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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置時の装置の高さ方向寸法が、少なくとも横幅方向寸法及び奥行き方向寸法のいずれ
か一方よりも大なる縦置き型に構成される記録装置本体と、
　前記記録装置本体に対して着脱可能なインクカートリッジと、
　前記インクカートリッジが記録装置の上面から着脱可能となる位置に設けられたインク
カートリッジ装着部と、
　前記記録装置における上面に設けられ、記録された被記録媒体が排出される排出口と、
　記録装置における上面において、開閉可能に設けられ、開いた状態では前記装着位置を
露出させ、閉じた状態では前記装着位置を覆う第１カバーと、
　記録装置における上面に設けられ、前記排出口を開閉可能な第２カバーと、
　前記第２カバーが開いているとき、前記第１カバーが開放することを規制する規制部と
、
　を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、
　前記規制部は、前記第１カバーの開閉進路上に突出する前記第２カバーの一部で構成さ
れることを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　設置時の装置の高さ方向寸法が、少なくとも横幅方向寸法及び奥行き方向寸法のいずれ
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か一方よりも大なる縦置き型に構成される記録装置本体と、
　前記記録装置本体に対して着脱可能なインクカートリッジと、
　前記インクカートリッジが記録装置の上面から着脱可能となる位置に設けられたインク
カートリッジ装着部と、
　前記記録装置における上面に設けられ、記録された被記録媒体が排出される排出口と、
　記録装置における上面において、開閉可能に設けられ、開いた状態では前記装着位置を
露出させ、閉じた状態では前記装着位置を覆う第１カバーと、
　記録装置における上面に設けられ、前記排出口を開閉可能な第２カバーと、
　前記第１カバーが開いているとき、前記第２カバーが開放することを規制する規制部と
、
　を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の記録装置において、
　前記規制部は、前記第２カバーの開閉進路上に突出する前記第１カバーの一部で構成さ
れることを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置本体に対して着脱可能なインクカートリッジと、該インクカートリ
ッジが装着される装着位置と、を有する記録装置に関する。　
　本願において、記録装置には、インクジェットプリンター、ワイヤドットプリンター、
レーザープリンター、ラインプリンター、複写機、ファクシミリ等の種類が含まれるもの
とする。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、特許文献１に示す如く、記録装置は、記録装置本体に対してインクカートリ
ッジが着脱可能に構成されていた。そして、インクカートリッジ内のインク残量が僅かに
なったとき、ユーザーはインクカートリッジを交換することができるように構成されてい
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２０５６５５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、インクカートリッジの装着位置は、記録装置本体における正面側や側面
側に設けられていた。ユーザーに対する記録装置の向きによっては、ユーザーが反対側へ
わざわざ回り込んでインクカートリッジの着脱を行うか、記録装置の向きを変える必要が
あり、利便性が十分ではなかった。また、装着位置が設けられた正面側や側面側近傍に壁
や障害物がある場合、壁や障害物から離す方向へ、わざわざ記録装置の位置を変える必要
があった。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑み成されたものであり、その課題は、インクカートリッ
ジの着脱を考慮した記録装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を達成するため、本発明の第１の態様の記録装置は、設置時の装置の高さ方向
寸法が、少なくとも横幅方向寸法及び奥行き方向寸法のいずれか一方よりも大なる縦置き
