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(57)【要約】
【課題】給紙トレイに収容された記録用紙が重送された
り給紙ローラのローラ面を極力汚すことなく、一方の面
に画像が記録された記録用紙をスイッチバック搬送する
ことができる薄型な両面記録装置の提供。
【解決手段】給紙トレイ２０の記録用紙は、アーム２６
が第３姿勢に維持された状態で給紙ローラ２５により第
１搬送路２３へ供給される。この記録用紙は、第１搬送
路２３を搬送される過程で記録部２４により一方の面に
画像が記録される。基軸２８及び給紙トレイ２０の間に
は、第２搬送路１５が設けられている。一方の面に画像
が記録された記録用紙７４は、第２姿勢に維持された経
路切換部４１により第２搬送路１５へスイッチバック搬
送される。記録用紙７４は、アーム２６が第４姿勢に維
持された状態で第２搬送路１５から第１搬送路２３にお
ける記録部２４の上流側へ送られ、他方の面に画像が記
録される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の被記録媒体を収容する第１トレイと、
　上記被記録媒体が搬送される第１搬送路と、
　所定の支点を中心に上記第１トレイと接離する方向へ回動可能なアームと、
　上記アームの先端側に回転可能に支持され、上記第１トレイから上記第１搬送路へ被記
録媒体を供給する第１ローラと、
　上記第１搬送路に設けられ、搬送中の被記録媒体に画像を記録する記録部と、
　上記所定の支点及び上記第１トレイの間に設けられ、上記記録部を通過した被記録媒体
を上記第１搬送路における上記記録部の上流側へ案内する第２搬送路と、
　上記第１搬送路における上記記録部の下流側に設けられ、上記記録部を通過した被記録
媒体を排出する第１姿勢と、該被記録媒体を上記第２搬送路へスイッチバック搬送する第
２姿勢との間で姿勢変化可能に構成された経路切換部と、を備え、
　上記アームは、上記第１ローラが上記第１トレイに収容された被記録媒体に当接する第
３姿勢と、該第１ローラが上記第２搬送路よりも上側に配置された第４姿勢との間で姿勢
変化可能に構成されている両面記録装置。
【請求項２】
　上記アームを上記第３姿勢から上記第４姿勢へ姿勢変化するように弾性付勢する付勢部
材を備える請求項１に記載の両面記録装置。
【請求項３】
　上記経路切換部の姿勢変化と上記アームの姿勢変化とを連動させる第１連結部材を備え
、
　上記アームは、上記経路切換部が上記第１姿勢から上記第２姿勢へ姿勢変化されること
に連動して、上記第３姿勢から上記第４姿勢へ姿勢変化されるものである請求項１に記載
の両面記録装置。
【請求項４】
　上記経路切換部の姿勢変化と上記第２搬送路の姿勢変化とを連動させる第２連結部材を
備え、
　上記第２搬送路は、上記経路切換部が上記第１姿勢から上記第２姿勢へ姿勢変化される
ことに連動して、上記第１搬送路における記録部の上流側と近接する方向へ上記第１トレ
イに沿ってスライド可能なガイド部材を備え、
　上記アームは、上記スライドされたガイド部材に当接されて、上記第３姿勢から上記第
４姿勢へ姿勢変化されるものである請求項１に記載の両面記録装置。
【請求項５】
　被記録媒体を挟持して上記第１搬送路における記録部の上流側へ送る第２ローラ対が上
記第２搬送路に設けられている請求項１から４のいずれかに記載の両面記録装置。
【請求項６】
　上記第１ローラは、上記アームが上記第４姿勢に維持された状態で、上記第２搬送路に
案内された被記録媒体を上記第１搬送路における記録部の上流側へ送るものである請求項
１から４のいずれかに記載の両面記録装置。
【請求項７】
　上記第２搬送路に案内された被記録媒体を上記第１ローラとともに挟持して上記第１搬
送路における記録部の上流側へ送る第３ローラが上記第２搬送路に設けられている請求項
６に記載の両面記録装置。
【請求項８】
　上記アームにおける上記第１ローラよりも上記所定の支点側に回転可能に支持された第
４ローラを備え、
　上記第４ローラは、上記アームが上記第４姿勢に維持された状態で、上記第２搬送路に
案内された被記録媒体を上記第１搬送路における記録部の上流側へ送るものである請求項
１から４のいずれかに記載の両面記録装置。
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【請求項９】
　上記第４ローラは、上記アームが上記第４姿勢に維持された状態で、そのローラ面が上
記第１ローラよりも上記第２搬送路側に露出されたものである請求項８に記載の両面記録
装置。
【請求項１０】
　上記アームが上記第４姿勢に維持された状態で、上記第２搬送路に案内された被記録媒
体を上記第４ローラとともに上記第１搬送路における記録部の上流側へ送る第３ローラが
上記第２搬送路に設けられている請求項８又は９に記載の両面記録装置。
【請求項１１】
　上記第２搬送路を構成するガイド部材は、上記被記録媒体が排出される第２トレイに設
けられている請求項１から１０のいずれかに記載の両面記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート状の被記録媒体の両面に画像を記録する両面記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェットプリンタの中には、記録用紙の両面に画像を記録するいわゆる両面印刷
機能を備えたものがある。このインクジェットプリンタは、記録用紙を搬送路に沿って搬
送する過程で記録ヘッドから記録用紙にインクを吐出する。これにより、記録用紙の一方
の面に画像が記録される。インクジェットプリンタは、この記録用紙をスイッチバック搬
送することによって表裏反転させ、搬送路における記録ヘッドの上流側へと送る。記録用
紙は、記録ヘッドを通過する際に他方の面に画像が記録され、搬送路から排紙トレイへ排
出される。
【０００３】
　特許文献１に記載の画像記録装置は、給紙トレイに接離する方向へ揺動可能なアームの
先端に給紙ローラが設けられている。給紙トレイに収容された記録用紙は、この給紙ロー
ラが当接した状態で回転駆動されることによってＵターン搬送路へ供給される。記録用紙
は、Ｕターン搬送路を介してストレートな搬送経路へと送られる。搬送経路には記録ヘッ
ドが設けられている。記録用紙は、搬送経路を搬送される過程で一方の面に画像が記録さ
れる。搬送経路における記録ヘッドの下流側には、開口部が設けられている。一方の面に
画像が記録された記録用紙は、その後端側から開口部を通じてアームの上側に案内される
。給紙ローラの上側には、給紙ローラに接離する従動ローラが設けられている。給紙ロー
ラ及び従動ローラは、アームの上側に案内された記録用紙を挟持した状態で回転駆動され
る。これにより、記録用紙がＵターン搬送路へ送られる。記録用紙は、搬送経路における
記録ヘッドを通過する際に他方の面に画像が記録されて排紙トレイに排出される。
【０００４】
　特許文献２に記載のプリンタは、駆動ローラ、従動ローラ、及び無端ベルトを有するシ
ートピックアップ機構を備える。無端ベルトは、無端環状のものであって、駆動ローラと
従動ローラとの間に張り渡されている。従動ローラは、駆動ローラの軸を回転中心として
、給紙トレイと接離する方向へ揺動可能に設けられている。シートピックアップ機構は、
第１動作位置と第２動作位置とを有する。第１動作位置では、従動ローラが無端ベルトを
介して給紙トレイ上の記録用紙に圧接される。この状態で駆動ローラが正回転されること
によって、給紙トレイから搬送路へ記録用紙が供給される。記録用紙は、搬送路に沿って
搬送される過程で記録部により一方の面に画像が記録される。シートピックアップ機構は
、第１動作位置から第２動作位置へと姿勢変化される。これにより、従動ローラが上方へ
回動されて駆動ローラと略同じ高さになる。この状態で、一方の面に画像が記録された記
