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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートを支持する支持面を有する支持部と、
　上記支持面に支持されたシートを給送向きに給送する給送ローラと、
　一方の端部において上記給送ローラを回転可能に支持し、他方の端部を回動軸として回
動可能な第１アームと、
　上記支持面に設けられた凹部と、
　一端が他端よりも上記給送向き上流側且つ上記支持面から離間しており、一端側を回動
軸とし且つ他端側を先端側として回動可能であり、他端が上記凹部に進入した第１位置及
び他端が上記凹部から退出した第２位置に回動する第２アームと、
　上記第２アームを上記第１位置側へ付勢する付勢部材と、を備え、
　上記第１位置の上記第２アームにおいて、上記凹部に進入していない部分であって上記
支持面と対向する案内面は、上記給送ローラよりも上記給送向き上流側に位置しており、
　上記第２位置の上記第２アームにおいて、上記第２アームの他端は、上記給送ローラよ
りも上記給送向き下流側に位置している給送装置。
【請求項２】
　上記第２アームは一対設けられており、上記給送向きと直交し且つ上記支持面に沿った
方向において、上記給送ローラを挟んで配置されている請求項１に記載の給送装置。
【請求項３】
　上記第１位置または上記第２位置のうちいずれか一方の位置にある上記第２アームを検
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知する検知部を備える請求項１または２に記載の給送装置。
【請求項４】
　上記第１アームと上記第２アームの回動軸の中心は同一であり且つ互いに独立して回動
可能である請求項１から３のいずれかに記載の給送装置。
【請求項５】
　上記第２アームの回動軸は、上記第１アームの回動軸よりも上記給送向き上流側に配置
されている請求項１から３のいずれかに記載の給送装置。
【請求項６】
　上記第２アームの他端は、湾曲している請求項１から５のいずれかに記載の給送装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の給送装置と、
　上記給送ローラによって給送されたシートに画像を記録する記録部と、を備える画像記
録装置。
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支持部に支持されたシートを給送する給送装置、及び当該給送装置を備えた
画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、傾斜状態の支持部が、積層状態の複数枚のシートを支持しており且つ当該シ
ートが支持部の傾斜に沿って斜め下向きに給送されるように構成されている給送装置が知
られている（特許文献１）。この給送装置においては、支持部に支持されている複数枚の
シートは、給送ローラの自重により付勢されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１０６３４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された給送装置の場合、傾斜状態の支持部に支持され
ている複数枚のシートは、自重によって、或いは最上位置のシートが給送ローラの回転に
より給送される際に当該最上位置のシートと当接しているシートが当該最上位置のシート
との間の摩擦力などの原因により連れ立つことによって、支持部の傾斜に沿って移動し易
くなる。その結果、シートの重送が発生し易くなるおそれがある。また、別の原因として
考えられるのは、特許文献１に開示された給送装置の場合、分離部材である分離爪から給
送ローラまで、ある程度の距離がある。そのため、複数枚のシートは、給送ローラと当接
している位置では支持部に付勢されているが、分離爪から給送ローラまでの区間では給送
ローラに付勢されていない。このため、シートの給送が繰り返される間に複数のシート間
に隙間が形成されることがある。この場合、各シートと分離爪との当接角度が変化するこ
とにより、シートが分離爪を乗り越えるのに必要な搬送力が各シート毎に異なってしまう
ため、シートの重送が発生するおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、シートの重送が発生す
る可能性を低くできる手段を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　(1)　本発明に係る給送装置は、シートを支持する支持面を有する支持部と、上記支持
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面に支持されたシートを給送向きに給送する給送ローラと、一方の端部において上記給送
ローラを回転可能に支持し、他方の端部を回動軸として回動可能な第１アームと、上記支
持面に設けられた凹部と、一端が他端よりも上記給送向き上流側且つ上記支持面から離間
しており、一端側を回動軸とし且つ他端側を先端側として回動可能であり、他端が上記凹
部に進入した第１位置及び他端が上記凹部から退出した第２位置に回動する第２アームと
、上記第２アームを上記第１位置側へ付勢する付勢部材と、を備える。上記第１位置の上
記第２アームにおいて、上記凹部に進入していない部分であって上記支持面と対向する案
内面は、上記給送ローラよりも上記給送向き上流側に位置している。上記第２位置の上記
第２アームにおいて、上記第２アームの他端は、上記給送ローラよりも上記給送向き下流
側に位置している。
【０００７】
　本構成によれば、支持部にシートが支持されていない状態において、第２アームは、付
勢部材に付勢されることによって第１位置である。この状態において、１枚または複数枚
のシートを給送向き下流側から給送装置に進入させて支持部に支持させる場合、当該シー
トは、最初に第２アームの案内面に当接する。つまり、当該シートは最初に給送ローラに
当接しない。ここで、給送ローラの多くは、ローラ面をゴムで構成されているため、当該
ローラ面に接触したシートは折れ曲がり易い。つまり、本構成では、当該シートが、最初
に給送ローラに当接しないため、給送装置に進入したシートが折れ曲がる可能性を低くで
きる。
【０００８】
　次に、給送装置に進入したシートは、第２アームの案内面に沿って給送向き下流側に案
内される。その際、第２アームはシートに押されることによって付勢部材の付勢力に抗っ