型に構成される記録装置本体と、前記記録装置本体に対して着脱可能なインクカートリッ
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ジと、前記インクカートリッジが装着される装着位置と、を有し、前記インクカートリッ
ジが記録装置の上面から前記装着位置に対して着脱可能な構成であることを特徴とする。
　
　ここで、「記録装置の上面」とは、設置面に設置された状態の鉛直方向上方の面であっ
て、設置面に対する全体の傾きが４５度以下の面をいう。「上面」は平らな面でなくても
よい。ある程度湾曲した面であってもよいのは勿論である。また、「上面側」とは、設置
面に設置されたときの記録装置の中心を基準とした該記録装置の上面が設けられている側
をいう。

【０００７】
　本態様によれば、ユーザーに対して、記録装置の向きがどの向きであっても、前記上面
側には通常何も障害物がないので、ユーザーは容易に前記装着位置にアクセスして前記イ
ンクカートリッジを着脱することができる。即ち、インクカートリッジの着脱のために、
わざわざ回り込む必要がないので利便性がよい。また、わざわざ記録装置の向きを変える
必要がない。さらに、わざわざ記録装置の位置を変える必要がない。そのままの向き、そ
のままの位置でインクカートリッジの着脱をすることができるので、使い勝手がよい。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、該記録装置における上面側に設けられ、
記録された被記録媒体が排出される排出口と、記録装置における上面側において、開閉可
能に設けられ、開いた状態では前記装着位置を露出させ、閉じた状態では前記装着位置を
覆う第１カバーと、記録装置における上面側に設けられ、前記排出口を開閉可能な第２カ
バーと、前記第２カバーが開いているとき、前記第１カバーが開放することを規制する第
１規制手段と、をさらに備えることを特徴とする。　
　ここで、前記第２カバーが開いているときは、記録可能な状態または記録中の状態であ
る。
【０００９】
　本態様によれば、第１の態様と同様の作用効果に加え、記録中に前記第１カバーを開け
られてインクカートリッジが取り外されることを防止することができる。言い換えると、
記録中に通常行わない操作である、所謂アブノーマル操作を防止することができる。その
結果、記録中にインクカートリッジが取り外されることにより空気が記録ヘッドに入って
記録ヘッドが破損することを防止することができる。
【００１０】
　本発明の第３の態様は、第１または第２の態様において、該記録装置における上面側に
設けられ、記録された被記録媒体が排出される排出口と、記録装置における上面側におい
て、開閉可能に設けられ、開いた状態では前記装着位置を露出させ、閉じた状態では前記
装着位置を覆う第１カバーと、記録装置における上面側に設けられ、前記排出口を開閉可
能な第２カバーと、前記第１カバーが開いているとき、前記第２カバーが開放することを
規制する第２規制手段と、をさらに備えることを特徴とする。　
　ここで、前記第１カバーが開いているときは、インクカートリッジを交換することが可
能な状態である。
【００１１】
　本態様によれば、第１または第２の態様と同様の作用効果に加え、インクカートリッジ
の交換中に記録が実行されないようにすることができる。ユーザーは、前記第２カバーが
開放していないことを視て、記録を実行しないようにすることができる。尚、前記第２カ
バーの開閉を検出するセンサーを設け、前記第２カバーが開放されたことを検出してから
記録が実行される構成としてもよい。係る場合、より確実に、インクカートリッジの交換
中に記録が実行されないようにすることができる。
　また、本発明の第４の態様の記録装置は、設置時の装置の高さ方向寸法が、少なくとも
横幅方向寸法及び奥行き方向寸法のいずれか一方よりも大なる縦置き型に構成される記録
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装置本体と、前記記録装置本体に対して着脱可能なインクカートリッジと、前記インクカ
ートリッジが記録装置の上面から着脱可能となる位置に設けられたインクカートリッジ装
着部と、前記記録装置における上面に設けられ、記録された被記録媒体が排出される排出
口と、記録装置における上面において、開閉可能に設けられ、開いた状態では前記装着位
置を露出させ、閉じた状態では前記装着位置を覆う第１カバーと、記録装置における上面
に設けられ、前記排出口を開閉可能な第２カバーと、前記第２カバーが開いているとき、
