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(57)【要約】
【課題】トレイ上の最下シートにズレを生じないシート
排出装置を提供する。
【解決手段】
　シート後処理装置は、シートを積載するための第１ト
レイ４９と、搬送されてきたシートの枚数が予め定めら
れた小分け枚数となるまでシートを一時的に積載する処
理トレイ３７と、処理トレイ３７に積載されたシートを
第１トレイ４９に排出する排出機構とを有し、第１トレ
イ４９上にシート束を形成するシート束形成部とを備え
ている。シート束形成手部は、第１トレイ４９上に１束
目のシート束を形成する際に、複数回に小分けして１束
目のシート束を構成するシートを分割排出し、その際、
１回目に分割排出されるシートの小分け枚数が２回目以
降に分割排出されるシートの小分け枚数の最大値より小
さくなるように分割排出する。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートを積載するための第１のトレイと、
　前記第１のトレイ上にシート束を形成するシート束形成手段と、
を備え、
　前記シート束形成手段は、
　前記第１のトレイ上にシート束を形成する際に、複数回に小分けして前記シート束を構
成するシートを分割排出し、
　１回目に分割排出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小
分け枚数の最大値より小さい、
ことを特徴とするシート排出装置。
【請求項２】
　前記シート束形成手段は、
　前記第１のトレイ上に１束目のシート束を形成する際に、複数回に小分けして前記シー
ト束を構成するシートを分割排出し、
　１回目に分割排出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小
分け枚数の最大値より小さい、
ことを特徴とする請求項１に記載のシート排出装置。
【請求項３】
　前記シート束形成手段は、搬送されてきたシートの枚数が予め定められた小分け枚数と
なるまでシートを一時的に保持するバッファ部と、前記バッファ部に保持されたシートを
前記第１のトレイに排出する排出機構とを有することを特徴とする請求項１または請求項
２に記載のシート排出装置。
【請求項４】
　シートを搬送するための搬送パスをさらに備え、前記バッファ部は前記搬送パスを介し
て搬送されてきたシートを一時的に積載するための第２のトレイであることを特徴とする
請求項３に記載のシート排出装置。
【請求項５】
　シートを搬送するための搬送パスをさらに備え、前記バッファ部は前記搬送パスから分
岐するように形成された分岐パスであることを特徴とする請求項３に記載のシート排出装
置。
【請求項６】
　前記排出機構は、前記分岐パスに一時的に保持されたシートを、前記分岐パスに搬送さ
れてきたシートの搬送方向とは逆方向にスイッチバック搬送して前記第１のトレイに排出
するか、または、前記分岐パスに搬送されてきたシートの搬送方向とは逆方向にスイッチ
バック搬送し前記搬送パスを介して前記第１のトレイに排出することを特徴とする請求項
５に記載のシート排出装置。
【請求項７】
　シートを搬送するための搬送パスをさらに備え、前記バッファ部は前記搬送パスを介し
て搬送されてきたシートを一時的に積載するための第２のトレイであり、前記排出機構は
、前記搬送パスを介して搬送されてきた最初のシートを前記１回目に分割排出されるシー
トとして前記第１のトレイに排出し、前記第２のトレイに一時的に積載されたシートを前
記２回目以降に分割排出されるシートとして前記第１のトレイに排出することを特徴とす
る請求項３に記載のシート排出装置。
【請求項８】
　前記シート束形成手段は、前記第１のトレイ上に１つのジョブのうちの１束目のシート
束を形成する際に、複数回に小分けして前記シート束を構成するシートを分割排出するこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載のシート排出装置。
【請求項９】
　前記第１のトレイ上のシートの有無を検出する検出手段をさらに備え、
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　前記シート束形成手段は、前記検出手段が前記第１のトレイ上にシートがないことを検
出した後に、前記１回目に分割排出されるシートの小分け枚数が前記２回目以降に分割排
出されるシートの小分け枚数の最大値より小さくなるように分割排出することを特徴とす
る請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載のシート排出装置。
【請求項１０】
　シートに画像を形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段で画像が形成されたシートを積載するための第１のトレイと、
　前記第１のトレイ上にシート束を形成するシート束形成手段と、
を備え、
　前記シート束形成手段は、
　前記第１のトレイ上にシート束を形成する際に、複数回に小分けして前記シート束を構
成するシートを分割排出し、
　１回目に分割排出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小
分け枚数の最大値より小さい、
ことを特徴とする画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はシート排出装置、画像形成システムおよびシート後処理装置に係り、特に、シ
ートを積載するための第１のトレイとこの第１のトレイ上にシート束を形成するシート束
形成手段とを備えたシート排出装置、シートに画像を形成する画像形成手段と該シート搬
出装置とを備えた画像形成システム、並びに、シートを一時的に積載するための処理トレ
イとこの処理トレイ上にシート束を形成するシート束形成手段とを備えたシート後処理装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成システムの分野では、スタックトレイ（排出トレイ）上にシート束を形
成するシート排出装置やシート後処理装置（フィニッシャ）が広く知られている。この種
の装置では、シートに綴じ処理を行わずにスタックトレイ上にシート束を形成する際に、
シート束同士をオフセットして積載するジョグ仕分け（ソートともいう。）がなされる場
合がある。
【０００３】
　このようなジョグ仕分けモードでは、スタックトレイ上に１枚ずつ排出されるシートに
対し、シート束毎にスタックトレイ全体をシート搬送方向と交差する方向に移動させてい
た。しかしながら、ジョグ仕分けモードにおいて、スタックトレイ全体を移動させるため
には高トルクのモータが必要となる。
【０００４】
　このため、例えば、特許文献１には、スタックトレイ上にシート束を形成する際に、処
理トレイを用いて複数回に小分けしてシート束を構成するシートを分割排出する技術が開
示されている。具体的には、例えば、原稿が１４枚の場合に、５枚、５枚、４枚に小分け
して分割排出している。この技術は、スタックトレイ上に積載されるシート束の整合性を
高めるとともに、スタックトレイ全体を移動させるような高トルクモータを必要としない
点で優れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３０５１６８５号（段落「００８１」、「００８２」参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　ところが、シート束を構成するシートを処理トレイからスタックトレイに小分けにして
分割排出する場合でも、小分けしたシートの枚数が多いと（上記例に則すれば５枚）、小
分けした１回目のシートのうちスタックトレイに接触する最下シートにズレが生じる場合
がある。
【０００７】
　この現象はシートとスタックトレイ表面の摩擦係数の差によって生じ、小分けしたシー
ト枚数が多くなるほどシートの自重で摩擦が大きくなり、季節やシート排出装置等の設置
環境も影響する。また、シートの種類が変わり摩擦係数が変わった場合に、１つのジョブ
（例えば、ジョグ仕分けにより所定原稿枚数によるコピー束を複数部スタックトレイ上形
成する処理）でスタックトレイ上に最初に排出されるシート束のうち最下シートについて
も同様の現象が生じると考えられる。さらに、スタックトレイに限らず装置内部に配され
た処理トレイでも同様の問題が生じる。
【０００８】
　本発明は上記事案に鑑み、トレイ上の最下シートにズレを生じないシート排出装置、画
像形成システムおよびシート後処理装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様は、シート排出装置であって、シート
を積載するための第１のトレイと、前記第１のトレイ上にシート束を形成するシート束形
成手段と、を備え、前記シート束形成手段は、前記第１のトレイ上にシート束を形成する
際に、複数回に小分けして前記シート束を構成するシートを分割排出し、１回目に分割排
出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小分け枚数の最大値
より小さい、ことを特徴とする。
【００１０】
　第１の態様において、シート束形成手段は、第１のトレイ上に１束目のシート束を形成
する際に、複数回に小分けしてシート束を構成するシートを分割排出し、１回目に分割排
出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小分け枚数の最大値
より小さくなるようにしてもよい。
【００１１】
　また、シート束形成手段は、搬送されてきたシートの枚数が予め定められた小分け枚数
となるまでシートを一時的に保持するバッファ部と、バッファ部に保持されたシートを第
１のトレイに排出する排出機構とを有していてもよい。この態様では、シートを搬送する
ための搬送パスをさらに備え、例えば次の３つの形態を採ることができる。
【００１２】
　すなわち、（１）バッファ部を、搬送パスを介して搬送されてきたシートを一時的に積
載するための第２のトレイとする形態、（２）バッファ部を、搬送パスから分岐するよう
に形成された分岐パスとする形態、（３）バッファ部を、搬送パスを介して搬送されてき
たシートを一時的に積載するための第２のトレイとし、排出機構は、搬送パスを介して搬
送されてきた最初のシートを１回目に分割排出されるシートとして第１のトレイに排出し
、第２のトレイに一時的に積載されたシートを２回目以降に分割排出されるシートとして
第１のトレイに排出する形態。なお、上記（２）の形態において、排出機構は、分岐パス
に一時的に保持されたシートを、分岐パスに搬送されてきたシートの搬送方向とは逆方向
にスイッチバック搬送して第１のトレイに排出するか、または、分岐パスに搬送されてき
たシートの搬送方向とは逆方向にスイッチバック搬送し搬送パスを介して第１のトレイに
排出するようにしてもよい。
【００１３】
　また、第１の態様において、シート束形成手段は、第１のトレイ上に１つのジョブのう
ちの１束目のシート束を形成する際に、複数回に小分けしてシート束を構成するシートを
分割排出するようにしてもよい。さらに、第１のトレイ上のシートの有無を検出する検出
手段を備え、シート束形成手段は、検出手段が第１のトレイ上にシートがないことを検出
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した後に、１回目に分割排出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシ
ートの小分け枚数の最大値より小さくなるように分割排出するようにしてもよい。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の第２の態様は、画像形成システムであって
、シートに画像を形成する画像形成手段と、前記画像形成手段で画像が形成されたシート
を積載するための第１のトレイと、前記第１のトレイ上にシート束を形成するシート束形
成手段と、を備え、前記シート束形成手段は、前記第１のトレイ上にシート束を形成する
際に、複数回に小分けして前記シート束を構成するシートを分割排出し、１回目に分割排
出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小分け枚数の最大値
より小さい、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、シート束形成手段が第１のトレイ上に１束目のシート束を形成する際
に、複数回に小分けしてシート束を構成するシートを分割排出し、その際、１回目に分割
排出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小分け枚数の最大
値より小さくなるように分割排出するので、１回目に分割排出される小分けシートの最下
シートにズレが生じない、という効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明が適用可能な第１実施形態の画像形成システムの正面図である。
【図２】第１実施形態の画像形成システムを構成するシート後処理装置の正面図である。
【図３】シート後処理装置の要部拡大正面図である。
【図４】シート後処理装置のシート搬送路を模式的に示す説明図である。
【図５】第１および第２フラッパガイドの動作説明図であり、（Ａ）は第１および第２フ
ラッパガイドの定常状態、（Ｂ）は第１フラッパガイドが定常状態から時計廻りに回動し
た状態、（Ｃ）は第２フラッパガイドが定常状態から時計廻りに回動した状態を示す。
【図６】処理トレイ、側縁整合部材およびシートの関係を示す説明図である。
【図７】ステープラユニットの移動機構の斜視図である。
【図８】ステープラユニットの説明図である。
【図９】排出機構の説明図であり、（Ａ）は処理トレイに積載されたシート束の状態、（
Ｂ）は第１トレイに向けてシート束を排出中の状態、（Ｃ）は第１トレイにシート束を排
出する直前の状態を示す。
【図１０】画像形成システムの制御部のブロック図である。
【図１１】第１トレイ上にジョグ仕分けされたシート束が積載された状態を模式的に示す
説明図である。
【図１２】第１実施形態において後処理制御部のＭＣＵが実行するジョグ仕分け処理ルー
チンのフローチャートである。
【図１３】第１実施形態において第１トレイ上に１束目のシート束を形成する場合に１回
