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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　読取対象の原稿を支持する原稿支持面が上面に形成されるとともに、画像形成対象のシ
ートが挿入される挿入口が側面に形成された本体部と、
　前記本体部内に収容され、前記原稿支持面に支持された原稿の画像を読み取る読取部と
、
　前記本体部内に収容され、前記挿入口から挿入されたシートに画像を形成する画像形成
部と、
　前記側面と略平行に延びる第１軸心周りで揺動可能に前記本体部に支持され、前記原稿
支持面を覆う閉鎖位置と、前記原稿支持面を露出させる開放位置とに変位可能な開閉部と
、
　前記第１軸心と略平行に延びる第２軸心周りで揺動可能に前記本体部に支持され、前記
挿入口を覆う第１位置と、前記側面に対して傾斜して前記挿入口に挿入されるシートを支
持する第２位置とに変位可能なシート支持部と、を備える複合機であって、
　前記本体部と前記開閉部との間には、前記第１軸心を構成するヒンジが設けられ、
　前記ヒンジは、前記第１軸心とともに上下動可能に前記本体部に取り付けられた基部を
有し、
　前記開閉部が前記第１軸心周りで揺動する軌跡上に、前記第１位置にある前記シート支
持部が存在し、
　前記基部と前記シート支持部との間には、前記基部の上昇に連動して、前記シート支持
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部を前記第２位置に向けて変位させるリンク機構が設けられていることを特徴とする複合
機。
【請求項２】
　前記本体部と前記シート支持部との間には、前記シート支持部の前記側面に対する傾斜
角度が所定の角度よりも小さければ、前記第１位置に向けて前記シート支持部を付勢する
付勢手段が設けられている請求項１記載の複合機。
【請求項３】
　前記リンク機構は、前記基部から前記シート支持部に向けて延び、前記基部とともに上
下動する作動部と、
　前記シート支持部に設けられ、上昇する前記作動部に当接して、前記作動部の変位を前
記シート支持部に伝達し、前記シート支持部を前記第２位置に向けて変位させる伝達部と
、を有している請求項１又は２記載の複合機。
【請求項４】
　前記開閉部には、前記開閉部が前記閉鎖位置にある状態で、前記第１位置にある前記シ
ート支持部の上端側に向かって突出する当接部が形成され、
　前記シート支持部の上端側には、前記シート支持部が前記第１位置にある状態で、閉鎖
位置にある前記開閉部の前記当接部に向かって突出し、かつ前記第２軸心に略直交する方
向に延び、前記開閉部が前記開放位置に変位する際に、前記当接部が摺接する被当接部が
形成されている請求項１乃至３のいずれか１項記載の複合機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複合機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に従来の複合機の例が開示されている。この複合機は、本体部、読取部、画
像形成部、開閉部、及びシート支持部を備えている。
【０００３】
　本体部の上面には、原稿支持面が形成されている。読取部と画像形成部とは、本体部内
に収容されている。本体部の後面には、挿入口が形成され、挿入口を介してシートを画像
形成部に向けて挿入可能に構成されている。開閉部は、本体部の後面と略平行に延びる第
１軸心周りで揺動可能に本体部に支持されている。開閉部は、原稿支持面を覆う閉鎖位置
と、原稿支持面を露出させる開放位置とに変位可能である。シート支持部は、第１軸心と
略平行に延びる第２軸心周りで揺動可能に本体部に支持されている。シート支持部は、挿
入口を覆う第１位置と、後面に対して傾斜して挿入口に挿入されるシートを支持する第２
位置とに変位可能である。
【０００４】
　特許文献１では明示されていないが、この複合機では、本体部と開閉部との間に、第１
軸心を構成するヒンジが設けられている。ヒンジは、基部を有している。基部は、第１軸
心とともに上下動可能に本体部に取り付けられている。
【０００５】
　この複合機では、開閉部が閉鎖位置から開放位置に揺動し、原稿支持面を露出させる。
その原稿支持面には、読取対象の原稿が支持される。開閉部は、この状態で閉鎖位置に位
置することにより、その原稿を上方から覆う。原稿が厚い書籍等であれば、開閉部は、ヒ
ンジの基部が第１軸心とともに本体部に対して上昇した状態で閉鎖位置に位置し、その厚
い原稿を上方から覆う。そして、読取部は、原稿支持面の下側を移動可能であり、原稿支
持面に支持された原稿の画像を移動しながら読み取る。
【０００６】
　また、この複合機では、本体部に支持されたシート支持部が第１位置から第２位置に揺
動し、後面に対して傾斜した位置となる。そのシート支持部には、挿入口に挿入されるシ
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ートが支持される。そして、画像形成部は、挿入口から挿入されたシートに画像を形成す
ることが可能である。
【０００７】
　なお、この複合機では、開閉部が第１軸心周りで揺動する軌跡上に、第１位置にあるシ
ート支持部が存在しないように構成されている。こうして、この複合機では、開閉部を開
放位置に揺動させる際に、開閉部とシート支持部との干渉を無くし、開閉部及びシート支
持部に破損等の不具合が生じることを抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第５０４１０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、この種の複合機においては、近年、小型化が求められている。この点、上記
従来の複合機では、開閉部及びシート支持部に破損等の不具合が生じることを抑制するた
め、開閉部とシート支持部との干渉を無くしていることから、開閉部とシート支持部とを
接近して配置させることが難しく、小型化が難しいという問題があった。
【００１０】
　また、開閉部は、原稿の厚さに応じてヒンジを介して上下するように構成されており、
ヒンジが上下方向においてどの位置にあるかによって、開閉部が開放位置に揺動する際の
軌跡が変動する。このため、ヒンジがどのような位置にあっても、開閉部とシート支持部
との干渉を無くすためには、シート支持部を配置可能なスペースが制限されるという問題
があった。
【００１１】
　本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、開閉部及びシート支持部に
不具合が生じることを抑制しつつ、小型化を実現できる複合機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】
【００１２】
　本発明の複合機は、読取対象の原稿を支持する原稿支持面が上面に形成されるとともに
、画像形成対象のシートが挿入される挿入口が側面に形成された本体部と、
　前記本体部内に収容され、前記原稿支持面に支持された原稿の画像を読み取る読取部と
、
　前記本体部内に収容され、前記挿入口から挿入されたシートに画像を形成する画像形成
部と、