前記第１カバーが開放することを規制する規制部と、を備えることを特徴とする。
　また、本発明の第５の態様の記録装置は、設置時の装置の高さ方向寸法が、少なくとも
横幅方向寸法及び奥行き方向寸法のいずれか一方よりも大なる縦置き型に構成される記録
装置本体と、前記記録装置本体に対して着脱可能なインクカートリッジと、前記インクカ
ートリッジが記録装置の上面から着脱可能となる位置に設けられたインクカートリッジ装
着部と、前記記録装置における上面に設けられ、記録された被記録媒体が排出される排出
口と、記録装置における上面において、開閉可能に設けられ、開いた状態では前記装着位
置を露出させ、閉じた状態では前記装着位置を覆う第１カバーと、記録装置における上面
に設けられ、前記排出口を開閉可能な第２カバーと、前記第１カバーが開いているとき、
前記第２カバーが開放することを規制する規制部と、を備えることを特徴とする。
　また、本発明の第６の態様の記録装置は、前記規制部は、前記第２カバーの開閉進路上
に突出する前記第１カバーの一部で構成されることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施例のプリンターを示す斜視図。
【図２】本実施例のプリンターを示す斜視図（インクカートリッジ交換時）。
【図３】本実施例のプリンターを示す斜視図（記録時）。
【図４】（Ａ）（Ｂ）は第１カバーおよび第２カバーとの関係を示す側断面図。
【図５】（Ａ）（Ｂ）は他の実施例のプリンターを示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。　
　図１に示すのは、本発明に係る記録装置の一例であるプリンターを示す斜視図である。
また、図２に示すのは、インクカートリッジ交換時におけるプリンターを示す斜視図であ
る。またさらに、図３に示すのは、記録時におけるプリンターを示す斜視図である。　
　図１～図３に示す如く、本発明に係るプリンター１は、前後方向Ｙの長さよりも高さ方
向Ｚの長さが長い、所謂縦型のプリンター１である。ここで、Ｘ軸方向は、プリンター１
の幅方向、Ｙ軸方向は、プリンター１の前後方向、Ｚ軸方向は、プリンター１の高さ方向
とする。
【００１４】
　プリンター１は、用紙カセット部２５と、図示しない送り手段と、図示しない記録部と
、図示しない排出部と、操作パネル部２４と、を備えている。このうち、用紙カセット部
２５は、内部に用紙Ｐの束を収納することができ、プリンター本体２に対して着脱可能に
設けられている。さらに、用紙カセット部２５は、用紙Ｐの送り方向であるＺ軸方向に伸
縮可能に構成されている。　
　ここで、プリンター本体２の筐体は、正面４、側面５、５、上面３および背面６（図４
（Ａ）（Ｂ）参照）を有している。そして、用紙カセット部２５は、上面側から着脱可能
に設けられている。具体的には、上面３における背面側に装着されるように構成されてい
る。
【００１５】
　また、送り手段（図示せず）は、ローラー等によって、装着された用紙カセット部２５
の内部の用紙Ｐを、側視Ｕ字状の送り経路に沿って一度Ｚ軸方向下側へ向かって送る。そ
の後、反転させてＺ軸方向上側の記録部へ送るように構成されている。さらに、排出部へ
送るように構成されている。　



(5) JP 5736702 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

　またさらに、記録部（図示せず）は、用紙Ｐに対してインクを吐出して記録を実行する
ことができるように設けられている。
【００１６】
　また、排出部は、詳しくは後述するように、記録された用紙Ｐを積層することができる
ように構成されている。　
　またさらに、操作パネル部２４は、ユーザーが操作や設定確認をすることができるよう
に構成されている。ボタンで操作する構成でもよいし、タッチパネルで操作する構成でも
よい。また、設定状態を表示することができるようにも構成されている。
【００１７】
　また、プリンター本体２には、インクカートリッジ７の装着位置１３を覆うことが可能
な第１カバー１５と、排出部の排出口１４を開閉可能な第２カバー１９と、が設けられて
いる。第１カバー１５は、開閉可能に設けられており、閉じた状態では、インクカートリ
ッジ７の装着位置１３を覆うことができるように構成されている（図１および図３参照）
。一方、開いた状態では、インクカートリッジ７の装着位置１３を露出させることができ
るように構成されている（図２参照）。
【００１８】
　従って、ユーザーは、第１カバー１５を完全に開いた状態、即ち、開放した状態にする