目の小分けシートが分割排出される際の排出機構の動作説明図であり、（Ａ）は排出直前
の状態、（Ｂ）は排出中の状態、（Ｃ）は排出が完了した状態を示す。
【図１４】第１実施形態において第１トレイ上に１束目のシート束を形成する場合に２回
目の小分けシートが分割排出される際の排出機構の動作説明図であり、（Ａ）は排出直前
の状態、（Ｂ）は排出中の状態、（Ｃ）は排出が終了した状態を示す。
【図１５】第２実施形態の画像形成システムを構成するシート後処理装置のシフト機構を
示す斜視図である。
【図１６】第２実施形態において第１トレイ上に１束目のシート束を形成する際の小分け
処理での動作状態説明図の一部であり、（Ａ）はその１、（Ｂ）はその２、（Ｃ）はその
３を示す。
【図１７】第２実施形態において第１トレイ上に１束目のシート束を形成する際の小分け
処理での動作状態説明図の一部であり、（Ａ）はその４、（Ｂ）はその５、（Ｃ）はその
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６を示す。
【図１８】第２実施形態において第１トレイ上に１束目のシート束を形成する際の小分け
処理での動作状態説明図の一部であり、（Ａ）はその４と同じ動作状態、（Ｂ）はその７
、（Ｃ）はその８を示す。
【図１９】第３実施形態において第１トレイ上に１束目のシート束を形成する際の１回目
の小分けシートの排出動作の説明図であり、（Ａ）はその１、（Ｂ）はその２、（Ｃ）は
その３を示す。
【図２０】第３実施形態において第１トレイ上に１束目のシート束を形成する際の２回目
以降の小分けシートの排出動作の説明図であり、（Ａ）はその１、（Ｂ）はその２、（Ｃ
）はその３を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（第１実施形態）
　以下、図面を参照して、本発明が適用可能な画像形成システムの第１の実施の形態につ
いて説明する。なお、本実施形態の画像形成システムは、シートに画像を形成する画像形
成装置Ａと、画像が形成されたシートに後処理を施すシート後処理装置Ｂとで構成されて
いる。
【００１８】
＜構成＞
［画像形成装置］
１．機構部
　図１に示すように、画像形成装置Ａは、画像形成ユニットＡ１とスキャナユニットＡ２
とフィーダユニットＡ３とで構成されている。画像形成ユニットＡ１は、装置ハウジング
１に設置面（例えば床面）に設置するための据付脚２５が設けられており、装置ハウジン
グ１内に給紙部２と画像形成部３と排紙部４とが内蔵されている。なお、図１に示す画像
形成ユニットＡ１は静電印刷機構を採用したものである。
【００１９】
　給紙部２は、複数サイズのシートを収容するカセット２ａ～２ｃで構成され、指定され
たサイズのシートを給紙経路６に繰り出す。このため、装置ハウジング１にはカセット２
ａ～２ｃが着脱可能に配置され、各カセットには内部のシートを１枚ずつ分離する分離機
構と、シートを繰り出すピックアップローラが内蔵されている。給紙経路６には、カセッ
ト２ａ～２ｃから供給されるシートを下流側に給送する搬送ローラ７と、経路端部に各シ
ートを先端揃えするレジストローラ対８が設けられている。
【００２０】
　なお、給紙経路６には大容量カセット２ｄと手差しトレイ２ｅが連結されており、大容
量カセット２ｄはオプションユニットとして大量に消費するサイズのシートを収容するよ
うに構成され、手差しトレイ２ｅは分離給送が困難な厚紙シート、コーティングシート、
フィルムシート等の特殊シートが供給可能に構成されている。
【００２１】
　画像形成部３は、ドラムやベルト等の感光体９と、感光体９に画像データに従ってビー
ムを照射する発光器１０と、現像器１１（ディベロッパ）と、クリーナ（不図示）とが感
光体９の周囲に配置されている。図示のものはモノクロ印刷機構を示し、感光体９に発光
器１０で光学的に潜像を形成し、この潜像に現像器１１でトナーインクを付着する。
【００２２】
　そして、感光体９への画像形成タイミングに合わせて給紙経路６からシートを画像形成
部３に送り転写チャージャ１２でシート上に画像を転写し、排紙経路１４に配置されてい
る定着ユニット（ローラ）１３で定着する。排紙経路１４には排紙ローラ１５と排紙口１
６とが配置されており、後述するシート後処理装置Ｂにシートを搬送する。
【００２３】
　スキャナユニットＡ２は、原稿を載置するためのプラテン１７と、プラテン１７に沿っ
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て往復動するキャリッジ１８と、キャリッジ１８に搭載された光源と、プラテン１７上の
原稿からの反射光を光電変換部１９に案内する縮小光学系２０（ミラー、レンズの組み合
わせ）と、走行プラテン２０とで構成されている。光電変換部１９は光電変換した画像デ
ータを制御部のメモリ（図１０、符号９６参照）に出力する。なお、走行プラテン２０は
フィーダユニットＡ３でシートが搬送される場合に用いられ、フィーダユニットＡ３で搬
送中のシートの画像を、所定の読取位置に位置付けられたキャリッジ１８と縮小光学系２
０を介して光電変換部１９で読み取る。
【００２４】
　フィーダユニットＡ３は給紙トレイ２２と、給紙トレイ２２から送り出したシートを走
行プラテン２１に案内する給紙経路２３と、走行プラテン２１を介して読み取られた原稿
を収容する排紙トレイ２４で構成されている。
【００２５】
　また、画像形成装置Ａは、画像形成装置Ａの状態等を表示するとともに、オペレータが
所望するシートサイズ、給紙すべき給紙カセット、部数等の指定（入力）が可能なタッチ
パネル（不図示）を有している。なお、画像形成ユニットＡ１は、上述の静電印刷機構に
限らず、オフセット印刷機構、インクジェット印刷機構、インクリボン転写印刷機構（熱
転写リボン印刷、昇華型リボン印刷など）等の印刷機構も採用可能である。
【００２６】
２．制御部
　さらに、画像形成装置Ａは、画像形成装置Ａの全体を制御するとともに、シート後処理
装置Ｂの制御部と通信する制御部（以下、シート後処理装置Ｂの制御部と区別するため本
体制御部という。）を備えている。
【００２７】
　図１０に示すように、本体制御部９０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を内蔵するＭＣＵ
９１を有している。ＭＣＵ９１は、画像形成部３の動作を制御する画像形成制御部９２と
、給紙部２の動作を制御する給紙制御部９３と、上述したタッチパネルを制御するタッチ
パネル制御部９４に接続されている。
【００２８】
　また、ＭＣＵ９１は、給紙経路６、排紙経路１４およびシートの両面に画像を形成する
ために給紙経路６と排紙経路１４との間を結ぶデュープレックス経路等に配された複数の
センサに接続されている。さらに、ＭＣＵ９１は、ＬＡＮ接続を可能とする通信制御部９
５、バッファとして機能する大容量メモリ９６や、不図示のインターフェースを介して上
述したスキャナユニットＡ２やフィーダユニットＡ３にも接続されている。
【００２９】
［シート後処理装置］
１．機構部
　図１および図２に示すように、シート後処理装置Ｂは、装置ハウジング２７に設置面に
設置するための据付脚が設けられており、上流側に位置する画像形成装置Ａと略同一の高
さ寸法を有している。また、シート後処理装置Ｂの搬入口２６は画像形成装置Ａの排紙口
１６に連結される位置に形成されている。
【００３０】
　図２に示すように、シート後処理装置Ｂは、上から順に、装置ハウジング２７から突出
するように設けられた第３スタックトレイ（以下、第３トレイと略称する。）７１、第１
スタックトレイ（以下、第１トレイと略称する。）４９、第２スタックトレイ（以下、第
２トレイと略称する。）６１を有している。なお、第１トレイ４９には、発光素子と受光
素子で構成され第１トレイ４９上のシートの有無を検出する反射型の第４センサＳ４が内
蔵されている。
【００３１】
（１）シート搬送路
　シート後処理装置Ｂは、装置ハウジング２７内を略水平方向に横断する直線状のシート
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搬入経路２８を有している。シート搬入経路２８はシート搬送路の基幹経路をなしている
。シート搬入経路２８には、一側端に上述した搬入口２６が、他側端に排紙口３５が形成
されている。
【００３２】
　図４は、シート搬送路を模式的に示したものである。図４ではシート搬入経路２８を太
線で示している。搬入口２６の近傍には、シートをシート後処理装置Ｂ内に搬入するため
の搬入ローラ２９が配置されており、排紙口３５の上流側には正逆転可能な排紙ローラ３
６が配置されている。
【００３３】
　シート搬入経路２８は搬入ローラ２９の下流側に第１分岐点Ｄ１を有しており、この第
１分岐点Ｄ１を始点としてシート搬入経路２８から分岐した第３搬送パス３０が形成され
ている。第３搬送パス３０はその終点に排紙口７２を有しており、この排紙口７２を介し
てシートが第３トレイ７１上に排出される。さらに、シート搬入経路２８は第１分岐点Ｄ
１の下流側に第２分岐点Ｄ２を有しており、この第２分岐点Ｄ２を始点としてシート搬入
経路２８から分岐した第２搬送パス３２が形成されている。
【００３４】
　また、シート搬入経路２８の排紙口３５の延長線上には、シート搬入経路２８を搬送さ
れてきたシートを第１トレイ４９側にさらに搬送するための第１搬送パス３１が形成され
ている。上述したように排紙ローラ３６は正逆転可能なため、排紙ローラ３６を正転駆動
させることで第１搬送パス３１を介してシートを第１トレイ４９側に搬送したり、排紙ロ
ーラ３６を逆転駆動させることでシートをスイッチバック搬送してシート後端を上述した
シート搬入経路２８の第２分岐点Ｄ２に向けて逆搬送することが可能である。さらに、第
１搬送パス３１は装置ハウジング２７のトレイ側端部に相当する位置に第３分岐点Ｄ３を
有しており、この分岐点Ｄ３を始点として第１搬送パス３１から分岐し斜めに傾斜した第
２スイッチバックパス３１ｂが形成されている。
【００３５】
　図４では、第１および第２スイッチバックパス３１ａ、３１ｂを顕在化するために、第
１トレイ４９に向けてシートを搬送する経路を第１搬送パス３１、シートをスイッチバッ
ク搬送する経路を第１スイッチバックパス３１ａ、第３分岐点Ｄ３を介してシートをスイ
ッチバック搬送する経路を第２スイッチバックパス３１ｂとして示しているが（図３等で
も同じ。）、第１スイッチバックパス３１ａの一部はシート搬入経路２８と重複し、第２
スイッチバックパス３１ｂは第１搬送パス３１と一体の経路である。なお、上述した第２
分岐点Ｄ２は第１スイッチバックパス３１ａのパス端に設けられている。
【００３６】
　上記のように、シート搬入経路２８および第１搬送パス３１を略水平方向に配置し、第
３搬送パス３０および第２搬送パス３２を概ね鉛直方向に配置することによって、装置の
スリム化が可能となる。
【００３７】
　上述したシート搬入経路２８および第１～第３搬送パス３０、３１、３２には、それぞ
れの経路に沿って種々の部材が配置されている。以下、それらの部材を経路毎に説明する
。
【００３８】
（２）シート搬入経路２８
　図３に示すように、シート搬入経路２８には、搬入口２６の下流側に、発光素子と受光
素子とを有する透過型の第１センサＳ１が配置されている。第１センサＳ１と搬入ローラ
２９の間には、図示しないパンチモータを駆動させることで搬入されたシートの後端部に
パンチ穴を穿孔するパンチユニット５０が配置されている。
【００３９】
　パンチユニット５０はその下部にラック（不図示）を有している。このラックに噛合す
るピニオン（不図示）を不図示のユニット移動モータで回転させることで、パンチユニッ
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ト５０はシート搬送路２８と直交する方向に移動可能に構成されており、シートサイズに
応じた適正位置での穿孔処理が行われる。なお、パンチ穴の位置精度を高めるために、シ
ートの側端縁をセンサで検出して穿孔位置を割り出した後に穿孔処理するようにしてもよ
い。シート搬入経路２８を挟むパンチユニット５０の下方には、パンチユニット５０によ
る穿孔処理で生じたパンチくずを受けるくず箱５１が装置ハウジング２７に着脱可能に装
着されている。
【００４０】
　上述した第１分岐点Ｄ１、第２分岐点Ｄ２には、それぞれ第１フラッパガイド（以下、
第１フラッパと略称する。）３３、第２フラッパガイド（以下、第２フラッパと略称する
。）３４が配置されている。第１、第２フラッパ３３、３４は、支持軸を中心にその先端
部が回動してシート搬送方向を変更（選択）可能な構成で、それぞれの支持軸は進退可能
なプランジャを有する電磁ソレノイドに連結されている。なお、第１、第２フラッパ３３
、３４の回動源としてミニモータを用いるようにしてもよい。
【００４１】
　図５（Ａ）は、第１、第２フラッパ３３、３４を駆動する電磁ソレノイドがともに通電
されない定常状態（オフ状態）を示したものである。この状態では、シートはシート搬入
経路２８を排紙口３５に向けて搬送される。一方、図５（Ｂ）に示すように、第１フラッ
パ３３を駆動する電磁ソレノイドに通電されると（オン状態）、第１フラッパ３３は時計
廻りに回動する。これにより、シートはシート搬送経路２８から第３搬送パス３０に案内
される。このとき、第２フラッパ３４を駆動する電磁ソレノイドはオフ状態のままである
。また、図５（Ｃ）に示すように、第２フラッパ３４を駆動する電磁ソレノイドに通電さ
れると（オン状態）、第２フラッパ３４は時計廻りに回動する。これにより、シートは第
１スイッチバックパス３１ａ（シート搬送経路２８）から第２搬送パス３２に案内される
。このとき、第１フラッパ３３を駆動する電磁ソレノイドはオフ状態のままである。
【００４２】
　図３に示すように、第２フラッパ３４の下流側には発光素子と受光素子とを有する透過
型の第２センサＳ２が配置されており、第２センサＳ２の下流側に上述した排紙ローラ３
６が配置されている。
【００４３】
　なお、上述した搬入ローラ２９は駆動ローラ（図３の上側）とこの駆動ローラに圧接す
る従動ローラ（図３の下側）で構成されており、駆動ローラにはギアを介して不図示の第
１搬送モータ（ステッピングモータ）の回転駆動力が伝達される。また、排紙ローラ３６
は駆動ローラ対３６ａ、３６ｂで構成されており、駆動ローラ対３６ａ、３６ｂにはギア
を介して正逆転可能な不図示の第２搬送モータ（ステッピングモータ）の回転駆動力が伝
達される。