　前記側面と略平行に延びる第１軸心周りで揺動可能に前記本体部に支持され、前記原稿
支持面を覆う閉鎖位置と、前記原稿支持面を露出させる開放位置とに変位可能な開閉部と
、
　前記第１軸心と略平行に延びる第２軸心周りで揺動可能に前記本体部に支持され、前記
挿入口を覆う第１位置と、前記側面に対して傾斜して前記挿入口に挿入されるシートを支
持する第２位置とに変位可能なシート支持部と、を備える複合機であって、
　前記本体部と前記開閉部との間には、前記第１軸心を構成するヒンジが設けられ、
　前記ヒンジは、前記第１軸心とともに上下動可能に前記本体部に取り付けられた基部を
有し、
　前記開閉部が前記第１軸心周りで揺動する軌跡上に、前記第１位置にある前記シート支
持部が存在し、
　前記基部と前記シート支持部との間には、前記基部の上昇に連動して、前記シート支持
部を前記第２位置に向けて変位させるリンク機構が設けられていることを特徴とする。
【００１３】
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　本発明の複合機では、開閉部が第１軸心周りで揺動する軌跡上に、第１位置にあるシー
ト支持部が存在している。この複合機では、開閉部とシート支持部とを接近させることで
、小型化を実現できる。
【００１４】
　また、この複合機では、基部とシート支持部との間に設けられたリンク機構が基部の上
昇に連動して、シート支持部を第２位置に向けて変位させる。こうして、シート支持部は
、基部の上昇に連動して、第１位置から第２位置に向けて退避する。これにより、この複
合機では、ヒンジが有する基部が本体部に対して上昇した場合において、本体部及び第２
軸心から離間した第１軸心周りで揺動する開閉部から、シート支持部の上端側を第２軸心
に向けて押し潰すような圧縮方向の押圧力が作用し難くなる。その結果、この複合機では
、開閉部からシート支持部に過度な押圧力が作用し難くなるので、開閉部及びシート支持
部に破損等の不具合が生じることを抑制できる。
【００１５】
　また、この複合機では、原稿の厚さに応じてヒンジによって上下する開閉部が開放位置
に揺動する際の軌跡が変動するが、その軌跡の変動にかかわらず、シート支持部が基部の
上昇に連動して、第１位置から第２位置に向けて退避する。このため、この複合機では、
上記従来の複合機と比較して、シート支持部を配置可能なスペースが制限され難い。
【００１６】
　したがって、本発明の複合機では、開閉部及びシート支持部に不具合が生じることを抑
制しつつ、小型化を実現できる。
【００１７】
　本体部とシート支持部との間には、シート支持部の側面に対する傾斜角度が所定の角度
よりも小さければ、第１位置に向けてシート支持部を付勢する付勢手段が設けられている
ことが望ましい。この構成によれば、ヒンジの基部が下降する際に、第２位置に向けて変
位したシート支持部の側面に対する傾斜角度が所定の角度よりも小さければ、付勢手段の
付勢力によって、自動的にシート支持部を第１位置に戻すことができる。
【００１８】
　リンク機構は、基部からシート支持部に向けて延び、基部とともに上下動する作動部と
、シート支持部に設けられ、上昇する作動部に当接して、作動部の変位をシート支持部に
伝達し、シート支持部を第２位置に向けて変位させる伝達部と、を有していることが望ま
しい。この場合、簡素な作動部及び伝達部により、基部の上昇に連動して、シート支持部
を第２位置に向けて確実に変位させることができる。
【００１９】
　開閉部には、開閉部が閉鎖位置にある状態で、第１位置にあるシート支持部の上端側に
向かって突出する当接部が形成されていることが望ましい。そして、シート支持部の上端
側には、シート支持部が第１位置にある状態で、閉鎖位置にある開閉部の当接部に向かっ
て突出し、かつ第２軸心に略直交する方向に延び、開閉部が開放位置に変位する際に、当
接部が摺接する被当接部が形成されていることが望ましい。この構成によれば、開閉部が
開放位置に変位する際に、開閉部に形成された当接部が第１位置にあるシート支持部の上
端側に形成された被当接部に摺接することで、開閉部の開放位置への変位を押圧力として
シート支持部に確実に作用させることができる。こうして、この複合機では、開閉部の開
放位置への変位に伴って、シート支持部を第１位置から第２位置に向けて確実に退避させ
ることができる。その結果、この複合機では、開閉部及びシート支持部に不具合が生じる
ことを確実に抑制できる。また、当接部及び被当接部にしか擦過痕が付かず、擦過痕が目
立ち難い。このため、この複合機では、擦過痕による外観品位の低下を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１の複合機の斜視図である。
【図２】実施例１の複合機の部分斜視図である。
【図３】実施例１の複合機に係り、読取部及び搬送部を主に示す部分模式断面図である。
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【図４】実施例１の複合機に係り、画像形成部及びシート支持部を主に示す模式断面図で
ある。
【図５】実施例１の複合機に係り、ヒンジ及び挿入口を主に示す部分模式後面図である。
【図６】実施例１の複合機に係り、ヒンジ、リンク機構、当接部及び被当接部等を示す部
分側面図である。
【図７】実施例１の複合機に係り、シート支持部が第２位置に変位した状態を示す部分模
式断面図である。
【図８】実施例１の複合機に係り、シート支持部が第２位置に変位した状態を示す斜視図
である。
【図９】実施例１の複合機に係り、（ａ）及び（ｂ）は、付勢手段の動作を説明する部分
模式側面図である。
【図１０】実施例１の複合機に係り、図９（ａ）の矢視Ｚ方向から見た付勢手段を示す部
分模式図である。
【図１１】実施例１の複合機に係り、図８の矢視Ｙ方向から見た当接部を示す部分斜視図
である。
【図１２】実施例１の複合機に係り、図８の矢視Ｘ方向から見た被当接部を示す部分斜視
図である。
【図１３】実施例１の複合機に係り、ヒンジ、リンク機構、当接部及び被当接部等を示す
部分側面図である。
【図１４】実施例１の複合機に係り、ヒンジ、リンク機構、当接部及び被当接部等を示す
部分側面図である。
【図１５】実施例１からリンク機構を無くした比較例の複合機に係り、ヒンジ、当接部及
び被当接部等を示す部分側面図である。
【図１６】実施例２の複合機に係り、ヒンジ、リンク機構、当接部及び被当接部等を示す
部分側面図である。
【図１７】実施例２の複合機に係り、ヒンジ、リンク機構、当接部及び被当接部等を示す
部分側面図である。
【図１８】実施例３の複合機に係り、ヒンジ、リンク機構、当接部及び被当接部等を示す
部分側面図である。
【図１９】実施例３の複合機に係り、ヒンジ、リンク機構、当接部及び被当接部等を示す
部分側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を具体化した実施例１～３について図面を参照しつつ説明する。
【００２２】
（実施例１）
　図１に示すように、実施例１の複合機１は、本発明の複合機の具体的態様の一例である
。図１では、操作パネル８Ｐが設けられた側を装置の前側と規定し、操作パネル８Ｐに向
かった場合に左手に来る側を左側と規定して、前後、左右及び上下の各方向を表示する。
