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(57)【要約】
【課題】スイッチバック搬送されるシートのシート詰ま
りの発生を低減し、且つスイッチバック搬送されたシー
トとともに給紙トレイ上のシートが重送されることを防
止することができるシート搬送装置、及びシート搬送装
置を備える両面記録装置の提供。
【解決手段】給紙トレイ２０上の記録用紙は、給紙ロー
ラ２５により給紙トレイ２０から第１搬送路２３へ供給
される。第１搬送路２３を搬送された記録用紙は、第２
搬送路１５に沿って給紙トレイ２０へ向けてスイッチバ
ック搬送される。記録用紙は、ガイド２９のガイド部３
２により給紙トレイ２０上の記録用紙と給紙ローラ２５
との間へ案内される。給紙ローラ２５の軸方向における
両側には、被覆部３５が設けられているので、スイッチ
バック搬送された記録用紙は、その大部分が給紙トレイ
２０上の記録用紙と非接触な状態で給紙ローラ２５によ
り第１搬送路２３へ再送される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートが載置された第１トレイと、
　上記シートが搬送される第１経路と、
　上記第１トレイ上のシートと圧接して該シートを上記第１経路へ供給する第１ローラと
、
　上記第１経路及び上記第１トレイに連結されて、上記第１経路を搬送されたシートがス
イッチバック搬送される第２経路と、
　上記第２経路に設けられ、上記第１経路を搬送されたシートを上記第１トレイ上のシー
トと上記第１ローラとの間へ案内するガイド部、及び上記第１ローラの軸方向における当
該第１ローラの両側において上記第１トレイ上のシートを覆う被覆部を有するガイドと、
を具備するシート搬送装置。
【請求項２】
　所定の支点を中心に上記第１トレイと接離する方向へ揺動可能なアームを備え、
　上記第１ローラは、上記アームの先端側に回転可能に支持されたものである請求項１に
記載のシート搬送装置。
【請求項３】
　上記ガイドは、上記第１トレイに積載されたシートの枚数に応じて姿勢変化可能に構成
されている請求項１又は２に記載のシート搬送装置。
【請求項４】
　上記ガイドは、弾性変形が可能なものである請求項３に記載のシート搬送装置。
【請求項５】
　上記被覆部は、上記スイッチバック搬送されたシートと接触する表面よりも上記第１ト
レイに載置されたシートと接触する裏面の方が摩擦係数が高いものである請求項１から４
のいずれかに記載のシート搬送装置。
【請求項６】
　上記第１トレイの上側に該第１トレイと上下二段に設けられ、上記第１経路を搬送され
たシートが排出される第２トレイを備え、
　上記ガイドは、上記第２トレイに設けられたものである請求項１から５のいずれかに記
載のシート搬送装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のシート搬送装置と、
　上記第１経路に設けられ、該第１経路を搬送されるシートに画像を記録する記録部と、
　上記第１経路を搬送されたシートを上記第２トレイ又は上記第２経路へ送る経路切換部
と、を具備する両面記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録用紙や原稿などのシートをスイッチバック搬送するシート搬送装置、及
びそのシート搬送装置を備える両面記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録用紙の両面に画像を記録する従来の両面記録装置では、給紙トレイから搬送路へ記
録用紙を供給する給紙ローラを用いて記録用紙をスイッチバック搬送する構成が採用され
ている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載の印刷装置は、給紙トレイの上方に給紙ローラが設けられている。給
紙トレイは、記録用紙が載置される用紙押さえがバネによって上方に付勢されている。こ
のため、給紙トレイに収容された記録用紙は、給紙ローラに押し付けられる。この状態で
給紙ローラが正転することにより、記録用紙が給紙トレイから搬送路へ供給される。記録
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用紙は、搬送路に沿って搬送される過程で一方の面に画像が記録される。
【０００４】
　この印刷装置は、一方の面に画像が記録された記録用紙がスイッチバック搬送される紙
送りガイドを備える。紙送りガイドは、搬送路における記録部の下流側から給紙トレイの
前端に向けて傾斜されている。紙送りガイドに案内された記録用紙は、給紙トレイ上の記
録用紙と給紙ローラとの間に送られる。この記録用紙は、給紙ローラが正転することによ
り搬送路へ供給される。記録用紙は、搬送路を搬送されることによって表裏反転され、記
録部によって他方の面に画像が記録されて排出される。
【０００５】
　紙送りガイドの下端には、給紙トレイ上の記録用紙を押し付けるフィルムが設けられて
いる。また、紙送りガイドには、スイッチバック搬送される記録用紙を検出するセンサが
設けられている。給紙ローラは、このセンサによって記録用紙が検出されると逆転する。
これにより、給紙トレイに載置された最上位置の記録用紙が搬送路から離間する方向へ移
動する。この記録用紙は、フィルムによって押し付けられているので、湾曲することなく