【００４４】
（３）第１搬送パス３１（および第２スイッチバックパス３１ｂ）
　図３に示すように、上述した第３分岐点Ｄ３には、従動ローラ４８と正逆転可能な昇降
ローラ４１とが配置されている。昇降ローラ４１は従動ローラ４８に圧接する作動位置と
離間した待機位置との間で上下動可能に構成されている。昇降ローラ４１は、シートがシ
ート搬送経路２８、第１スイッチバックパス３１ａ（図４に示す矢印３１ａも参照）を搬
送されるときは待機位置に位置付けられ、シートが第１トレイ４９に排出される際や第２
スイッチバックパス３１ｂ（図４に示す矢印３１ｂも参照）を搬送されるときは作動位置
に位置付けられる。なお、昇降ローラ４１および従動ローラ４８は第２スイッチバックパ
ス３１ｂ上でのシート搬送やシート束の逆搬送を行う機能も有するが、この点については
後述する（項目（３－１）、（３－４）参照）。
【００４５】
　第２スイッチバックパス３１ｂにはシートを一時的に積載するための処理トレイ３７が
配置されている。処理トレイ３７はシート搬送経路２８（搬送第１搬送パス３１）を介し
て搬送されてきたシートを、第１トレイ４９に排出する前に一時的に保持するバッファと
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して機能する。処理トレイ３７の一側（下流側）にはシート束に綴じ処理を施すステープ
ラユニット４７が配置されている。上述したように第２スイッチバックパス３１ｂは傾斜
しているため、この第２スイッチバックパス３１ｂに配された処理トレイ３７、ステープ
ラユニット４７も傾斜して配置されている。この結果、シート搬入経路２８の排紙口３５
と処理トレイ３７との間には段差（落差）が形成されている。
【００４６】
　なお、処理トレイ３７は、下流側の第１トレイ４９との間で排紙口３５を介して送られ
たシートをブリッジ支持する。換言すれば、排紙口３５から送られたシートは、その先端
部を下流側の第１トレイ４９上にまたは第１トレイ４９の最上シートの上に、後端部を処
理トレイ３７上に跨って支持される。
【００４７】
（３－１）シート搬入機構
　排紙口３５と処理トレイ３７との間に段差が形成されていることから、第１搬送パス３
１（および第２スイッチバックパス３１ｂ）には、シートを処理トレイ３７に搬入するた
めのシート搬入機構が設けられている。
【００４８】
　シート搬入機構は、上述したように作動位置で従動ローラ４８に圧接して第２スイッチ
バックパス３１ｂ上でシートを処理トレイ３７（規制部材３８）側に搬送する昇降ローラ
４１、シートを第２スイッチバックパス３１ｂ方向に移送するように回転するパドル回転
体４２、シートを処理トレイ３７側に案内するシートガイド部材４４、シートの上面を押
さえるシート押さえ部材４５、シートを処理トレイ３７側に搬送する掻き込み回転体４６
で構成されている。
【００４９】
　また、装置フレームに軸支された回転軸３６ｘ（排紙ローラ３６ａのローラ軸）を中心
に揺動可能に構成された揺動ブラケット４３が設けられており、この揺動ブラケット４３
に昇降ローラ４１とパドル回転体４２の回転軸が軸支されている。揺動ブラケット４３に
は図示しない昇降モータの駆動力が伝達されることで、揺動ブラケット４３に取り付けら
れた昇降ローラ４１とパドル回転体４２とが上述した待機位置と作動位置との間で上下動
する。
【００５０】
　昇降ローラ４１とパドル回転体４２には上述した不図示の第２搬送モータからの駆動力
が伝達され、昇降ローラ４１は正逆転し、パドル回転体４２は逆転する。すなわち、昇降
ローラ４１は作動位置において従動ローラ４８と圧接して逆転でシートを処理トレイ３７
側に搬送し、パドル回転体４２は逆転でシートを第２スイッチバックパス３１ｂ方向に移
送する。また、昇降ローラ４１は作動位置において従動ローラ４８と圧接して正転でシー
ト束を処理トレイ３７側から第１トレイ４９に逆搬送するが、この点については後述する
（項目（３－４）参照）。
【００５１】
　シートガイド部材４４は昇降ローラ４１と掻き込み回転体４６との間に配置されている
。また、シートガイド部材４４は図３に示す退避位置（点線位置）とガイド位置（実線位
置）との間上下動し、排紙口３５からシートが搬出されるときには退避位置に位置し、シ
ート後端が排紙口３５を通過した後にシート後端を処理トレイ３７上に案内する。このた
め、シートガイド部材４４は不図示の第２搬送モータを駆動源とする図示しない駆動機構
に連結されており、排紙口３５から処理トレイ３７上にシート後端を案内するタイミング
に応じて上下動する。
【００５２】
　シート押さえ部材４５は板状部材で、掻き込み回転体４６（本実施形態では図３の正面
側および背面側に２つ配置されている。）の一側に（正面側の掻き込み回転体４６では正
面側に、背面側の掻き込み回転体では背面側に）それぞれその先端側が位置付けられるよ
うに配設されており、排紙ローラ３６ｂのローラ軸に自重により揺動可能に取り付けられ
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ている。つまり、シート押さえ部材４５は図３の奥行き方向で位相がずれるようにその先
端側が掻き込み回転体４６の両側に位置付けられている。このため、シート押さえ部材４
５は処理トレイ３７上のシート積載枚数が多くなるにつれて反時計廻り方向に回動する。
なお、掻き込み回転体４６にも上述した不図示の第２搬送モータからの駆動力が伝達され
る。
【００５３】
（３－２）整合機構
　図６に示すように、処理トレイ３７には、搬送されてきたシートを整合する整合機構が
配置されている。整合機構は、シート後端（第２スイッチバックパス３１ｂ搬送方向先端
）を突き当て規制する規制部材３８と、シート側縁を押圧して基準（例えばセンタ基準）
位置に整合する側縁整合部材３９とで構成されている。 
【００５４】
　図３および図６に示すように、規制部材３８はシート後端を突き当て規制する断面略コ
字状のストッパ片で構成されている。規制部材３８は後述するように処理トレイ３７（第
２スイッチバックパス３１ｂ）に沿って往復動可能に構成されており（項目（３－４）参
照）、整合機構の一部として機能する場合にはホームポジション（図３、図６に示す位置
）に位置付けられる。このため、規制部材３８がホームポジションに位置付けられている
かを検出するリミットセンサ（不図示）が配置されている。
【００５５】
　一方、側縁整合部材３９は、図６に示すように、処理トレイ３７に搬送されてきたシー
トの幅方向（シート搬送方向と直交する方向）を挟む両側（図６の左右）に互いに対向す
るように配置された一対のフロント整合部材３９Ｆ（装置正面側）、リア整合部材３９Ｒ
（装置背面側）で構成されている（以下、両者を総称する場合は整合部材という。）。
【００５６】
　整合部材３９Ｆ、３９Ｒは処理トレイ３７の紙載面３７ａ（図３参照）から上方に突出
した板状部材であり、シートの側縁に当接する規制面３９ｘを有している。整合部材３９
Ｆ、３９Ｒは、センタ基準で搬送されてきたシートを整合する場合に、シートサイズに応
じて予め定められた待機位置とシートを押圧して整合する整合位置との間で往復動する。
これにより、待機位置よりシート側縁から離れたホームポジションと整合位置との間で往
復動させるより移動距離が短くなり、整合処理時間を短縮することができる。
【００５７】
　また、シート束をオフセットする場合に、奇数束目（例えば、１束目）のシート束を処
理トレイ３７上で形成するときは、上述したように、処理トレイ３７に搬送されてくるシ
ートを１枚毎に整合部材３９Ｆ、３９Ｒを待機位置から整合位置に移動させることでセン
タ基準のシート束を形成し、偶数束目（例えば、２束目）のシート束を処理トレイ３７上
で形成するときは、上述した整合位置を左右いずれかに予め定められた所定距離ずつシフ
トさせて処理トレイ３７に搬送されてくるシートを１枚毎に整合部材３９Ｆ、３９Ｒを待
機位置からシフトさせた整合位置に移動させることでシート束を形成する。この例は一例
で、種々のシフト方法が知られており、そのようなシフト方法を用いてもよい。また、サ
イド基準で整合してもよく、シート束をオフセットする場合に、奇数束目のシート束をセ
ンタ基準で整合し、偶数束目のシート束をサイド基準で整合するようにしてもよい。
【００５８】
　整合部材３９Ｆ、３９Ｒは、規制面３９ｘが互いに接近方向または離間方向に移動する
ように処理トレイ３７に支持されている。すなわち、処理トレイ３７には表裏を貫通する
スリット溝（不図示）が形成されており、このスリット溝を介して整合部材３９Ｆ、３９
Ｒが摺動可能に構成されている。
【００５９】
　また、整合部材３９Ｆ、３９Ｒは処理トレイ３７の背面側で複数のガイドコロ８０（レ
ール部材であってもよい。）で摺動可能に支持され、ラック８１が一体形成されている。
左右のラック８１にはピニオン８２を介して整合モータＭ１、Ｍ２が連結されている。整



(12) JP 2017-114619 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

合モータＭ１、Ｍ２は正逆転可能なステッピングモータで構成され、図示しないポジショ
ンセンサで整合部材３９Ｆ、３９Ｒをそれぞれ位置検出し、その検出値を基準に各整合部
材を左右いずれの方向にも、指定された移動量で位置移動できるように構成されている。
【００６０】
　なお、図示のラック－ピニオン機構によることなく、整合部材３９Ｆ、３９Ｒをタイミ
ングベルトに固定し、このベルトを左右往復動させるモータにプーリで連結する構成を採
用するようにしてもよい。
【００６１】
（３－３）ステープラユニット
　図３に示すように、処理トレイ３７の一側には、整合機構で整合されたシート束に対し
シート束の後端部側をステープル処理するステープラユニット４７が配置されている。ス
テープラユニット４７は処理トレイ３７の紙載面３７ａの後端部に沿って移動可能に構成
されている。
【００６２】
　図３に示すように、装置フレーム２７ａには、走行レール５３と走行カム５４とが形成
されている。一方、ステープラユニット４７には、走行レール５３と係合する第１転動コ
ロ８３と、走行カム５４と係合する第２転動コロ８４が設けられている。また、ステープ
ラユニット４７は、装置フレーム２７ａのサポート（支持）面と係合するボール状の滑動
コロ８５を有している（図３の正面側および背面側の２箇所）。さらに、ステープラユニ
ット４７は装置フレーム２７ａの底面と係合するガイドコロ８６を有しており、装置フレ
ーム２７ａからのステープラユニット４７の浮上を防止している。
【００６３】
　このため、ステープラユニット４７は、装置フレーム２７ａに滑動コロ８５とガイドコ
ロ８６で移動可能に支持され、第１転動コロ８３が走行レール５３、第２転動コロ８４が
走行カム５４に沿って回転しながら走行レール５３と走行カム５４に沿って移動可能であ
る。
【００６４】
　図７はステープラユニット４７の移動機構を示したものである。ステープラユニット４
７は、ギアプーリ５８ａ、５８ｂ間に張架されたタイミングベルト５９に固着しており、
正逆転可能な駆動モータＭ３の駆動力がギアプーリ５８ａに伝達されることで、処理トレ
イ３７の紙載面３７ａの後端部に沿って往復動する。
【００６５】
　図８に示すように、ステープラユニット４７はシート後処理装置Ｂとは別にユニット構
成されている。すなわち、ステープラユニット４７は、ボックス形状のユニットフレーム
４７ａを有しており、ユニットフレーム４７ａに揺動可能に軸支持されたドライブカム４
７ｄと、ドライブカム４７ｄを回動させる駆動モータＭ４とがユニットフレーム４７ａに
配設されている。
【００６６】
　ステープラヘッド４７ｂとアンビル部材４７ｃは対向配置されており、ステープラヘッ
ド４７ｂは付勢スプリング（不図示）により上方の待機位置から下方のステープル位置（
アンビル部材）に向けて上下動するように構成されている。また、ユニットフレーム４７
ａには針カートリッジ５２が着脱可能に装着されている。
【００６７】
　シート束に綴じ処理を行う場合には、駆動モータＭ４でドライブカム４７ｄを回動させ
、付勢スプリングに蓄勢する。回転角度が所定角度に達するとステープラヘッド４７ｂは
勢いよくアンビル部材４７ｃ側に向けて下降する。この動作でステープル針はコ字状に折
り曲げられた後にシート束に刺入される。そしてその先端はアンビル部材４７ｃで折り曲
げられシート束が綴じ処理される。
【００６８】
　なお、上記では綴じ処理にステープラユニット４７を例示したが、ステープラユニット



(13) JP 2017-114619 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

４７に代えて針を用いないエコ綴じユニットを用いるようにしてもよく、ステープラユニ
ット４７とエコ綴じユニットの両方を用いるようにしてもよい。このような詳細は、例え
ば、特開２０１５－１２４０８４号公報に開示されている。また、同公報には、左コーナ
綴じ、右コーナ綴じ、マルチ綴じ等を行う際の走行レール５３や走行カム５４の詳細も開
示されている。
【００６９】
（３－４）排出機構
　また、処理トレイ３７には、積載されたシート束（整合機構で整合されたシート束また
はその後ステープラユニット４７で綴じ処理されたシート束）を第１トレイ４９に排出す
る排出機構が配置されている。排出機構は、処理トレイ３７に積載されたシート束を押し
出すように移送するコンベア部と、シート束をニップして搬出するローラ部とで構成され
ている。
【００７０】
　上述したシート搬入機構がシートを１枚ずつ第２スイッチバックパス３１ｂに沿って処
理トレイ３７に搬送するのに対し、この排出機構は処理トレイ３７に積載されたシート束
を第２スイッチバックパス３１ｂに沿って図４に示す矢印３１ｂとは逆方向に搬送するも
のである。
【００７１】
　図９に示すように、コンベア部は、処理トレイ３７に沿って上流側に位置する整合位置
（綴じ位置）から下流の第１トレイ４９側に移送するための規制部材３８と、規制部材３
８を移動させるコンベアベルト３８ｖと、コンベアベルト３８ｖを駆動させる正逆転可能
な駆動モータＭ５（ステッピングモータ）とで構成されている。なお、規制部材３８はコ
ンベアベルト３８に固着している。また、ローラ部は、従動ローラ４８と、作動位置に位
置付けられ従動ローラ４８と圧接する昇降ローラ４１とで構成されている。
【００７２】
　図９（Ａ）は、処理トレイ３７に積載されたシート束（整合機構で整合されたシート束