そして、図２以降の各図に示す各方向は、全て図１に示す各方向に対応させて表示する。
以下、図１等に基づいて、複合機１が備える各構成要素について説明する。
【００２３】
＜全体構成＞
　図１～図６に示すように、複合機１は、本体部８、開閉部９、読取部３、搬送部４、画
像形成部５、及びシート支持部７を備えている。本体部８は、扁平な略箱状体である。図
１に示すように、本体部８の前面には、タッチパネル等である操作パネル８Ｐが設けられ
ている。
【００２４】
　図３に示すように、本体部８の上面８Ｃには、第１プラテンガラス８１及び第２プラテ
ンガラス８２が配設されている。図３及び図４に示すように、第１プラテンガラス８１の
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上面によって、原稿支持面８１Ａが形成されている。原稿支持面８１Ａは、読取対象の原
稿の画像を読取部３が静止状態で読み取る際に、その原稿を下側から支持する。読取対象
の原稿には、用紙、ＯＨＰシート等であるシートの他、書籍等が含まれる。図３に示すよ
うに、第２プラテンガラス８２は、第１プラテンガラス８１の左側に位置して前後方向に
細長く延びている。第２プラテンガラス８２の上面によって、読取面８２Ａが形成されて
いる。読取面８２Ａは、搬送部４によって１枚ずつ搬送されるシートの画像を読取部３が
読み取る際に、その搬送されるシートを下側から案内する。
【００２５】
　図１及び図４～図６に示すように、開閉部９は、第１軸心Ｘ１周りで揺動可能に本体部
８に支持されている。第１軸心Ｘ１は、本体部８の後面８Ｂの上端縁よりも上側に位置し
、後面８Ｂと平行な左右方向に延びている。本体部８の後面８Ｂは、本発明の「本体部の
側面」の一例である。
【００２６】
　より詳しくは、図４～図６に示すように、開閉部９と本体部８との間には、第１軸心Ｘ
１を構成する左右一対のヒンジ６０Ｌ、６０Ｒが設けられている。左側のヒンジ６０Ｌは
、基部６１Ｌと回動部６２Ｌとを有している。回動部６２Ｌの一端側は、第１軸心Ｘ１周
りで揺動可能に基部６１Ｌに支持されている。回動部６２Ｌの他端側は、開閉部９に固定
されている。右側のヒンジ６０Ｒは、基部６１Ｒと回動部６２Ｒとを有している。回動部
６２Ｒの一端側は、第１軸心Ｘ１周りで揺動可能に基部６１Ｒに支持されている。回動部
６２Ｒの他端側は、開閉部９に固定されている。
【００２７】
　基部６１Ｌ、６１Ｒは、略角柱状をなして第１軸心Ｘ１から下向きに延びている。図４
及び図５に示すように、左側の基部６１Ｌは、本体部８の上面８Ｃから下向きに凹む保持
穴８６Ｌに挿入されて、上下動可能に本体部８に保持されている。右側の基部６１Ｒは、
本体部８の上面８Ｃから下向きに凹む保持穴８６Ｒに挿入されて、上下動可能に本体部８
に保持されている。つまり、基部６１Ｌ、６１Ｒは、第１軸心Ｘ１とともに上下動可能に
本体部８に取り付けられている。
【００２８】
　開閉部９は、図１に実線で示すように、閉じた状態では原稿支持面８１Ａを上方から覆
っている。図１に実線で示す開閉部９の位置を閉鎖位置とする。開閉部９は、図１に二点
鎖線で示すように、その前端部側が上方かつ後方に変位するように第１軸心Ｘ１周りで揺
動することにより、原稿支持面８１Ａを露出させる。これにより、ユーザは読取対象の原
稿を原稿支持面８１Ａに支持させることができる。開閉部９が原稿支持面８１Ａを露出さ
せていれば、その開閉部９の本体部８に対する揺動角度にかかわらず、その開閉部９の位
置を開放位置とする。図１に二点鎖線で示す開閉部９の位置は、開放位置の一例である。
【００２９】
　開閉部９は、原稿支持面８１Ａに読取対象の原稿が支持された状態で閉鎖位置に移動す
ることにより、その原稿を上方から好適に覆う。原稿が厚い書籍等であれば、開閉部９は
、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒの基部６１Ｌ、６１Ｒが第１軸心Ｘ１とともに本体部８に対して
上昇した状態で閉鎖位置に移動し、その厚い原稿を上方から好適に覆う。
【００３０】
＜読取部及び搬送部＞
　図３に示すように、読取部３は、本体部８内の上側に収容されている。読取部３は、原
稿支持面８１Ａ及び読取面８２Ａの下側に位置する読取センサ３Ｓと、読取センサ３Ｓを
本体部８内で左右方向に往復動させる図示しない走査機構とを有している。読取センサ３
Ｓとしては、ＣＩＳ（Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｉｍａｇｅ　Ｓｅｎｓｏｒ）やＣＣＤ（Ｃｈａｒ
ｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）等の周知の画像読取センサが採用される。
【００３１】
　図２及び図３に示すように、搬送部４は、開閉部９に設けられている。搬送部４は、供
給トレイ９１と排出トレイ９２とを有している。供給トレイ９１と排出トレイ９２とは、
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図１に示す閉じた状態のカバー９Ｃを図２に示すように展開することによって、開閉部９
の右側部分に形成される。排出トレイ９２は、供給トレイ９１よりも下側に位置する。供
給トレイ９１は、搬送部４によって搬送される読取対象のシートを下側から支持する。排
出トレイ９２には、読取部３によって画像が読み取られ、搬送部４によって搬送されたシ
ートが排出される。
【００３２】
　図３に示すように、搬送部４は、開閉部９内でシートの一面及び他面に当接可能に延び
る案内面に囲まれた空間として、搬送経路Ｐｒ１を規定している。搬送経路Ｐｒ１は、ま
ず、供給トレイ９１から左側に向かって略水平に延びる部分を含んでいる。次に、搬送経
路Ｐｒ１は、下向きにＵターンする部分を含んでいる。次に、搬送経路Ｐｒ１は、読取面
８２Ａに沿って右方に短く延びる部分を含んでいる。最後に、搬送経路Ｐｒ１は、右側に
向かって上り傾斜して排出トレイ９２に至る部分を含んでいる。
【００３３】
　搬送部４は、搬送経路Ｐｒ１のうち供給トレイ９１に近い位置において、供給ローラ４
１と分離ローラ４２と分離パッド４２Ａとを有している。供給ローラ４１は、供給トレイ
９１上のシートを搬送方向の下流側の分離ローラ４２に送り出す。分離ローラ４２は、複
数枚のシートが重なった状態で供給ローラ４１によって搬送されてきた場合には、分離パ
ッド４２Ａと協働して１枚ずつに分離し、搬送方向のさらに下流側に搬送する。
【００３４】
　搬送部４は、搬送経路Ｐｒ１において下向きにＵターンする部分において、大径の搬送
ローラ４４Ａと湾曲ガイド面４４Ｇとを有している。搬送ローラ４４Ａの外周面は、搬送
経路Ｐｒ１において下向きにＵターンする部分の内側ガイド面を形成している。湾曲ガイ
ド面４４Ｇは、搬送ローラ４４Ａの外周面と所定の間隔を配置されている。湾曲ガイド面
４４Ｇは、搬送経路Ｐｒ１において下向きにＵターンする部分の外側ガイド面を形成して
いる。搬送ローラ４４Ａは、その外周に当接するピンチローラ４４Ｐ、４４Ｑと協働して
、シートを読取面８２Ａに搬送する。
【００３５】
　搬送部４は、読取面８２Ａに対して上側から対向する位置に、押圧部材４９を有してい