移動する。給紙ローラが正転することによって、紙送りガイドから案内された記録用紙が
搬送路へ供給される。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２０９００８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１に記載の印刷装置では、紙送りガイドに沿ってスイッチバック搬
送された記録用紙が給紙トレイ上の記録用紙と給紙ローラとの間へ正しく案内されなかっ
た場合、紙詰まりが生じるおそれがある。
【０００８】
　また、特許文献１に記載の印刷装置では、給紙トレイに載置された最上位置の記録用紙
が上述のように搬送方向とは逆方向へ移動される。これにより、紙送りガイドから案内さ
れた記録用紙とともに最上位置の記録用紙が重送されることは防止される。しかし、最上
位置の記録用紙の直下に位置する記録用紙と紙送りガイドから案内された記録用紙とが接
触するので、上記直下に位置する記録用紙が紙送りガイドから案内された記録用紙ととも
に搬送路へ重送されるおそれがある。
【０００９】
　また、シート搬送装置がスキャナにおける原稿の搬送手段として使用される場合におい
ても同様の問題がある。すなわち、スイッチバック搬送された原稿の原稿詰まりが生じた
り、また、給紙トレイ（原稿トレイ）に載置された原稿がスイッチバック搬送された原稿
とともに重送されるおそれがある。
【００１０】
　本発明は、かかる問題に鑑みてなされたものであり、スイッチバック搬送されるシート
のシート詰まりの発生を低減し、且つスイッチバック搬送されたシートとともに給紙トレ
イ上のシートが重送されることを防止することができるシート搬送装置、及びシート搬送
装置を備える両面記録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】
【００１１】
　(1)　本発明に係るシート搬送装置は、シートが載置された第１トレイと、上記シート
が搬送される第１経路と、上記第１トレイ上のシートと圧接して該シートを上記第１経路
へ供給する第１ローラと、上記第１経路及び上記第１トレイに連結されて、上記第１経路
を搬送されたシートがスイッチバック搬送される第２経路と、上記第２経路に設けられ、
上記第１経路を搬送されたシートを上記第１トレイ上のシートと上記第１ローラとの間へ
案内するガイド部、及び上記第１ローラの軸方向における当該第１ローラの両側において
上記第１トレイ上のシートを覆う被覆部を有するガイドと、を具備する。
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【００１２】
　第１トレイに載置されたシートには、第１ローラが圧接されている。第１ローラが回転
駆動されることにより、第１トレイから第１経路へシートが供給される。第１経路を搬送
されたシートは、第２経路に沿ってスイッチバック搬送される。この第２経路は、第１経
路及び第１トレイに連結されており、ガイド部及び被覆部を有するガイドが設けられてい
る。シートは、ガイド部により第１トレイ上のシートと第１ローラとの間に案内される。
これにより、スイッチバック搬送されるシートのシート詰まりの発生が低減される。第２
経路をスイッチバック搬送されるシートは、その大部分が被覆部により第１トレイ上のシ
ートと非接触な状態で送られる。このため、スイッチバック搬送されるシートは、第１ト
レイ上のシートとの間に大きな摩擦を生じることなくガイドに沿って円滑に摺動される。
その結果、スイッチバック搬送されるシートとともに第１トレイ上のシートが重送される
ことが防止される。ガイドに案内されたシートは、第１ローラが回転駆動されることによ
り第１経路へ再送される。
【００１３】
　(2)　所定の支点を中心に上記第１トレイと接離する方向へ揺動可能なアームを備え、
上記第１ローラは、上記アームの先端側に回転可能に支持されたものであってもよい。
【００１４】
　第１ローラが揺動可能なアームの先端側に設けられているので、第１トレイに載置され
たシートの枚数に応じて第１ローラの高さが変更される。
【００１５】
　(3)　上記ガイドは、上記第１トレイに積載されたシートの枚数に応じて姿勢変化可能
に構成されていてもよい。
【００１６】
　上記構成により、第１トレイに積載されたシートの枚数に関わらず、上述のシート詰ま
り及びシートの重送が防止される。
【００１７】
　(4)　上記ガイドは、弾性変形が可能なものであってもよい。
【００１８】
　ガイドが撓むことにより、被覆部と第１トレイに載置されたシートとの接触面積が拡張
される。これにより、第１経路へ再送されるシートと第１トレイ上のシートとの重送がよ
り確実に防止される。
【００１９】
　(5)　上記被覆部は、上記スイッチバック搬送されたシートと接触する表面よりも上記
第１トレイに載置されたシートと接触する裏面の方が摩擦係数が高いものであってもよい
。
【００２０】
　第１トレイに載置されたシートに対する被覆部の摩擦は、第２経路をスイッチバック搬
送されるシートに対する被覆部の摩擦よりも大きい。これにより、第１経路へ再送される
シートと第１トレイ上のシートとの重送の発生を低減する効果が向上される。
【００２１】
　(6)　上記第１トレイの上側に該第１トレイと上下二段に設けられ、上記第１経路を搬
送されたシートが排出される第２トレイを備え、上記ガイドは、上記第２トレイに設けら