またはその後ステープラユニット４７で綴じ処理されたシート束）の状態を示している。
このとき、コンベア部を駆動させる駆動モータＭ５は停止しており、ローラ部の昇降ロー
ラ４１は待機位置に位置付けられている。排出機構により処理トレイ３７に積載されたシ
ート束を第１トレイ４９に排出する際は、図示しない昇降モータの駆動力で昇降ローラ４
１を従動ローラ４８と圧接する作動位置に位置付け、不図示の第２搬送モータの駆動力で
昇降ローラ４１を正転駆動させるとともに、駆動モータＭ５を正転駆動させる。
【００７３】
　図９（Ｂ）は、第１トレイ４９に向けてシート束を排出中の状態を示し、シート束が規
制部材３８の位置移動と、ローラ部（昇降ローラ４１、従動ローラ４８）の回転で下流側
に搬送される状態を示している。なお、規制部材３８は上述した２つの掻き込み回転体４
６の間を移動する。また、図９（Ｃ）は、第１トレイ４９にシート束を排出する直前の状
態を示し、シート束はローラ部の回転で下流側の第１トレイ４９に徐々に（低速で）送ら
れる。このとき、規制部材３８は駆動モータＭ５の逆転駆動により、ホームポジションに
位置付けられる。そして、第１トレイ４９へのシート束の搬送（排出）が終了すると、昇
降ローラ４１は図示しない昇降モータの駆動力で待機位置に位置付けられる。
【００７４】
（４）第２搬送パス３２
　図２および図３に示すように、第２搬送パス３２には、上述した第２分岐点Ｄ１の近傍
に搬送ローラ５５が配置されており、搬送ローラ５５の下流側に発光素子と受光素子とを
有する透過型のセンサＳ３が配置されている。搬送ローラ５５は駆動ローラ対で構成され
ており、駆動ローラ対にはギアを介して上述した不図示の第２搬送モータの回転駆動力が
伝達される。図２に示すように、センサＳ３の下流側かつ第２搬送パス３２の終点（パス
端となる位置）には、不図示の第２搬送モータの回転駆動力で駆動する搬出ローラ６２が
配置されている。



(14) JP 2017-114619 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

【００７５】
　搬出ローラ６２の下方には、第２搬送パス３２を介して送られてきたシートを部揃え集
積して、中央を綴じ処理して内折りする製本処理部６０が配置されている。なお、以下で
は、製本処理部６０によるこの処理を「マガジン仕上げ処理」と呼ぶこととする。
【００７６】
　製本処理部６０は、シートを束状に集積するガイド部材６６と、ガイド部材６６上の所
定位置にシートを位置決めする規制ストッパ６７と、規制ストッパ６７で位置決めされた
シートの中央を綴じ処理する中綴じユニット６３と、中綴じユニット６３による綴じ処理
後にシート束の中央を中心に折り合わせる折り処理機構（折りローラ６４、折りブレード
６５）とで構成されている。製本処理部６０を構成する各部材は概ね鉛直方向に配置され
ている。
【００７７】
　中綴じユニット６３には、特開２００８－１８４３２４号公報、特開２００９－０５１
６４４号公報等で開示されているように、ヘッドユニットとアンビルユニットとでシート
束を挟んだ状態でシート中心線に沿って位置移動させて綴じ処理する構成が採用されてい
る。
【００７８】
　また、折り処理機構には、図２に示すように、互いに圧接した折りローラ６４に巻き込
まれるシート束の折り目に折りブレード６５を挿入して折りローラ６４の転動で折り合わ
せる機構が採用されている。このような折り処理機構も特開２００８－１８４３２４号公
報、特開２００９－０５１６４４号公報等に開示されている。
【００７９】
　本実施形態の折り処理機構について付言すれば、図２に示すように、折り位置Ｙには、
シート束を折り合わせる折りローラ６４と、折りローラ６４のニップ位置にシート束を挿
入する折りブレード６５とが配置されている。折りローラ６４は、シート束を折り曲げな
がら回転方向に移送するため、ゴムローラなどの比較的摩擦係数の大きい材料で形成され
た一対の駆動ローラで構成されている。折りローラ６４はガイド部材６６の湾曲または屈
曲した突出側に位置しており、シート束を挟んで対向するナイフエッジを有した折りブレ
ード６５が進退可能に構成されている。
【００８０】
　なお、中綴じユニット６３のヘッドユニットは図示しない中綴じモータで駆動し、折り
ローラ６４は図示しない折りモータで駆動する。また、規制ストッパ６７は不図示の移動
モータの駆動力でシートサイズに応じた所定位置に位置付けられ、折りブレード６５は図
示しない折りモータの駆動力で進退する。
【００８１】
　折りローラ６４の折りブレード６５とは反対側には、製本処理部６０でマガジン仕上げ
処理されたシート束を排出する排出ローラ６９が配置されている。排出ローラ６９の回転
駆動力も図示しない折りモータから供給される。装置ハウジング２７には排出ローラ６９
の下流側に不図示の排紙口が形成されており、この排紙口を介してマガジン仕上げ処理さ
れたシート束が第２トレイ６１に排出される。なお、図２では、製本処理の頻度が比較的
低いことから、第２トレイ６１が折り畳まれ（第２トレイ６１の先端側が上方に回動した
状態）規制ストッパ６７がホームポジションに位置した状態を示している。
【００８２】
（５）第３搬送パス３０
　図２に示すように、第３搬送パス３０には、その中間部に搬送ローラ７７が配置されて
おり、排紙口７２の上流側に排紙ローラ７８が配置されている。搬送ローラ７７および排
紙ローラ７８は駆動ローラと従動ローラとで構成されており、その回転駆動力は上述した
不図示の第１搬送モータから供給される。従って、第３搬送パス３０はストレート排紙専
用のシート搬送路である。
【００８３】
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２．制御部
　さらに、シート後処理装置Ｂは、シート後処理装置Ｂの全体を制御する制御部（以下、
本体制御部９０と区別するため後処理制御部という。）を備えている。図１０に示すよう
に、後処理制御部９７は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を内蔵するＭＣＵ９８を有している
。ＭＣＵ９８はアクチュエータ制御部９９に接続されており、アクチュエータ制御部９９
は上述したモータや電磁ソレノイド等の各種アクチュエータに接続されている。また、Ｍ
ＣＵ９９は、Ｓ１～Ｓ４等のセンサにも接続されている。
【００８４】
　なお、後処理制御部９７のＭＣＵ９８は本体制御部９０のＭＣＵ９１と通信し、ＭＣＵ
９１から後処理モード情報、シートサイズ情報、ジョブ終了情報等のシート後処理装置Ｂ
での制御処理に必要な情報を受け取る。
【００８５】
＜処理モードおよび特色＞
　次に、シート後処理装置Ｂの（後）処理モードおよび１ジョブの概念、並びに、シート
後処理装置Ｂの特色について説明する。
【００８６】
１．処理モードおよび１ジョブの概念
　シート後処理装置Ｂは、ａ）穿孔処理モード、ｂ）ジョグ仕分けモード、ｃ）綴じ処理
モード、ｄ）製本処理モード、および、ｅ）ストレート排紙モード（プリントアウトモー
ドと呼ばれることもある。）の５つの処理モードを有している。
【００８７】
　これらの処理モードについて簡単に説明すると、ａ）穿孔処理モードはパンチユニット
５０でシート後端にパンチ穴を穿孔して第１トレイ４９に排出するモードであり、ｂ）ジ
ョグ仕分けモードはステープラユニット４７によるステープル処理を行わずにシート束毎
にオフセットされた状態で第１トレイ４７上にシート束を積載する処理であり、ｃ）綴じ
処理モードはステープラユニット４７でシート束後端部をステープル処理して第１トレイ
４９に排出するモードであり、ｄ）製本処理モードは製本処理部６０でマガジン仕上げ処
理して第２トレイ６１に排出するモードであり、ｅ）ストレート排紙モードはシート後処
理装置Ｂに搬入されたシートをそのまま第３トレイ７１に排出するモードである。なお、
ジョグ仕分けモードおよび綴じ処理モードでは穿孔処理モードとの併用が可能である。
【００８８】
　図１１は、第１トレイ４９上にジョグ仕分けされたシート束が積載された状態を示した
ものである。図１１では、第１トレイ４９上に４つのシート束が、奇数束目のシート束と
偶数束目のシート束とが互いにオフセットされた状態で積載された例を示している。
【００８９】
　これらのモードは、画像形成装置Ａのタッチパネルを介して、または、ＬＡＮに接続さ
れたコンピュータを介して指定される。その際、上記いずれの処理モードにおいても、部
数（シート束数）の指定がなされることがある。部数が指定される場合（１部を超える場
合）には（とりわけ上記ｂ）～ｄ）の処理モードでは）、１部を構成するシート枚数（コ
ピーの場合は原稿枚数と同じ。）の情報が必要となる。
【００９０】
　１部を構成するシート枚数は一般にオペレータにより入力されることはないが、画像形
成装置Ａの本体制御部９０は、ＭＣＵ９１がメモリ９６に格納された画像データの数やＬ
ＡＮを介してコンピュータから受信したヘッダ情報を参照することにより、その枚数を把
握することができる。このため、本体制御部９０は、指定された処理モードを表す情報（
例えば、ジョグ仕分けモード）、並びに、その属性情報として部数および１部を構成する
シート枚数の情報を後処理モード情報として後処理制御部９７に報知する。なお、１部の
みの場合には部数の指定がなされない場合が多く、また、１部のみの場合には後処理制御
部９７は１部を構成するシート枚数の情報も不要である。つまり、１部のみの場合には属
性情報は不要である。逆にいえば、処理モードは指定されているが、属性情報がない（部
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数の指定がない）場合には１部とみなせばよい。また、ジョグ仕分けモードにおいて「部
数」は「シート束数」を意味する。
【００９１】
　一方、上記ａ）、ｅ）の処理モードでは、後処理制御部９７は、画像形成装置Ａから搬
送されるシートを１枚ずつ処理すればよいため、上述した属性情報（部数、１部を構成す
るシート枚数）がなくても処理可能である。この場合には、後処理制御部９７は、本体制
御部９０から画像形成装置Ａ側でのジョブの終了を表すジョブ終了情報（図１０参照）を
受信することでシート後処理装置Ｂ側でのジョブ終了（画像形成システムでのジョブ完了
）を把握することができる。
【００９２】
　以上により、シート後処理装置Ｂにおける１ジョブの概念も定まる。すなわち、上記ｂ
）～ｄ）の処理モードでは、指定された処理モードに従って指定された部数を処理するこ
とであり、上記ａ）、ｅ）の処理モードでは指定された処理モードに従ってジョブ終了情
報を受信した後の最後のシートまで処理することである。
【００９３】
２．シート後処理装置Ｂの特色
　シート後処理装置Ｂの特色は、第１トレイ４９上に１束目のシート束を形成する際に、
複数回に小分けして１束目のシート束を構成するシートを分割排出し、その際、１回目に
分割排出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小分け枚数の
最大値より小さくなるように分割排出することである。なお、このように分割排出する理
由は、１束目のシート束を構成するシートのうち、第１トレイ４９の表面に直接接触する
最下シートが第１トレイ４９の表面とシートの摩擦係数の差によって他のシートとのズレ
が生じるおそれがあるため、そのズレを防止するためである。
【００９４】
　具体的には、後処理モード情報が例えば「ジョグ仕分けモード（部数：４部、１部を構
成するシート枚数：１２枚）」の場合に、第１トレイ４９上で１束目のシート束を形成す
るときは、例えば、１枚－５枚－５枚－１枚、２枚－５枚－５枚、３枚－４枚－５枚、４
枚－３枚－５枚、２枚－２枚－４枚－４枚等に分割して第１トレイ４９に排出する。上記
分割排出する理由に起因して、２束目～４束目のシート束を形成するときは１束目のシー
ト束のような分割排出の制約はなく、シート束毎にオフセットされた状態で第１トレイ４
９上にシート束が積載されればよい。
【００９５】
　上記特色に従えば、第１トレイ４９上で１束目のシート束を形成するときに１枚－１１
枚の２回で分割排出し、２束目～４束目のシート束を形成するときに１２枚を１回で排出
するようにしてもよい。しかしながら、この態様では、装置の信頼性を確保するため、駆
動源として高トルクのモータが必要となる。逆に、分割排出されるシートの小分け枚数の
最大値が小さければ、適正コストの（低トルクの）モータを用いても信頼性を確保できる
。このような観点から、本実施形態では、分割排出されるシートの小分け枚数の最大値を
５枚に設定している（以下、「設定枚数」という。）。なお、この５枚は一例であり、本
発明はこれに制限されるものではない。
【００９６】
＜動作＞
　次に、第１実施形態の画像形成システムの動作について本体制御部９０のＭＣＵ９１、
後処理制御部９７のＭＣＵ９８を主体として説明する。なお、各構成部材の個別動作つい
ては既に述べたため、全体動作およびその制御を中心に説明する。
【００９７】
［画像形成装置］
　オペレータによりタッチパネル上のスタートボタンが押下されると、ＭＣＵ９１は、タ
ッチパネル制御部９４を介してタッチパネルから入力された情報を取り込み、スキャナユ
ニットＡ２に原稿を読み取らせその画像データをメモリ９６に出力させる。そして、後処
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理制御部９７のＭＣＵ９８に上述した後処理モード情報およびシートサイズ情報を送信す
る。
【００９８】
　次いで、ＭＣＵ９１は、給紙制御部９３を介して、オペレータが所望する給紙カセット
のピックアップローラを回転させてシートを繰り出すとともに、給紙経路６上の搬送ロー
ラ７を駆動させる。これにより、繰り出されたシートは給紙経路６をレジストローラ対８
に向けて搬送される。レジストローラ対８の上流側にはセンサ（不図示）が配置されてお
り、このセンサで搬送されるシートの先端が検出された後、所定時間、レジストローラ対
８を回転停止状態に維持する。これにより、シートの先端揃えが行われる。
【００９９】
　ＭＣＵ９１は、上記所定時間経過後、レジストローラ対８や他の搬送ローラを回転駆動
させるとともに、画像形成制御部９２を介して画像形成部３を構成する各部を作動させシ
ートに画像を形成して排紙経路１４を経て排紙口１６から排出させる。そして、画像形成
装置Ａ側での処理が終了すると、ＭＣＵ９８に上述したジョブ終了情報を送信する。なお