る。押圧部材４９は、搬送ローラ４４Ａ側から搬送されてくるシートを上側から押圧して
、読取面８２Ａに接触させる。
【００３６】
　搬送部４は、搬送経路Ｐｒ１における押圧部材４９よりも右側で上り傾斜する部分にお
いて、排出ローラ４８とピンチローラ４８Ｐとを有している。排出ローラ４８及びピンチ
ローラ４８Ｐは、排出トレイ９２に臨んでいる。排出ローラ４８及びピンチローラ４８Ｐ
は、読取面８２Ａ上を通過したシートを排出トレイ９２に排出する。
【００３７】
　この複合機１では、原稿支持面８１Ａに支持された原稿の画像を読み取る場合、読取部
３において図示しない走査機構が作動し、読取センサ３Ｓを原稿支持面８１Ａの左端縁の
下側から右端縁の下側までの間で左右方向に移動させる。これにより、読取センサ３Ｓは
、原稿支持面８１Ａに支持された原稿の画像を読み取る。その後、図示しない走査機構は
、読み取りを終えた読取センサ３Ｓを読取部３内における右端側から左端側に移動させ、
元の位置に復帰させる。
【００３８】
　また、この複合機１では、供給トレイ９１上のシートの画像を読み取る場合、読取部３
において、図示しない走査機構が作動し、読取センサ３Ｓを読取面８２Ａの下側の固定読
取位置に停止させる。そして、搬送部４が供給トレイ９１上のシートを搬送経路Ｐｒ１に
沿って順次搬送すると、そのシートが読取面８２Ａに接触しながら固定読取位置にある読
取センサ３Ｓの上側を通過するので、読取センサ３Ｓは、その通過するシートの画像を読
み取る。画像が読み取られたシートは、排出ローラ４８及びピンチローラ４８Ｐによって
、排出トレイ９２に排出される。
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【００３９】
＜画像形成部及びシート支持部＞
　図４に示すように、画像形成部５は、本体部８内の下側に収容されている。画像形成部
５は、シートカセット５８、排出部５９、搬送部５１及びインクジェット記録部５６を有
している。
【００４０】
　シートカセット５８は、本体部８内の底部に配設されている。シートカセット５８は、
上方が開放された略箱状体である。シートカセット５８は、その内部にシートを積層状態
で収容する。
【００４１】
　排出部５９は、本体部８の前面から後向きに凹んで略直方体状の空間を規定する凹部で
ある。排出部５９は、操作パネル８Ｐよりも下側、かつシートカセット５８よりも上側に
位置している。排出部５９には、搬送部５１によって搬送されて、インクジェット記録部
５６によって画像が形成されたシートが排出される。
【００４２】
　搬送部５１は、本体部８内でシートの一面及び他面に当接可能に延びる図示しない案内
面に囲まれた空間として、湾曲搬送経路Ｐｗ１及び水平搬送経路Ｐｗ２を規定している。
湾曲搬送経路Ｐｗ１は、下方のシートカセット５８の後端から、さらに後方かつ斜め上方
に延びた後、上向きに湾曲して前方に向きを変える。水平搬送経路Ｐｗ２は、湾曲搬送経
路Ｐｗ１に接続して略水平に延び、前方の排出部５９に到達する。この水平搬送経路Ｐｗ
２に沿う位置に、インクジェット記録部５６が配置されている。
【００４３】
　搬送部５１は、シートカセット５８の上側において、アーム５１Ｂと供給ローラ５１Ａ
とを有している。アーム５１Ｂの根元側は、基軸Ｘ５１Ｂ周りで回動可能とされている。
基軸Ｘ５１Ｂは、シートカセット５８の前後方向における中間部の上方に位置している。
アーム５１Ｂは、基軸Ｘ５１Ｂから後側かつ下側に延びている。供給ローラ５１Ａは、ア
ーム５１Ｂの先端に回転可能に支持され、かつシートカセット５８内のシートに当接可能
に配置されている。
【００４４】
　アーム５１Ｂには、回転駆動力を供給ローラ５１Ａに伝達して、供給ローラ５１Ａを回
転させる図示しない駆動伝達機構が設けられている。供給ローラ５１Ａは、アーム５１Ｂ
の下方への回動により、シートカセット５８に収容されたシートの上面に圧接する。供給
ローラ５１Ａは、その状態で回転することにより、そのシートをピックアップして湾曲搬
送経路Ｐｗ１へと送り出す。
【００４５】
　搬送部５１は、水平搬送経路Ｐｗ２のうち湾曲搬送経路Ｐｗ１との接続位置に近い位置
において、第１搬送ローラ５２Ａとピンチローラ５２Ｐとを有している。搬送部５１は、
水平搬送経路Ｐｗ２のうち前後方向の中間位置において、第２搬送ローラ５３Ａと拍車ロ
ーラ５３Ｂとを有している。搬送部５１は、水平搬送経路Ｐｗ２のうち排出部５９に臨む
位置において、第３搬送ローラ５４Ａ及び拍車ローラ５４Ｂを有している。
【００４６】
　ピンチローラ５２Ｐと第２搬送ローラ５３Ａとの間には、プラテン４２が配設されてい
る。プラテン４２は、略水平に延在する平板である。プラテン４２は、水平搬送経路Ｐｗ
２を下側から規定している。
【００４７】
　第１搬送ローラ５２Ａ及びピンチローラ５２Ｐは、湾曲搬送経路Ｐｗ１を搬送されて水
平搬送経路Ｐｗ２に到達するシートを狭持してプラテン４２上へ送る。第２搬送ローラ５
３Ａ及び拍車ローラ５３Ｂは、プラテン４２上を通過したシートを狭持して、排出部５９
に向けて搬送する。第３搬送ローラ５４Ａ及び拍車ローラ５４Ｂは、そのシートを狭持し
て、排出部５９に排出する。この際、第１搬送ローラ５２Ａ、第２搬送ローラ５３Ａ及び
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第３搬送ローラ５４Ａは、図示しない駆動源によって間欠駆動されて、所定の改行幅でシ
ートを間欠的に搬送する。
【００４８】
　インクジェット記録部５６は、第１搬送ローラ５２Ａと拍車ローラ５３Ｂとの間に設け
られている。インクジェット記録部５６は、水平搬送経路Ｐｗ２を挟んで上側からプラテ
ン４２に対向している。インクジェット記録部５６は、主走査方向である左右方向、すな
わち、図４の紙面手前から奥に向かう方向に延びる図示しないガイドレールに沿って往復
動するように構成されている。
【００４９】
　インクジェット記録部５６は、プラテン４２上を所定の改行幅で間欠的に搬送されるシ
ートが停止する毎に、主走査方向に往復移動する。この過程において、インクジェット記
録部５６は、図示しないインクカートリッジから供給されたインクをノズル５６Ｎから微
小なインク滴としてシートに吐出することにより、シートに画像を形成する。
【００５０】
　図４及び図５に示すように、本体部８の後面８Ｂには、挿入口８９が形成されている。
挿入口８９は、左右方向に細長い略矩形穴である。図４に示すように、本体部８内には、
上側案内面８９Ｃと下側案内面８９Ｄとが形成されている。上側案内面８９Ｃは、挿入口
８９の上端縁から前側に向かって下り傾斜している。下側案内面８９Ｄは、挿入口８９の
下端縁から前側に向かって下り傾斜している。上側案内面８９Ｃ及び下側案内面８９Ｄは
、湾曲搬送経路Ｐｗ１と水平搬送経路Ｐｗ２との接続点の近傍まで延びている。
【００５１】
　図１及び図４～図９に示すように、シート支持部７は、本体部８の後面８Ｂ側に設けら
れている。シート支持部７は、本体部８の後面８Ｂに形成された挿入口８９を経由して画
像形成部５に供給されるシートを支持するものである。
【００５２】
　より詳しくは、図１及び図４～図９に示すように、本体部８の後面８Ｂには、固定部８