録用紙は、無端ベルト上へスイッチバック搬送される。駆動ローラが逆回転されることに
よって記録用紙が無端ベルトに案内されて搬送路における記録部の上流側へと送られる。
この記録用紙は、記録部を通過する際に他方の面に画像が記録されて排出される。



(4) JP 2008-247537 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

【０００５】
　特許文献３及び特許文献４には、一方の面に画像が記録された記録用紙を給紙トレイ上
へスイッチバック搬送して、その記録用紙を給紙ローラにより搬送路へ再送する構成が開
示されている。給紙トレイは、記録用紙が載置される載置板がコイル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、給紙トレイの上方に設
けられている給紙ローラに押し付けられる。この状態で給紙ローラが回転駆動される。こ
れにより、記録用紙は、給紙トレイから搬送路へ供給される。搬送路には記録部が設けら
れており、記録用紙は、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。
搬送路における記録部の下流側、及び給紙ローラは、逆送経路により連結されている。一
方の面に画像が記録された記録用紙は、この逆送経路へと案内されて給紙トレイと給紙ロ
ーラとの間に送られる。記録用紙は、給紙ローラが回転駆動されることによって給紙トレ
イ内の記録用紙と同じ要領で搬送路へ送られる。このようして搬送路へ再送された記録用
紙は、記録部を通過する際に他方の面に画像が記録されて排紙トレイへ排出される。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－３２７７９３号公報
【特許文献２】特開２００４－１７０９４２号公報
【特許文献３】特開２００３－２２６０５３号公報
【特許文献４】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及び特許文献２に記載の装置では、一方の面に画像が記録された
記録用紙を搬送路における記録部の上流側へスイッチバック搬送するための経路が、上方
に回動された給紙ローラのさらに上側に設けられている。このため、装置の高さが高くな
って装置が大型化するという問題点がある。
【０００８】
　特許文献３及び特許文献４に記載の装置では、一方の面に画像が記録されてスイッチバ
ック搬送された記録用紙が給紙トレイへ戻される。このため、スイッチバック搬送される
記録用紙とともに給紙トレイ上の記録用紙が重送されるおそれがある。また、一方の面に
画像が記録された記録用紙を搬送路へ再送するために給紙ローラが使用されるので、再送
される記録用紙から給紙ローラへインクやトナーが付着するおそれがある。
【０００９】
　本発明は、かかる問題に鑑みてなされたものであり、給紙トレイに収容された記録用紙
が重送されたり給紙ローラのローラ面を極力汚すことなく、一方の面に画像が記録された
記録用紙をスイッチバック搬送することができる薄型な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】
【００１０】
　(1)　本発明に係る両面記録装置は、シート状の被記録媒体を収容する第１トレイと、
上記被記録媒体が搬送される第１搬送路と、所定の支点を中心に上記第１トレイと接離す
る方向へ回動可能なアームと、上記アームの先端側に回転可能に支持され、上記第１トレ
イから上記第１搬送路へ被記録媒体を供給する第１ローラと、上記第１搬送路に設けられ
、搬送中の被記録媒体に画像を記録する記録部と、上記所定の支点及び上記第１トレイの
間に設けられ、上記記録部を通過した被記録媒体を上記第１搬送路における上記記録部の
上流側へ案内する第２搬送路と、上記第１搬送路における上記記録部の下流側に設けられ
、上記記録部を通過した被記録媒体を排出する第１姿勢と、該被記録媒体を上記第２搬送
路へスイッチバック搬送する第２姿勢との間で姿勢変化可能に構成された経路切換部と、
を備え、上記アームは、上記第１ローラが上記第１トレイに収容された被記録媒体に当接
する第３姿勢と、該第１ローラが上記第２搬送路よりも上側に配置された第４姿勢との間
で姿勢変化可能に構成されている。
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【００１１】
　第１ローラは、アームが第３姿勢に維持された状態で駆動力が伝達される。これにより
、第１トレイに収容された被記録媒体が第１搬送路へ供給される。被記録媒体は、第１搬
送路に沿って搬送される過程で記録部により一方の面に画像が記録される。印刷の設定が
片面記録の場合、経路切換部が第１姿勢に維持される。一方の面に画像が記録された被記
録媒体は、この経路切換部により第１搬送路から排出される。印刷の設定が両面記録の場
合、経路切換部が第２姿勢に維持される。一方の面に画像が記録された被記録媒体は、第
２搬送路へスイッチバック搬送される。アームは、第１ローラにより第１トレイから第１
搬送路へ被記録媒体が供給された後に、第３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化される。第１ロ
ーラが第２搬送路の上側に配置されるので、第２搬送路がアーム及び第１ローラから解放
される。第２搬送路へスイッチバック搬送された被記録媒体は、第２搬送路から第１搬送
路における記録部の上流側へ送られる。この被記録媒体は、記録部へ再度送られて他方の
面に画像が記録される。その際、経路切換部は第２姿勢から第１姿勢へ姿勢変化されてお
り、両面に画像が記録された被記録媒体は、経路切換部により第１搬送路から排出される
。
【００１２】
　この両面記録装置では、第２搬送路がアームの支点と第１トレイとの間に設けられてい
る。このため、第２搬送路をアームの支点よりも上側に設ける場合に比べて装置を薄型化
することができる。また、印刷の設定が両面記録である場合、スイッチバック搬送される
被記録媒体は、第１トレイへ戻されずに第２搬送路に沿って第１搬送路における記録部の
上流側へ送られる。このため、第１トレイに収容された被記録媒体とスイッチバック搬送
される被記録媒体とが重送されるおそれがない。
【００１３】
　(2)　上記アームを上記第３姿勢から上記第４姿勢へ姿勢変化するように弾性付勢する
付勢部材を備えていてもよい。
【００１４】
　上記構成により、簡単な構成でアームを第４姿勢に維持することが可能となる。
【００１５】
　(3)　上記経路切換部の姿勢変化と上記アームの姿勢変化とを連動させる第１連結部材
を備え、上記アームは、上記経路切換部が上記第１姿勢から上記第２姿勢へ姿勢変化され
ることに連動して、上記第３姿勢から上記第４姿勢へ姿勢変化されるものであってもよい
。
【００１６】
　経路切換部は、第１姿勢から第２姿勢へと姿勢変化される。経路切換部の姿勢変化とア
ームの姿勢変化とが第１連結部材により連動されるので、経路切換部の姿勢変化に伴って
アームが第３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化される。したがって、経路切換部を姿勢変化さ
せるための駆動源と、アームを姿勢変化させるための駆動源とを個別に設ける必要がない
。
【００１７】
　(4)　上記経路切換部の姿勢変化と上記第２搬送路の姿勢変化とを連動させる第２連結
部材を備え、上記第２搬送路は、上記経路切換部が上記第１姿勢から上記第２姿勢へ姿勢
変化されることに連動して、上記第１搬送路における記録部の上流側と近接する方向へ上
記第１トレイに沿ってスライド可能なガイド部材を備え、上記アームは、上記スライドさ
れたガイド部材に当接されて、上記第３姿勢から上記第４姿勢へ姿勢変化されるものであ
ってもよい。
【００１８】
　第２搬送路は、ガイド部材により構成されている。このガイド部材は、第１搬送路にお