ことにより、インクカートリッジ７を装着すること、および取り外すことができる。
　尚、本実施例では、インクカートリッジ７は、一例として第１カートリッジ８～第５カ
ートリッジ１２の五つである。インクカートリッジ７の数は、シアン、マゼンタ、イエロ
ー、写真用ブラック、文字用ブラック等のインクの色や種類に応じて決められる。即ち、
インクカートリッジ７の数は五つに限られない。
【００１９】
　本実施例では、インクカートリッジ７は、プリンター１の上面側から着脱可能に構成さ
れている。従って、ユーザーに対して、プリンター１がどの向きであっても、ユーザーは
、容易にインクカートリッジ７の装着位置１３にアクセスすることができ、容易に着脱す
ることができる。　
　ここで、仮にプリンターの正面、側面、背面のいずれか一の面から着脱可能な構成であ
る場合は、ユーザーは、前記一の面側へ移動してからアクセスする必要がある。また、前
記一の面の近傍に壁や物等の障害物がある場合は、障害物を取り除く、または、プリンタ
ーの向きや位置を変える必要がある。
【００２０】
　そこで、本実施例では、インクカートリッジ７の装着位置１３が、プリンター１の上面
側からアクセスできる構成であるので、ユーザーにとって使い勝手がよい。即ち、ユーザ
ーに対するプリンター１の向きがどの向きであっても、ユーザーに対するプリンター１の
向きを変えるためにユーザーが回り込む必要がないので、利便性がよい。また、障害物を
取り除く必要がない。さらに、プリンター１の向きや位置を変える必要もない。
【００２１】
　尚、インクカートリッジ７の着脱の前記利便性の作用効果を得ることについては、装着
位置１３に対して上面側からアクセスすることができればよいので、第１カバー１５を有
しない構成でもよい。　
　また、インクカートリッジ７の装着位置１３をプリンター１における上面側、即ち、上
方に設けることができるので、インクカートリッジ７からインクを下方の記録部へ、所謂
水頭圧により容易に供給することができる。　
　また、第２カバー１９は、排出口１４を開閉可能に設けられている（図１～図３参照）
。第２カバー１９の開閉動作は、例えば、記録実行開始指令を受けてプリンター内部の図
示しない開閉手段が作動することによって行われるように構成することができる。
【００２２】
　第２カバー１９における用紙カセット部側には、切欠き部２１が設けられている。これ
により、ユーザーは、図１に示す如くプリンター本体２に装着された用紙カセット部２５
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を、Ｚ軸方向上側へ引き抜くようにして取り外すことができる。そして、ユーザーは、用
紙サイズに応じて、用紙カセット部２５をスライドして引き延ばし、内部に用紙Ｐをセッ
トすることができる。内部にエッジガイド（図示せず）が設けられており、該エッジガイ
ドの位置を用紙サイズに応じて変えるのは勿論である。そして、用紙カセット部２５を前
記引き延ばした状態で、再びプリンター本体２にセットすると、用紙カセット部２５のＺ
軸方向上側は、プリンター本体２の上面３よりＺ軸方向上側へ突出した状態となる（図３
参照）。
【００２３】
　その後、記録実行開始の指令を受けることにより開閉手段（図示せず）が作動し、開閉
手段は、内側から第２カバー１９を押して開く（図３参照）。　
　尚、第２カバー１９が開く程度は、用紙Ｐを排出口１４から排出することができる程度
であればよい。また、用紙カセット部２５における第２カバー側の面２６は、排出された
用紙Ｐをスタックするスタッカ面（２６）としての役割を有する。
【００２４】
　従って、排出された用紙Ｐを、図３に示す如く、スタッカ面２６においてＹ軸方向に積
層することができる。　
　尚、第２カバー１９は、図３に示す姿勢が開ききった状態（開放状態）である。そして
、図示しないセンサーによって、第２カバー１９が開ききったことを検出することができ
るように構成されている。さらに、制御部（図示せず）は、第２カバー１９が開ききった
と判断した後に記録部（図示せず）による実際の記録を開始するように制御する。
【００２５】
　続いて、第１カバー１５と第２カバー１９との関係を詳しく説明する。　
　図４（Ａ）（Ｂ）に示すのは、第１カバーおよび第２カバーとの関係を示す側断面図で
ある。断面の位置は、図１～図３におけるＴ－Ｔ’の位置である。このうち、図４（Ａ）
は第２カバーが開ききった状態において、第１カバーが閉じた状態から開かれようとする
ときの様子である。一方、図４（Ｂ）は第１カバーが開ききった状態において、第２カバ