て第１位置から第２位置へ向けて回動する。これにより、シートを給送ローラと支持部の
支持面との間に導くことができる。
【０００９】
　また、第２位置の第２アームの他端は、給送ローラよりも給送向き下流側に位置してい
る。つまり、第２アームに案内されて給送ローラと支持部の支持面との間を通過したシー
トは、第２アームの他端によって押さえられた状態となる。すなわち、本構成によれば、
シートを、給送ローラよりも給送向き下流側で押さえることができる。これにより、シー
トが給送ローラのみによって押さえられている状態よりも、シートの重送の可能性を低く
することができる。
【００１０】
　(2)　上記第２アームは一対設けられており、上記給送向きと直交し且つ上記支持面に
沿った方向において、上記給送ローラを挟んで配置されている。
【００１１】
　給送向きと直交し且つ支持面に沿った方向における給送ローラの一方側のみに圧力がか
かり他方側に圧力がかからないことでシートは斜行し易くなるが、本構成によれば、シー
トは給送ローラの両側において第２アームによって押さえられるため、上記のようなシー
トの斜行の可能性を低くできる。
【００１２】
　(3)　本発明に係る給送装置は、上記第１位置または上記第２位置のうちいずれか一方
の位置にある上記第２アームを検知する検知部を備える。
【００１３】
　本構成によれば、支持部にシートが支持されていない状態において、第２アームは、付
勢部材に付勢されることによって第１位置である。また、支持部にシートが支持された状
態において、第２アームは、シートに押されることによって第２位置である。つまり、検
知部は、第２アームの位置に基づいて支持部におけるシートの支持の有無を検知すること
ができる。すなわち、本構成によれば、第２アームを、シートの支持の有無を検知するた
めに検知部に検知される被検知部材とすることができるため、給送装置に、シートを検知
するための専用の被検知部材を設ける必要がない。
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【００１４】
　(4)　上記第１アームと上記第２アームの回動軸の中心は同一であり且つ互いに独立し
て回動可能である。
【００１５】
　本構成によれば、第１アーム及び第２アームの回動軸を個別に設ける必要がないため、
第１アーム及び第２アームの構成を単純化できる。
【００１６】
　(5)　上記第２アームの回動軸は、上記第１アームの回動軸よりも上記給送向き上流側
に配置されている。
【００１７】
　本構成によれば、第２アームの回動軸が第１アームの回動軸よりも給送向き上流側であ
る程、給送装置に進入するシートを早期に第２アームの案内面に当接させることができる
。また、支持部の支持面に対する第２アームの傾斜角度を緩やかにすることができる。
【００１８】
　(6)　上記第２アームの他端は、湾曲している。
【００１９】
　本構成によれば、第２アームの他端は湾曲しているため、給送装置に進入したシートが
第２アームよりも給送向き下流側に抜ける際に、第２アームの他端に当接して折れ曲がる
可能性を低くすることができる。
【００２０】
　(7)　本発明は、上記給送装置と、上記給送ローラによって給送されたシートに画像を
記録する記録部と、を備える画像記録装置として捉えることもできる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、支持部に支持されたシートを、給送ローラよりも給送向き下流側で押
さえることができるため、シートの重送が発生する可能性を低くできる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、可動部１８６が起立状態の複合機１０の外観斜視図である。
【図２】図２は、プリンタ部１１の内部構造を示す縦断面図である。
【図３】図３は、可動部１８６が倒伏状態のバイパストレイ７１を示す斜視図である。
【図４】図４は、可動部１８６が除かれた状態の複合機１０の後面側の外観斜視図である
。
【図５】図５は、複合機１０の縦断面図であり、押さえアーム７３が第１位置の状態が示
されている。
【図６】図６は、図５の破線の矩形枠部分の拡大図である。
【図７】図７は、複合機１０の縦断面図であり、押さえアーム７３が第２位置の状態が示
されている。
【図８】図８は、図７の破線の矩形枠部分の拡大図である。
【図９】図９は、複合機１０の背面図である。
【図１０】図１０は、図１の破線の矩形枠部分の拡大図であり、記録用紙の挿入先端が押
さえアーム７３の面５３に当接した状態が示されている。
【図１１】図１１は、図３の破線の矩形枠部分の拡大図であり、記録用紙の挿入先端が給
送ローラ７５と支持面１８８との間に位置する状態が示されている。
【図１２】図１２は、図３の破線の矩形枠部分の拡大図であり、記録用紙の挿入先端が分
離片７２に当接した状態が示されている。
【図１３】図１３は、変形例における給送装置７０の給送アーム７６及び押さえアーム７
３周辺を示す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　以下、本発明の実施形態に係る複合機１０について説明する。なお、以下に説明される
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。また、以下の説明では、矢印の起点から終点に向かう進
みが向きと表現され、矢印の起点と終点とを結ぶ線上の往来が方向と表現される。また、
以下の説明においては、複合機１０が使用可能に設置された状態（図１の状態）を基準と
して上下方向７が定義され、開口１３が設けられている側を手前側（前面）として前後方
向８が定義され、複合機１０を手前側（前面）から視て左右方向９が定義される。
【００２４】
［複合機１０の全体構成］
　図１に示されるように、複合機１０は、概ね直方体に形成されており、インクジェット
記録方式で記録用紙などのシートに画像を記録するプリンタ部１１を備えている。複合機
１０は、ファクシミリ機能及びプリント機能などの各種の機能を有している。
【００２５】
　プリンタ部１１は、前面に開口１３が形成された筐体１４を有している。また、各種サ
イズの記録用紙を収容可能な給送トレイ２０及び排出トレイ２１が、開口１３から前後方
向８に挿抜可能である。筐体１４の底面が、複合機１０が設置される載置面に当接する。
【００２６】
　図２に示されるように、プリンタ部１１は、給送トレイ２０から記録用紙を給送する給