ける記録部の上流側と接離する方向へ第１トレイに沿ってスライド可能である。経路切換
部の姿勢変化とガイド部材の姿勢変化とが第２連結部材により連動される。このため、ガ
イド部材は、経路切換部が第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変化されることに伴って、第１搬
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送路における記録部の上流側と近接する方向へスライドされる。アームは、このスライド
されたガイド部材に当接されて第３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化される。したがって、経
路切換部を姿勢変化させるための駆動源と、アームを姿勢変化させるための駆動源を個別
に設ける必要がない。
【００１９】
　(5)　被記録媒体を挟持して上記第１搬送路における記録部の上流側へ送る第２ローラ
対が上記第２搬送路に設けられていてもよい。
【００２０】
　上記構成により、第１ローラを使用することなく、第２搬送路に案内された被記録媒体
を第１搬送路における記録部の上流側へ送ることが可能となる。このため、スイッチバッ
ク搬送される被記録媒体によって第１ローラが汚されることが防止される。
【００２１】
　(6)　上記第１ローラは、上記アームが上記第４姿勢に維持された状態で、上記第２搬
送路に案内された被記録媒体を上記第１搬送路における記録部の上流側へ送るものであっ
てもよい。
【００２２】
　上記構成により、別途ローラを設けることなく、第２搬送路に案内された被記録媒体を
第１搬送路における記録部の上流側へ送ることが可能となる。スイッチバック搬送された
被記録媒体を搬送路へ再送する場合、第１ローラは、アームが第４姿勢に維持された状態
で回転駆動される。第２搬送路に沿って案内される被記録媒体に対する第１ローラの食い
付きは、アームが下方へ回動された状態で回転駆動される場合に比べて充分に弱い。この
ため、スイッチバック搬送される被記録媒体から第１ローラへインクやトナーが付着する
ことが最小限に抑制される。
【００２３】
　(7)　上記第２搬送路に案内された被記録媒体を上記第１ローラとともに挟持して上記
第１搬送路における記録部の上流側へ送る第３ローラが上記第２搬送路に設けられていて
もよい。
【００２４】
　これにより、スイッチバック搬送される被記録媒体の搬送が円滑となり、被記録媒体が
安定的に第２搬送路から第１搬送路における記録部の上流側へ再送される。
【００２５】
　(8)　上記アームにおける上記第１ローラよりも上記所定の支点側に回転可能に支持さ
れた第４ローラを備え、上記第４ローラは、上記アームが上記第４姿勢に維持された状態
で、上記第２搬送路に案内された被記録媒体を上記第１搬送路における記録部の上流側へ
送るものであってもよい。
【００２６】
　第２搬送路に案内された被記録媒体は、アームが第４姿勢に維持された状態で第４ロー
ラにより第１搬送路における記録部の上流側へ送られる。第２搬送路に被記録媒体の搬送
手段を設ける必要がないので、第２搬送路の構成が簡略化される。
【００２７】
　(9)　上記第４ローラは、上記アームが上記第４姿勢に維持された状態で、そのローラ
面が上記第１ローラよりも上記第２搬送路側に露出されたものであってもよい。
【００２８】
　上記構成により、第２搬送路に沿って案内される被記録媒体と第１ローラとが接触する
ことがない。このため、一方の面に画像が記録されてスイッチバック搬送される被記録媒
体により第１ローラが汚されることが防止される。
【００２９】
　(10)　上記アームが上記第４姿勢に維持された状態で、上記第２搬送路に案内された被
記録媒体を上記第４ローラとともに上記第１搬送路における記録部の上流側へ送る第３ロ
ーラが上記第２搬送路に設けられていてもよい。
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【００３０】
　これにより、スイッチバック搬送される被記録媒体の搬送が円滑となり、被記録媒体が
安定的に第２搬送路から第１搬送路における記録部の上流側へ再送される。
【００３１】
　(11)　上記第２搬送路を構成するガイド部材は、上記被記録媒体が排出される第２トレ
イに設けられていてもよい。
【００３２】
　ガイド部材を支持するための部材を新たに設ける必要がないので、装置の構成が簡略化
される。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、第２搬送路がアームの支点と第１トレイとの間に設けられている。こ
のため、第２搬送路をアームの支点よりも上側に設ける場合に比べて装置を薄型化するこ
とができる。また、スイッチバック搬送される被記録媒体は、第１トレイへ戻されずに第
２搬送路に沿って第１搬送路における記録部の上流側へ送られる。このため、第１トレイ
に収容された被記録媒体とスイッチバック搬送される被記録媒体とが重送されるおそれが
ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　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。
【００３５】
［第１実施形態］
　まず、本発明の両面記録装置の第１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。
【００３６】
　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。したがって、本発明に係る両面記録装
置は複合機１０に限定されるものではなく、例えば、スキャナ部１２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。
【００３７】
　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
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り読
み取られる。なお、スキャナ部１２は任意の構成であるため、その詳細な説明は省略する
。
【００３８】
　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
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づいても動作する。
【００３９】
　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（本発明のシート状の被記録媒体の一例）に記録される。
【００４０】
　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。
【００４１】
　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。
【００４２】
　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。
【００４３】
　図２は、プリンタ部１１の構造を示す模式図である。
【００４４】
　給紙トレイ２０は、記録用紙を収容する。給紙トレイ２０は、プリンタ部１１の底側に
配置される（図１参照）。給紙トレイ２０に収容された記録用紙は、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。傾斜板２２の上方には第１搬送路２３（本発明の第１搬送路の一例）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１
０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に収容された記録用