れたものであってもよい。
【００２２】
　これにより、ガイドを支持する部材を別途設ける必要がないという利点がある。
【００２３】
　(7)　本発明に係る両面記録装置は、上記シート搬送装置と、上記第１経路に設けられ
、該第１経路を搬送されるシートに画像を記録する記録部と、上記第１経路を搬送された
シートを上記第２トレイ又は上記第２経路へ送る経路切換部と、を具備する。
【００２４】
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　第１トレイから第１経路へ供給されたシートは、その搬送過程で記録部によって一方の
面に画像が記録される。このシートは、片面記録が設定されている場合、経路切換部によ
り第２トレイに排出される。一方、両面記録が設定されている場合、シートは、経路切換
部によって第２経路へ送られる。このシートは、ガイド部により第１トレイ上のシートと
第１ローラとの間に案内される。これにより、スイッチバック搬送されるシートのシート
詰まりの発生が低減される。第２経路をスイッチバック搬送されるシートは、その大部分
が被覆部により第１トレイ上のシートと非接触な状態で送られる。このため、スイッチバ
ック搬送されるシートは、第１トレイ上のシートとの間に大きな摩擦を生じることなくガ
イドに沿って円滑に摺動される。その結果、スイッチバック搬送されたシートとともに第
１トレイ上のシートが重送されることが防止される。ガイドに案内されたシートは、第１
ローラが回転駆動されることによって第１経路へ再送され、記録部によって他方の面に画
像が記録される。このように両面に画像が記録されたシートは、経路切換部により第１経
路から第２トレイに排出される。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、スイッチバック搬送されたシートがガイド部により第１トレイ上のシ
ートと第１ローラとの間に案内される。これにより、スイッチバック搬送されたシートの
シート詰まりの発生が低減される。第２経路をスイッチバック搬送されるシートは、その
大部分が被覆部により第１トレイ上のシートと非接触な状態で送られる。このため、スイ
ッチバック搬送されるシートは、第１トレイ上のシートとの間に大きな摩擦を生じること
なくガイドに沿って円滑に摺動される。その結果、スイッチバック搬送されたシートとと
もに第１トレイ上のシートが重送されることが防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、適宜図面が参照されて本発明の実施形態が説明される。なお、本実施形態は本発
明の一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で、実施形態を適宜変更できることは
言うまでもない。
【００２７】
　まず、本発明の両面記録装置の一実施形態に係る複合機１０の構成及び動作について説
明する。図１は、複合機１０の外観構成を示す斜視図である。
【００２８】
　図１に示されるように、複合機１０は、プリンタ部１１を下部に備え、スキャナ部１２
を上部に備えて構成された多機能装置（ＭＦＤ：Multi Function Device）である。この
複合機１０は、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー機能、ファクシミリ機能を有し、プ
リンタ部１１が本発明の両面記録装置に相当する。このプリンタ部１１は、本発明のシー
ト搬送装置が搭載されたインクジェットプリンタである。すなわち、プリンタ部１１にお
いて記録用紙（本発明のシートの一例）を搬送する手段が本発明のシート搬送装置に相当
する。したがって、プリンタ機能以外の機能は任意のものであり、例えば、スキャナ部１
２がなく、スキャナ機能やコピー機能を有しない単機能のプリンタにも本発明は適用可能
である。なお、本実施形態においては、本発明のシート搬送装置がプリンタ部１１に搭載
された形態について説明されるが、本発明のシート搬送装置は、スキャナ部１２に適用さ
れてもよい。すなわち、本発明のシート搬送装置は、スキャナ部１２において読み取られ
る原稿（本発明のシートの一例）を搬送する自動原稿搬送装置（ＡＤＦ：Automatic Docu
ment Feeder）に採用されてもよい。
【００２９】
　図１に示されるように、複合機１０は、高さより横幅及び奥行きが大きい幅広薄型の概
ね直方体形状を呈する。複合機１０の上部は、スキャナ部１２である。スキャナ部１２は
、フラットベッドスキャナ（ＦＢＳ：Flat Bed Scanner）、及び自動原稿搬送装置（ＡＤ
Ｆ：Automatic Document Feeder）を有して構成されている。図１に示されるように、複
合機１０の天板として原稿カバー３０が開閉自在に設けられている。ＡＤＦは、この原稿
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カバー３０に設けられている。図には示されていないが、原稿カバー３０の下側には、プ
ラテンガラス及びイメージセンサが設けられている。スキャナ部１２では、プラテンガラ
スに載置された原稿、又はＡＤＦにより搬送される原稿の画像がイメージセンサによって
読み取られる。なお、スキャナ部１２は、本実施形態においては任意の構成であるため、
その詳細な説明は省略する。
【００３０】