送部１５、記録用紙に画像を記録する記録部２４、第１搬送ローラ対５９、及び第２搬送
ローラ対１８０などを備えている。
【００２７】
　図１に示されるように、プリンタ部１１の上方には、スキャナ部１２が設けられている
。スキャナ部１２の筐体１６の前後方向８及び左右方向９の寸法は、プリンタ部１１の筐
体１４と同じである。したがって、プリンタ部１１の筐体１４及びスキャナ部１２の筐体
１６が一体となって、複合機１０の概ね直方体形状の外形を形成している。スキャナ部１
２は、フラットベッドスキャナである。なお、フラットベッドスキャナの構造は公知であ
るので、ここでは詳細な説明が省略される。また、スキャナ部１２には、複数枚の原稿を
１枚ずつ分離して搬送する自動原稿搬送装置（ＡＤＦ）が設けられていてもよい。
【００２８】
［プリンタ部１１］
　以下、プリンタ部１１の詳細な構造が説明される。プリンタ部１１は画像記録装置の一
例である。
【００２９】
［給送トレイ２０］
　図１及び図２に示される給送トレイ２０は、前後方向８及び左右方向９の長さが上下方
向７の長さよりも長い外形であって、上面が開放された箱型の形状を有している。給送ト
レイ２０の上面前側には、排出トレイ２１が設けられている。給送トレイ２０は、例えば
日本工業規格によるＡ４サイズから写真記録に用いられるＬ版などの大小様々なサイズの
記録用紙を支持面で支持することにより記録用紙を収容可能である。給送トレイ２０は、
筐体１４の開口１３に通ずる内部空間に着脱自在に装着される。この給送トレイ２０は、
開口１３を通じて筐体１４に対して前後方向８に沿って進退可能である。
【００３０】
［給送部１５］
　図２に示されるように、給送部１５は、給送ローラ２５、給送アーム２６、駆動伝達機
構２７及び分離パッド１８１を備えている。給送部１５は、給送トレイ２０の上方であっ
て記録部２４の下方に設けられている。給送ローラ２５は、給送アーム２６の先端部に回
転可能に軸支されている。給送アーム２６は、基端部に設けられた回動軸２８を中心とし
て、矢印２９の方向に回動する。これにより、給送ローラ２５は、給送トレイ２０の支持
面に対して当接及び離間が可能である。したがって、記録用紙を収容して給送トレイ２０
が筐体１４内に装着されたとき、給送ローラ２５は、給送トレイ２０に収容された記録用
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紙に当接可能である。記録用紙を収容していない給送トレイ２０が筐体１４内に装着され
たとき、給送トレイ２０の支持面に、給送ローラ２５が当接する位置には分離パッド１８
１が設けられている。分離パッド１８１は、記録用紙に対して、給送トレイ２０の支持面
の摩擦係数より大きな摩擦係数を有する材料で形成されている。
【００３１】
　給送ローラ２５には、モータ（不図示）の駆動力が駆動伝達機構２７を通じて伝達され
る。駆動伝達機構２７は、回動軸２８に伝達された回転を無端ベルトにより給送ローラ２
５の軸へ伝達する。給送ローラ２５が、給送トレイ２０の支持面上に支持された記録用紙
のうち一番上側の記録用紙に当接された状態で回転することにより、当該記録用紙が搬送
経路６５へ給送される。記録用紙が搬送経路６５へ給送されるとき、記録用紙の先端が、
給送トレイ２０の前後方向８の後側に設けられた分離部材１９７と当接する。その結果、
一番上側の記録用紙のみが下側の記録用紙から分離されて搬送される。そして、一番上側
の記録用紙よりも下側の記録用紙は、一番上側の記録用紙に引き摺られることなく給送ト
レイ２０内に収容されたままで保持される。
【００３２】
［搬送経路６５］
　図２に示されるように、筐体１４の内部空間に設けられた搬送経路６５は、給送トレイ
２０の後側から上方へＵターンするように湾曲して延び、さらにプリンタ部１１の後ろ側
から前側へ曲がった後、更に前側へ向かってほぼ真っ直ぐに延びて排出トレイ２１に至っ
ている。搬送経路６５は、Ｕターンする湾曲路６５Ａと、真っ直ぐな直線路６５Ｂとに大
別される。
【００３３】
　湾曲路６５Ａは、記録用紙が通過可能な空間を隔てて対向する外側ガイド部材１８、内
側ガイド部材１９、及びガイド部材３１によって規定されている。直線路６５Ｂは、記録
用紙が通過可能な空間を隔てて対向する記録部２４及びプラテン４２、並びにガイド部材
３４及びガイド部材３３によって規定されている。
【００３４】
　給送トレイ２０の給送ローラ２５によって搬送経路６５に沿って給送された記録用紙は
、湾曲路６５Ａに沿って下方から上方へ向かって搬送向きが反転され、直線路６５Ｂに沿
って搬送向きが反転することなく後方から前方へ向かって搬送される。
【００３５】
　外側ガイド部材１８は、湾曲路６５Ａに沿って記録用紙が搬送されるとき、外側の案内
面を構成する部材である。内側ガイド部材１９は、湾曲路６５Ａに沿って記録用紙が搬送
されるとき、内側の案内面を構成する部材である。なお、各案内面は、１つの面で構成さ
れていてもよいし、複数のリブの先端面の群として構成されていてもよい。
【００３６】
　ガイド部材３１は、第１搬送ローラ対５９の直上流（後ろ側）において内側ガイド部材
１９の上方に配置されている。外側ガイド部材１８及びガイド部材３１は、後述されるバ
イパス経路１８２を規定する部材でもある。
【００３７】
［後面カバー２２］
　図２に示されるように、後面カバー２２は、外側ガイド部材１８を支持して筐体１４の
後面の一部を構成する部材である。後面カバー２２は、下側の左右両端において筐体１４
に対して回動可能に軸支されている。後面カバー２２が、下側の左右方向９に沿った回動
軸周りに、上側が後ろ向きへ倒伏するように回動することにより、搬送経路６５の一部及
び後述されるバイパス経路１８２の一部が筐体１４の外方に開放（露出）される。
【００３８】
　外側ガイド部材１８も、後面カバー２２と同様に、下側の左右両端において筐体１４に
対して回動可能に軸支されている。後面カバー２２が後ろ向きへ倒伏するように回動され
た状態において、外側ガイド部材１８も、下側の左右方向９に沿った回動軸周りに、上側
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が後ろ向きへ倒伏するようにして回動可能である。外側ガイド部材１８が後ろ向きへ倒伏
するように回動することにより、湾曲路６５Ａの少なくとも一部が開放（露出）される。
図２に示されるように、後面カバー２２が起立状態となるように閉じられると、外側ガイ