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（図１参照）上の空間へ排出
される。
【００４５】
　図２に示されるように、給紙トレイ２０の上側に給紙ローラ２５（本発明の第１ローラ
の一例）が配置されている。給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０から第１搬送路２３へ記
録用紙を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、モー
タ（不図示）を駆動源として回転駆動される。
【００４６】
　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と接離する方向へ回動
可能に構成されている。アーム２６は、第３姿勢と第４姿勢との間で姿勢変化可能に構成
されている。ここで、第３姿勢は、給紙ローラ２５のローラ面が給紙トレイ２０に収容さ
れた記録用紙に当接する状態である（例えば図３（Ｂ）参照）。第４姿勢は、給紙ローラ
２５が後述の第２搬送路１５よりも上側に配置された状態である（例えば図２参照）。本
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実施形態においては、アーム２０は、コイルバネ８５（本発明の付勢部材の一例、図２参
照）により第３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化するように弾性付勢されている。コイルバネ
８５は、例えばその一端がプリンタ部１１の装置フレームに固定され、他端が給紙ローラ
２５の軸に固定される。アーム２６は、このコイルバネ８５の弾性力により通常において
第４姿勢に維持されている。コイルバネ８５が設けられていることにより、簡単な構成で
アーム２６を第４姿勢に維持することができる。
【００４７】
　アーム２６は、本実施形態においては、給紙ローラ２５へ駆動力が伝達されることによ
って第４姿勢から第３姿勢へ姿勢変化される。具体的には、上述のモータから基軸２８へ
駆動力が伝達されて基軸２８が図２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、アーム２６が給紙トレイ２０側へ回動され、給紙ローラ２５が給紙トレイ２０
に収容された記録用紙に圧接される（例えば図３（Ｂ）参照）。この状態で給紙ローラ２
５が時計方向に回転される。これにより、給紙トレイ２０に収容された最上位置の記録用
紙が傾斜板２２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（図２参照）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
によって制止される。
【００４８】
　第１搬送路２３は、記録部２４等が配設されている箇所以外では、外側ガイド面と内側
ガイド面とによって区画形成されている。すなわち、図には示されていないが、第１搬送
路２３は、外側ガイド部材及び内側ガイド部材が所定間隔で対向配置されることによって
区画形成されている。また、第１搬送路２３が曲がっている箇所には回転コロ（不図示）
が設けられている。この回転コロは、回転自在である。回転コロのローラ面は、外側ガイ
ド面に露出されている。したがって、第１搬送路２３が曲がっている箇所においても、記
録用紙が円滑に搬送される。
【００４９】
　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、搬送中の記録用紙に画像を記録するものである。記録部２４は、キャリッジ３
８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３
８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。
【００５０】
　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を第２搬送路１５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から第２搬送路１５へ向けて
斜め下方に延びている。後に詳述されるが、一方の面に画像が記録された記録用紙７４は
、反転案内部１６及び第２搬送路１５に案内されて第１搬送路２３の上流側部位３７へ送
られる。この記録用紙は、矢印１４の方向へ第１搬送路２３に沿って搬送され、記録部２
４を通過する際に他方の面にも画像が記録される。
【００５１】
　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
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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
によって記録用紙をプラテン４２上へ送る。
【００５２】
　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って記録用紙
を下流側部位３６へ搬送する。
【００５３】
　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、
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。
【００５４】
　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。
【００５５】
　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。
【００５６】
　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。
【００５７】
　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
。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。
【００５８】
　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
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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。
【００５９】
　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。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２
１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３（Ｄ）参照）。
【００６０】
　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３（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３（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、第２搬送路１５へスイッチバック搬送される。
【００６１】
　以下、第２搬送路１５の構成について説明される。
【００６２】
　第２搬送路１５は、記録部２４を通過した記録用紙７４を第１搬送路２３における記録
部２４の上流側（上流側部位３７）へ案内するものである。図２に示されるように、第２
搬送路１５は、反転案内部１６と上流側部位３７とを連結するように、給紙トレイ２０及
び基軸２８の間に設けられている。第２搬送路１５は、給紙トレイ２０の上面を覆う平板
状のガイド部材８９（本発明のガイド部材の一例）によって構成されている。すなわち、