　複合機１０の正面上部には、操作パネル４０が設けられている。操作パネル４０は、プ
リンタ部１１やスキャナ部１２を操作するための装置である。操作パネル４０は、各種情
報を表示する液晶ディスプレイ、ユーザが情報を入力する入力キー等から構成される。複
合機１０は、この操作パネル４０からの操作入力に基づいて動作する。また、複合機１０
は、例えばＬＡＮを介して通信可能に接続されたコンピュータ等から送信される情報に基
づいても動作する。
【００３１】
　複合機１０は、スロット部４３を備えている。スロット部４３には、各種の小型メモリ
カードが装填される。例えば、スロット部４３に小型メモリカードが装填された状態でユ
ーザが操作パネル４０を操作することにより、小型メモリカードに記憶された画像データ
が読み出されて記録用紙に記録される。
【００３２】
　以下、複合機１０の内部構成、特にプリンタ部１１の構成について説明される。
【００３３】
　図１に示されるように、プリンタ部１１の正面の右下部には扉８７が開閉自在に設けら
れている。扉８７の内側には、カートリッジ装着部（不図示）が設けられている。扉８７
が開かれると、カートリッジ装着部がプリンタ部１１の正面側に露出されてインクカート
リッジが装抜可能になる。インクカートリッジは、カートリッジ装着部に装着されること
により、インクチューブを介して後述のインクジェット記録ヘッド３９（図２参照）と連
結される。プリンタ部１１では、このインクカートリッジから供給されるインクをインク
ジェット記録ヘッド３９が記録用紙に吐出して画像が記録される。
【００３４】
　図１に示されるように、プリンタ部１１は、その正面側に開口１３が形成されている。
開口１３内には、給紙トレイ２０（本発明の第１トレイの一例）及び排紙トレイ２１（本
発明の第２トレイの一例）が配置されている。給紙トレイ２０及び排紙トレイ２１は、排
紙トレイ２１を給紙トレイ２０の上側として上下二段に設けられている。
【００３５】
　図２は、プリンタ部１１の構造を示す模式図である。
【００３６】
　給紙トレイ２０は、記録用紙が載置される。給紙トレイ２０は、プリンタ部１１の底側
に配置される（図１及び図２参照）。給紙トレイ２０に載置された記録用紙は、プリンタ
部１１の内部へ供給される。図２に示されるように、給紙トレイ２０の奥側（図２におけ
る左側）には、傾斜板２２が設けられている。傾斜板２２は、装置背面側（図２における
左側）へ倒れるように傾斜している。傾斜板２２は、給紙トレイ２０から記録用紙を分離
して上方へ案内するものである。傾斜板２２の上方には第１搬送路２３（本発明の第１経
路の一例）が設けられている。第１搬送路２３は、記録用紙が搬送される経路であり、そ
の一部が湾曲形成されている。具体的には、第１搬送路２３は、傾斜板２２から上方へ向
かった後、複合機１０の正面側（図２における右側）へ曲がって正面側へと延び、記録部
２４（本発明の記録部の一例）を通過して排紙トレイ２１へ通じている。給紙トレイ２０
に載置された記録用紙は、第１搬送路２３に沿って下方から上方へＵターンするように案
内されて記録部２４に至り、記録部２４により画像が記録されて排紙トレイ２１に排出さ
れる。
【００３７】
　図２に示されるように、給紙トレイ２０の上側には給紙ローラ２５（本発明の第１ロー



(7) JP 2008-247495 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

ラの一例）が配置されている。給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０上の記録用紙と圧接し
て、その記録用紙を第１搬送路２３へ供給するものである。図２に示されるように、給紙
ローラ２５は、アーム２６（本発明のアームの一例）の先端側に回転可能に支持されてい
る。給紙ローラ２５は、給紙ローラ２５を支持する軸５９の両側に設けられている（図３
参照）。給紙ローラ２５は、モータ（不図示）を駆動源として回転駆動される。
【００３８】
　アーム２６は、基軸２８（本発明の所定の支点に相当する）に支持されている。これに
より、アーム２６は、基軸２８を回動中心軸として給紙トレイ２０と接離する方向へ揺動
可能に構成されている。アーム２６は、自重により又はバネ等により給紙トレイ２０側へ
回動付勢されている。なお、アーム２６は、開口１３を通じて給紙トレイ２０が挿抜され
る際に上側へ回動されて待避するように構成されている。
【００３９】
　アーム２６が給紙トレイ２０側へ回動付勢されているので、給紙ローラ２５は、給紙ト
レイ２０上の記録用紙と圧接する。この状態で、給紙ローラ２５（図２参照）が時計方向
に回転駆動される。これにより、給紙トレイ２０における最上位置の記録用紙が傾斜板２
２へ向けて送り出される。記録用紙は、その先端が傾斜板２２に当接した後に上方へ案内
され、第１搬送路２３へ矢印１４に沿って送り込まれる。給紙ローラ２５によって最上位
置の記録用紙が送り出される際に、その直下の記録用紙が摩擦や静電気によって共に送り
出される場合があるが、この記録用紙は、傾斜板２２との当接により制止される。
【００４０】
　記録部２４は、図２に示されるように、第１搬送路２３の途中に設けられている。記録
部２４は、第１搬送路２３を搬送される記録用紙に画像を記録するものである。記録部２
４は、キャリッジ３８及びインクジェット記録ヘッド３９を備える。インクジェット記録
