、通常状態では
実線で示す位置にある第１フラッパ５５により形成される第１搬送経路４７を通過して第
１排紙ローラ５１より矢印Ｉ方向に排出され、排紙トレイ４１上に積載される。
【００４３】
また、シートを仕分けするため、例えば第２排紙トレイ４２上にシートを排出する場合に
は、第１フラッパ５５を破線で示す位置に回動させる。これにより、矢印Ｃ方向より搬送
されてきたシートは、第１フラッパ５５を通過し、縦パスローラ５４を抜けた後、シート
のこし（剛性）により第２フラッパ５６を押し上げ、この第２フラッパ５６を、シートを
シート排出パス４６に向わせる破線で示す第１位置に変位させながらシート排出パス４６
へと搬送される。そして、この後、シートは矢印に示す方向に回転する第２排紙ローラ５
２により矢印Ｄ方向に排出され、第２排紙トレイ４２上に積載される。
【００４４】
また、シートを仕分けするため第３排紙トレイ４３上にシートを排出する場合には、シー
トは、まず第２排紙トレイ４２上にシートを排出する場合と同様に、縦パスローラ５４を
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抜けた後、第２フラッパ５６を押し上げながらシート排出パス４６へと搬送される。
【００４５】
次に、シート排出パス４６上に設けられた不図示のセンサによりシート先端部を検知し、
シートサイズに応じて算出されたシート先端検知からのタイミングにより、シート後端部
が第２フラッパ５６を抜けたことを検知すると、第２排紙ローラ５２は逆転を開始すると
共に第３排紙ローラ５３には駆動が伝達される。なお、シート後端部が第２フラッパ５６
を抜けると、第２フラッパ５６は、ばねによりシートをオプション排出パス４５へ向わせ
る実線で示す第２位置に変位（復帰回動）する。これにより、シートは第２フラッパ５６
を経てオプション排出パス４５へと搬送された後、矢印Ｅ方向より排出され、第３排紙ト
レイ４３上に積載される。
【００４６】
次に、このような構成の画像形成装置１００における複写動作および排紙部における実際
のシートの動きについて、ＡＤＦ１０２を圧板として使用する場合を例にとって説明する
。
【００４７】
まず、図３において、スキャナ部３の上面の不図示のコンタクトガラス上に原稿を載置し
てＡＤＦ１０２を閉めた後、操作部６０（図２参照）により複写枚数等を指定しスタート
ボタンを押す。これにより、スキャナユニットによる原稿の読み取りが開始され、読み取
られた原稿の画像情報は光電変換によりデジタル化されて画像処理される。
【００４８】
そして、この処理された信号に基づいて画像形成部１のレーザ書き込み装置が駆動され、
感光体ドラム上に静電潜像が形成される。この後、この潜像はトナー像として顕像化され
、給紙部２により給送された給紙カセット２１、或は給紙テーブル１０３のシートに転写
される。さらにこの後、シート上に転写されたトナー像は定着装置１５１により定着され
、排紙部４へと送られる。
【００４９】
ところで、排紙トレイ４１上にシートを積載する場合は、定着装置１５１にシートが搬送
された後、図７に示すように所定時間後に本体縦パスローラ５７の駆動を開始する。これ
により、矢印Ｃ方向より搬送されてきたシートは、実線で示す位置にある第１フラッパ５
５により形成される第１搬送経路４７を通過して第１排紙ローラ５１より排出され、排紙
トレイ４１上に積載される。
【００５０】
また、仕分けのため、第２排紙トレイ４２上にシートを排出する場合には、まず第１フラ
ッパ５５を回動させ、図８に示す位置に移動させる。これにより、搬送されてきたシート
Ｓ１は、第１フラッパ５５を通過して縦パスローラ５４に向かう。
【００５１】
そして、図９に示すように縦パスローラ５４を抜けた後、シートＳ１のこし（剛性）によ
り、第２フラッパ５６を押し上げながらシート排出パス４６へと搬送され、この後、矢印
に示す方向に回転する第２排紙ローラ５２により排出され、第２排紙トレイ４２上へと積
載される。
【００５２】
一方、仕分けのため、第３排紙トレイ４２上にシートＳ１を排出する場合には、同図に示
すように縦パスローラ５４を抜けた後、シートＳ１のこし（剛性）により、第２フラッパ
５６を押し上げながらシート排出パス４６に搬送すると共に、シートＳ１の後端部が定着
装置１５１を抜けると、所定時間後にシートＳ１の搬送速度を２．５倍に増速し、これと
同時に第２排紙ローラ５２の駆動を開始する。
【００５３】
これにより、図１０に示すようにシートＳ１は矢印に示す方向に回転する第２排紙ローラ
５２により一部が矢印Ｄ方向に排出される。なお、このようにシートＳ１の搬送速度を２
．５倍に増速することにより、反転させるシートＳ１と、次に搬送されてくるシートＳ２
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とが干渉することがないようにすることができる。
【００５４】
さらに、この後、第２排紙ローラ５２により搬送されたシートＳ１の後端部が第２フラッ
パ５６を抜けると、第２フラッパ５６は不図示のばねにより図１１に示すように元の待機
位置に戻る。
【００５５】
次に、シート排出パス４６上に設けられた不図示のフォトセンサによる、シートＳ１の先
端検知からのタイミングをシートＳ１のサイズに応じて算出し、その算出値をもとにシー