、ＭＣＵ９１は画像形成部３の動作に先立って、オペレータの指定に従ってフィーダユニ
ットＡ３やスキャナユニットＡ２を作動させて原稿の画像データを取得し（メモリ９６に
格納し）、取得した画像データに従って画像形成部３がシートに画像を形成するように画
像形成制御部９２を制御する。
【０１００】
［シート後処理装置］
１．処理モード把握
　一方、ＭＣＵ９８は、ＭＣＵ９１から後処理モード情報、シートサイズ情報を受信する
まで待機し、これらの情報を受信すると、（後）処理モードが上述したａ）～ｅ）のいず
れであるか（複数の場合もある。）を把握し、オペレータから指示された後処理を実行す
る。
【０１０１】
　すなわち、後処理モード情報を参照して、ジョグ仕分けモードか否かを判断し、肯定判
断のときは後述するジョグ仕分け処理を行い、否定判断のときは綴じ処理モードか否かを
判断する。この判断が肯定のときは後述する綴じ処理を行い、否定のときは穿孔処理モー
ドか否かを判断する。肯定判断のときは後述する穿孔処理を行い、否定判断のときは製本
処理モードか否かを判断する。この判断が肯定のときは後述する製本処理を行う。一方、
ストレート排紙モードの場合はオペレータがそのような（ストレート排紙モードである旨
の）指定をしないことが多いため、この判断が否定のときはストレート排紙モードが指定
されたものとみなして後述するストレート排紙処理を行う。
【０１０２】
２．ジョグ仕分け処理
（１）小分け枚数決定
　ＭＣＵ９８は、ジョグ仕分け処理（図１２参照）において、まず、後処理モード情報の
属性情報（部数、１部を構成するシート枚数）を参照して第１トレイ４９上に分割排出す
るための小分け枚数を決定する小分け枚数決定処理を実行する（Ｓ１０２）。なお、上述
した設定枚数（５）の情報は予めＭＣＵ９８のＲＯＭに格納されておりＲＡＭに展開され
ているものとして説明する。
【０１０３】
　ＭＣＵ９８は、最初に、１束目のシート束を構成する１回目の小分け枚数を決定する。
すなわち、属性情報の（１部を構成するシート枚数：Ｘ）が設定枚数（５）以上か否かを
判断し、肯定判断のときは１束目のシート束を構成する１回目の小分け枚数を２（枚）と
する。なお、この１回目の小分け枚数は設定枚数（５）未満であれば任意に設定可能であ
るが、ここでは具体的に説明するために２（枚）を例示した。
【０１０４】
　次に、１束目のシート束を構成する２回目の小分け枚数を決定する。ＭＣＵ９８は、前
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回の残りの枚数を算出し（Ｘ－２）、この前回の残りの枚数（Ｘ－２）が設定枚数（５）
を超えるか否かを判断する。肯定判断のときは２回目の小分け枚数を設定枚数（５）とし
、否定判断のときは２回目の小分け枚数を前回の残りの枚数（Ｘ－２）とする。また、肯
定判断のときは同様に３回目以降の小分け枚数も決定する。
【０１０５】
　一方、１束目のシート束を構成する１回目の小分け枚数を決定する際の判断が否定のと
きは（属性情報の（１部を構成するシート枚数：Ｘ）が設定枚数（５）未満）、１束目の
シート束を構成する１回目の小分け枚数を１（枚）とする。この場合には、１束目のシー
ト束を構成する２回目の小分け枚数は（Ｘ－１）となり、小分け回数を２回として第１ト
レイ４９に排出して１束目のシート束を形成することとなる。
【０１０６】
　上述の例に則して属性情報が（１部を構成するシート枚数：１２）の場合には、１束目
のシート束を構成する１回目の小分け枚数は２（枚）、２回目の小分け枚数は５（枚）、
３回目の小分け枚数は５（枚）となる。従って、小分け回数を３回として２枚－５枚－５
枚を第１トレイ４９に排出して１束目のシート束を形成することとなる。
【０１０７】
　次に、ＭＣＵ９８は、２束目以降のシート束を構成する１回目の小分け枚数を決定する
。１束目のシート束を構成する１回目の小分け枚数を決定する際の判断が肯定のときは（
属性情報の（１部を構成するシート枚数：Ｘ）が設定枚数（５）以上）、２束目以降のシ
ート束を構成する１回目の小分け枚数を設定枚数（５）とする。次いで、２束目以降のシ
ート束を構成する２回目の小分け枚数を決定する。ＭＣＵ９８は、前回の残りの枚数を算
出し（Ｘ－２）、この前回の残りの枚数（Ｘ－２）が設定枚数（５）を超えるか否かを判
断する。肯定判断のときは２回目の小分け枚数を設定枚数（５）とし、否定判断のときは
２回目の小分け枚数を前回の残りの枚数（Ｘ－２）とする。また、肯定判断のときは同様
に３回目以降の小分け枚数も決定する。
【０１０８】
　一方、１束目のシート束を構成する１回目の小分け枚数を決定する際の判断が否定のと
きは（属性情報の（１部を構成するシート枚数：Ｘ）が設定枚数（５）未満）、２束目以
降のシート束を構成する１回目の小分け枚数を属性情報の（１部を構成するシート枚数：
Ｘ）とする。従って、この場合には２束目以降は小分け回数が１回となる。
【０１０９】
　上述の例に則して、属性情報が（１部を構成するシート枚数：１２）の場合には、２束
目以降のシート束を構成する１回目の小分け枚数は５（枚）、２回目の小分け枚数は５（
枚）、３回目の小分け枚数は２（枚）となる。従って、小分け回数を３回として５枚－５
枚－２枚を第１トレイ４９に排出して２束目以降のシート束を形成することとなる。
【０１１０】
（２）処理部数判断
　次いで、ＭＣＵ９８は、奇数束目の処理か否かを判断する（Ｓ１０４）。肯定判断のと
きは、１束目の処理か否かを判断する（Ｓ１０６）。このような判断は、後処理モード情
報の属性情報（部数）を参照して、処理部数毎にカウンタでカウントすることにより行う
ことができる。これに代えてまたはこれとともに、（ＭＣＵ９１から後処理モード情報を
受信した後に）第１トレイ４９に内蔵された第４センサＳ４の出力を監視し、第１トレイ
４９上にシートがない場合に、１束目の処理と判断してもよい。つまりＭＣＵ９８は、第
４センサＳ４の出力によって第１トレイ４９上にシートが無いと判断した後（直後）に形
成するシート束については１束目の処理と判断し、１回目の小分け枚数を２枚（その後の
小分け枚数の最大値よりも小さい値の枚数）とセットする。両者を併用する際には、（Ｍ
ＣＵ９１から後処理モード情報を受信した後に）第１トレイ４９に内蔵された第４センサ
Ｓ４の出力を監視し、第１トレイ４９上にシートがある場合に、ＭＣＵ９１にその旨を報
知するようにしてもよい。この報知を受けたＭＣＵ９１はタッチパネル制御部９４を介し
てその旨をタッチパネルに表示してもよい。
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【０１１１】
（３）第１小分け処理
　ＭＣＵ９８は、上記（２）処理部数判断において、１束目の処理と判断（Ｓ１０６で肯
定判断）したときには、第１トレイ４９上に１束目のシート束を形成する第１小分け処理
を実行する（Ｓ１０８）。なお、以下の説明では、把握を容易にするために、上述の例に
則して、３回に小分けして２枚－５枚－５枚を第１トレイ４９に排出して１束目のシート
束を形成する場合について説明する。
【０１１２】
（３－１）搬送・積載処理
　ＭＣＵ９８は、アクチュエータ制御部９９を介して不図示の第１搬送モータを駆動させ
る。これにより、搬入ローラ２９は回転を開始する。このとき、第１、第２フラッパ３３
、３４を回動させる電磁ソレノイドはオフ状態のままである（図５（Ａ）参照）。なお、
穿孔処理モードも併せて指定されている場合には（上記１．処理モード把握で把握済み）
、ＭＣＵ９８はシートサイズ情報に従って、アクチュエータ制御部９９を介して不図示の
ユニット移動モータを作動させパンチユニット５０をシート搬送経路２８と直交する所定
位置に位置付け（パンチ処理の準備をし）、第１センサＳ１からの出力を監視する。
【０１１３】
　第１センサＳ１がシート搬送経路２８に搬入されたシートの先端を検出すると、ＭＣＵ
９８はアクチュエータ制御部９９を介して不図示の第２搬送モータを正転駆動させる。こ
れにより、排紙ローラ３６は正転を開始する。また、ＭＣＵ９８は第１センサＳ１がシー
ト搬送経路２８にシートが搬入されたことを検出する度に枚数をカウントする。
【０１１４】
　ＭＣＵ９８は、穿孔処理モードが併せて指定されている場合には、第２センサＳ２がシ
ート先端を検出するまで待機し、第２センサＳ２がシート先端を検出してからさらに所定
ステップ数、不図示の第１、第２搬送モータを駆動させた後、不図示の第１、第２搬送モ
ータの駆動を停止させる。これにより、シート搬送経路２８を搬送中のシートは、排紙ロ
ーラ３６および搬入ローラ２９にニップされて停止した状態となる。このとき、シート先
端は排紙口３５を越えて第１搬送パス３１上に位置している。
【０１１５】
　ＭＣＵ９８はアクチュエータ制御部９９を介して図示しないパンチモータを駆動させる
ことでパンチユニット５０にパンチ処理を行わせ、パンチ処理が終了すると、不図示の第
１、第２搬送モータを駆動させシートをさらに下流側に搬送する。一方、穿孔処理モード
が指定されていない場合には、第２センサＳ２がシート後端を検出した後も不図示の第１
、第２搬送モータの駆動を停止させることなくシートをさらに下流側に搬送する。
【０１１６】
　次に、第２センサＳ２がシート後端を検出すると、ＭＣＵ９８はシートサイズ情報に従
って、アクチュエータ制御部９９を介して整合モータＭ１、Ｍ２を駆動させ、整合部材３
９Ｆ、３９Ｒをホームポジションまたは前回のジョブの際に位置付けられた待機位置から
今回のジョブのシートサイズに応じた待機位置へ移動させる。そして、第２センサＳ２が
シート後端を検出してからシートサイズに応じた所定ステップ数、不図示の第１、第２搬
送モータをなおも駆動させた後、不図示の第２搬送モータの駆動を停止させる（不図示の
第１搬送モータはパンチ処理がある場合を除いてジョブ終了まで駆動し続ける。）。この
とき、シート後端は排紙ローラ３６によるニップを離れて排紙口３５から飛び出し、シー
ト先端は第１トレイ４９上に置かれた状態となる。
【０１１７】
　次いで、ＭＣＵ９８は、不図示の第２搬送モータを逆転駆動させるとともに、図示しな
い昇降モータも逆転駆動させる。これにより、昇降ローラ４１は待機位置から作動位置に
移動して（パドル回転体４２も同じ。）従動ローラ４８に圧接した状態で逆転し、シート
ガイド部材４４は図３に示した退避位置からガイド位置に移動する。これにより、シート
はその先端側（第２スイッチバックパス３１ｂ後端側）を昇降ローラ４１と従動ローラ４



(20) JP 2017-114619 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

８に挟まれ、その後端側（第２スイッチバックパス３１ｂ先端側）をシートガイド部材４
８でガイドされ第２スイッチバックパス３１ｂ上を規制部材３８に向けて搬送される。そ
の際、シート搬入機構を構成する他の部材（＜構成＞［シート後処理装置］１．機構部、
項目（３－１）参照）も、シート先端が、第２スイッチバックパス３１ｂ上を規制部材３
８に向けて搬送されるように補助する。
【０１１８】
　ＭＣＵ９８は、昇降ローラ４１が従動ローラ４８に圧接した時点（作動位置に位置した
時点）から所定ステップ数、なおも不図示の第２搬送モータを逆転駆動させた後駆動を停
止させる。これにより、シート後端がホームポジションに位置する規制部材３８に突き当
たり、シートは処理トレイ３７に搬入される。次いで、図示しない昇降モータを正転駆動
させて昇降ローラ４１を作動位置から待機位置に移動させるとともに、不図示の第２搬送
モータを正転駆動させてシートガイド部材４４を図３に示した退避位置に移動させた後、
両モータの駆動を停止させる。
【０１１９】
　次に、ＭＣＵ９８は、整合モータＭ１、Ｍ２を駆動させ、整合部材３９Ｆ、３９Ｒを上
述した待機位置からシートサイズに応じて予め定められた整合位置に移動させる。これに
より、処理トレイ３７上で後端が規制部材３８に突き当て規制されたシートの側縁が整合
部材３９Ｆ、３９Ｒの規制面３９ｘで押圧されシートは例えばセンタ基準で整合される。
ＭＣＵ９８は、整合機構によるシートの整合が終了すると、次のシートの整合に備え整合
部材３９Ｆ、３９Ｒを待機位置に移動させる。
【０１２０】
　以上の搬送・積載処理により、１束目のシート束を構成する１回目の小分けシート（２
枚）のうちの１枚目のシートが処理トレイ３７上に整合・積載される。次に、ＭＣＵ９８
は、１束目のシート束を構成する１回目の小分けシートのうちの２枚目のシートを、以上
と同様の搬送・積載処理により、処理トレイ３７上に整合・積載させる。これにより、上
述の例に則すれば、１回目の小分けシート（２枚）が処理トレイ３７上に積載されたこと
になる。図１３（Ａ）はこの状態を示したものである。
【０１２１】
（３－２）排出処理
　ＭＣＵ９８は、１回目の小分けシート（２枚）が処理トレイ３７上に積載されると、図
示しない昇降モータを逆転駆動させ昇降ローラ４１を作動位置に位置付け、アクチュエー
タ制御部９９を介して不図示の第２搬送モータおよび駆動モータＭ５をともに正転駆動さ
せて、処理トレイ３７上に積載された１回目の小分けシート（２枚）を、第１トレイ４９
に向けて（第２スイッチバックパス３１ｂの逆方向に）排出する。図１３（Ｂ）は第１ト
レイ４９に向けて１回目の小分けシートを排出中の状態、図１３（Ｃ）は第１トレイ４９
への１回目の小分けシートの排出が完了した状態を示したものである。
【０１２２】
　上述したように、この小分けシートを第１トレイ４９に排出中に、小分けシートの後端
を押す規制部材３８と、昇降ローラ４１および従動ローラ４８とは協働して第１トレイ４
９に向けて小分けシートを排出するが、規制部材３８が小分けシートの後端を押すのは途
中までであり、その後、規制部材３８はホームポジションに戻され、昇降ローラ４１およ
び従動ローラ４８が小分けシートを第１トレイ４９に排出する（＜構成＞［シート後処理
装置］１．機構部、項目（３－４）参照）。
【０１２３】
　このため、ＭＣＵ９８は、ホームポジションから途中までに相当する所定ステップ数、
駆動モータＭ５を正転駆動させた後、逆転駆動させ上述したリミットセンサの出力を参照
して駆動モータＭ５を停止させる。これにより、規制部材３８はホームポジションに位置
付けられる。また、ＭＣＵ９８はシートサイズに応じた所定ステップ数、不図示の第２搬
送モータを正転駆動させた後、駆動を停止させる。そして、第１トレイ４９への１回目の