ーが閉じた状態から開かれようとするときの様子である。
【００２６】
　図４（Ａ）に示す如く、第１カバー１５は、第１揺動軸１６を中心として揺動するよう
に設けられている。同様に、第２カバー１９は、第２揺動軸２０を中心として揺動するよ
うに設けられている。図４（Ａ）に示す如く、記録時では、第２カバー１９は開ききった
状態である。　
　このとき、インクカートリッジ７が取り外される、または何らかの原因によって外れる
と記録部へインクを供給することができなくなる。最悪の場合、供給流路内に空気が入る
ことにより記録部の記録ヘッド（図示せず）のノズル（図示せず）が破損する虞がある。
【００２７】
　そこで、本実施例のプリンター１は、第２カバー１９が開ききっているとき、第１カバ
ー１５が開ききらないように開く側への揺動を規制する第１規制手段２３を備えている。
第１規制手段２３の一例として、開いた状態の第２カバー１９の一部である第１規制部２
２が、第１カバー１５の閉じた姿勢から開ききる姿勢となるまでの進路Ａ上に位置するよ
うに構成されている。これにより、第１カバー１５が開く方向へ揺動しようとした際、開
ききる前の段階で揺動を止めることができる。
【００２８】
　その結果、インクカートリッジ７が取り外されることを防止することができる。また、
何らかの原因によって外れることを防止することができる。　
　尚、図４（Ａ）に示す第１カバー１５の姿勢では、第１カバー１５が第１カートリッジ
８および第２カートリッジ９の真上に位置している。そして、第３カートリッジ１０～第
５カートリッジ１２の真上に位置していないが、第１カートリッジ８～第５カートリッジ
１２の全ての真上に位置する姿勢とすることが望ましい。即ち、出来るだけ第１カバー１
５の開く角度が小さいときに規制することが望ましい。第１カートリッジ８～第５カート
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リッジ１２の全てについて取り外されることを防止することができるからである。
【００２９】
　また、第１カートリッジ８～第５カートリッジ１２をＹ軸方向に並ぶように配列する構
成としたが、Ｘ軸方向に並ぶように配列する構成としてもよい。係る場合、第１カートリ
ッジ８～第５カートリッジ１２のそれぞれの一部分の真上に第１カバー１５が位置するの
で、第１カートリッジ８～第５カートリッジ１２の全てについて取り外されることを防止
することができる。即ち、第１揺動軸１６の軸方向に前記並ぶように配列する構成とする
ことにより、第１カバー１５の開く角度の程度が大きい場合であっても、第１カートリッ
ジ８～第５カートリッジ１２の全てについて取り外されることを防止することができる。
【００３０】
　尚、第２カバー１９が開ききった状態では、第２カバー１９の姿勢は、一例として開閉
手段（図示せず）により、保持されるように構成されている。従って、第１カバー１５を
開くユーザーの力によって第２カバー１９が閉じられることはない。即ち、第１規制手段
２３は、確実に第１カバー１５の開く側への揺動を規制することができる。　
　また、本実施例では、第１規制手段２３は、一例として第２カバー１９の一部である第
１規制部２２としたが、これに限られない。即ち、第２カバー１９の一部でなく、他の部
材を設けてもよい。
【００３１】
　図４（Ｂ）に示す如く、インクカートリッジ７の交換時では、第１カバー１５は開きき
った状態である。　
　このとき、記録が開始されると、インクカートリッジ７が取り外されたままで、記録部
へインクを供給することができない虞がある。最悪の場合、供給流路内に空気が入ること
により記録部の記録ヘッド（図示せず）のノズル（図示せず）が破損する虞がある。
【００３２】
　そこで、本実施例のプリンター１は、第１カバー１５が開ききっているとき、第２カバ
ー１９が開ききらないように開く側への揺動を規制する第２規制手段１８を備えている。
第２規制手段１８の一例として、開いた状態の第１カバー１５の一部である第２規制部１
７が、第２カバー１９の閉じた姿勢から開ききる姿勢となるまでの進路Ｂ上に位置するよ
うに構成されている。
【００３３】
　これにより、第２カバー１９が開く方向へ揺動しようとした際、開ききる前の段階で揺
動を止めることができる。この際、制御部（図示せず）は、記録開始実行指令があった場
合であっても、第２カバー１９が開ききっていないと判断し、記録を開始しないように制
御することができる。その結果、記録ヘッドのノズル（図示せず）が破損することを防止
することができる。
【００３４】