反転案内部１６から案内された記録用紙７４は、ガイド８９の上面に沿ってスイッチバッ
ク搬送される。このガイド部材８９は、排紙トレイ２１に固定されている。このため、ガ
イド部材８９を支持するための部材を新たに設ける必要がないので、装置の構成が簡略化
されている。給紙トレイ２０と基軸２８との間には、給紙トレイ２０と接離する方向へ回
動されるアーム２６が設けられている。図には表れていないが、ガイド部材８９は、アー
ム２６及び給紙ローラ２５が通過する領域が切り欠かれており、平面視が略凹形状に形成
されている。
【００６３】
　ガイド部材８９には、ローラ６５，６６（本発明の第２ローラ対の一例）が対向配置さ
れてなる第２ローラ対５８が設けられている。ローラ６５は、そのローラ面がガイド部材
８９の上側に露出されている。このローラ６５の上側には、回転自在なローラ６６が設け
られている。ローラ６６は、ローラ６５に圧接するように付勢されている。ローラ６６は
、記録用紙７４の記録面８０と圧接するので、そのローラ面が記録用紙７４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。ローラ６５及びローラ６６は、反転案内
部１６からスイッチバック搬送された記録用紙７４を挟持して回転する。これにより、記
録用紙７４が第２搬送路１５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。ローラ６５は、上記モータを駆動源として駆動される。
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【００６４】
　図３及び図４は、第１実施形態に係るプリンタ部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。なお、図３及び図４の各図においてはコイルバネ８５が省略されて
いる。
【００６５】
　上記構成を有するプリンタ部１１では、以下の要領で片面記録が行われる。
【００６６】
　例えば操作パネル４０からの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
基軸２８へ駆動力が伝達される。これにより、アーム２６がコイルバネ８５の付勢力に抗
して第４姿勢から第３姿勢へ姿勢変化される（図３（Ａ）及び（Ｂ）参照）。これに伴い
、コイルバネ８５は、アーム２６を上方へ回動させるための弾性力を蓄える。給紙ローラ
２５は、アーム２６が第３姿勢に維持された状態で回転駆動される。これにより、給紙ト
レイ２０に収容されている最上位置の記録用紙が第１搬送路２３へ供給される（図３（Ｂ
）参照）。
【００６７】
　給紙トレイ２０から第１搬送路２３へ記録用紙が供給されると、給紙ローラ２５は停止
される。アーム２６は、上記モータから給紙ローラ２５へ伝達される駆動力によって給紙
トレイ２０側へ回動されているので、給紙ローラ２５が停止されるとコイルバネ８５が蓄
えた弾性力によって第３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化される。
【００６８】
　給紙トレイ２０から第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、その搬送過程で記録部２４により一方の面に画像が記録される
。印刷の設定が片面記録の場合、経路切換部４１が第１姿勢に維持された状態（図２参照
）でローラ４５及びローラ４６が正転する。これにより、一方の面に画像が記録された記
録用紙７４は、第１搬送路２３から排紙トレイ２１へ排出される。
【００６９】
　上記構成を有するプリンタ部１１では、以下の要領で両面記録が行われる。
【００７０】
　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３（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３（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３（Ｄ）参照）。
【００７１】
　ローラ４５及びローラ４６が逆転することによって、記録用紙７４は搬送方向が変えら
れて反転案内部１６、第２搬送路１５へスイッチバック搬送される（図３（Ｄ）及び図４
（Ａ）参照）。アーム２６が第４姿勢に維持されているので、第２搬送路１５、すなわち
ガイド部材８９の上面がアーム２６及び給紙ローラ２５から開放されている。第２搬送路
１５へスイッチバック搬送された記録用紙７４は、ローラ６５，６６に挟持されて第２搬
送路１５から第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送られる。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が第２搬送路１５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４（Ａ）及び（Ｂ）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。
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【００７２】
　このプリンタ部１１では、第２搬送路１５がアーム２６の支点（基軸２８）と給紙トレ
イ２０との間に設けられている。このため、第２搬送路１５を基軸２８よりも上側に設け
る場合に比べて複合機１０を薄型化することができる。また、印刷の設定が両面記録であ
る場合、スイッチバック搬送される記録用紙７４は、給紙トレイ２０へ戻されずに第２搬
送路１５に沿って第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送られる。このため、給
紙トレイ２０に収容された記録用紙とスイッチバック搬送される記録用紙７４とが重送さ
れるおそれがない。
【００７３】
　また、スイッチバック搬送された記録用紙７４は、ローラ６５及びローラ６６により第
２搬送路１５から上流側部位３７へ送られる。このため、給紙ローラ２５を使用すること
なく、第２搬送路１５に案内された記録用紙７４を第１搬送路２３における記録部２４の
上流側へ送ることができる。したがって、記録用紙７４の記録面８０から給紙ローラ２５
へインクが付着することが防止される。
【００７４】
［第２実施形態］
　以下に、本発明の第２実施形態が説明される。第２実施形態に係る複合機１０は、コイ
ルバネ８５を有しない点、及び第１連結部材５３を有する点が異なるほかは、第１実施形
態と同様の構成である。このため、第１実施形態と共通するものについてはその説明が省
略される。
【００７５】
　図５及び図６は、第２実施形態に係るプリンタ部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。
【００７６】
　本実施形態においては、プリンタ部１１にコイルバネ８５が設けられていない。このた
め、アーム２６は、給紙ローラ２５及びアーム２６に作用する重力によって給紙トレイ２
０側へ回動付勢されている。これにより、アーム２６は、通常において第３姿勢に維持さ
れている（図５（Ａ）参照）。
【００７７】
　プリンタ部１１は、第１連結部材５３（本発明の第１連結部材の一例）を備える。第１
連結部材５３は、経路切換部４１の姿勢変化とアーム２６の姿勢変化とを連動させるもの
である。第１連結部材５３は、連結アーム５４、連結アーム５５、及び連結軸５７を有し
て構成されている。連結軸５７は、連結アーム５４及び連結アーム５５を互いに回動可能
に連結するものである。連結軸５７は、ローラ状のものであって、その外周面は拍車状に
凹凸している。連結軸５７は、スライド可能に構成されており、そのスライド方向がガイ
ド溝８３（図５（Ａ）参照）により図５及び図６の各図における左右方向に規制されてい