ヘッド３９は、キャリッジ３８に搭載されている。キャリッジ３８は、主走査方向（図２
において紙面に垂直な方向）への往復移動が可能に構成されている。インクジェット記録
ヘッド３９には、上述のインクカートリッジからインクチューブを通じてインクが供給さ
れる。キャリッジ３８が往復移動される間に、インクジェット記録ヘッド３９からインク
が微小なインク滴として吐出される。これにより、プラテン４２上を搬送される記録用紙
に画像が記録される。なお、記録部２４の記録方式はインクジェット記録方式に限定され
るものではなく、例えば電子写真方式であってもよい。
【００４１】
　図２に示されるように、第１搬送路２３における記録部２４よりも記録用紙の搬送方向
の上流側（以下、単に「上流側」とも称される。）には、搬送ローラ６０が設けられてい
る。第１搬送路２３を挟んで搬送ローラ６０と対向する位置には、ピンチローラ３１が設
けられている。ピンチローラ３１は、搬送ローラ６０に圧接するように付勢されている。
第１搬送路２３へ供給された記録用紙は、搬送ローラ６０とピンチローラ３１との間へ進
入する。搬送ローラ６０及びピンチローラ３１は、この記録用紙を挟持して回転すること
により記録用紙をプラテン４２上へ送る。
【００４２】
　図２に示されるように、第１搬送路２３における記録部２４よりも記録用紙の搬送方向
の下流側（以下、単に「下流側」とも称される。）には、排紙ローラ６２が設けられてい
る。第１搬送路２３を挟んで排紙ローラ６２と対向する位置には、拍車ローラ６３が設け
られている。拍車ローラ６３は、排紙ローラ６２に圧接するように付勢されている。拍車
ローラ６３は、記録用紙の記録面と圧接する。拍車ローラ６３のローラ面は、記録用紙に
記録された画像が劣化しないように拍車状に凹凸している。排紙ローラ６２及び拍車ロー
ラ６３は、プラテン上４２を通過した記録用紙を挟持して回転することにより記録用紙を
下流側部位３６へ搬送する。
【００４３】
　搬送ローラ６０及び排紙ローラ６２は、上記モータを駆動源として駆動される。搬送ロ
ーラ６０及び排紙ローラ６２の駆動は同期され、これらは間欠駆動される。これにより、
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記録用紙は所定の改行幅で送られる。なお、図には示されていないが、搬送ローラ６０に
はロータリーエンコーダが設けられている。ロータリーエンコーダは、搬送ローラ６０と
共に回転するエンコーダディスク（不図示）のパターンを光学センサで検知するものであ
る。この検知信号に基づいて、搬送ローラ６０及び排紙ローラ６２の回転が制御される。
【００４４】
　この複合機１０では、上記モータは、給紙トレイ２０から第１搬送路２３へ記録用紙を
供給するための駆動源であり、記録用紙を第１搬送路２３に沿って搬送するための駆動源
であり、記録用紙を排紙トレイ２１へ排出するための駆動源である。すなわち、モータは
、給紙ローラ２５を駆動し、搬送ローラ６０及び排紙ローラ６２を駆動する。
【００４５】
　第２搬送路１５（本発明の第２経路の一例）は、第１搬送路２３の下流側部位３６、及
び給紙トレイ２０に連結されている。第２搬送路１５は、第１搬送路２３を搬送された記
録用紙７４（図２参照）が給紙ローラ２５へ向けてスイッチバック搬送される経路である
。図２に示されるように、第２搬送路１５は、下流側部位３６から給紙ローラ２５へ向け
て延びるように傾斜されている。この第２搬送路１５には、反転案内部１６及びガイド２
９（本発明のガイドの一例）が設けられている。
【００４６】
　反転案内部１６は、第１搬送路２３に接続されている。反転案内部１６は、記録部２４
よりも第１搬送路２３の下流側（下流側部位３６）に連続している。この下流側部位３６
には、後述の経路切換部４１（本発明の経路切換部の一例）が設けられている。反転案内
部１６は、一方の面に画像が記録された記録用紙７４をガイド２９へ導く反転経路を構成
している。反転案内部１６は、図２に示されるように、下流側部位３６からガイド２９へ
向けて斜め下方に延びている。
【００４７】
　ガイド２９は、反転案内部１６から案内された記録用紙７４を給紙トレイ２０における
最上位置の記録用紙と給紙ローラ２５との間へ案内するものである。ガイド２９は、排紙
トレイ２１に支持されており、反転案内部１６の下端から給紙ローラ２５の方へ斜め下方
に延びている。ガイド２９に案内された記録用紙７４は、給紙ローラ２５によって第１搬
送路２３の上流側部位３７へ再送される。この記録用紙７４は、矢印１４の方向へ第１搬
送路２３に沿って搬送され、記録部２４により他方の面に画像が記録される。なお、ガイ
ド２９の構成については、後に詳述される。
【００４８】
　図２に示されるように、経路切換部４１は、第１搬送路２３における記録部２４の下流
側に設けられている。具体的には、経路切換部４１は、第１搬送路２３と反転案内部１６
との境界である下流側部位３６に設けられている。経路切換部４１は、ローラ４５及びロ
ーラ４６を有するローラ対と、ローラ４６に並設された補助ローラ４７とを有する。ロー
ラ４６及び補助ローラ４７は、フレーム４８に取り付けられている。このフレーム４８は
、複合機１０の幅方向（図２において紙面に垂直な方向）に延びている。
【００４９】
　フレーム４８には、複数のローラ４６及び補助ローラ４７が複合機１０の幅方向に所定
間隔で配置されている。各ローラ４６及び補助ローラ４７は、図２において紙面に垂直な