ド部材１８は、後面カバー２２に後方から支持されて起立状態に維持され、内側ガイド部
材１９と対向して湾曲路６５Ａを規定する。
【００３９】
［第１搬送ローラ対５９及び第２搬送ローラ対１８０］
　図２に示されるように、搬送経路６５における記録部２４よりも搬送向き（前後方向８
の前向き）の上流側には、第１搬送ローラ対５９が設けられている。第１搬送ローラ対５
９は、第１搬送ローラ６０とピンチローラ６１とを有する。搬送経路６５において、記録
部２４よりも搬送向きの下流側には、第２搬送ローラ対１８０が設けられている。第２搬
送ローラ対１８０は、第２搬送ローラ６２と拍車ローラ６３とを有する。第１搬送ローラ
６０及び第２搬送ローラ６２は、モータ（不図示）の回転が伝達されて回転する。第１搬
送ローラ対５９及び第２搬送ローラ対１８０は、それぞれを構成する各ローラの間に記録
用紙を挟持した状態において、第１搬送ローラ６０及び第２搬送ローラ６２が回転するこ
とによって、記録用紙を搬送する。
【００４０】
［記録部２４］
　図２に示されるように、第１搬送ローラ対５９と第２搬送ローラ対１８０との間に記録
部２４が設けられている。記録部２４は、キャリッジ４０と記録ヘッド３９とを備えてい
る。キャリッジ４０は、プラテン４２の後側及び前側に設けられたガイドレール４３，４
４によって左右方向９に往復動可能に支持されている。ガイドレール４４には、公知のベ
ルト機構が設けられている。キャリッジ４０は、ベルト機構の無端ベルトと連結されてお
り、無端ベルトの回動によってガイドレール４３，４４に沿って左右方向９に往復動する
。キャリッジ４０と記録ヘッド３９とが、プラテン４２と空間を隔てて対向しているとき
、キャリッジ４０、記録ヘッド３９、及びプラテン４２は、直線路６５Ｂの一部を規定す
る。
【００４１】
　記録ヘッド３９は、キャリッジ４０に搭載されている。記録ヘッド３９の下面には、複
数のノズル（不図示）が形成されている。記録ヘッド３９には、インクカートリッジ（不
図示）からインクが供給される。記録ヘッド３９は、複数のノズルからインクを微小なイ
ンク滴として選択的に吐出する。キャリッジ４０が左右方向９へ移動しているときに、ノ
ズルからプラテン４２に支持されている記録用紙に対してインク滴が吐出される。吐出さ
れたインク滴がプラテン４２上の記録用紙に付着することにより、記録用紙に画像が記録
される。
【００４２】
［バイパス経路１８２］
　図２に示されるように、筐体１４の後面において後面カバー２２の上方に開口１８４が
設けられている。筐体１４の内部には、開口１８４から第１搬送ローラ対５９へと延びる
バイパス経路１８２が形成されている。バイパス経路１８２は、筐体１４の内部において
前後方向８の後方から前方へ斜め下方に向かって延びる経路である。バイパス経路１８２
は、ガイド部材３１、外側ガイド部材１８及び後面カバー２２によって規定されている。
ガイド部材３１は、バイパス経路１８２に沿って記録用紙が搬送されるとき、上側の案内
面を構成する部材である。外側ガイド部材１８及び後面カバー２２は、バイパス経路１８
２に沿って記録用紙が搬送されるとき、下側の案内面を構成する部材である。搬送経路６
５の湾曲路６５Ａ及び直線路６５Ｂは、いずれもバイパス経路１８２より下方に配置され
ている。外側ガイド部材１８及び後面カバー２２が、上側が後ろ向きへ倒伏するように回
動することによって、搬送経路６５の一部と共にバイパス経路１８２の一部が筐体１４の
外方に開放（露出）される。
【００４３】
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　後述されるバイパストレイ７１に収容された記録用紙は、バイパス経路１８２に沿って
斜め下方へ案内される。その記録用紙は、搬送経路６５の直線路６５Ｂに沿って案内され
、第１搬送ローラ対５９により搬送される。その記録用紙は、更に記録部２４によって画
像記録が行われて、排出トレイ２１へ排出される。このように、バイパストレイ７１に収
容された記録用紙は、ほぼ直線形状の経路（記録用紙の表面と裏面とが上下方向７におい
て反転することのない経路）に沿って搬送される。
【００４４】
［給送装置７０］
　図５及び図６に示されるように、プリンタ部１１は、給送装置７０を備えている。給送
装置７０は、バイパストレイ７１（本発明の支持部の一例）と、給送ローラ７５（本発明
の給送ローラの一例）と、給送アーム７６（本発明の第１アーム部の一例）と、不図示の
給送用モータと、駆動伝達機構７９と、押さえアーム７３（本発明の第２アームの一例）
と、トーションばね５２（本発明の付勢部材の一例）と、シートセンサ５４（本発明の検
知部の一例）と、分離片７２とを備えている。
【００４５】
［バイパストレイ７１］
　図１及び図５に示されるように、複合機１０の後面側には、バイパストレイ７１が設け
られている。バイパストレイ７１は、給送トレイ２０とは独立して記録用紙を収容するも
のである。
【００４６】
　図１及び図４に示されるように、スキャナ部１２の筐体１６の後面側には、開口１８４
（図２参照）を覆うようにして下方へ延びる固定部１８５が設けられている。固定部１８
５は、バイパストレイ７１の搬送向き下流側の一部を構成している。図３に示されるよう
に、固定部１８５の上側には、可動部１８６が固定部１８５に対して回動可能に設けられ
ている。固定部１８５及び可動部１８６によって、バイパストレイ７１が構成されている
。
【００４７】
　図４に示されるように、固定部１８５の上面には、左右方向９に沿って延びるスリット
形状の開口１８７が形成されている。バイパストレイ７１には、この開口１８７からバイ
パス経路１８２（図２参照）へと至る通路が形成されている。図３に示されるように、固
定部１８５には、支持面１８８を有する支持部材１８９が設けられている。支持面１８８
は、バイパス経路１８２（図２参照）まで斜め下方へ延びている。支持部材１８９の下端
は、バイパス経路１８２に沿って搬送される記録用紙を案内するガイド面の一部を形成し
ている。
【００４８】
　図２及び図３に示されるように、固定部１８５における支持部材１８９の下方には、分
離片７２が設けられている。分離片７２は、上下方向７において開口１８４とほぼ同等の
高さに位置されている。分離片７２の上面は、バイパストレイ７１に支持される記録用紙
の先端が当接する面である。分離片７２の上面には、複数の歯が前後方向８に沿って並ん
で、上面から上方へ突出されている。歯によって、バイパストレイ７１に支持される複数