　尚、第１カバー１５の姿勢保持手段の一例として、第１カバー側に凸部および凹部の一
方を形成し、プリンター本体側に他方を形成することができる。そして、第１カバー１５
が開ききった状態では、前記凸部が前記凹部に嵌ることにより、第１カバー１５の姿勢を
保持することができる。従って、第２カバー１９の開閉手段の力によって第１カバー１５
が閉じられることはない。即ち、第２規制手段１８は、確実に第２カバー１９の開く側へ
の揺動を規制することができる。
【００３５】
　また、本実施例では、第２規制手段１８は、一例として第１カバー１５の一部である第
２規制部１７としたが、これに限られない。即ち、第１カバー１５の一部でなく、他の部
材を設けてもよい。　
　またさらに、本実施例では、第１揺動軸１６の軸方向、および第２揺動軸２０の軸方向
を共にＸ軸方向としたがこれに限らない。一方をＹ軸方向にしてもよい。係る場合であっ
ても、第１規制手段２３および第２規制手段１８を構成することができるからである。　
　また、第１カバー１５および第２カバー１９を上面３において同一面上となるように構
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成したが、同一面上に限らない。
【００３６】
　本実施例の記録装置としてのプリンター１は、記録装置本体であるプリンター本体２に
対して着脱可能なインクカートリッジ７と、インクカートリッジ７が装着される装着位置
１３と、を有するプリンター１であって、インクカートリッジ７がプリンター１の上面側
から装着位置１３に対して着脱可能な構成であることを特徴とする。　
　また、本実施例において、プリンター１における上面側に設けられ、記録された被記録
媒体の一例である用紙が排出される排出口１４と、プリンター１における上面側において
、開閉可能に設けられ、開いた状態では装着位置１３を露出させ、閉じた状態では装着位
置１３を覆う第１カバー１５と、プリンター１における上面側に設けられ、排出口１４を
開閉可能な第２カバー１９と、第２カバー１９が開いているとき、第１カバー１５が開放
することを規制する第１規制手段２３と、をさらに備えることを特徴とする。
【００３７】
　またさらに、本実施例において、プリンター１における上面側に設けられ、記録された
用紙が排出される排出口１４と、プリンター１における上面側において、開閉可能に設け
られ、開いた状態では装着位置１３を露出させ、閉じた状態では装着位置１３を覆う第１
カバー１５と、プリンター１における上面側に設けられ、排出口１４を開閉可能な第２カ
バー１９と、第１カバー１５が開いているとき、第２カバー１９が開放することを規制す
る第２規制手段１８と、をさらに備えることを特徴とする。
【００３８】
［他の実施例］
　図５（Ａ）（Ｂ）に示すのは、他の実施例のプリンターを示す斜視図である。このうち
、図５（Ａ）は第１カバーおよび第２カバーが閉じた状態である。一方、図５（Ａ）は第
１カバーが開いた状態であって、用紙カセット部が延ばされてセットされた状態である。
　
　図５（Ａ）（Ｂ）に示す如く、他の実施例のプリンター３０は、第１カバー３１と、第
２カバー３２とを有している。　
　尚、その他の部材については、前述した実施例と同様であるので、同じ符号を用いるこ
ととし、その説明は省略する。
【００３９】
　このうち、第１カバー３１は、前述した実施例の第１カバー１５（図１～図４（Ａ）（
Ｂ）参照）と同様に、インクカートリッジ７の装着位置１３を覆うように構成されている
。異なる点は、第１カバー３１が、上面３における幅方向Ｘにおいて略中央に設けられて
いる点である。また、第２カバー３２は、前述した実施例の第２カバー１９（図１～図４
（Ａ）（Ｂ））と同様に、排出口１４を塞ぐように構成されている。　
　他の実施例では、第１カバー３１の位置、即ち、インクカートリッジ７の装着位置１３
を、上面３における幅方向Ｘにおいて略中央に配設した。即ち、偏倚していない。従って
、ユーザーがより容易にインクカートリッジ７の装着位置１３にアクセスすることができ
る。その結果、使い勝手がさらに良くなる。
【００４０】
　尚、インクカートリッジ７の装着位置１３を、前後方向Ｙにおいて中央よりやや前側と
したが、これは、後側に上面３よりＺ軸方向上側に突出してセットされる用紙カセット部
２５があるからである。インクカートリッジ７の装着位置１３を、上面３における前後方
向Ｙにおいても略中央に配設することが望ましい。ユーザーに対するプリンター３０の向
きがどの向きであっても、アクセスを容易にすることができるからである。　