る。連結アーム５４は、その一端が従動ローラ４７の軸５１に接続され、他端が連結軸５
７に接続されている。連結アーム５５は、その一端がアーム２６に接続され、他端が連結
軸５７に接続されている。このように、経路切換部４１及びアーム２６は、連結アーム５
４、連結軸５７、及び連結アーム５５によって連結されている。
【００７８】
　図５（Ａ）に示されるように、給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０に収容された最上位
置の記録用紙に圧接された状態で回転駆動される。これにより、給紙トレイ２０から第１
搬送路２３へ記録用紙が供給される（図５（Ａ）及び（Ｂ）参照）。この記録用紙は、第
１搬送路２３に沿って搬送される過程で記録部２４により一方の面に画像が記録される。
ローラ４５及びローラ４６は、経路切換部４１が第１姿勢に維持された状態で正転する。
これにより、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（図５（Ｂ）及び（Ｃ）参照）。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）。
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【００７９】
　この姿勢変化によって、連結軸５７が矢印９７（図５（Ｃ）参照）で示される方向へス
ライドされる。これに伴って連結アーム５５も矢印９７で示される方向へ移動されるので
、その連結アーム５５によりアーム２６が揺動される。その結果、アーム２６が第３姿勢
から第４姿勢へ姿勢変化される（図５（Ｃ）及び（Ｄ）参照）。このように、アーム２６
は、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ことに連動して、第３姿勢
から第４姿勢へ姿勢変化される。
【００８０】
　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と、記録用紙７４の後端部８
１は、補助ローラ４７によって下側へ押圧されて反転案内部１６側へ向けられる（図５（
Ｃ）及び（Ｄ）参照）。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、第２搬送路１５へスイッチバック搬送される（
図５（Ｄ）及び図６（Ａ）参照）。アーム２６が第４姿勢に維持されているので、第２搬
送路１５、すなわちガイド部材８９の上面がアーム２６及び給紙ローラ２５から開放され
ている。第２搬送路１５へスイッチバック搬送された記録用紙７４は、ローラ６５，６６
に挟持されて第２搬送路１５から第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送られる
（図６（Ａ）及び（Ｂ）参照）。これにより、記録用紙７４は表裏反転される。記録用紙
７４が記録部２４へ再度送られ、記録用紙７４の他方の面（記録面８０の反対側の面）に
画像が記録される。経路切換部４１は、第２搬送路１５から第１搬送路２３へ記録用紙７
４が送り出された後に、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）。経路切換部４１の姿勢変化とアーム２６の姿勢変化が連動されているので、この
経路切換部４１の姿勢変化に伴ってアーム２６が第４姿勢から第３姿勢へ姿勢変化される
。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）。
【００８１】
　以上説明したように、経路切換部４１は、第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変化される。経
路切換部４１の姿勢変化とアーム２６の姿勢変化とが第１連結部材５３により連動される
ので、経路切換部４１の姿勢変化に伴ってアーム２６が第３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化
される。したがって、経路切換部４１を姿勢変化させるための駆動源と、アーム２６を姿
勢変化させるための駆動源を個別に設ける必要がないという利点がある。
【００８２】
［第３実施形態］
　以下に、本発明の第３実施形態が説明される。第３実施形態に係る複合機１０は、第１
連結部材５３に代えて第２連結部材７２を有する点、第２搬送路１５に代えて第２搬送路
６８を有する点が異なるほかは、第２実施形態と同様の構成である。このため、第２実施
形態と共通するものについてはその説明が省略される。
【００８３】
　図７及び図８は、第３実施形態に係るプリンタ部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。
【００８４】
　本実施形態においては、プリンタ部１１は、第２搬送路６８（本発明の第２搬送路の一
例）を備える。第２搬送路６８は、ガイド部材５６（本発明のガイド部材の一例）を備え
る。ガイド部材５６は、排紙トレイ２１にスライド可能に設けられている。このガイド部
材５６は、第１搬送路２３における記録部２４の上流側と接離する方向（図７における左
右方向）へ給紙トレイ２０に沿ってスライド可能に排紙トレイ２１に支持されている。ガ
イド部材５６には、ガイド部材８９に設けられていた切り欠きは設けられていない。すな
わち、ガイド部材５６は、平面視で略矩形状のものである。第２搬送路６８は、ガイド部
材５６がスライドされることによってアーム２６と接離する。ガイド部材５６がアーム２
６と離間された状態においては、アーム２６が第３姿勢に維持される。ガイド部材５６は
、第１搬送路２３における記録部２４の上流側（図７及び図８の各図において左側）へ向
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けてスライドすることによってアーム２６に当接し、アーム２６を揺動させる。これによ
り、アーム２６が上方へ回動されて第３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化される（図７（Ｃ）
及び（Ｄ）参照）。
【００８５】
　ガイド部材５６には、ローラ７０（本発明の第３ローラの一例）が設けられている。ロ
ーラ７０は、第１搬送路２３における記録部２４の上流側と接離する方向（図７における
左右方向）と略直交する水平方向を軸として回転自在に設けられている。ローラ７０は、
そのローラ面がガイド部材５６の上面から露出されている。このローラ７０は、第２搬送
路６８が第４姿勢に維持された状態において、給紙ローラ２５と対向配置される（例えば
図７（Ｄ）参照）。ローラ７０は、第２搬送路６８に案内された記録用紙７４を給紙ロー
ラ２５とともに挟持して第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送る。換言すれば
、給紙ローラ２５は、アーム２６が第４姿勢に維持された状態で、第２搬送路６８に案内
された記録用紙７４をローラ７０とともに挟持して第１搬送路２３における記録部２４の
上流側へ送る。
【００８６】
　プリンタ部１１は、第２連結部材７２を備える。第２連結部材７２は、経路切換部４１
の姿勢変化と第２搬送路６８（ガイド部材５６）の姿勢変化とを連動させるものである。
第２連結部材７２は、連結アーム７６、連結アーム７７、及び連結軸７９を有して構成さ
れている。連結軸７９は、連結アーム７６及び連結アーム７７を互いに回動可能に連結す
るものである。連結軸７９は、ローラ状のものであって、その外周面は拍車状に凹凸して
いる。連結軸７９は、スライド可能に構成されており、そのスライド方向がガイド溝８８
（図７（Ａ）参照）により図７及び図８の各図における左右方向に規制されている。連結
アーム７６は、その一端が従動ローラ４７の軸５１に接続され、他端が連結軸７９に接続