Ｆが組み付けられている。固定部８Ｆは、挿入口８９の下端縁に隣接して後方に突出して
いる。シート支持部７は、第２軸心Ｘ２周りで揺動可能に固定部８Ｆに支持されている。
第２軸心Ｘ２は、第１軸心Ｘ１よりも下側の位置、かつ挿入口８９とおおよそ同じ高さと
なる位置において、後面８Ｂ及び第１軸心Ｘ１と平行な左右方向に延びている。
【００５３】
　図４及び図７に示すように、本体部８の後面８Ｂには、案内部材８Ｇ、８Ｈが組み付け
られている。案内部材８Ｇ、８Ｈは、挿入口８９の下端縁から後方に上り傾斜しつつ延び
ている。上側の案内部材８Ｇと下側の案内部材８Ｈとは、上下方向の間隔を有して互いに
略平行に延びている。
【００５４】
　固定部８Ｆは、分離片８３Ｂと第１支持部材８３Ａとを有している。分離片８３Ｂは、
上下方向において挿入口８９の下端縁とほぼ同じ高さに位置している。分離片８３Ｂは、
挿入口８９の下端縁近傍から後方に延びている。分離片８３Ｂの上面は、挿入口８９の下
端縁よりも少し上方に位置している。分離片８３Ｂの上面は、シート支持部７に支持され
るシートの先端が当接する面である。図示は省略するが、分離片８３Ｂの上面には、上向
きに突出する複数の小さい歯が前後方向に並んで形成されている。その歯によって、シー
ト支持部７に支持される複数枚のシートの先端が捌かれる。
【００５５】
　第１支持部材８３Ａは、分離片８３Ｂの後端縁側から上向きに上り傾斜している。第１
支持部材８３Ａは、シート支持部７と協働して、シート支持部７に支持されるシートの先
端側を支持する
【００５６】
　案内部材８Ｈの上端部には、駆動軸７６Ｓが回転可能に支持されている。駆動軸７６Ｓ
は、図示しない駆動源によって駆動されて回転する。駆動軸７６Ｓには、アーム７６Ａの
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上端部が挿通されている。これにより、アーム７６Ａは、駆動軸７６Ｓ周りで揺動可能と
なっている。
【００５７】
　アーム７６Ａは、第１支持部材８３Ａに向かって下向きに延びている。アーム７６Ａの
下端部には、給送ローラ７６が回転可能に支持されている。給送ローラ７６と駆動軸７６
Ｓとには、無端ベルト７６Ｂが巻き掛けられている。給送ローラ７６は、無端ベルト７６
Ｂによって駆動軸７６Ｓの回転が伝達されることにより回転する。
【００５８】
　図１、図４、図６～図８に示すように、シート支持部７は、側壁７Ｌ、７Ｒと第２支持
部材７１と第３支持部材７２と蓋部材７Ｔとを有している。側壁７Ｌ、７Ｒは、シート支
持部７を左右方向の外側から覆っている。第２支持部材７１と第３支持部材７２と蓋部材
７Ｔとはそれぞれ、左側の側壁７Ｌから右側の側壁７Ｒまでの間に亘って、左右方向に略
平板状に延びている。
【００５９】
　図４及び図７に示すように、第２支持部材７１は、第１支持部材８３Ａの上端縁よりも
上側に位置している。第３支持部材７２は、案内部材８Ｇ、８Ｈの上端縁よりも上側に位
置している。蓋部材７Ｔは、その後端縁側の左右角部が側壁７Ｌ、７Ｒに揺動可能に支持
されている。蓋部材７Ｔは、図１及び図４に示すシート支持部７の上側を塞ぐ位置と、図
７及び図８に示すシート支持部７の上側を開放する位置との間で変位可能とされている。
【００６０】
　図１、図４、図６及び図９（ａ）に示すように、シート支持部７は、本体部８の後面８
Ｂに沿うように第２軸心Ｘ２から上向きに起立した位置にある状態で、挿入口８９を覆う
。図１、図４、図６及び図９（ａ）に示すシート支持部７の位置を第１位置とする。
【００６１】
　その一方、図７、図８及び図９（ｂ）に示すように、シート支持部７は、第１位置から
後方に揺動し、後面８Ｂに対して後方に傾斜した位置にある状態で、第１支持部材８３Ａ
と第２支持部材７１とが連続する平坦面を形成して、挿入口８９に挿入されるシートを支
持可能な状態となる。この状態では、図７に示すように、第１支持部材８３Ａ及び第２支
持部材７１の上側を向く面と、案内部材８Ｈの下面とによって規定される空間として、供
給経路Ｐａ１が形成される。第１支持部材８３Ａと第２支持部材７１とによって形成され
る平坦面には、複数枚のシートが積層状態で支持される。供給経路Ｐａ１は、本体部８の
後面８Ｂよりも後方から挿入口８９を通過し、水平搬送経路Ｐｗ２に到達する。図７、図
８及び図９（ｂ）に示すシート支持部７の位置を第２位置とする。
【００６２】
　図７に示すように、シート支持部７が第２位置にある状態では、案内部材８Ｈと第３支
持部材７２とが連続する平坦面を形成する。案内部材８Ｈ及び第３支持部材７２の上側を
向く面と、案内部材８Ｇの下面とによって規定される空間として、手差し供給経路Ｐａ２
が形成される。案内部材８Ｈと第３支持部材７２とによって形成される平坦面には、手差
し給紙される１枚のシートが支持される。手差し供給経路Ｐａ２は、本体部８の後面８Ｂ
よりも後方から挿入口８９を通過し、水平搬送経路Ｐｗ２に到達する。
【００６３】
　図９及び図１０に示すように、固定部８Ｆとシート支持部７との間には、付勢手段７７
が設けられている。付勢手段７７は、カム７８とカムフォロワ７７Ａとコイルバネ７７Ｃ
とを有している。
【００６４】
　カム７８は、固定部８Ｆに設けられている。図９において、カム７８は、シート支持部
７の右側の側壁７Ｒによって右側から覆われている。図９（ｂ）に示すように、カム７８
は、固定部８Ｆの右端部から上向きに突出する支持部８Ｅに一体成形されている。カム７
８は、第２軸心Ｘ２を中心とする円弧状を描くリブである。図１０に示すように、カム７
８は、略三角形状をなして左側に突出している。カム７８には、頂点７８Ｃと、頂点７８
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Ｃから前側かつ右側に延びる傾斜面７８Ａと、頂点７８Ｃから後側かつ右側に延びる傾斜
面７８Ｂとが形成されている。
【００６５】
　カムフォロワ７７Ａ及びコイルバネ７７Ｃは、シート支持部７に設けられている。図９
では、カムフォロワ７７Ａ及びコイルバネ７７Ｃは、カム７８に対して紙面奥側に位置し
ている。図示は省略するが、カムフォロワ７７Ａは、シート支持部７に左右方向に変位可
能に支持されている。図１０に示すように、コイルバネ７７Ｃは、カムフォロワ７７Ａと
シート支持部７との間に位置して、カムフォロワ７７Ａをカム７８に向けて付勢している
。これにより、コイルバネ７７Ｃは、カム７８に左側から押し付けられている。
【００６６】
　図９（ａ）に示す第１位置にあるシート支持部７が第２軸心Ｘ２周りで揺動し、図９（
ｂ）に示す第２位置に変位すると、カムフォロワ７７Ａ及びコイルバネ７７Ｃもシート支
持部７とともに移動する。一方、固定部８Ｆに設けられたカム７８は動かない。このため
、図１０に示すように、カムフォロワ７７Ａは、傾斜面７８Ａに沿って転動して頂点７８
に到達する過程で圧縮される。そして、カムフォロワ７７Ａは、頂点７８Ｃから傾斜面７
８Ｂに沿って転動する過程で伸長する。
【００６７】
　カムフォロワ７７Ａがカム７８の頂点７８Ｃに当接した状態におけるシート支持部７の
後面８Ｂに対する傾斜角度αは、図９（ｂ）に示す所定の角度α１に設定されている。図
９（ｂ）に示すように、傾斜角度αが所定の角度α１より大きければ、カムフォロワ７７