　また、一例として、面積が広い面を正面４および背面６としたが、これに限らない。面
積が狭い側面５を正面とする構成でもよい。　
　またさらに、本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発
明の範囲内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものである
ことは言うまでもない。
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【符号の説明】
【００４１】
１　プリンター、２　プリンター本体、３　上面、４　正面、５　側面、６　背面、
７　インクカートリッジ、８　第１カートリッジ、９　第２カートリッジ、
１０　第３カートリッジ、１１　第４カートリッジ、１２　第５カートリッジ、
１３　装着位置、１４　排出口、１５　第１カバー、１６　第１揺動軸、
１７　第２規制部、１８　第２規制手段、１９　第２カバー、２０　第２揺動軸、
２１　切欠き部、２２　第１規制部、２３　第１規制手段、２４　操作パネル部、
２５　用紙カセット部、２６　スタッカ面、３０　（他の実施例の）プリンター、
３１　第１カバー、３２　第２カバー、Ａ　第１カバーが開くときの進路、
Ｂ　第２カバーが開くときの進路、Ｐ　用紙、Ｘ　幅方向、Ｙ　前後方向、
Ｚ　高さ方向

【図１】 【図２】



(10) JP 5736702 B2 2015.6.17

【図３】 【図４】

【図５】



(11) JP 5736702 B2 2015.6.17

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  澤田　京樹
            長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン株式会社内

    審査官  下村　輝秋

(56)参考文献  特開２０００－０４４１０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４２４４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２９７８２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０２５４５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５２５１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／００９０５１０（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００３／００７６３９９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００７－２２５７９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４２９４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２０５６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５２７８０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５００２３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２２０７２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２０７９６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１２８３０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２８３６５１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ２９／００－２９／７０
              Ｇ０３Ｇ２１／００
              Ｇ０３Ｇ１５／００
              Ｇ０３Ｇ２１／１６
              Ｈ０４Ｎ１／００
              Ｂ６５Ｈ３１／００－３１／４０
              Ｂ６５Ｈ１／００－３／６８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