方向を軸方向とする軸５０，５１に支持され、軸５０，５１の回りに回転自在となってい
る。ローラ４６及び補助ローラ４７は、記録用紙７４の記録面８０に当接するので、拍車
ローラ６３と同様に拍車状に形成されている。補助ローラ４７は、所定距離だけローラ４
６よりも上流側に配置されている。各ローラ４６は、弾性部材によりローラ４５へ付勢さ
れている。
【００５０】
　ローラ４５は、上記モータを駆動源として正転又は逆転される。図には示されていない
が、ローラ４５は、所要の駆動伝達機構を介して上記モータと連結されている。ローラ４
５は、中心軸５２を備えている。この中心軸５２に、上記駆動伝達機構が接続されている
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。なお、中心軸５２に所要のブラケットが設けられていてもよい。このブラケットが例え
ばねじにより本体フレーム側に締結されることにより、中心軸５２は、装置フレームに確
実に支持される。
【００５１】
　ローラ４５の上にローラ４６が載置されている。ローラ４５は、単一の細長円柱形状に
形成されていてもよく、また、複数のローラがそれぞれ各ローラ４６と対向配置されてい
てもよい。ローラ４５は、上記モータによって正転又は逆転される。第１搬送路２３に沿
って搬送された記録用紙７４は、ローラ４５及びローラ４６によって挟持される。ローラ
４５が正転すると、記録用紙７４はローラ４５及びローラ４６に挟持されて下流側へ搬送
され、排紙トレイ２１（図１参照）に排出される。ローラ４５が逆転すると、記録用紙７
４はローラ４５及びローラ４６に挟持されて上流側へ戻される。
【００５２】
　経路切換部４１は、中心軸５２を回転中心として、フレーム４８、ローラ４６、及び補
助ローラ４７が矢印２９の方向へ一体的に回転するように構成されている（図５（Ｃ）及
び（Ｄ）参照）。この経路切換部４１は、上記モータから駆動力が伝達されることにより
、第１姿勢と第２姿勢との間で姿勢変化する。ここで、第１姿勢は、記録部２４を通過し
た記録用紙７４を排紙トレイ２１へ排出する姿勢である（図２参照）。第２姿勢は、記録
部２４を通過した記録用紙７４を反転案内部１６を介して第２搬送路１５へスイッチバッ
ク搬送する姿勢である（例えば図５（Ｄ）参照）。
【００５３】
　ローラ４５は、経路切換部４１が第１姿勢に維持された状態で上記モータにより正転さ
れる。すなわち、ローラ４５は、図２に示される状態において時計方向に回転される。こ
れにより、記録部２４を通過した記録用紙７４が排紙トレイ２１側（図２における右側）
へ送られる。経路切換部４１は、ローラ４５及びローラ４６が記録用紙７４の後端部８１
を挟持した状態で第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変化される。この姿勢変化により、記録用
紙７４の後端部８１が補助ローラ４７により下方へ押さえつけられる（図５（Ｄ）参照）
。ローラ４５は、経路切換部４１が第２姿勢に維持された状態でモータにより逆転される
。すなわち、ローラ４５は、例えば図５（Ｄ）に示される状態において反時計方向に回転
される。これにより、記録部２４を通過した記録用紙７４は、後端部８１側から反転案内
部１６側へ案内され、ガイド２９へスイッチバック搬送される。このように、経路切換部
４１は、第１搬送路２３を搬送された記録用紙７４を排紙トレイ２１又は第２搬送路１５
へ送る。
【００５４】
　以下、ガイド２９の構成について説明する。
【００５５】
　図３は、ガイド２９の構成を示す模式図であり、ガイド部３２及び被覆部３５の位置関
係を示す。
【００５６】
　図３には、平面視されたガイド２９及び排紙トレイ２１が示されている。ガイド２９は
、フィルム状のものであり、平面視が略凹形状のものである。ガイド２９は、略矩形状の
ガイド部３２（本発明のガイド部の一例）、及びガイド部３２の幅方向（図３における上
下方向）の両側から傾斜板２２へ向けて突出する被覆部３５（本発明の被覆部の一例）か
ら構成される。
【００５７】
　ガイド２９は、反転案内部１６から案内された記録用紙７４を給紙トレイ２０に載置さ
れた記録用紙と給紙ローラ２５との間へ案内するものである。すなわち、ガイド２９は、
記録用紙７４を給紙トレイ２０における最上位置の記録用紙と給紙ローラ２５とが当接す
る位置（以下、単に「当接位置」とも称される。）へ案内する。ガイド２９は、排紙トレ
イ２１における装置背面側の端部から当接位置へ向けて延びるように傾斜されている。ガ
イド２９は、反転案内部１６側（図３における右側）が排紙トレイ２１に固定されている
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。ガイド２９が排紙トレイ２１に設けられているので、ガイド２９を支持する部材を別途
設ける必要はない。このガイド２９の給紙ローラ２５側（図３における左側）は固定され
ておらず、給紙トレイ２０に積載された記録用紙に当接されている（図２参照）。
【００５８】
　ガイド２９は、弾性変形が可能なものであって、例えばポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）により構成されている。このため、ガイド２９は、給紙トレイ２０に積載された
記録用紙の枚数に応じて姿勢変化が可能である。すなわち、ガイド２９は、給紙トレイ２