枚の記録用紙の先端が捌かれる。なお、図３においては、歯が省略されている。
【００４９】
　支持部材１８９の上端側であって支持面１８８の上方には、図３に示されるように、給
送アーム７６の回動軸６６（図６参照）を回転可能に支持する補強部材１８３が設けられ
ている。補強部材１８３に支持された回動軸６６に、不図示の給送用モータから駆動伝達
機構７９を介して駆動力が伝達されることにより、給送ローラ７５が回転する。
【００５０】
　図４に示されるように、固定部１８５における左右方向９の右側には、複数のピニオン
ギアからなる駆動伝達機構７９が設けられている。駆動伝達機構７９には、プリンタ部１
１の筐体１４の内部に設けられた給送用モータ（不図示）から駆動力が伝達される。回動
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軸６６は、左右方向９に沿って延出されており、その一端が駆動伝達機構７９を構成する
ピニオンギアと噛合している。駆動軸の他端は、固定部１８５における左右方向９の中央
まで延出されている。
【００５１】
　回動軸６６には、給送アーム７６が回動可能に支持されている。すなわち、給送アーム
７６は、回動軸６６周りに回動自在である。この給送アーム７６の回動先端側に給送ロー
ラ７５が回転可能に支持されている。給送アーム７６は、回動軸６６から支持部材１８９
の支持面１８８へ向かって下方へ延出されている。給送アーム７６は、固定部１８５にお
ける左右方向９の中央に配置されている。給送アーム７６の構成は、後に詳細に説明され
る。
【００５２】
　給送ローラ７５は、回動軸６６と不図示の無端ベルトによって連結されている。回動軸
６６の回転が無端ベルトによって給送ローラ７５に伝達され、給送ローラ７５が回転する
。給送ローラ７５が、支持面１８８に支持された記録用紙のうち一番上側の記録用紙に当
接された状態で回転することにより、この一番上側の記録用紙がバイパス経路１８２に沿
って給送向き８７（図６参照）に給送される。この一番上側の記録用紙より下側の記録用
紙は、分離片７２によって捌かれて、一番上側の記録用紙に引き摺られることなくバイパ
ストレイ７１に保持される。このように、給送ローラ７５、回動軸６６、及び給送アーム
７６から構成される給送部が、筐体１４の外側であって支持面１８８の上方の空間に配置
されている。給送ローラ７５の構成は、後に詳細に説明される。
【００５３】
　図３及び図４に示されるように、可動部１８６は、固定部１８５の上側に固定部１８５
に対して回動可能に設けられている。可動部１８６は、図１に示されるように上下方向７
に沿って起立した起立状態と、図５に示されるように上下方向７に対して傾斜した倒伏状
態との間で回動可能である。
【００５４】
　起立状態とは、筐体１４の後面側における可動部１８６のためのスペースを小さくする
ための状態であり、バイパストレイ７１の不使用状態である。起立状態である可動部１８
６の後面は、筐体１４の後面と略平行となっている。起立状態の可動部１８６は、回動先
端が回動基端よりも上方に位置している。倒伏状態とは、可動部１８６を筐体１４の外側
へ向かって斜め上方へ傾斜させることにより、傾斜した支持面１８８，１９３を実質的に
１つの平面とした状態であり、バイパストレイ７１の使用可能状態である。倒伏状態の可
動部１８６は、回動先端が回動基端よりも筐体１４の後面から離間している。可動部１８
６を起立状態とするか倒伏状態とするかは、ユーザが任意に操作することにより選択可能
である。
【００５５】
　図３に示されるように、可動部１８６の左右方向９の両側には、側壁１９０，１９１が
設けられている。側壁１９０，１９１は、固定部１８５の左右方向９の両側の一部を覆っ
ている。固定部１８５の左右方向９の右側に設けられた駆動伝達機構７９は、可動部１８
６の側壁１９０によって覆われている。
【００５６】
　図３に示されるように、可動部１８６の側壁１９０，１９１の間に渡って、支持部材１
９２が設けられている。倒伏状態において、支持部材１９２の上面に設けられた支持面１
９３は、支持面１８８と実質的に同一の平面をなす。つまり、バイパストレイ７１におい
て、支持部材１８９の支持面１８８及び支持部材１９２の支持面１９３によって形成され
る面４５（本発明の支持面の一例）が記録用紙を支持する。起立状態において、支持面１
９３は、複合機１０の載置面に対して直交する、つまり上下方向７及び左右方向９に沿っ
た状態となる。なお、本実施形態において複合機１０が載置される載置面は、左右方向９
と前後方向８とに沿って拡がる面である。ここで、「実質的に１つの平面（同一の平面）
」とは、２つの面の間に僅かに段差があったとしても、支持された記録用紙が撓んだり湾
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曲したりしない平面のこと、すなわち、上述した分離片７２により安定した分離性能が発
揮されるように記録用紙を支持する平面のことをいう。
【００５７】
　図３に示されるように、支持部材１９２には、一対のサイドガイド１９４が設けられて
いる。一対のサイドガイド１９４は、左右方向９に離間されて設けられており、支持面１
９３より上方へ突出されている。サイドガイド１９４は、バイパストレイ７１の搬送向き
に沿って延出されたガイド面１９５を有している。支持面１９３上の記録用紙が搬送され
るとき、記録用紙における搬送向きに沿った端縁は、ガイド面１９５によって案内される
。
【００５８】
　サイドガイド１９４は、支持部材１９２の支持面１９３に沿った支持面１９６を有する
。つまり、サイドガイド１９４は、ガイド面１９５と支持面１９６とが直交するＬ字形状
をなしている。支持面１９６は、支持面１９３とは僅かに段差があるものの、実質的に同
一の平面をなしており、支持面１８８，１９３とともに記録用紙を支持する。一対のサイ
ドガイド１９４が左右方向９に沿って離間する距離は可変である。これにより、支持面１
９３，１９６に支持された様々なサイズの記録用紙の端縁をサイドガイド１９４のガイド
面１９５によって案内することができる。
【００５９】
　図６及び図９に示されるように、バイパストレイ７１の面４５（支持部材１８９の支持
面１８８）に、２つの凹部４６が設けられている。後述する押さえアーム７３の他端５０
が凹部４６に挿入される。２つの凹部４６は、給送向き８７において同位置に設けられて
いる。また、２つの凹部４６は、左右方向９において、給送ローラ７５の右側及び左側に