小分けシート（２枚）の排出が完了した後に、図示しない昇降モータを逆転駆動させ、昇
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降ローラ４１を待機位置に位置付ける。これにより、第１トレイ４９上への１回目の小分
けシート（２枚）の排出処理が終了する。なお、ＭＣＵ９８は、この時点で（小分けシー
トの排出処理が終了する度に）上述した小分け枚数決定処理（Ｓ１０２）で決定した小分
け回数の処理が完了したかを判断し、否定判断のときは次の小分け回数の処理を実行し、
肯定判断のときは第１小分け処理を終了する（Ｓ１１４に進む。）。
【０１２４】
　次に、ＭＣＵ９８は、１束目のシート束を構成する２回目の小分けシートを、上述した
搬送・積載処理および排出処理と同様に実行して、第１トレイ４９に排出させる。上述し
た例に則すれば、２回目の小分けシートの枚数は５（枚）のため、搬送・積載処理では５
枚のシートを処理トレイ３７上に積載し、排出処理では処理トレイ３７に積載された５枚
のシートを第１トレイ４９上の１回目の小分けシートの上に排出する。そして、ＭＣＵ９
８は、１束目のシート束を構成する３回目の小分けシート（５枚）を、上述した搬送・積
載処理および排出処理と同様に実行して、第１トレイ４９に排出させる。
【０１２５】
　図１４（Ａ）は１回目の小分けシート（２枚）が第１トレイ４９に排出された後の２回
目の小分けシート（５枚）が第１トレイ４９に排出される直前の状態、図１４（Ｂ）は２
回目の小分けシート（５枚）を排出中の状態、図１４（Ｃ）は２回目の小分けシート（５
枚）の排出が終了した状態を示している。
【０１２６】
　上述した例に則すれば、１束目のシート束を構成する３回目の小分けシートの第１トレ
イ４９への排出完了により、ＭＣＵ９８が実行する第１小分け処理は終了する。続いて、
ＭＣＵ９８は、次に処理すべきシート束（２束目のシート束）があるか否かを判断する（
Ｓ１１４）。上述した例に則すれば、部数（シート束数）は４のため、肯定判断されるこ
とになる。ＭＣＵ９８は、肯定判断のときは、上述した部数判断処理に従って、奇数束目
の処理か否かを判断する（Ｓ１０４）。今回は２束目の処理のため、否定判断されること
になる。ＭＣＵ９８は、否定判断のときは、第１トレイ４９上に偶数束目のシート束を形
成する第２小分け処理を実行する（Ｓ１１０）。
【０１２７】
（４）第２小分け処理
　上述した例に則すれば、偶数束目は（２束目以降は）３回に小分けして５枚－５枚－２
枚とすることが上述した小分け枚数決定処理（Ｓ１０２）で決定済みである。第２小分け
処理において、第１小分け処理との相違は、（Ａ）５枚－５枚－２枚を第１トレイ４９に
排出してシート束を形成する点、（Ｂ）ジョグ仕分けのため処理トレイ３７上で小分けシ
ートを構成する各シートをシフトさせる点である。上記（Ａ）については第１小分け処理
での説明と重複するためその説明を省略し、上記（Ｂ）について説明する。
【０１２８】
　第１小分け処理の搬送・積載処理で、ＭＣＵ９８は、整合モータＭ１、Ｍ２を駆動させ
、整合部材３９Ｆ、３９Ｒを待機位置から整合位置に移動させてシートを例えばセンタ基
準で整合させるのに対し、第２小分け処理の搬送・積載処理では、ＭＣＵ９８は、第１小
分け処理の搬送・積載処理での整合位置を左右いずれかに予め定められた所定距離ずつシ
フトさせて（図１１に示した例では図６の左側にシフトさせて）処理トレイ３７に搬送さ
れてくるシートを１枚毎に整合部材３９Ｆ、３９Ｒを待機位置からシフトさせた整合位置
に移動させることで処理トレイ３７上でシートを整合させる。
【０１２９】
　ＭＣＵ９８は、第２小分け処理が終了すると、次に処理すべきシート束（３束目のシー
ト束）があるか否かを判断し（Ｓ１１４）、肯定判断のときは、奇数束目の処理か否かを
判断する（Ｓ１０４）。この判断が肯定のときは、１束目の処理か否かを判断する（Ｓ１
０６）。上述した例に則すれば、３束目のシート束の処理のため、その判断は否定となる
。ＭＣＵ９８は、否定判断のときは、第１トレイ４９上に３束目のシート束を形成する第
３小分け処理を実行する（Ｓ１１２）。
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【０１３０】
（５）第３小分け処理
　上述した例に則すれば、３束目（２束目以降）の処理は、３回に小分けして５枚－５枚
－２枚とすることが上述した小分け枚数決定処理（Ｓ１０２）で決定済みである。第３小
分け処理において、第１小分け処理との相違は、５枚－５枚－２枚を第１トレイ４９に排
出してシート束を形成する点のみであり、第１小分け処理での説明と重複するためその説
明を省略する。
【０１３１】
　ＭＣＵ９８は、第３小分け処理が終了すると、次に処理すべきシート束（４束目のシー
ト束）があるか否かを判断し（Ｓ１１４）、肯定判断のときは、奇数束目の処理か否かを
判断する（Ｓ１０４）。上述した例に則すれば、４束目（偶数束目）のシート束の処理の
ため、その判断は否定となる。ＭＣＵ９８は、第１トレイ４９上に４束目のシート束を形
成するために、上述した第２小分け処理を実行する（Ｓ１１０）。
【０１３２】
（６）終了処理
　次いで、ＭＣＵ９８は、次に処理すべきシート束があるか否かを判断する（Ｓ１１４）
。上述した例に則すれば、４束目のシート束までの処理は終了したので、その判断は否定
となる。ＭＣＵ９８は、否定判断のときは、ＭＣＵ９１からジョブ終了情報を受信済みか
を確認してモータ等のアクチュエータを停止させ（Ｓ１１６）ジョグ仕分け処理を終了す
る（ジョグ仕分け処理ルーチンを終了する。）。
【０１３３】
３．綴じ処理
　綴じ処理と上述したジョグ仕分け処理とは、次の４点で相違する。
【０１３４】
　（Ａ）ジョグ仕分け処理の後処理モード情報が上述した例に則して「ジョグ仕分けモー
ド（部数：４、１部を構成するシート枚数：１２）」であるのに対し、綴じ処理の後処理
モード情報は例えば「綴じ処理モード（部数：４、１部を構成するシート枚数：１２、綴
じ方法：２箇所綴じ）」と属性情報に「綴じ方法」が追加される。この「綴じ方法」もオ
ペレータによって画像形成装置ＡのタッチパネルからまたはＬＡＮに接続されたコンピュ
ータを介して入力される。「綴じ方法」には上述した特開２０１５－１２４０８４号公報
にも開示されているように左コーナ綴じ、右コーナ綴じ、マルチ綴じ（上記「２箇所綴じ
」を含む。）等種々の綴じ方法が知られており、シート後処理装置Ｂでもそのような綴じ
処理も行うことができるが、以下では説明を簡単にするために「綴じ方法」として「２箇
所綴じ」が指定されたものとして説明する。なお、オペレータが「綴じ方法」を指定（特
定）しない場合もあり、その場合には例えば「２箇所綴じ」が指定されたものとみなすよ
うにしてもよい。
【０１３５】
　（Ｂ）ジョグ仕分け処理が１部（１シート束）を処理する際に上述した小分け処理を行
うのに対し、綴じ処理ではそのような小分け処理は行われない。すなわち、搬送・積載処
理（２．ジョグ仕分け処理、項目（３－１））において処理トレイ３７上に１部を構成す
る全てのシート（上記例に則すれば１２枚）が整合・積載され、排出処理（同項目（３－
２））において１部を構成する全てのシートが第１トレイ４９に一挙に排出される。
【０１３６】
　（Ｃ）ジョグ仕分け処理が偶数束を構成する各シートを整合する場合に処理トレイ３７
上でシフトさせるのに対し、綴じ処理ではそのようなシフトは必要ではない（奇偶部を問
わず１部を構成する全てのシートを例えばセンタ基準で整合してもよい。）。
【０１３７】
　（Ｄ）ジョグ仕分け処理ではステープル処理が行われないのに対し、綴じ処理ではこの
ステープル処理が上述した搬送・積載処理と排出処理との間で行われる。
【０１３８】
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　以下では、相違点（Ａ）～（Ｄ）を中心に、ＭＣＵ９８がＭＣＵ９１から上述した後処
理モード情報（「綴じ処理モード（部数：４、１部を構成するシート枚数：１２、綴じ方
法：２箇所綴じ）」）を受信したものとして説明する。なお、シートサイズと「綴じ方法
」とに対応した綴じ位置のテーブルがＭＣＵ９８のＲＯＭに格納されておりＲＡＭに展開
されているものとする。
【０１３９】
　ＭＣＵ９８は、属性情報の「１部を構成するシート枚数：１２」を参照して、処理トレ
イ３７上に１部目を構成するシートが１２枚となるまで上述した搬送・積載処理を繰り返
し、１部目を構成する全てのシートが処理トレイ３７上に（例えばセンタ基準で）整合・
積載されると、ステープラユニット４７によるステープル処理を実行する。
【０１４０】
　すなわち、ＭＣＵ９８は、上述したテーブルを参照して、アクチュエータ制御部９９を
介して駆動モータＭ３（図７参照）を駆動させてステープラユニット４７を最初の綴じ位
置に移動させ、駆動モータＭ４（図８参照）を駆動させてステープラヘッド４７ｂをアン
ビル部材４７ｃに向けて降下させる。これにより、シート束に対する２箇所綴じのうちの
１箇所目の綴じ位置でのステープル処理が終了する。次いで、ＭＣＵ９８は、上述したテ
ーブルを参照して、駆動モータＭ３を駆動させてステープラユニット４７を２箇所目の綴
じ位置に移動させ、駆動モータＭ４を駆動させてステープラヘッド４７ｂをアンビル部材
４７ｃに向けて降下させる。これにより、処理トレイ３７上で整合・積載されたシート束
の後端部に対するステープル処理が終了する。
【０１４１】
　次に、ＭＣＵ９８はステープル処理され処理トレイ３７上に積載されたシート束を上述
した排出処理と同様に第１トレイ４９に排出する。この排出動作は図９を参照して既に説
明したとおりである。次いで、ＭＣＵ９８は次に処理すべき部数があるか判断し、肯定判
断のときは上記処理を繰り返し、否定判断のときはＭＣＵ９１からジョブ終了情報を受信
済みかを確認しモータ等のアクチュエータを停止させ綴じ処理を終了する。
【０１４２】
４．穿孔処理
　穿孔処理についてはその一部をパンチ処理として上述したジョグ仕分け処理（項目（３
－１））で説明済みである。このため、パンチ処理が終了した後の制御について説明する
。なお、後処理モード情報が「穿孔処理モード」で属性情報は含まれていない場合を例と
して説明する。
【０１４３】
　ＭＣＵ９８は、パンチ処理が終了すると、停止状態にある不図示の第１、第２搬送モー
タを駆動させシートをさらに下流側に搬送する。ＭＣＵ９８は、第２センサＳ２がシート
後端を検出してから所定時間経過後に、図示しない昇降モータを逆転駆動させ、不図示の
第２搬送モータの正転駆動で正転状態にある昇降ローラ４１を待機位置から作動位置に位
置付ける。これにより、シートは昇降ローラ４１および排紙ローラ３６で第１トレイ４９
に向けて搬送される（図１９（Ｂ）参照）。
【０１４４】
　ＭＣＵ９８は、第２センサＳ２がシート後端を検出してからシートサイズに応じて予め
定められたステップ数、不図示の第２搬送モータをなおも正転駆動させた後、駆動を停止
させる。これにより、パンチ処理されたシートが第１トレイ４９上に排出される（図１９
（Ｃ）参照）。その後、ＭＣＵ９８は図示しない昇降モータを正転駆動させ昇降ローラ４
１を待機位置に位置付ける。
【０１４５】
　以上により、第１トレイ４９上へのシートの排出処理が終了する。次に、ＭＣＵ９８は
、ＭＣＵ９１からジョブ終了情報を受信したか否かを判断し、否定判断のときは上記処理
を繰り返し、肯定判断のときはジョブ終了情報を受信した後の最後のシートを同様に処理
しモータ等のアクチュエータを停止させて穿孔処理を終了する。
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【０１４６】
５．製本処理
　上記と同様に、後処理モード情報が「製本処理モード（部数：４、１部を構成するシー
ト枚数：１２）」の場合を例として説明する。
（１）搬送・集積処理
　ＭＣＵ９８は、アクチュエータ制御部９９を介して不図示の第１搬送モータを駆動させ
る。これにより、搬入ローラ２９は回転を開始する。このとき、第１、第２フラッパ３３
、３４を回動させる電磁ソレノイドはオフ状態のままである（図５（Ａ）参照）。
【０１４７】
　第１センサＳ１がシート搬送経路２８に搬入されたシートの先端を検出すると、ＭＣＵ
９８はアクチュエータ制御部９９を介して不図示の第２搬送モータを正転駆動させる。こ
れにより、排紙ローラ３６は正転を開始する。また、ＭＣＵ９８は第１センサＳ１がシー
ト搬送経路２８にシートが搬入されたことを検出する度に枚数をカウントする。
【０１４８】
　次に、ＭＣＵ９８は、第２センサＳ２がシート後端を検出すると、不図示の第２搬送モ
ータ駆動を停止させる。このとき、シート先端は第１トレイ４９の上方に延在し、シート
後端部は排紙ローラ３６にニップされた状態となる。
【０１４９】
　次いで、ＭＣＵ９８は、アクチュエータ制御部９９を介して第２フラッパ３４を駆動す
る電磁ソレノイドに通電しオン状態とする。これにより、第２フラッパ３４は時計廻りに
回動し図５（Ｃ）に示す状態となる。また、不図示の移動モータを駆動させホームポジシ
ョンまたは前回のジョブの際に位置付けられた待機位置に位置する規制ストッパ６７（図
２参照）をシートサイズに応じて定められた今回の待機位置に移動させる。
【０１５０】
　続いて、ＭＣＵ９８は、不図示の第２搬送モータを逆転駆動させる。これにより、排紙
ローラ３６、搬送ローラ５５、排出ローラ６２は逆転駆動し、シートはその後端を先端と
して上述した第２分岐点Ｄ２を介して第１スイッチバックパス３１ａから第２搬送パス３
２内に搬入される。
【０１５１】
　次に、ＭＣＵ９８は、第３センサＳ３がシート先端（第２搬送パス３２搬送方向後端）
を検出すると、第２フラッパ３４を駆動する電磁ソレノイドをオフ状態とする。これによ
り、第２フラッパ３４は反時計廻りに回動し図５（Ａ）に示す状態となる。続いて、ＭＣ
Ｕ９８は、第３センサＳ３がシート先端を検出してから予め定められたステップ数、不図
示の第２搬送モータをなおも逆転駆動させた後、駆動を停止させる。これにより、シート
は排出ローラ６２のニップを離れ（第２搬送パス３２から排出され）ガイド部材６６内で
シート後端（第２搬送パス３２搬送方向先端）を待機位置に位置付けられた規制ストッパ
６７で規制（支持）された状態となる。
【０１５２】
　以上の搬送・集積処理により、１部目を構成する１枚目のシートがガイド部材６６内に
集積される。ＭＣＵ９８は、属性情報の１部を構成するシート枚数を参照して、そのシー