０に積載された記録用紙に枚数に応じて給紙ローラ２５側が上下動する。
【００５９】
　ガイド部３２は、第１搬送路２３を搬送されて反転案内部１６から案内された記録用紙
７４を給紙トレイ２０上の記録用紙と給紙ローラ２５との間（上記当接位置）へ案内する
ものである。ガイド２９は、このガイド部３２が排紙トレイ２１に例えば接着剤により固
定されている。ガイド部３２は、給紙ローラ２５に接触しない程度に上記当接位置付近ま
で排紙トレイ２１から延設されている。図２に示されるように、ガイド部３２は下方へ湾
曲されている。ガイド部３２の湾曲部分は、記録用紙７４が摺動されることにより曲率が
変化する。これにより、ガイド部３２により案内される記録用紙７４が当接位置へ進入す
る角度が略水平となり、記録用紙７４の後端部８１が当接位置へ向けられる。記録用紙７
４が安定的に当接位置へ案内されるので、記録用紙７４のシート詰まりの発生が低減され
る。
【００６０】
　被覆部３５は、ガイド部３２の幅方向（図３における上下方向）の両側から給紙ローラ
２５よりも傾斜板２２側へ延びるように設けられている（図２参照）。給紙トレイ２０上
の記録用紙は、給紙ローラ２５の軸方向（図３における上下方向）における給紙ローラ２
５の両側においてこの被覆部３５に覆われる。被覆部３５は、給紙トレイ２０に載置され
た最上位置の記録用紙と接触する裏面（図２における下側の面）にフィルム１８が貼り付
けられている。
【００６１】
　フィルム１８は、例えばコルクやゴム材が薄いフィルム状に形成されたものである。す
なわち、フィルム１８は、給紙トレイ２０における最上位置の記録用紙と給紙ローラ２５
との間に大きな隙間が生じないように薄く形成されている。このため、給紙ローラ２５の
軸方向の両側において、当接位置へ進入した記録用紙７４の両側が浮き上がることはない
。フィルム１８の材質は、スイッチバック搬送された記録用紙７４と接触する被覆部３５
の表面（図２における上側の面）よりも摩擦係数が高いものであれば特に限定さるもので
ない。被覆部３５は、その裏面にフィルム１８が貼り付けられていることにより、スイッ
チバック搬送された記録用紙７４と接触する表面よりも給紙トレイ２０に載置された記録
用紙と接触する裏面の方が摩擦係数が高くなるように構成されている。被覆部３５の裏面
が表面よりも摩擦係数が高くなれば、フィルム１８は必ずしも設ける必要はない。例えば
、被覆部３５の表面に凹凸を形成して、被覆部３５の表面の摩擦係数が裏面よりも低くな
るようにしてもよい。また、被覆部３５の表面側を第１の材料で構成し、被覆部３５の裏
面側を第１の材料よりも摩擦係数が高い材料で構成してもよい。また、被覆部３５の表面
に画像を記録して裏面よりも摩擦係数を低下させるようにしてもよい。
【００６２】
　図４は、給紙トレイ２０に載置された記録用紙の枚数に応じて姿勢変化するガイド２９
を示す模式図である。
【００６３】
　上述のように、給紙ローラ２５は、揺動可能なアーム２６の先端側に設けられている。
このため、図４（Ａ）及び（Ｂ）に示されるように、給紙トレイ２０に積載される記録用
紙の枚数が変化した場合、それに応じて給紙ローラ２５の高さが変更される。換言すれば
、給紙トレイ２０に積載される記録用紙の枚数に応じて上記当接位置の高さが変化する。
ガイド２９は、上述のように弾性変形が可能であり給紙トレイ２０に積載された記録用紙
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の枚数に応じて姿勢変化可能に構成されている。ガイド２９が姿勢変化することによって
、給紙トレイ２０に積載された記録用紙の枚数に関わらず、ガイド部３２によって記録用
紙７４が案内される方向が常に上記当接位置へ向けられる。また、ガイド２９が姿勢変化
することによって、給紙トレイ２０に積載された記録用紙の枚数に関わらず、給紙ローラ
２５の軸方向における給紙ローラ２５の両側に被覆部３５が位置する状態が維持される。
したがって、給紙トレイ２０に積載された記録用紙の枚数に関わらず、スイッチバック搬
送される記録用紙７４のシート詰まりが低減され、給紙トレイ２０に載置された記録用紙
が記録用紙７４とともに重送されることが防止される。
【００６４】
　図５及び図６は、プリンタ部１１において両面記録が行われる様子を示す模式図である
。
【００６５】
　給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０に載置された最上位置の記録用紙に圧接されている
。例えば操作パネル４０から所定操作により印刷開始が指示されると、上記モータから軸
５９（図２及び図３参照）へ駆動力が伝達される。これにより給紙ローラ２５が回転駆動
され、最上位置の記録用紙が給紙トレイ２０から第１搬送路２３へ供給される（図５（Ａ
）及び（Ｂ）参照）。
【００６６】
　第１搬送路２３へ供給された記録用紙は、搬送ローラ６０とピンチローラ３１、及び排
紙ローラ６２と拍車ローラ６３によって第１搬送路２３に沿って搬送される。この記録用
紙は、プラテン４２上を通過する際に記録部２４によって一方の面に画像が記録される。
この記録用紙（記録用紙７４）は、記録部２４から経路切換部４１へ送られる。経路切換
部４１は第１姿勢に維持されており、この状態でローラ４５及びローラ４６が正転する。
印刷の設定が片面印刷の場合、一方の面に画像が記録された記録用紙７４は、ローラ４５