Ａが傾斜面７８Ｂに押し付けられることにより、シート支持部７が第２位置に向けて付勢
される。その一方、傾斜角度αが所定の角度α１より小さければ、カムフォロワ７７Ａが
傾斜面７８Ａに押し付けられることにより、シート支持部７が第１位置に向けて付勢され
る。
【００６８】
　このような付勢手段７７により、ユーザがシート支持部７を第２軸心Ｘ２周りで揺動さ
せれば、シート支持部７の位置が第１位置及び第２位置のどちらか一方に決まるようにな
っている。
【００６９】
　この複合機１では、シートカセット５８内のシートに画像を形成する場合、図４に示す
ように、画像形成部５が図示しない制御部に制御され、供給ローラ５１Ａがシートカセッ
ト５８内のシートをピックアップして湾曲搬送経路Ｐｗ１へと送り出す。そうすると、第
１搬送ローラ５２Ａ、第２搬送ローラ５３Ａ、第３搬送ローラ５４Ａ及びインクジェット
記録部５６が協調動作し、そのシートを水平搬送経路Ｐｗ２において搬送しながら、その
シートに画像を形成する。そして、画像が形成されたシートは、排出部５９に排出される
。
【００７０】
　また、この複合機１では、シートカセット５８に収容されたシート以外のシートに画像
を形成する場合、図７に示すように、ユーザがシート支持部７を第２位置に変位させる。
そして、そのシート支持部７の第２支持部材７１に複数枚のシートを支持させて画像を形
成する場合、図示しない制御部に制御された給送ローラ７６がシート支持部７の第２支持
部材７１に支持されたシートのうち最上位置のシートに当接する状態で回転する。これに
より、そのシートが供給経路Ｐａ１に沿って搬送され、水平搬送経路Ｐｗ２に到達する。
また、そのシート支持部７の第３支持部材７２に１枚のシートを支持させて手差し給紙で
画像を形成する場合、ユーザが手差し供給経路Ｐａ２に沿ってシートを差し入れて、その
シートの先端を水平搬送経路Ｐｗ２に到達させる。シートの先端が水平搬送経路Ｐｗ２に
到達すれば、図示しない位置検知センサによって検知され、図示しない制御部に検知信号
が伝達される。
【００７１】
　画像形成部５は、図示しない制御部に制御されて、供給経路Ｐａ１又は手差し供給経路
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Ｐａ２を経由して水平搬送経路Ｐｗ２に到達したシートに画像を形成する。そして、画像
が形成されたシートは、排出部５９に排出される。
【００７２】
＜連動機構及びリンク機構＞
　図６に示すように、開閉部９が第１軸心Ｘ１周りで揺動する軌跡Ｋ１上には、第１位置
にあるシート支持部７が存在している。このため、この複合機１では、開閉部９が第１軸
心Ｘ１周りで閉鎖位置から開放位置に揺動するのに連動して、シート支持部７を第１位置
から第２位置に向けて変位させる連動機構を備えている。連動機構は、図５、図６及び図
１１に示す当接部９９Ｌ、９９Ｒと、図５、図６及び図１２に示す被当接部７９Ｌ、７９
Ｒとを有して構成されている。また、この複合機１では、図６、図１３及び図１４に示す
ように、基部６１Ｌ、６１Ｒが上昇すると、左側の基部６１Ｌの上昇に連動して、シート
支持部７を第２位置に向けて変位させるリンク機構１００を備えている。
【００７３】
　図５、図６及び図１１に示すように、当接部９９Ｌ、９９Ｒは、開閉部９に形成されて
いる。図１１では、左側の当接部９９Ｌのみを図示している。右側の当接部９９Ｒは、左
側の当接部９９Ｌと勝手違いの同一構成であるので、説明及び図示を適宜省略する。より
詳しくは、当接部９９Ｌ、９９Ｒは、開閉部９の後面において、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒの
回動部６２Ｌ、６２Ｒよりも上側に位置する部分に一体成形されている。当接部９９Ｌ、
９９Ｒは、開閉部９の後面から後向きに略台形状に突出している。図６に示すように、当
接部９９Ｌ、９９Ｒは、側壁７Ｌ、７Ｒの前面の上側部分に向かって突出している。
【００７４】
　すなわち、当接部９９Ｌ、９９Ｒは、開閉部９が閉鎖位置にある状態で、第１位置にあ
るシート支持部７の上端側に向かって突出している。また、図１１に示すように、当接部
９９Ｌ、９９Ｒは、開閉部９の後面の上端縁よりも上側に突出している。
【００７５】
　図５及び図１２に示すように、被当接部７９Ｌ、７９Ｒは、シート支持部７の上端側に
形成されている。図１２では、左側の被当接部７９Ｌのみを図示している。右側の被当接
部７９Ｒは、左側の被当接部７９Ｌと勝手違いの同一構成であるので、説明及び図示を適
宜省略する。より詳しくは、被当接部７９Ｌ、７９Ｒは、側壁７Ｌ、７Ｒの前面の上側部
分に一体成形されている。左側の被当接部７９Ｌは、側壁７Ｌの前面の左側端縁に沿って
上下方向に延び、かつ前向きに突出するリブである。右側の被当接部７９Ｒも、左側の被
当接部７９Ｌと同様である。
【００７６】
　すなわち、被当接部７９Ｌ、７９Ｒは、シート支持部７が第１位置にある状態で、閉鎖
位置にある開閉部９の当接部９９Ｌ、９９Ｒに向かって突出し、かつ左右方向に延びる第
２軸心Ｘ２に略直交する上下方向に延びている。
【００７７】
　図１３に示すように、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒの基部６１Ｌ、６１Ｒが本体部８に対して
上昇していない状態では、開閉部９が開放位置に変位する際に、当接部９９Ｌ、９９Ｒが
第２軸心Ｘ２周りで円弧状の軌跡を描きつつ変位し、被当接部７９Ｌ、７９Ｒに摺接する
。なお、開閉部９における当接部９９Ｌ、９９Ｒ以外の部位と、シート支持部７における
被当接部７９Ｌ、７９Ｒ以外の部位とが摺接することはない。
【００７８】
　このような当接部９９Ｌ、９９Ｒ及び被当接部７９Ｌ、７９Ｒにより、開閉部９の開放
位置への変位が押圧力Ｆ１としてシート支持部７に作用する。その結果、シート支持部７
は、開閉部９の開放位置への変位に伴って第１位置から第２位置に向けて退避する。押圧
力Ｆ１の向きは、当接部９９Ｌ、９９Ｒの被当接部７９Ｌ、７９Ｒに摺接する位置や、双
方の面当たりの状態によって変化するが、本実施例では、図１３に示すように、おおよそ
第２軸心Ｘ２の周方向を向くように設定されている。
【００７９】
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　この際、図１３に示すシート支持部７の後面８Ｂに対する傾斜角度αは、所定の角度α
１より小さくなるように設定されている。このため、図６等に示すように、開閉部９が閉
鎖位置に移動すると、付勢手段７７の付勢力によって、自動的にシート支持部７が図１３
に示す位置から第１位置に戻る。
【００８０】
　図１４に示すように、リンク機構１００は、左側の基部６１Ｌとシート支持部７との間
に設けられている。リンク機構１００は、作動部１１０と伝達部１２０とを有している。
【００８１】
　本体部８には、左側の基部６１Ｌが挿入される保持穴８６Ｌの後壁面から後面８Ｂまで
貫通する開口８６Ｈが形成されている。開口８６Ｈは、上下方向に延びている。
【００８２】
　図５及び図６に示すように、作動部１１０は、左側の基部６１Ｌの後面に組み付けられ