設けられている。つまり、２つの凹部４６は、給送ローラ７５を挟むように一対に設けら
れている。
【００６０】
　図６に示されるように、各凹部４６は、第１傾斜面４７と第２傾斜面４８とを備えてい
る。第１傾斜面４７は、各凹部４６の給送向き８７上流側を構成している。第１傾斜面４
７は、給送向き８７下流側に向かうに従って支持面１８８から離間するように傾斜してい
る。第１傾斜面４７の傾斜角度は、後述する押さえアーム７３が第１位置のときの傾斜角
度と略同一である。
【００６１】
　第２傾斜面４８は、各凹部４６の給送向き８７下流側を構成している。第２傾斜面４８
は、第１傾斜面４７の給送向き８７下流端と連続しており、給送向き８７下流側へ向かう
に従って支持面１８８に近づくように傾斜している。
【００６２】
　なお、凹部４６の形状は、押さえアーム７３の他端５０が挿入可能であることを条件と
して、上述したような第１傾斜面４７及び第２傾斜面４８によって区画された形状に限ら
ない。例えば、凹部４６は、矩形状に凹んでいてもよい。
【００６３】
［給送ローラ７５及び給送アーム７６］
　図６に示されるように、給送ローラ７５は、バイパストレイ７１の前方に配置されてい
る。給送ローラ７５は、支持部材１８９の支持面１８８に当接可能である。給送ローラ７
５の回転軸８３は左右方向９に延びている。図９に示されるように、給送ローラ７５は、
左右方向９に間隔を空けて２個設けられているが、給送ローラ７５の個数は、２個に限ら
ない。
【００６４】
　給送アーム７６は、一方の端部から給送向き８７上流側に向かい且つバイパストレイ７
１の面４５から離間した向きに延びている。給送ローラ７５は、給送アーム７６の一方の
端部において回転可能に支持されている。回動軸６６が、給送アーム７６の給送向き８７
上流端部、つまり給送アーム７６の他方の端部に設けられた孔に挿通されている。これに
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より、給送アーム７６は、回動軸６６を中心に、矢印６７、６８の方向に回動する。つま
り、給送アーム７６は、他方の端部を回動軸として回動可能である。その結果、給送ロー
ラ７５は、支持部材１８９の支持面１８８または当該支持面１８８に支持された記録用紙
に対して、当接及び離間が可能である。なお、回動軸６６は、上述したように、補強部材
１８３に回転可能に支持されている。
【００６５】
　給送アーム７６と回動軸６６とは、トーションばね（不図示）によって連結されている
。これにより、給送アーム７６は、トーションばねによって矢印６７の向きに付勢される
。なお、給送アーム７６を矢印６７の向きに付勢する構成は、トーションばねによる構成
に限らない。例えば、給送アーム７６の前方に、一端を給送アーム７６に接続され且つ他
端をプリンタ部１１のフレームに接続されたコイルばねが配置されていてもよい。そして
、給送アーム７６は、コイルばねによって矢印６７の向きに付勢されていてもよい。
【００６６】
　本実施形態において、給送アーム７６は、接離機構から駆動力を付与されることで回動
可能である。ここで、接離機構の構成は、給送アーム７６を矢印６７、６８の向きに回動
させることが可能であるならば、公知の如何なる構成でもよい。バイパストレイ７１に支
持された記録用紙の給送を実行するとき、接離機構は、給送アーム７６を、給送ローラ７
５が面４５に支持された記録用紙に当接するように矢印６７の向きに回動させる。一方、
バイパストレイ７１に支持された記録用紙の給送を実行しないとき、接離機構は、給送ア
ーム７６を、給送ローラ７５が支持部材１８９の支持面１８８から離間するように矢印６
８の向きに回動させる。なお、図６～図１３において、給送ローラ７５は、接離機構によ
って支持面１８８から離間されている。
【００６７】
［押さえアーム７３］
　図６に示されるように、押さえアーム７３は、給送アーム７６と同様に、一端４９から
給送向き８７下流側に向かい且つ支持部材１８９の支持面１８８に近づく向きに延びてい
る。つまり、押さえアーム７３の一端４９は、他端５０よりも給送向き８７上流側且つ面
４５から離間している。回動軸６６が、押さえアーム７３の給送向き８７上流端側、つま
り一端４９側に設けられた孔５１に挿通されている。これにより、押さえアーム７３は、
給送アーム７６と同様に、回動軸６６を中心に、矢印６７、６８の方向に回動する。つま
り、押さえアーム７３は、一端４９側を回動軸とし且つ他端５０側を先端側として回動可
能である。その結果、押さえアーム７３の先端側は、支持面１８８または当該支持面１８
８に支持された記録用紙に対して、当接及び離間が可能である。
【００６８】
　上述したように、回動軸６６は、給送アーム７６及び押さえアーム７３の双方に挿通さ
れている。そのため、給送アーム７６と押さえアーム７３の回動軸の中心は同一である。
また、給送アーム７６及び押さえアーム７３は互いに独立して回動可能である。
【００６９】
　押さえアーム７３の他端５０は、図６に示されるように、左側または右側（紙面に対し
て鉛直方向）から見て給送向き８７下流側に向かって凸となるように湾曲している。
【００７０】
　押さえアーム７３は、支持部材１８９の支持面１８８に設けられた凹部４６と同数設け
られている。つまり、本実施形態において、押さえアーム７３は、一対設けられている。
押さえアーム７３は、給送ローラ７５の右方及び左方に１つずつ設けられている。２つの
押さえアーム７３の各々は、２つの凹部４６の各々と対応している。押さえアーム７３は
、図９に示されるように、給送向き８７と直交し且つ支持面１８８に沿った左右方向９に
おいて、給送ローラ７５を挟んで配置されている。
【００７１】
　図９に示されるように、左右方向９における、押さえアーム７３の他端５０側の幅は、
対応する凹部４６の幅よりも短い。これにより、図６に示されるように、押さえアーム７
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３の他端５０は、凹部４６に進入可能である。このときの押さえアーム７３の位置、つま
り図６に示される状態における押さえアーム７３の位置は、本発明の第１位置に相当する
。一方、図８に示されるように、押さえアーム７３が第１位置から矢印６８の向きに回動
することによって、押さえアーム７３の他端５０は、凹部４６から退避可能である。この
ときの押さえアーム７３の位置、つまり図８に示される状態における押さえアーム７３の
位置は、本発明の第２位置に相当する。以上より、押さえアーム７３は、第１位置及び第