ト枚数（１２）がガイド部材６６内に集積されるまで、上記と同様の搬送・集積処理を実
行する。
【０１５３】
（２）中綴じ処理
　ＭＣＵ９８は、搬送・集積処理が終了すると（１２枚のシートがガイド部材６６内に集
積されると）、中綴じ処理を実行する。すなわち、不図示の移動モータを駆動させて、規
制ストッパ６７を上述した待機位置から集積されたシートの中央が中綴じユニット６３の
綴じ位置に相当する位置に移動させる。そして、アクチュエータ制御部９９を介して図示
しない中綴じモータを駆動させヘッドユニットによりシートの中央の１箇所または複数箇
所をステープル処理させる。
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【０１５４】
（３）折り処理
　ＭＣＵ９８は、中綴じ処理が終了すると、不図示の移動モータを駆動させて、中綴じ処
理されたシート束の中央が折り位置Ｙに位置するように規制ストッパ６７を移動させ、ア
クチュエータ制御部９９を介して図示しない折りモータを駆動させる。これにより、シー
ト束の内折り側に折りブレード６５が挿入されシート束は折りローラ６４に低速で巻き込
まれながら内折りされ、次いでその先端側は排出ローラ６９に支持される。ＭＣＵ９８は
、中綴じ処理されたシート束が折りローラ６４に巻き込まれ規制ストッパ６７による支持
を離れた時点で、次の処理に備えて不図示の移動モータを駆動させ規制ストッパ６７を上
述した待機位置に位置付けた後、不図示の移動モータを停止させる。
【０１５５】
（４）排出処理
　ＭＣＵ９８はなおも図示しない折りモータを駆動させ、マガジン仕上げ処理されたシー
ト束の後端が排出ローラ６９によるニップを離れた後にその駆動を停止させる。これによ
り、マガジン仕上げ処理されたシート束は湾曲した案内板にガイドされ落下するように不
図示の排紙口を介して第２トレイ６１に排出される。
【０１５６】
（５）終了処理
　次いで、ＭＣＵ９８は、次に処理すべき部数があるか否かを判断し、肯定判断のときは
上記（１）～（４）の処理を繰り返し、否定判断のときはＭＣＵ９１からジョブ終了情報
を受信済みかを確認しモータ等のアクチュエータを停止させて製本処理を終了する。
【０１５７】
６．ストレート排紙処理
　後処理モード情報が「ストレート排紙処理」で属性情報は含まれていない場合を例とし
て説明する。なお、上述したように、後処理モード情報自体がオペレータにより入力され
ない場合もあり、そのような場合には後処理モード情報が「ストレート排紙処理」である
ものとみなされる。
【０１５８】
　まず、ＭＣＵ９８は、アクチュエータ制御部９９を介して不図示の第１搬送モータを駆
動させる。これにより、搬入ローラ２９、搬送ローラ７７、排紙ローラ７８は回転を開始
する。また、ＭＣＵ９８は、アクチュエータ制御部９９を介して第１フラッパ３３を駆動
する電磁ソレノイドに通電しオン状態とする。これにより、第１フラッパ３３は時計廻り
に回動し図５（Ｂ）に示す状態となる。従って、搬入口２６を介してシート搬送経路２８
に搬入されたシートは第３搬送パス３０終点の排紙口７２を経て第３トレイ７１に排出さ
れる。
【０１５９】
　ＭＣＵ９８は、ＭＣＵ９１からジョブ終了情報を受信したか否かを判断し、否定判断の
ときは不図示の第１搬送モータの駆動および第１フラッパ３３を駆動する電磁ソレノイド
のオン状態を維持し、肯定判断のときはジョブ終了情報を受信した後の最後のシートが第
３トレイ７１に排出されてから不図示の第１搬送モータの駆動および第１フラッパ３３を
駆動する電磁ソレノイドへの通電を停止させてストレート排紙処理を終了する。
【０１６０】
（第２実施形態）
　次に、本発明が適用可能な画像形成システムの第２の実施の形態について説明する。本
実施形態は、第１実施形態で例示したジョグ仕分け処理において、小分けシートを一時的
に保持するバッファを、処理トレイ３７に代えて第２搬送パス３２としたものである。な
お、第２実施形態以下の実施形態において、第１実施形態と同一の構成部材には同一の符
号を付してその説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【０１６１】
＜構成＞
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　図１５に示すように、本実施形態のシート後処理装置Ｂは、排紙ローラ３６のローラ軸
をシフトさせるシフト機構を有している。すなわち、排紙ローラ３６を構成する駆動ロー
ラ対３６ａ、３６ｂのローラ軸がブラケット７６に軸支されている。ブラケット７６には
ラック７５が固定されており、ラック７５はピニオン７４と噛合している。ピニオン７４
は正逆転可能な駆動モータＭ６（ステッピングモータ）のモータ軸に嵌着されている。駆
動モータＭ６は装置フレーム２７ｂに固定されたモータ取り付け台７３に取り付けられて
いる。このため、駆動モータＭ６を正逆転させることで、排紙ローラ３６はローラ軸ごと
図１５に示す左右いずれの方向（矢印参照）にも指定された移動量でシフト可能である。
【０１６２】
＜動作＞
　本実施形態のジョグ仕分け処理と第１実施形態のジョグ仕分け処理との同異は次のとお
りである。第１実施形態のジョグ仕分け処理において（１）小分け枚数決定処理、（２）
処理部数判断および（６）終了処理は本実施形態でも同じであり、（３）第１小分け処理
（Ｓ１０８）、（４）第２小分け処理（Ｓ１１０）および（５）第３小分け処理（Ｓ１１
２）での処理内容のみが相違している。このため、本実施形態においても、ＭＣＵ９８は
図１２に示したジョグ仕分け処理ルーチンを実行する。以下では、第１実施形態と同様に
、後処理モード情報が「ジョグ仕分け処理モード（部数：４、１部を構成するシート枚数
：１２）で、第１小分け処理では３回に小分けして２枚－５枚－５枚を、第２および第３
小分け処理では３回に小分けして５枚－５枚－２枚を第１トレイ４９に排出して１束目の
シート束を形成する場合について説明する。
【０１６３】
（１）第１小分け処理
　ＭＣＵ９８は、１束目の処理と判断（Ｓ１０６で肯定判断）したときには、第１トレイ
４９上に１束目のシート束を形成する第１小分け処理を実行する（Ｓ１０８）。
【０１６４】
　ＭＣＵ９８は、不図示の第１搬送モータを駆動させ搬入ローラ２９を回転させる。この
とき、第１、第２フラッパ３３、３４を回動させる電磁ソレノイドはオフ状態のままであ
る（図５（Ａ）参照）。なお、穿孔処理モードも併せて指定されている場合には、ＭＣＵ
９８はシートサイズ情報に従って、不図示のユニット移動モータを作動させパンチユニッ
ト５０をシート搬送経路２８と直交する所定位置に位置付け、第１センサＳ１からの出力
を監視する。
【０１６５】
　第１センサＳ１がシート搬送経路２８に搬入されたシートの先端を検出すると、ＭＣＵ
９８は不図示の第２搬送モータを正転駆動させることで、排紙ローラ３６を正転させる。
また、ＭＣＵ９８は第１センサＳ１がシート搬送経路２８にシートが搬入されたことを検
出する度に枚数をカウントする。
【０１６６】
　ＭＣＵ９８は、穿孔処理モードが併せて指定されている場合には、第２センサＳ２がシ
ート先端を検出するまで待機し、第２センサＳ２がシート先端を検出してからさらに所定
ステップ数、不図示の第１、第２搬送モータを駆動させた後、不図示の第１、第２搬送モ
ータの駆動を停止させ、パンチモータを駆動させることでパンチユニット５０にパンチ処
理を行わせる。パンチ処理が終了すると、不図示の第１、第２搬送モータを駆動させシー
トをさらに下流側に搬送する。一方、穿孔処理モードが指定されていない場合には、第２
センサＳ２がシート後端を検出した後も不図示の第１、第２搬送モータの駆動を停止させ
ることなくシートをさらに下流側に搬送する。図１６（Ａ）はこの状態を示したものであ
る。
【０１６７】
　次に、ＭＣＵ９８は、第２センサＳ２がシート後端を検出すると、不図示の第２搬送モ
ータの正転駆動を停止させる。このとき、シート先端は第１トレイ４９の上方に延在し、
シート後端部は排紙ローラ３６にニップされた状態となる。次いで、ＭＣＵ９８は、第２
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フラッパ３４を駆動する電磁ソレノイドをオン状態とさせ、不図示の第２搬送モータを逆
転駆動させる。これにより、排紙ローラ３６、搬送ローラ５５、排出ローラ６２は逆転駆
動し、シートはその後端を先端として第１スイッチバックパス３１ａから第２搬送パス３
２に向けて搬送される。
【０１６８】
　ＭＣＵ９８は、第３センサＳ３がシート先端を検出してから所定ステップ数、不図示の
第２搬送モータをなおも逆転駆動させた後、駆動を停止させる。これにより、シートは搬
送ローラ５５にニップされた状態となり、シート先端（搬送方向後端）は上述した第２分
岐点Ｄ２に位置付けられる。そして、ＭＣＵ９８は、シート搬送経路２８に次（２枚目）
のシートが搬入され第１センサＳ１がその先端を検出するまで待機する。図１６（Ｂ）は
、シート搬送経路２８に次にシートが搬入された直後の状態を示したものである。
【０１６９】
　ＭＣＵ９８は、第１センサＳ１がシート搬送経路２８に搬入された次のシートの先端を
検出すると、第２フラッパ３４を駆動する電磁ソレノイドをオフ状態とする。これにより
、第２フラッパ３４は反時計廻りに回動し図５（Ａ）に示す状態となる。ＭＣＵ９８は、
第１センサＳ１がシート搬送経路２８に搬入された次のシートの先端を検出した後、その
先端が第２分岐点Ｄ２に至るタイミングで不図示の第２搬送モータを正転駆動させる。こ
のタイミングは不図示の第１搬送モータを駆動するドライバ（アクチュエータ制御部９９
）のステップ数をカウントすることで把握することができるが、本実施形態ではそのステ
ップ数が予めＭＣＵ９８のＲＯＭに格納されＲＡＭに展開されているため、ＭＣＵ９８は
第１センサＳ１が次のシートの先端を検出した後の第２分岐点Ｄ２に至るタイミングが把
握可能である。図１６（Ｃ）は第２搬送モータが正転駆動した直後の１枚目のシートの先
端と２枚目のシートの先端とが整合された（合わせられた）状態を示したものである。
【０１７０】
　１枚目および２枚目のシート、換言すると、１束目のシート束を構成する１回目の小分
けシート（２枚）は、不図示の第１搬送モータの駆動による搬入ローラ２９の回転動作並
びに不図示の第２搬送モータの正転駆動による排紙ローラ３６および搬送ローラ５５の正
転動作で先端が整合された状態で第１搬送パス３１上を搬送される。図１７（Ａ）はこの
状態を示したものである。
【０１７１】
　ＭＣＵ９８は、第２センサＳ２が１回目の小分けシートの後端を検出してから所定時間
経過後に、図示しない昇降モータを逆転駆動させ、不図示の第２搬送モータの正転駆動で
正転状態にある昇降ローラ４１を上述した作動位置に位置付ける。これにより、１回目の
小分けシート（２枚）は昇降ローラ４１および排紙ローラ３６で第１トレイ４９に向けて
搬送される。図１７（Ｂ）はこの状態を示したものである。
【０１７２】
　ＭＣＵ９８は、第２センサＳ２が１回目の小分けシートの後端を検出してからシートサ
イズに応じて予め定められたステップ数、不図示の第２搬送モータをなおも正転駆動させ
た後、駆動を停止させる。これにより、１束目のシート束を構成する１回目の小分けシー
ト（２枚）が第１トレイ４９上に排出される。図１７（Ｃ）はこの状態を示したものであ
る。その後、ＭＣＵ９８は図示しない昇降モータを正転駆動させ昇降ローラ４１を待機位
置に位置付ける。
【０１７３】
　以上により、第１トレイ４９上への１回目の小分けシート（２枚）の排出処理が終了す
る。なお、第１実施形態の第１小分け処理と同様に（２．ジョグ仕分け処理、項目（３－
２）参照）、ＭＣＵ９８は、この時点で（小分けシートの排出処理が終了する度に）上述
した小分け枚数決定処理（Ｓ１０２）で決定した小分け回数の処理が完了したかを判断し
、否定判断のときは次の小分け回数の処理を実行し、肯定判断のときは第１小分け処理を
終了する（Ｓ１１４に進む。）。
【０１７４】
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　次に、ＭＣＵ９８は、１束目のシート束を構成する２回目の小分けシート（５枚）を、
上述した処理と同様に実行して、第１トレイ４９に排出させる。以下では、３枚目以降の
処理について説明する。
【０１７５】
　図１８（Ａ）は図１７（Ａ）と同じ状態を示したものである。ＭＣＵ９８は、第２セン
サＳ２がシート（１枚目および２枚目）後端を検出すると、不図示の第２搬送モータの正
転駆動を停止させ、第２フラッパ３４を駆動する電磁ソレノイドをオン状態とさせて不図
示の第２搬送モータを逆転駆動させる。これにより、排紙ローラ３６、搬送ローラ５５、
排出ローラ６２は逆転駆動し、シート（１枚目および２枚目）はその後端を先端として第
１スイッチバックパス３１ａから第２搬送パス３２に搬入される。
【０１７６】
　ＭＣＵ９８は、第３センサＳ３がシート先端を検出してから所定ステップ数、不図示の
第２搬送モータをなおも逆転駆動させた後、駆動を停止させる。これにより、シート（１
枚目および２枚目）は搬送ローラ５５にニップされた状態となり、シート先端（搬送方向
後端）は第２分岐点Ｄ２に位置付けられる。そして、ＭＣＵ９８は、シート搬送経路２８
に３枚目のシートが搬入され第１センサＳ１がその先端を検出するまで待機する。図１８
（Ｂ）は、シート搬送経路２８に３枚目のシートが搬入された直後の状態を示したもので
ある。
【０１７７】
　ＭＣＵ９８は、第１センサＳ１がシート搬送経路２８に搬入された３枚目のシートの先
端を検出すると、第２フラッパ３４を駆動する電磁ソレノイドをオフ状態とする。これに
より、第２フラッパ３４は反時計廻りに回動し図５（Ａ）に示す状態となる。ＭＣＵ９８
は、第１センサＳ１がシート搬送経路２８に搬入された３枚目のシートの先端を検出した
後、その先端が第２分岐点Ｄ２に至るタイミングで不図示の第２搬送モータを正転駆動さ
せる。図１８（Ｃ）は第２搬送モータが正転駆動した直後の３枚目のシートの先端と１枚
目および２枚目のシートの先端とが整合される直前の状態を示したものである。
【０１７８】
　１枚目～３枚目のシートは、不図示の第１搬送モータの駆動による搬入ローラ２９の回
転動作並びに不図示の第２搬送モータの正転駆動による排紙ローラ３６および搬送ローラ
５５の正転動作で先端が整合された状態で第１搬送パス３１上を搬送される。ＭＣＵ９８
は、以上の処理を繰り返し、１回目の小分けシートを構成する４枚目および５枚目のシー