されている。連結アーム７７は、その一端がガイド部材５６に設けられたローラ７０の軸
に接続され、他端が連結軸７９に接続されている。このように、経路切換部４１及び第２
搬送路６８は、連結アーム７６、連結軸７９、及び連結アーム７７によって連結されてい
る。
【００８７】
　図７（Ａ）に示されるように、給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０に収容された最上位
置の記録用紙に圧接された状態で回転駆動される。これにより、給紙トレイ２０から第１
搬送路２３へ記録用紙が供給される（図７（Ａ）及び（Ｂ）参照）。記録用紙は、第１搬
送路２３に沿って搬送される過程で記録部２４により一方の面に画像が記録される。ロー
ラ４５及びローラ４６は、経路切換部４１が第１姿勢に維持された状態で正転する（図７
（Ｂ）参照）。これにより、一方の面に画像が記録された記録用紙７４は、排紙トレイ２
１側へ搬送される（図７（Ｂ）及び（Ｃ）参照）。そして、この記録用紙７４の後端部８
１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７（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７（Ｃ）及び（Ｄ）
参照）。
【００８８】
　この姿勢変化によって、連結軸７９が矢印９９（図７（Ｃ）参照）で示される方向へス
ライドされる。これに伴って連結アーム７７も矢印９９で示される方向へ移動されるので
、第２搬送路６８のガイド部材５６が矢印９９で示される方向へスライドされる。スライ
ドされたガイド部材５６によってアーム２６が揺動される。その結果、アーム２６が第３
姿勢から第４姿勢へ姿勢変化される（図７（Ｃ）及び（Ｄ）参照）。このように、ガイド
部材５６は、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ことに連動して、
第１搬送路２３における記録部２４の上流側と近接する方向（矢印９９の方向）へスライ
ドされる。そして、アーム２６は、スライドされたガイド部材５６に当接されて、第３姿
勢から第４姿勢へ姿勢変化される。アーム２６は、給紙ローラ２５がローラ７０に支持さ
れることによって第４姿勢に維持される。したがって、経路切換部４１を姿勢変化させる
ための駆動源と、アーム２６を姿勢変化させるための駆動源を個別に設ける必要がないと
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いう利点がある。
【００８９】
　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と、記録用紙７４の後端部８
１は、補助ローラ４７によって下側へ押圧されて反転案内部１６側へ向けられる（図７（
Ｃ）及び（Ｄ）参照）。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、第２搬送路６８へスイッチバック搬送される（
図７（Ｄ）及び図８（Ａ）参照）。第２搬送路６８へスイッチバック搬送された記録用紙
７４は、給紙ローラ２５及びローラ７０に挟持されて第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
。記録用紙７４が記録部２４へ再度送られ、記録用紙７４の他方の面（記録面８０の反対
側の面）に画像が記録される（図８（Ｂ）参照）。
【００９０】
　経路切換部４１は、第２搬送路６８から第１搬送路２３へ記録用紙７４が送り出された
後に、第２姿勢から第１姿勢へ姿勢変化される。これに伴い、ガイド部材５６がアーム２
６から離間してアーム２６が第４姿勢から第３姿勢へ姿勢変化される（図８（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８（Ｄ）参照）。
【００９１】
　本実施形態においては、アーム２６が第４姿勢に維持された状態で給紙ローラ２５が回
転駆動される。これにより、スイッチバック搬送された記録用紙７４が給紙ローラ２５及
びローラ７０に挟持されて第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送られる。第２
搬送路６８を搬送される記録用紙７４に対する給紙ローラ２５の食い付きは、アーム２６
が下方へ回動された状態で回転駆動される場合に比べて充分に弱い。このため、記録用紙
７４の記録面８０から給紙ローラ２５へインクが付着することが最小限に抑制される。
【００９２】
　また、本実施形態においては、スイッチバック搬送された記録用紙７４を給紙ローラ２
５とともに挟持して送るローラ７０がガイド部材５６に設けられている。このため、ロー
ラ７０が設けられていない場合に比べて記録用紙７４の搬送が円滑となり、記録用紙７４
が安定的に第２搬送路６８から第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送られる。
【００９３】
［第４実施形態］
　以下に、本発明の第４実施形態が説明される。第４実施形態に係る複合機１０は、アー
ム２６に供給ローラ９８（本発明の第４ローラの一例）が設けられている点が異なる他は
、第３実施形態とほぼ同様の構成である。このため、第３実施形態と共通するものについ
てはその説明が省略される。
【００９４】
　図９は、アーム２６に設けられている給紙ローラ２５と供給ローラ９８との関係を示す
模式図である。
【００９５】
　本実施形態においては、アーム２６における給紙ローラ２５よりも基軸２８側に回転可
能に支持されたローラ９８を備える。本実施形態におけるアーム２６には、伝達ギヤ９１
～９５が設けられてる。伝達ギヤ９１～９４は、基軸２８と供給ローラ９８の間に設けら
れている。伝達ギヤ９５は、供給ローラ９８と給紙ローラ２５の間に設けられている。供
給ローラ９８及び給紙ローラ２５の軸には、それぞれギヤが設けられている。供給ローラ
９８のギヤは、伝達ギヤ９４，９５と噛み合わされている。給紙ローラ２５のギヤは、伝
達ギヤ９５と噛み合わされている。上記モータから基軸２８に伝達された駆動力は、伝達
ギヤ９１～９４を介して供給ローラ９８に伝達され、伝達ギヤ９５を介して給紙ローラ２
５へ伝達される。これにより、給紙ローラ２５及び供給ローラ９８は、上記モータに駆動
されて同方向に回転される。
【００９６】
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　図９（Ａ）に示されるように、アーム２６が第３姿勢に維持された状態では、供給ロー
ラ９８は、そのローラ面が給紙ローラ２５よりも上側に位置する。アーム２６が第３姿勢
に維持された状態では、供給ローラ９８が給紙トレイ２０に収容された記録用紙に当接し
ないので、記録用紙は、給紙ローラ２５のみによって給紙トレイ２０から第１搬送路２３
へ供給される。図９（Ｂ）に示されるように、アーム２６が第４姿勢に維持された状態で
は、供給ローラ９８は、そのローラ面が給紙ローラ２５よりも第２搬送路６８側に露出さ
れる。アーム２６が第４姿勢に維持された状態では、給紙ローラ２５が第２搬送路６８に
沿ってスイッチバック搬送される記録用紙に当接しないので、記録用紙は、供給ローラ９
８のみによって第２搬送路６８から第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送られ
る。
【００９７】
　第２搬送路６８におけるガイド部材５６には、ローラ９６（本発明の第３ローラの一例
）が設けられている。ローラ９６は、アーム２６が第４姿勢に維持された状態で供給ロー
ラ９８と対向配置されるものである。このローラ９６は、ガイド部材５６における設置場
所が異なる点を除いてローラ７０（例えば図７（Ｄ）参照）と同様のものである。ローラ
９６は、アーム２６が第４姿勢に維持された状態で、第２搬送路６８に案内された記録用