２位置に回動可能である。
【００７２】
　図６に示されるように、押さえアーム７３が第１位置のとき、押さえアーム７３の給送
向き８７上流側の面のうち、凹部４６に進入していない部分である面５３（本発明の案内
面の一例）は、給送ローラ７５よりも給送向き８７上流側に位置している。
【００７３】
　図８に示されるように、押さえアーム７３が第２位置のとき、押さえアーム７３の他端
５０は、給送ローラ７５よりも給送向き８７下流側に位置している。
【００７４】
　押さえアーム７３と回動軸６６とは、トーションばね５２によって連結されている。こ
れにより、押さえアーム７３は、トーションばね５２によって矢印６７の向きに、つまり
第１位置側へ付勢される。なお、押さえアーム７３を矢印６７の向きに付勢する構成は、
トーションばね５２による構成に限らない。例えば、押さえアーム７３の前方に、一端を
押さえアーム７３に接続され且つ他端をプリンタ部１１のフレームに接続されたコイルば
ねが配置されていてもよい。そして、押さえアーム７３は、コイルばねによって矢印６７
の向きに付勢されていてもよい。
【００７５】
［シートセンサ５４］
　図９に示されるように、バイパストレイ７１の左方に、シートセンサ５４が設けられて
いる。シートセンサ５４は、左側の押さえアーム７３から左方に延びた延設部５５と、延
設部５５の左端部から押さえアーム７３と同方向に突出した検出子５６と、発光素子５７
及び当該発光素子５７から発光された光を受光する受光素子５８を有する光学センサ３５
とを備えている。
【００７６】
　検出子５６は、左側の押さえアーム７３が回動すると、左側の押さえアーム７３と一体
に延設部５５を中心に回動する。
【００７７】
　押さえアーム７３が第１位置のとき、図９に示されるように、検出子５６の突出先端は
、光学センサ３５の発光素子５７と受光素子５８の間、つまり光学センサ３５の発光素子
５７から受光素子５８に至る光路に進入している。これにより、当該光路を通る光が遮断
されている。このとき、光学センサ３５から複合機１０の動作を制御する制御部（不図示
）に、ローレベルの信号が出力される。一方、押さえアーム７３が第２位置のとき、検出
子５６の突出先端は上記光路から退避する。これにより、上記光路に光が通る。このとき
、光学センサ３５から上記制御部に、ハイレベルの信号が出力される。以上のように、シ
ートセンサ５４は、上記光路における検出子５６の有無を検出することによって押さえア
ーム７３の位置（第１位置にあるか第２位置にあるか）を制御部に検出させることができ
る。
【００７８】
　なお、検出子５６の突出方向は、押さえアーム７３と異なる方向であってもよい。そし
て、検出子５６の突出先端は、上記とは逆に、押さえアーム７３が第２位置のときに上記
光路に進入し、押さえアーム７３が第１位置のときに上記光路から退避してもよい。
【００７９】
　また、シートセンサ５４は、押さえアーム７３の右方に設けられていてもよい。このと
き、延設部５５は、左側の押さえアーム７３から右方に延設される。
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【００８０】
［給送装置７０の動作］
　以下、バイパストレイ７１に記録用紙が支持される過程における給送装置７０の動作が
説明される。給送装置７０のうち、押さえアーム７３の動作が特に詳細に説明される。
【００８１】
　図６に示されるように、バイパストレイ７１の面４５に記録用紙が支持されていない状
態において、押さえアーム７３は、トーションばね５２に付勢されることによって、第１
位置にある。このとき、押さえアーム７３の他端５０は凹部４６に進入している。また、
押さえアーム７３の他端５０側は、凹部４６を構成する第１傾斜面４７に当接している。
【００８２】
　この状態において、複合機１０のユーザなどが、記録用紙Ｓを、開口１８７（図４参照
）から給送装置７０へ挿入すると、当該記録用紙Ｓの挿入先端は、図１０に示されるよう
に、第１位置の押さえアーム７３の面５３に当接する。
【００８３】
　図１０の状態において、ユーザなどが記録用紙Ｓを給送向き８７へ更に挿入すると、押
さえアーム７３は、記録用紙Ｓに押されることによって、トーションばね５２の付勢力に
抗って矢印６８の向きに回動する。つまり、押さえアーム７３は、第１位置から第２位置
へ向けて回動する。これにより、押さえアーム７３の他端５０側は、第１傾斜面４７から
離間する。
【００８４】
　一方、ユーザなどによって給送向き８７へ更に挿入されている記録用紙Ｓは、押さえア
ーム７３を押し上げつつ、押さえアーム７３の面５３に沿って給送向き８７下流側へ案内
される。これにより、記録用紙Ｓの挿入先端は、面５３に沿って押さえアーム７３の他端
５０へ向けて移動する。その結果、記録用紙Ｓの挿入先端は、図１１に示されるように、
給送ローラ７５と支持部材１８９の支持面１８８との間に導かれる。
【００８５】
　なお、図１１に示される状態のとき、上述したように給送アーム７６が接離機構によっ
て矢印６８の向きに回動させられており、給送ローラ７５が支持面１８８から離間してい
るため、記録用紙Ｓの挿入先端は、給送ローラ７５と支持面１８８との間を、給送ローラ
７５と接触することなく通過可能である。
【００８６】
　図１１の状態において、ユーザなどが記録用紙Ｓを給送向き８７へ更に挿入すると、記
録用紙Ｓの挿入先端は、押さえアーム７３の他端５０を通過する。これにより、押さえア
ーム７３は、凹部４６から退避して、第２位置に到達する。その後、図１２に示されるよ
うに、記録用紙Ｓの挿入先端は、分離片７２に当接する。このとき、記録用紙Ｓは、給送
ローラ７５よりも分離片７２に近い位置において、押さえアーム７３によって支持部材１
８９の支持面１８８に向けて押圧されている。
【００８７】
　図１２の状態において、ユーザが複合機１０に設けられた操作部（不図示）を操作する
ことによって、記録用紙Ｓに対する画像記録を指示すると、制御部は、接離機構を制御し
て、給送アーム７６を矢印６７の向きに回動させる。これにより、給送ローラ７５は、バ
イパストレイ７１の面４５に支持された記録用紙Ｓに当接する。また、制御部は、給送用
モータを制御して、駆動伝達機構７９を介して給送ローラ７５に駆動力を付与させる。こ
れにより、給送ローラ７５は回転し、記録用紙Ｓは給送向き８７に給送される。その結果
、記録用紙Ｓは、バイパス経路１８２を経て、直線路６５Ｂへ進入する。そして、記録用