トも同様に先端を整合させ、１回目の小分けシート（２枚）の場合と同様に、２回目の小
分けシート（５枚）を第１トレイ４９上の１回目の小分けシート（２枚）の上に排出させ
る。そして、ＭＣＵ９８は、上記と同様に、１束目のシート束を構成する３回目の小分け
シート（５枚）を第１トレイ４９上の２回目の小分けシート（５枚）の上に排出させる。
【０１７９】
　以上により、ＭＣＵ９８が実行する第１小分け処理は終了する。続いて、ＭＣＵ９８は
、次に処理すべきシート束（２束目のシート束）があるか否かを判断する（Ｓ１１４）。
上述した例に則すれば、部数（シート束数）は４のため、肯定判断されることになる。Ｍ
ＣＵ９８は、肯定判断のときは、上述した部数判断処理に従って、奇数束目の処理か否か
を判断する（Ｓ１０４）。今回は２束目の処理のため、否定判断されることになる。ＭＣ
Ｕ９８は、否定判断のときは、第１トレイ４９上に偶数束目のシート束を形成する第２小
分け処理を実行する（Ｓ１１０）。
【０１８０】
（２）第２小分け処理
　第２小分け処理において、第１小分け処理との相違は、（Ａ）５枚－５枚－２枚を第１
トレイ４９に排出してシート束を形成する点、（Ｂ）ジョグ仕分けのため偶数束目（例え
ば、２束目）のシート束を構成する小分けシートを小分けシート単位でシフトさせる点で
ある。上記（Ａ）については第１小分け処理での説明と重複するためその説明を省略し、
上記（Ｂ）について説明する。
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【０１８１】
　例えば、２束目のシート束を構成する１回目の小分けシート（５枚）は、不図示の第１
搬送モータの駆動による搬入ローラ２９の回転動作並びに不図示の第２搬送モータの正転
駆動による排紙ローラ３６および搬送ローラ５５の正転動作で先端が整合された状態で第
１搬送パス３１上を搬送される（図１７（Ａ）も参照）。
【０１８２】
　ＭＣＵ９８は、第２センサＳ２が１回目の小分けシート（５枚）の先端を検出してから
シートサイズに応じて定められた所定ステップ数、不図示の第２搬送モータを正転駆動さ
せた時点で、アクチュエータ制御部９９を介して駆動モータＭ６（図１５参照）を所定ス
テップ数、例えば正転駆動させ排紙ローラ３６のローラ軸をシフトさせることで、搬送中
の１回目の小分けシート（５枚）をシフトさせる（例えば、図１１に示した例では図１５
の右側にシフトさせる。）。このシフトは１回目の小分けシート（５枚）の先端部が昇降
ローラ４１と従動ローラ４８とでニップされる前に完了する必要があるが、不図示の第２
搬送モータの駆動を停止させて停止状態で１回目の小分けシート（５枚）をシフトさせ、
不図示の第２搬送モータを再度正転駆動させるようにしてもよい。その後、ＭＣＵ９８は
、１回目の小分けシート（５枚）が排紙ローラ３６のニップ搬送を離れた後に、駆動モー
タＭ６を所定ステップ数、例えば逆転駆動させることで、排紙ローラ３６のローラ軸をシ
フト前の位置に戻させる。
【０１８３】
　なお、上記では２束目のシート束を構成する１回目の小分けシート（５枚）について説
明したが、ＭＣＵ９８は、偶数束目のシート束を構成する各小分けシート（上記例に則す
れば、２束目および４束目の１回目～３回目の小分けシート）についても同様のシフトを
実行する。
【０１８４】
　ＭＣＵ９８は、第２小分け処理が終了すると、次に処理すべきシート束（３束目のシー
ト束）があるか否かを判断し（Ｓ１１４）、肯定判断のときは、奇数束目の処理か否かを
判断する（Ｓ１０４）。この判断が肯定のときは、１束目の処理か否かを判断する（Ｓ１
０６）。上述した例に則すれば、３束目のシート束の処理のため、その判断は否定となる
。ＭＣＵ９８は、否定判断のときは、第１トレイ４９上に３束目のシート束を形成する第
３小分け処理を実行する（Ｓ１１２）。
【０１８５】
（３）第３小分け処理
　第３小分け処理において、第１小分け処理との相違は、５枚－５枚－２枚を第１トレイ
４９に排出してシート束を形成する点のみであり、第１小分け処理での説明と重複するた
めその説明を省略する。
【０１８６】
　ＭＣＵ９８は、第３小分け処理が終了すると、次に処理すべきシート束（４束目のシー
ト束）があるか否かを判断し（Ｓ１１４）、肯定判断のときは、奇数束目の処理か否かを
判断する（Ｓ１０４）。上述した例に則すれば、４束目（偶数束目）のシート束の処理の
ため、その判断は否定となる。ＭＣＵ９８は、第１トレイ４９上に４束目のシート束を形
成するために、上述した第２小分け処理を実行する（Ｓ１１０）。
【０１８７】
（第３実施形態）
　次に、本発明が適用可能な画像形成システムの第３の実施の形態について説明する。本
実施形態は、第１実施形態で例示したジョグ仕分け処理において、１束目のシート束を構
成する少なくとも１回目の小分けシートを、第１搬送パス３１を介して第１トレイ４９に
排出し、それ以外の小分けシートを処理トレイ３７から第１トレイ４９に排出するもので
ある。つまり、ストレート排出と処理トレイ３８によるバッファ排出とを組み合わせたも
のである。
【０１８８】
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＜動作＞
　以下では、第１実施形態のジョグ仕分け処理と同様に、後処理モード情報が「ジョグ仕
分けモード（部数：４、１部を構成するシート枚数：１２）」で、設定枚数が５（枚）と
されているものとして説明する。なお、本実施形態でのＭＣＵ９８の制御は、上述した第
１および第２実施形態のＭＣＵ９８の制御から明らかなため、その説明を省略する。
【０１８９】
　小分け枚数決定処理（図１２、Ｓ１０２も参照）では、１束目のシート束を構成する１
回目の小分け枚数を１枚に設定する。上記例では、１枚－５枚－５枚－１枚の４回の小分
け回数で小分けシートを第１トレイ４９に排出することになる。
【０１９０】
　すなわち、（ａ）１束目のシート束を構成する１回目の小分けシート（１枚）は第１搬
送パス３１から第１トレイ４９に排出し、（ｂ）１束目のシート束を構成する２回目以降
の小分けシート（５枚または１枚）は第１実施形態と同様にシートを一時的に保持するバ
ッファ機能を有した処理トレイ３７を介して第１トレイ４９に排出する。
【０１９１】
　図１９は、上記（ａ）において、第１トレイ４９上に１束目のシート束を形成する場合
に、１回目の小分けシート（１枚）を、第１搬送パス３１から第１トレイ４９に排出する
際の排出動作の説明図である。
【０１９２】
　すなわち、図１９（Ａ）は１回目の小分けシートの先端が排紙口３５から飛び出した状
態を示したものである。この状態では、昇降ローラ４１は待機位置に位置付けられている
。図１９（Ｂ）は１回目の小分けシートが作動位置に位置付けられた昇降ローラ４１およ
び排紙ローラ３６で第１トレイ４９に搬送（排出）されている状態を示したものである。
図１９（Ｃ）は１回目の小分けシートが第１トレイ４９上に排出された状態を示したもの
である。なお、この後、不図示の第２搬送モータの駆動が停止されることで昇降ローラ４
１および排紙ローラ３６は正転を停止し、昇降ローラ４１は図示しない昇降モータの正転
駆動で待機位置に位置付けられる。
【０１９３】
　図２０は、上記（ｂ）において、第１トレイ４９上に１束目のシート束を形成する場合
に、２回目の小分けシート（５枚）を、処理トレイ３７を介して第１トレイ４９上の１回
目の小分けシートの上に排出する際の排出動作の説明図である。
【０１９４】
　すなわち、図２０（Ａ）は排出直前の状態、図２０（Ｂ）は排出中の状態、図２０（Ｃ
）は排出終了の状態を示しており、第１実施形態（２．ジョグ仕分け処理、項目（３－２
））で説明した図１４（Ａ）～（Ｃ）の１回目の小分けシートの枚数（２枚）が１枚であ
る点で相違しているのみである。
【０１９５】
　なお、上記では、第１トレイ４９上に形成される１束目のシート束の整合性を高めるた
めに、１束目のシート束を構成する１回目の小分けシートを１枚－５枚－５枚－１枚とし
た例を説明したが、処理スピードを高めるために、１束目のシート束を構成する１回目の
小分けシートを例えば１枚－１枚－５枚－５枚とし、１回目の小分けシート（１枚）およ
び２回目の小分けシート（１枚）を第１搬送パス３１から第１トレイ４９に排出し、３回
目の小分けシート（５枚）および４回目の小分けシート（５枚）を処理トレイ３７を介し
て第１トレイ４９に排出するようにしてもよい。
【０１９６】
（効果等）
　次に、上記実施形態の画像形成システムの効果等についてシート後処理装置Ｂの効果等
を中心に説明する。
【０１９７】
　上記実施形態のシート後処理装置Ｂでは、第１トレイ４９上に１束目のシート束を形成
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する際に、複数回に小分けして１束目のシート束を構成するシートを分割排出し、その際
、１回目に分割排出されるシートの小分け枚数が２回目以降に分割排出されるシートの小
分け枚数の最大値より小さくなるように分割排出（搬送）する。このため、従来技術では
、１束目のシート束を構成するシートのうち、第１トレイ４９の表面に直接接触する最下
シートが第１トレイ４９の表面とシートの摩擦係数の差によって他のシートとのズレが生
じるおそれがあるが、上記実施形態のシート後処理装置Ｂによれば、そのズレを防止する
ことができる。
【０１９８】
　また、第２実施形態のシート後処理装置Ｂでは、シート搬送路（第１パス３２、シート
搬送経路２８、第２搬送パス３２）を利用して第１トレイ４９上にシート束を形成するの
で、第１実施形態と比べモータ（例えば、不図示の第２搬送モータ）にトルクの小さいも
のを用いることができる。また、処理トレイ３７を必ずしも必要とせず、シート搬入機構
を昇降ローラ４１と従動ローラ４８に簡素化することができる。このため、シート搬送路
の配置自由度を高めることができる。
【０１９９】
　なお、上記実施形態では、ジョグ仕分け処理において第１トレイ４９上にシート束を形
成する例を示したが、本発明はジョグ仕分け処理に拘わらず、１束のシート束のみを形成
する場合を含めトレイ上にシート束を形成する場合一般に適用可能である。また、第１実
施形態で例示した整合部材３９Ｆ、３９Ｒは図６に示す左右いずれの方向にも指定された
移動量で位置移動でき、第２実施形態で例示したシフト機構でも排紙ローラ３６はローラ
軸ごと図１５に示す左右いずれの方向にも指定された移動量でシフト可能なため、第１ト
レイ４９上で３つ以上のシート束をオフセットされた状態で積載するソート処理を行うこ
とも可能である。
【０２００】
　また、上記実施形態では、第１トレイ４９（排出トレイ）上にシート束を形成する例を
示したが、本発明はこれに制限されず、装置内部に配置された処理トレイにも適用可能で
ある。この場合には、処理トレイの複数化を防止するために、小分けシートを一次的に保
持するバッファとして、第２実施形態で示した第２搬送パス３２のように、シート搬送経
路２８から分岐した分岐パスを用いるようにしてもよい。
【０２０１】
　そのような分岐パスでは、第２実施形態で示したように、搬送パス（シート搬送経路２
８）を介して分岐パス（第２搬送パス）に搬送されてきたシートをその搬送方向とは逆方
向にスイッチバック搬送し搬送パス（シート搬送経路２８）を介して第１トレイ４９に排
出する態様でもよいし、上述した第２分岐点Ｄ２を例えば第３分岐点Ｄ３に位置付けるこ
とで（図４も参照）、分岐パスに搬送されてきたシートの搬送方向とは逆方向にスイッチ
バック搬送して第１トレイ４９に排出する態様であってもよい。さらに、分岐パスを第２
分岐点Ｄ２から処理トレイ３７側に傾斜させ、搬送パスを介して分岐パスに搬送されてき
たシートをその搬送方向に沿ってそのまま処理トレイ３７に排出するようにしてもよい。
この態様では、分岐パスから処理トレイ３７へのシート排出と処理トレイ３７から第１ト
レイ４９へのシートないしシート束排出をスムーズに行うため、例えば、処理トレイ３７
の角度を変更する角度変更機構を備えるようにしてもよい。
【０２０２】
　また、第２実施形態では、上述したようにシート搬送路の配置自由度を高めることがで
きるが、処理トレイ３７を設けない場合には、ステープラユニット４７によるステープル
処理を行うことができないため、第２搬送パス３２にシートを搬送し、中綴じユニット６
３でシート束の隅部（後端部）をステープル処理するようにしてもよい。
【０２０３】
　さらに、第１実施形態では、偶数束目を構成する小分けシートを整合部材３９Ｆ、３９
Ｒで整合する際に、小分けシートの各シートを１枚ずつシフトさせる例を示したが、例え
ば、小分けシートの各シートを例えばセンタ基準で整合しておき、第１トレイ４９に搬送
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する前に小分けシートを一挙に整合部材３９Ｆ、３９Ｒでシフトさせるようにしてもよい
。
【０２０４】
　そして、第１実施形態で例示した整合部材３９Ｆ、３９Ｒとは異なり整合部材が１方向
しか整合できない場合や第２実施形態で例示したシフト機構を有しない場合には、スタッ
クトレイを搬送直交方向に移動させジョグ仕分けやソートを行うようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２０５】
　以上述べたとおり、本発明は、トレイ上の最下シートにズレを生じないシート排出装置
、画像形成システムおよびシート後処理装置を提供するものであるため、シート排出装置
、画像形成システムおよびシート後処理装置の製造、販売に寄与するので、産業上の利用
可能性を有する。
【符号の説明】
【０２０６】
　　３　画像形成部（画像形成手段）
　２８　シート搬送経路（搬送パス）
　３２　第２搬送パス（バッファ部、分岐パス）
　３６　排紙ローラ（シート束形成手段の一部、排出機構の一部）
　３７　処理トレイ（バッファ部、第２のトレイ）
　３８　規制部材（シート束形成手段の一部、排出機構の一部）
　３８ｖ　コンベアベルト（シート束形成手段の一部、排出機構の一部）
　４１　昇降ローラ（シート束形成手段の一部、排出機構の一部）
　４９　第１スタックトレイ（第１のトレイ）
　　Ａ　画像形成部（画像形成システムの一部）
　　Ｂ　シート後処理装置（画像形成システムの一部）
　　Ｍ５　駆動モータ（排出機構の一部）
　　Ｓ４　第４センサ
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