た樹脂製部材である。作動部１１０は、左側の基部６１Ｌの後面から後向きに突出して、
開口８６Ｈを通過し、シート支持部７に向けて延びている。作動部１１０において、開口
８６Ｈよりも後側で上側を向く接触面１１０Ａは、後向きに下り傾斜した後、略水平に後
方に延びている。
【００８３】
　図１４に示すように、例えば、原稿支持面８１Ａに厚い原稿が支持された状態で開閉部
９が閉鎖位置に移動する場合等、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒの基部６１Ｌ、６１Ｒが第１軸心
Ｘ１とともに本体部８に対して上昇すると、作動部１１０は、左側の基部６１Ｌとともに
上昇する。そして、図６に示すように、基部６１Ｌ、６１Ｒが元の位置まで下降すると、
作動部１１０は、左側の基部６１Ｌとともに下降する。
【００８４】
　図６及び図１４に示すように、伝達部１２０は、シート支持部７に設けられている。よ
り詳しくは、伝達部１２０は、側壁７Ｌに組み付けられた樹脂製部材である。伝達部１２
０は、側壁７Ｌの内壁面から前側かつ下側に突出している。図６に示すように、ヒンジ６
０Ｌ、６０Ｒの基部６１Ｌ、６１Ｒが本体部８に対して上昇していない状態では、伝達部
１２０は、作動部１１０の接触面１１０Ａに対して上側から接触しているか、又は僅かに
離間している。そして、図１４に示すように、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒの基部６１Ｌ、６１
Ｒが第１軸心Ｘ１とともに本体部８に対して上昇し、作動部１１０が左側の基部６１Ｌと
ともに上昇すると、伝達部１２０は、作動部１１０の接触面１１０Ａに当接して押し上げ
られる。これにより、伝達部１２０は、作動部１１０の変位をシート支持部７に伝達し、
シート支持部７を第２軸心Ｘ２周りで揺動させ、第２位置に向けて変位させる。
【００８５】
　この際、図１４に示すシート支持部７の後面８Ｂに対する傾斜角度αは、所定の角度α
１より小さくなるように設定されている。このため、図６等に示すように、開閉部９が閉
鎖位置に移動すると、付勢手段７７の付勢力によって、自動的にシート支持部７が図１４
に示す位置から第１位置に戻る。
【００８６】
　実施例１の複合機１からリンク機構１００を除いたものを比較例として図１５に示す。
この比較例では、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒが有する基部６１Ｌ、６１Ｒが本体部８に対して
上昇した場合において、開閉部９が本体部８及び第２軸心Ｘ２から上方に離間した第１軸
心Ｘ１周りで揺動すると、開閉部９に形成された当接部９９Ｌ、９９Ｒが第１位置にある
シート支持部７の上端側角部に当接し易い。すると、開閉部９からシート支持部７の上端
側に対して、第２軸心Ｘ２の周方向から径内方向に向きが変化した押圧力Ｆ２が作用し易
くなる。押圧力Ｆ２は、シート支持部７の上端側を第２軸心Ｘ２に向けて押し潰すような
圧縮方向の押圧力である。この押圧力Ｆ２によって、開閉部９とシート支持部７とが過度
に押圧し合うと、開閉部９及びシート支持部７に破損等の不具合が生じ易くなる。
【００８７】
　なお、図１４に示すシート支持部７の傾斜角度αは一例である。リンク機構１００によ
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って退避するシート支持部７の傾斜角度αは、開放位置に変位する開閉部９に対して完全
に干渉しない角度まで大きくする必要はない。開放位置に変位する開閉部９に退避したシ
ート支持部７が多少干渉しても、開閉部９とシート支持部７との間に過度の押圧力が作用
しなければ、その程度まで傾斜角度αを小さくできる。
【００８８】
＜作用効果＞
　実施例１の複合機１では、図６に示すように、開閉部９が第１軸心Ｘ１周りで揺動する
軌跡Ｋ１上に、第１位置にあるシート支持部７が存在している。こうして、この複合機１
では、開閉部９とシート支持部７とを接近させることで、小型化を実現できる
【００８９】
　この複合機１では、図１３に示すように、基部６１Ｌ、６１Ｒが本体部８に対して上昇
していない状態では、開閉部９が開放位置に変位する際に、開閉部９に形成された当接部
９９Ｌ、９９Ｒが第１位置にあるシート支持部７の上端側に形成された被当接部７９Ｌ、
７９Ｒに摺接する。これにより、第２軸心Ｘ２周りで揺動可能に本体部８に支持されたシ
ート支持部７に対して、開閉部９からおおよそ第２軸心Ｘ２の周方向を向く押圧力Ｆ１が
作用するので、シート支持部７が第２位置に向けて変位する。つまり、開閉部９の開放位
置への変位に伴って、シート支持部７が第１位置から第２位置に向けて退避するので、開
閉部９からシート支持部７に過度な押圧力が作用し難い。
【００９０】
　また、この複合機１では、図６及び図１４に示すように、左側の基部６１Ｌとシート支
持部７との間にリンク機構１００が設けられている。図１４に示すように、リンク機構１
００は、基部６１Ｌ、６１Ｒが上昇すると、左側の基部６１Ｌの上昇に連動して、シート
支持部７を第２位置に向けて変位させる。より詳しくは、左側の基部６１Ｌからシート支
持部７に向けて延びる作動部１１０が左側の基部６１Ｌとともに上昇し、シート支持部７
に設けられた伝達部１２０が作動部１１０の接触面１１０Ａに当接して押し上げられる。
これにより、伝達部１２０は、作動部１１０の変位をシート支持部７に伝達し、シート支
持部７を第２位置に向けて変位させる。
【００９１】
　こうして、シート支持部７は、左側の基部６１Ｌの上昇に連動して、第１位置から第２
位置に向けて退避する。これにより、この複合機１では、図１４に示すように、ヒンジ６
０Ｌ、６０Ｒが有する基部６１Ｌ、６１Ｒが本体部８に対して上昇した場合において、本
体部８及び第２軸心Ｘ２から上方に離間した第１軸心Ｘ１周りで揺動する開閉部９から、
シート支持部７の上端側に対して、第２軸心Ｘ２の周方向から径内方向に向きが変化した
押圧力、例えば図１５に示すように、シート支持部７の上端側を第２軸心Ｘ２に向けて押
し潰すような圧縮方向の押圧力Ｆ２が作用し難くなる。その結果、この複合機１では、開
閉部９からシート支持部７に過度な押圧力が作用し難くなるので、開閉部９及びシート支
持部７に破損等の不具合が生じることを抑制できる。
【００９２】
　また、この複合機１では、原稿の厚さに応じてヒンジ６０Ｌ、６０Ｒによって上下する
開閉部９が開放位置に揺動する際の軌跡が変動するが、その軌跡の変動にかかわらず、シ
ート支持部７が基部６１Ｌ、６１Ｒの上昇に連動して、第１位置から第２位置に向けて退
避する。このため、この複合機１では、上記従来の複合機と比較して、シート支持部７を
配置可能なスペースが制限され難い。
【００９３】
　したがって、実施例１の複合機１では、開閉部９及びシート支持部７に不具合が生じる
ことを抑制しつつ、小型化を実現できる。
【００９４】
　また、この複合機１では、図１３及び図１４に示すように、連動機構又はリンク機構１
００によって退避するシート支持部の傾斜角度αが所定の角度α１よりも小さい。これに
より、この複合機１では、開閉部９が閉鎖位置に移動する際、及びヒンジ６０Ｌ、６０Ｒ