トＳ１の後端が反転ポイント５９に到達したことを判断すると、第２排紙ローラ５２の駆
動が止まり、所定時間後に第２排紙ローラ５２が逆方向に回転を始める。
【００５６】
またこれと同時に、図１２に示すように第３排紙ローラ５３の駆動が開始され、シートＳ
１はオプション排出パス４５へと搬送されていく。なお、このときの第２排紙ローラ５２
及び第３排紙ローラ５３の搬送速度は、２．５倍に増速された速度である。
【００５７】
そして、この第２排紙ローラ５２及び第３排紙ローラ５３の回転によりシートＳ１は矢印
Ｅ方向に搬送され、やがて図１３に示すように第３排紙トレイ４３上へフェースダウンの
状態で積載される。そして、このような動作を繰り返すことにより、シートはページ順に
順次第３排紙トレイ４３上に積載されて行く。
【００５８】
このように、オプション排紙ユニット４４により、第３排紙トレイ４３にシートを排出す
る際には、画像が形成されたシートをシート排出パス４６に向かわせた後、第２排紙ロー
ラ５２を逆転させてオプション排出パス４５に向かわせるようにすることにより、ページ
順が変わらない状態でシートを排出することができる。
【００５９】
つまり、このようにシートをシート排出パス４６に向かわせた後、第２排紙ローラ５２を
逆転させてオプション排出パス４５に向かわせるようにすることにより、言い換えればシ
ート排出パス４６をシート反転パスとしても使用することにより、新たにシート反転パス
を設けることなく、ページ順が変わらない状態でシートを排出することができる。これに
より、装置を大型化することなく、またコストアップや装置の複雑化を招くことなく、ペ
ージ順が変わらない状態でシートを排出することができる。
【００６０】
なお、これまでの説明においては、第２排出部として仕分けのための第３排紙トレイ４３
を装置本体１０１に設けた場合について述べてきたが、本発明はこれに限らず、例えば第
３排紙トレイ４３の代わりに第２排出部として図１４に示すように画像形成されたシート
に対し、綴じ処理等の後処理を行う後処理装置４８を装着するようにしても良い。
【００６１】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明のように、排紙方向制御手段により、第２排出手段にシート
を排出する際には、画像が形成されたシートを第１シート搬送経路に向かわせた後、第１
排出手段を逆転させて第２シート搬送経路に向かわせるようにすることにより、新たにシ
ート反転パスを設けることなく、ページ順が変わらない状態でシートを排出することがで
きる。また、排紙方向制御手段により、第２排出手段にシートを排出する際には、画像が
形成されたシートの搬送速度を増速することにより、反転させるシートと、次に搬送され
てくるシートとが干渉することがないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置の斜視図。
【図２】上記画像形成装置を他の方向から見た斜視図。
【図３】上記画像形成装置の概略構成を示す図。
【図４】上記画像形成装置に設けられたオプション排紙ユニットの断面図。
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【図５】上記オプション排紙ユニットの斜視図。
【図６】上記オプション排紙ユニットを装置本体に装着した場合の排紙部分を示す断面図
。
【図７】上記オプション排紙ユニットに設けられた本体縦パスローラの駆動が開始された
ときの状態を示す図。
【図８】上記オプション排紙ユニットの画像形成装置に設けられた第２排紙トレイにシー
トを排出するときの状態を示す第１の図。
【図９】上記オプション排紙ユニットの第２排紙トレイにシートを排出するときの状態を
示す第２の図。
【図１０】上記オプション排紙ユニットの第３排紙トレイにシートを排出するときの状態
を示す第１の図。
【図１１】上記オプション排紙ユニットの第３排紙トレイにシートを排出するときの状態
を示す第２の図。
【図１２】上記オプション排紙ユニットの第３排紙トレイにシートを排出するときの状態
を示す第３の図。
【図１３】上記オプション排紙ユニットの第３排紙トレイにシートを排出するときの状態
を示す第４の図。
【図１４】本発明の他の実施の形態に係る画像形成装置の構成を示す図。
【図１５】シート反転パスを有する従来の画像形成装置の一例を示す図。
【図１６】シート反転パスを有する従来の画像形成装置の他の例を示す図。
【図１７】上記従来の画像形成装置の排紙部の構成を示す図。
【図１８】上記従来の画像形成装置の排紙部の他の構成を示す図。
【符号の説明】
１　　　画像形成部
２　　　給紙部
４　　　排紙空間
４１　　第１排紙トレイ
４２　　第２排紙トレイ
４３　　第３排紙トレイ
４４　　オプション排紙ユニット
４４Ａ　本体部
４５　　オプション排出パス
４６　　シート排出パス
４８　　後処理装置
５１　　第１排紙ローラ
５２　　第２排紙ローラ
５３　　第３排紙ローラ
５５　　第１フラッパ
５６　　第２フラッパ
１００　画像形成装置
１０１　装置本体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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