及びローラ４６により下流側へ搬送されて第１搬送路２３から排紙トレイ２１へ排出され
る。
【００６７】
　印刷の設定が両面記録の場合、経路切換部４１が第１姿勢に維持された状態でローラ４
５及びローラ４６が正転する。これにより、上述のように一方の面に画像が記録された記
録用紙７４は、排紙トレイ２１側へ搬送される。そして、この記録用紙７４の後端部８１
が補助ローラ４７よりも上流側の規定位置に到達したとき（図５（Ｃ）に示される状態）
に、経路切換部４１が第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変化される（図５（Ｃ）及び（Ｄ）参
照）。記録用紙７４の後端部８１は、補助ローラ４７によって下側へ押圧され、反転案内
部１６側へ向けられる（図５（Ｄ）参照）。
【００６８】
　ローラ４５及びローラ４６が逆転することにより、記録用紙７４は搬送方向が変えられ
て反転案内部１６、ガイド２９へスイッチバック搬送される（図５（Ｄ）及び図６（Ａ）
参照）。この記録用紙７４は、ガイド２９のガイド部３２に案内されて上記当接位置へ送
られる。記録用紙７４の後端部８１が給紙トレイ２０上の記録用紙と給紙ローラ２５との
間へ到達すると、給紙ローラ２５が回転駆動される。これにより、記録用紙７４がガイド
２９から第１搬送路２３における記録部２４の上流側（上流側部位３７）へ送られる。こ
れにより、記録用紙７４は表裏反転される。すなわち、記録用紙７４がプラテン４２上へ
搬送された際に記録面８０とは反対側の面がインクジェット記録ヘッド３９と対向する。
記録用紙７４は、プラテン４２上を通過する際に他方の面（記録面８０の反対側の面）に
画像が記録される。記録用紙７４がガイド２９から第１搬送路２３へ送られると、経路切
換部４１は、第２姿勢から第１姿勢へ姿勢変化される（図６（Ｂ）及び（Ｃ）参照）。両
面に画像が記録された記録用紙７４は、ローラ４５，４６が正転することによって第１搬
送路２３から排紙トレイ２１へ排出される（図６（Ｄ）参照）。
【００６９】
　このように両面記録が行われる過程において、第２搬送路１５をスイッチバック搬送さ
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れる記録用紙７４は、その大部分が被覆部３５により給紙トレイ２０上の記録用紙と非接
触な状態で給紙ローラ２５により送られる。このため、スイッチバック搬送される記録用
紙７４は、給紙トレイ２０上の記録用紙との間に大きな摩擦を生じることなくガイド２９
に沿って円滑に摺動される。その結果、スイッチバック搬送される記録用紙７４とともに
給紙トレイ２０上の記録用紙が重送されることを防止できる。
【００７０】
　また、ガイド２９が弾性変形可能に構成されているので、スイッチバック搬送された記
録用紙７４がガイド部３２に案内されることによってガイド２９が撓む。すなわち、ガイ
ド２９が一層湾曲される。これにより、被覆部３５と給紙トレイ２０に載置された記録用
紙との接触面積が拡張される。その結果、被覆部３５が給紙トレイ２０における最上位置
の記録用紙を制止する効果が増大し、第１搬送路２３へ再送される記録用紙７４と給紙ト
レイ２０上の記録用紙との重送がより確実に防止される。
【００７１】
　被覆部３５の裏面にはフィルム１８が設けられているので、給紙トレイ２０に載置され
た記録用紙に対する被覆部３５の摩擦が、第２搬送路１５をスイッチバック搬送される記
録用紙７４に対する被覆部３５の摩擦よりも大きい。つまり、給紙トレイ２０に載置され
た記録用紙よりも記録用紙７４の方が移動しやすい。このように、本実施形態においては
、第１搬送路２３へ再送される記録用紙７４と給紙トレイ２０上の記録用紙との重送を低
減する効果が一層向上されている。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】図１は、複合機１０の外観構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、プリンタ部１１の構造を示す模式図である。
【図３】図３は、ガイド２９の構成を示す模式図であり、ガイド部３２及び被覆部３５の
位置関係を示す。
【図４】図４は、給紙トレイ２０に載置された記録用紙の枚数に応じて姿勢変化するガイ
ド２９を示す模式図である。
【図５】図５は、プリンタ部１１において両面記録が行われる様子を示す模式図である。
【図６】図６は、プリンタ部１１において両面記録が行われる様子を示す模式図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０・・・複合機
　１１・・・プリンタ部（本発明の両面記録装置の一例）
　１５・・・第２搬送路（本発明の第２経路の一例）
　２０・・・給紙トレイ（本発明の第１トレイの一例）
　２１・・・排紙トレイ（本発明の第２トレイの一例）
　２３・・・第１搬送路（本発明の第１経路の一例）
　２４・・・記録部（本発明の記録部に相当）
　２５・・・給紙ローラ（本発明の第１ローラの一例）
　２６・・・アーム
　２８・・・基軸（本発明の所定の支点に相当）
　２９・・・ガイド
　３２・・・ガイド部
　３５・・・被覆部
　４１・・・経路切換部
　７４・・・記録用紙（本発明のシートの一例）
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