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の基部６１Ｌ、６１Ｒが下降する際に、付勢手段７７の付勢力によって、自動的にシート
支持部７を第１位置に戻すことができる。
【００９５】
　さらに、この複合機１では、リンク機構１００を構成する簡素な作動部１１０及び伝達
部１２０により、左側の基部６１Ｌの上昇に連動して、シート支持部７を第２位置に向け
て確実に変位させることができる。
【００９６】
　また、この複合機１では、開閉部９が開閉することで、シート支持部７に当接したとし
ても、当接部９９Ｌ、９９Ｒと被当接部７９Ｌ、７９Ｒとが当接するように構成されてお
り、他の部分に擦過痕が付き難く、擦過痕が目立ち難い。このため、この複合機１では、
擦過痕による外観品位の低下を抑制できる。
【００９７】
（実施例２）
　実施例２の複合機では、実施例１の複合機１におけるリンク機構１００の代わりに、図
１６及び図１７に示すリンク機構２００をしている。実施例２のその他の構成は、実施例
１と同一である。このため、実施例１と同一の構成については、同一の符号を付して説明
を省略又は簡略する。
【００９８】
　図１６に示すように、リンク機構２００は、左側の基部６１Ｌとシート支持部７との間
に設けられている。リンク機構２００は、リンク穴２０５と作動レバー２１０と伝達部２
２０とを有している。
【００９９】
　左側の基部６１Ｌには、リンク穴２０５が形成されている。リンク穴２０５は、開口８
６Ｈよりも前側に位置して前後方向に貫通している。リンク穴２０５の下側内壁面は、後
向きに下り傾斜する接触面２０５Ａとされている。
【０１００】
　後面８Ｂには、作動レバー２１０が設けられている。作動レバー２１０は、左右方向か
ら見て、略Ｔ字形状とされている。作動レバー２１０の下向きに突出する部分は、保持穴
８６Ｌよりも下側で後面８Ｂに揺動可能に支持されている。作動レバー２１０の前向きに
突出する部分は、リンク穴２０５内に進入して接触面２０５Ａに当接している。作動レバ
ー２１０の後向きに突出する部分は、レバー支持部７に向かって長く延びている。
【０１０１】
　伝達部２２０は、側壁７Ｌの内壁面に形成されて、上下方向に延びるリブである。伝達
部２２０は、付勢手段７７に付勢されて、作動レバー２１０の後向きに突出する部分に当
接している。
【０１０２】
　図１７に示すように、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒの基部６１Ｌ、６１Ｒが第１軸心Ｘ１とと
もに本体部８に対して上昇すると、作動レバー２１０の前向きに突出する部分は、左側の
基部６１Ｌにおけるリンク穴２０５の接触面２０５Ａに押し上げられる。すると、伝達部
２２０は、揺動する作動レバー２１０の後向きに突出する部分に押される。これにより、
伝達部２２０は、作動レバー２１０の変位をシート支持部７に伝達し、シート支持部７を
第２軸心Ｘ２周りで揺動させ、第２位置に向けて変位させる。
【０１０３】
　このような構成である実施例２の複合機も、実施例１の複合機１と同様の作用効果を奏
することができる。
【０１０４】
（実施例３）
　実施例３の複合機では、実施例１の複合機１におけるリンク機構１００の代わりに、図
１８及び図１９に示すリンク機構３００をしている。実施例３のその他の構成は、実施例
１と同一である。このため、実施例１と同一の構成については、同一の符号を付して説明
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を省略又は簡略する。
【０１０５】
　図１８に示すように、リンク機構３００は、左側の基部６１Ｌとシート支持部７との間
に設けられている。リンク機構３００は、作動レバー３１０と伝達部３２０とを有してい
る。また、実施例３では、保持穴８６Ｌ及び開口８６Ｈが実施例１よりも下向きに延長さ
れている。
【０１０６】
　後面８Ｂには、作動レバー３１０が設けられている。作動レバー３１０は、左右方向か
ら見て、略Ｖ字形状とされている。作動レバー３１０の中間の屈曲部分は、保持穴８６Ｌ
の後側で後面８Ｂに揺動可能に支持されている。作動レバー３１０は、圧縮コイルバネ３
１０Ｓにより図１８の紙面に向かって反時計方向に揺動するように付勢されている。作動
レバー３１０の前向きに突出する部分は、開口８６Ｈを通過して保持穴８６Ｌに進入し、
左側の基部６１Ｌの下端面に当接している。作動レバー３１０の後向きに突出する部分は
、レバー支持部７に向かって長く延びている。なお、作動レバー３１０を付勢する向きが
同じであれば、捩じりコイルバネ等の他の付勢手段を用いてもかまわない。
【０１０７】
　伝達部３２０は、側壁７Ｌの内壁面に形成されて、上下方向に延びるリブである。伝達
部３２０は、付勢手段７７に付勢されて、作動レバー３１０の後向きに突出する部分に当
接している。
【０１０８】
　図１９に示すように、ヒンジ６０Ｌ、６０Ｒの基部６１Ｌ、６１Ｒが第１軸心Ｘ１とと
もに本体部８に対して上昇すると、作動レバー３１０の前向きに突出する部分は、圧縮コ
イルバネ３１０Ｓに付勢されて、上昇する左側の基部６１Ｌの下端面に追従する。すると
、伝達部３２０は、揺動する作動レバー３１０の後向きに突出する部分に押される。これ
により、伝達部３２０は、作動レバー３１０の変位をシート支持部７に伝達し、シート支
持部７を第２軸心Ｘ２周りで揺動させ、第２位置に向けて変位させる。
【０１０９】
　このような構成である実施例３の複合機も、実施例１、２の複合機１と同様の作用効果
を奏することができる。
【０１１０】
　以上において、本発明を実施例１～３に即して説明したが、本発明は上記実施例１～３
に制限されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更して適用できることは
いうまでもない。
【０１１１】
　本発明のリンク機構は、実施例１～３のリンク機構１００、２００、３００の構成には
限定されない。例えば、リンク機構は、基部とシート支持部とにそれぞれマグネットが設
けられ、基部が上昇すると、双方のマグネット同士が上下方向において接近し、双方が互
いに反発し合うことにより、シート支持部を第２位置に向けて変位させてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明は複合機等に利用可能である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…複合機、８…本体部、９…開閉部、７…シート支持部
　３…読取部、５…画像形成部、Ｘ１…第１軸心、Ｘ２…第２軸心
　８Ｃ…本体部の上面、８１Ａ…原稿支持面
　８Ｂ…本体部の側面（後面）、８９…挿入口
　６０Ｌ、６０Ｒ…ヒンジ、６１Ｌ、６１Ｒ…基部
　Ｋ１…開閉部が第１軸心周りで揺動する軌跡
　１００、２００、３００…リンク機構、１１０…作動部、１２０…伝達部
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　α…シート支持部の側面（後面）に対する傾斜角度、α１…所定の角度
　７７…付勢手段、９９Ｌ、９９Ｒ…当接部、７９Ｌ、７９Ｒ…被当接部
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