紙を供給ローラ９８とともに第１搬送路２３における記録部２４の上流側へ送る。すなわ
ち、供給ローラ９８及びローラ９６は、第２搬送路６８へスイッチバック搬送された記録
用紙を挟持して回転することによって、その記録用紙を第１搬送路２３における記録部２
４の上流側へ送る。
【００９８】
　図１０及び図１１は、第４実施形態に係るプリンタ部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。本実施形態においては、連結アーム７７は、その一端がローラ
９６の軸に接続され、他端が連結軸７９に接続されている。
【００９９】
　図１０（Ａ）に示されるように、給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０に収容された最上
位置の記録用紙に圧接された状態で回転駆動される。これにより、給紙トレイ２０から第
１搬送路２３へ記録用紙が供給される（図１０（Ａ）及び（Ｂ）参照）。記録用紙は、第
１搬送路２３に沿って搬送される過程で記録部２４により一方の面に画像が記録される。
ローラ４５及びローラ４６は、経路切換部４１が第１姿勢に維持された状態で正転する。
これにより、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（図１０（Ｂ）及び（Ｃ）参照）。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１０（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１０（Ｃ）及び（Ｄ）参照）。
【０１００】
　この姿勢変化によって、連結軸７９が矢印９０（図１０（Ｃ）参照）で示される方向へ
スライドされる。これに伴って連結アーム７７も矢印９０で示される方向へ移動されるの
で、第２搬送路６８のガイド部材５６が矢印９０で示される方向へスライドされる。スラ
イドされたガイド部材５６によってアーム２６が揺動される。その結果、アーム２６が第
３姿勢から第４姿勢へ姿勢変化される（図１０（Ｃ）及び（Ｄ）参照）。アーム２６は、
供給ローラ９８がローラ９６に支持されることによって第４姿勢に維持される。
【０１０１】
　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と、記録用紙７４の後端部８
１は、補助ローラ４７によって下側へ押圧されて反転案内部１６側へ向けられる（図１０
（Ｄ）参照）。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、第２搬送路６８へスイッチバック搬送される（図１０（
Ｄ）及び図１１（Ａ）参照）。第２搬送路６８へスイッチバック搬送された記録用紙７４
は、供給ローラ９８及びローラ９６に挟持されて第２搬送路６８から第１搬送路２３にお
ける記録部２４の上流側へ送られる。これにより、記録用紙７４は、表裏反転される。記
録用紙７４が記録部２４へ再度送られ、記録用紙７４の他方の面（記録面８０の反対側の
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面）に画像が記録される（図１１（Ｂ）参照）。経路切換部４１は、第２搬送路６８から
第１搬送路２３へ記録用紙７４が送り出された後に、第２姿勢から第１姿勢へ姿勢変化さ
れる。これに伴い、ガイド部材５６がアーム２６から離間してアーム２６が第４姿勢から
第３姿勢へ姿勢変化される（図１１（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１１（Ｄ）参照）。
【０１０２】
　本実施形態においては、第２搬送路５６に案内された記録用紙７４は、アーム２６が第
４姿勢に維持された状態で、供給ローラ９８により第１搬送路２３における記録部２４の
上流側へ送られる。本実施形態においては、ガイド部材５６にローラ９６が設けられてい
るが、第２搬送路５６に記録用紙７４の搬送手段を必ずしも設ける必要はなく、第２搬送
路５６の構成が簡略化される。
【０１０３】
　また、供給ローラ９８により第２搬送路５６から第１搬送路２３における記録部２４の
上流側へと送られる記録用紙７４と給紙ローラ２５とが接触することがない。このため、
一方の面に画像が記録されてスイッチバック搬送された記録用紙７４により給紙ローラ２
５が汚されることがない。
【０１０４】
　また、本実施形態においては、スイッチバック搬送された記録用紙７４を供給ローラ９
８とともに挟持して送るローラ９６がガイド部材５６に設けられている。このため、ロー
ラ９６が設けられていない場合に比べて記録用紙７４の搬送が円滑となり、記録用紙７４
が安定的に第２搬送路６８から第１搬送路２３における記録部２４の上流側へと送られる
。ただし、ガイド部材５６の上面に沿って記録用紙７４が円滑に搬送される場合には、ロ
ーラ９６は必ずしも設ける必要はない。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【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、第１実施形態に係るプリンタ部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４】図４は、第１実施形態に係るプリンタ部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５】図５は、第２実施形態に係るプリンタ部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、第２実施形態に係るプリンタ部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７】図７は、第３実施形態に係るプリンタ部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８】図８は、第３実施形態に係るプリンタ部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９】図９は、アーム２６に設けられている給紙ローラ２５と供給ローラ９８との関係
を示す模式図である。
【図１０】図１０は、第４実施形態に係るプリンタ部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１１】図１１は、第４実施形態に係るプリンタ部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】
【０１０６】
　１０・・・複合機
　１１・・・プリンタ部（本発明の両面記録装置の一例）
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　１５・・・第２搬送路（本発明の第２搬送路の一例）
　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
　２４・・・記録部
　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（本発明における所定の支点の一例）
　３９・・・インクジェット記録ヘッド
　４１・・・経路切換部
　５３・・・第１連結部材
　５６・・・ガイド部材（本発明のガイド部材の一例）
　６５，６６・・・ローラ（本発明の第２ローラ対）
　６８・・・第２搬送路（本発明の第２搬送路の一例）
　７０・・・ローラ（本発明の第３ローラの一例）
　７２・・・第２連結部材
　８５・・・コイルバネ（本発明の弾性部材の一例）
　８９・・・ガイド部材（本発明のガイド部材の一例）
　９６・・・ローラ（本発明の第３ローラの一例）
　９８・・・供給ローラ（本発明の第４ローラの一例）

【図１】 【図２】
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