紙Ｓは記録部２４により画像が記録され、第２搬送ローラ対１８０によって排出トレイ２
１２上へと排出される。
【００８８】
［実施形態の効果］
　本実施形態によれば、バイパストレイ７１の面４５に記録用紙が支持されていない状態
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において、押さえアーム７３は、トーションばね５２に付勢されることによって第１位置
である。この状態において、１枚または複数枚の記録用紙を給送向き８７下流側から給送
装置７０に進入させて面４５に支持させる場合、当該記録用紙は、最初に押さえアーム７
３の面５３に当接する。つまり、当該記録用紙は最初に給送ローラ７５に当接しない。こ
こで、給送ローラ７５の多くは、ローラ面をゴムで構成されているため、当該ローラ面に
接触した記録用紙は折れ曲がり易い。つまり、本構成では、当該記録用紙が、最初に給送
ローラ７５に当接しないため、給送装置７０に進入した記録用紙が折れ曲がる可能性を低
くできる。
【００８９】
　次に、給送装置７０に進入した記録用紙は、押さえアーム７３の面５３に沿って給送向
き８７下流側に案内される。その際、押さえアーム７３は記録用紙に押されることによっ
てトーションばね５２の付勢力に抗って第１位置から第２位置へ向けて回動する。これに
より、記録用紙を給送ローラ７５と支持部材１８９の支持面１８８との間に導くことがで
きる。
【００９０】
　また、第２位置の押さえアーム７３の他端５０は、給送ローラ７５よりも給送向き８７
下流側に位置している。つまり、押さえアーム７３に案内されて給送ローラ７５と支持面
１８８との間を通過した記録用紙は、押さえアーム７３の他端５０によって押さえられた
状態となる。すなわち、本実施形態によれば、記録用紙を、給送ローラ７５よりも給送向
き８７下流側で押さえることができる。これにより、記録用紙が給送ローラ７５のみによ
って押さえられている状態よりも、記録用紙の重送の可能性を低くすることができる。
【００９１】
　また、仮に押さえアーム７３が給送ローラ７５の右方または左方の一方にのみ設けられ
ている場合、左右方向９における給送ローラ７５の一方側のみに圧力がかかり他方側に圧
力がかからないことで記録用紙は斜行し易くなるが、本実施形態によれば、記録用紙は給
送ローラ７５の両側において押さえアーム７３によって押さえられるため、上記のような
記録用紙の斜行の可能性を低くできる。
【００９２】
　また、本実施形態によれば、バイパストレイ７１に記録用紙が支持されていない状態に
おいて、押さえアーム７３は、トーションばね５２に付勢されることによって第１位置で
ある。また、バイパストレイ７１に記録用紙が支持された状態において、押さえアーム７
３は、記録用紙に押されることによって第２位置である。つまり、シートセンサ５４は、
押さえアーム７３の位置に基づいてバイパストレイ７１における記録用紙の支持の有無を
検知することができる。すなわち、本実施形態によれば、押さえアーム７３を、記録用紙
の支持の有無を検知するためにシートセンサ５４に検知される検出子５６とすることがで
きるため、給送装置７０に、記録用紙を検知するための専用の検出子を設ける必要がない
。
【００９３】
　また、本実施形態によれば、給送アーム７６と押さえアーム７３の回動軸の中心は同一
であるため、給送アーム７６及び押さえアーム７３の回動軸を個別に設ける必要がない。
そのため、給送アーム７６及び押さえアーム７３の構成を単純化できる。
【００９４】
　また、本実施形態によれば、押さえアーム７３の他端５０は湾曲しているため、給送装
置７０に進入した記録用紙が押さえアーム７３よりも給送向き８７下流側に抜ける際に、
押さえアーム７３の他端５０に当接して折れ曲がる可能性を低くすることができる。
【００９５】
［変形例］
　上述の実施形態において、給送アーム７６と押さえアーム７３の回動軸の中心は同一で
あったが、図１３に示されるように、押さえアーム７３の回動軸が、給送アーム７６の回
動軸よりも給送向き８７上流側に配置されていてもよい。
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【００９６】
　図１３に示された構成によれば、押さえアーム７３の回動軸が給送アーム７６の回動軸
よりも給送向き８７上流側である程、給送装置７０に進入する記録用紙を早期に押さえア
ーム７３の面５３に当接させることができる。また、バイパストレイ７１の面４５に対す
る押さえアーム７３の傾斜角度を緩やかにすることができる。そのため、記録用紙を面５
３に沿って容易に案内することができる。
【００９７】
　上述の実施形態において、凹部４６の数は２つであったが、凹部４６の数は２つに限ら
ない。例えば、凹部４６は、バイパストレイ７１の面４５における給送ローラ７５よりも
右側に１つだけ設けられていてもよい。
【００９８】
　また、上述の実施形態において、押さえアーム７３の数は２つであったが、押さえアー
ム７３の数は２つに限らない。例えば、凹部４６が１つだけ設けられている場合、押さえ
アーム７３は１つの凹部４６に対応して１つだけ設けられる。
【００９９】
　また、上述の実施形態において、給送装置７０は、バイパストレイ７１に支持された記
録用紙を給送する装置であったが、給送装置７０は、給送トレイ２０に支持された記録用
紙を給送するための装置であってもよい。つまり、給送装置７０は、給送トレイ２０と、
給送部１５と、押さえアーム７３と、シートセンサ５４とを備えていてもよい。この場合
、凹部４６は、給送トレイ２０の支持面に設けられている。また、押さえアーム７３は、
給送トレイ２０の上方に、凹部４６と対向して設けられている。
【０１００】
　また、上述の実施形態において、給送装置７０は、プリンタ部１１に設けられていたが
、給送装置７０を備える装置はプリンタ部１１に限らない。例えば、給送装置７０は、ス
キャナ部１２に設けられていてもよい。この場合、給送装置７０は、スキャナ部１２によ
って画像を読み取られる用紙をスキャナ部１２内部へ給送するものである。
【符号の説明】
【０１０１】
１０・・・複合機
４５・・・面
４６・・・凹部
５２・・・トーションばね
５３・・・面
７０・・・給送装置
７１・・・給送トレイ
７３・・・押さえアーム
７６・・・給送アーム
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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