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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　シート状の記録媒体を支持可能な支持面を有する給紙トレイと、
　前記筐体内に配置され、前記給紙トレイから給紙された前記記録媒体に画像を記録する
記録部と、
　前記記録部で画像が記録された前記記録媒体を前記筐体から排出する排出ローラ対と、
　前記排出ローラ対による前記記録媒体の排出方向に関して前記排出ローラ対よりも下流
側に位置しており、前記排出ローラ対によって排出される記録媒体の排出口を塞ぐ第１位
置と、当該排出口を開放し、且つ、前記記録部に給紙される記録媒体を支持可能な第２位
置に回動可能な開閉部材と、
　前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制機構と、
を備え、
　前記規制機構は、
　前記給紙トレイの前記支持面から突出する突出位置と、前記支持面から突出しない退避
位置との間で移動可能であるアクチュエータと、
　前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制位置と、
前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制しない非規制位置と
の間で移動可能な規制部材とを備えており、
　前記規制部材は、前記アクチュエータの移動に伴って移動し、前記アクチュエータが前
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記突出位置にあるときには前記非規制位置に位置し、前記アクチュエータが前記退避位置
にあるときには前記規制位置に位置することを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　前記アクチュエータが前記突出位置に向けて付勢されていることを特徴とする請求項１
に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記アクチュエータは、前記給紙トレイにおいて第１所定サイズの記録媒体を支持する
領域の内側であって前記第１所定サイズより小さい第２所定サイズの記録媒体を支持する
領域の外側に配置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　前記第１所定サイズの記録媒体の長さは、前記排出ローラ対と前記第１位置に位置する
前記開閉部材との間の水平方向の距離よりも長いことを特徴とする請求項３に記載の画像
記録装置。
【請求項５】
　前記第１所定サイズの記録媒体の長さは、前記給紙トレイにおける前記記録媒体の給紙
方向の端部と前記第１位置に位置する前記開閉部材との間の前記支持面に沿う方向の距離
よりも短いことを特徴とする請求項４に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記給紙トレイが支持する前記記録媒体の側端をガイド可能なガイド面を有しており、
前記給紙トレイに支持される前記記録媒体の幅方向に移動可能なサイドガイドをさらに備
えており、
　前記サイドガイドは、前記ガイド面よりも上方に設けられており、前記排出ローラ対に
よって排出された前記記録媒体を支持する支持部を有していることを特徴とする請求項１
から５のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項７】
　筐体と、
　シート状の記録媒体を支持可能な支持面を有する給紙トレイと、
　前記筐体内に配置され、前記給紙トレイから給紙された前記記録媒体に画像を記録する
記録部と、
　前記記録部で画像が記録された前記記録媒体を前記筐体から排出する排出ローラ対と、
　前記排出ローラ対による前記記録媒体の排出方向に関して前記排出ローラ対よりも下流
側に位置しており、前記排出ローラ対によって排出される記録媒体の排出口を塞ぐ第１位
置と、当該排出口を開放し、且つ、前記記録部に給紙される記録媒体を支持可能な第２位
置に回動可能な開閉部材と、
　前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制機構と、
を備え、
　前記規制機構は、
　前記給紙トレイが支持する前記記録媒体の側端をガイド可能なガイド面を有しており、
前記給紙トレイに支持される前記記録媒体の幅方向に移動可能なサイドガイドと、
　前記サイドガイドに設けられており、前記サイドガイドが所定領域に位置しているとき
は前記第２位置に位置する前記開閉部材と係合し、前記サイドガイドが前記所定領域外に
位置しているときには前記第２位置に位置する前記開閉部材と係合しない係合部を有する
ことを特徴とする画像記録装置。
【請求項８】
　前記所定領域が、前記給紙トレイにおいて所定サイズの記録媒体をガイドする前記サイ
ドガイドの位置を含む領域であることを特徴とする請求項７に記載の画像記録装置。
【請求項９】
　前記所定サイズの記録媒体の長さは、前記排出ローラ対と前記第１位置に位置する前記
開閉部材との間の水平方向の距離よりも長いことを特徴とする請求項８に記載の画像記録
装置。
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【請求項１０】
　前記所定サイズの記録媒体の長さは、前記給紙トレイにおける前記記録媒体の給紙方向
の端部と前記第１位置に位置する前記開閉部材との間の前記支持面に沿う方向の距離より
も短いことを特徴とする請求項９に記載の画像記録装置。
【請求項１１】
　前記サイドガイドは、前記ガイド面よりも上方に設けられており、前記排出ローラ対に
よって排出された前記記録媒体を支持する支持部を有していることを特徴とする請求項７
～１０のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項１２】
　前記開閉部材は、前記給紙トレイに回動可能に設けられていることを特徴とする請求項
１～１１のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項１３】
　前記開閉部材は、前記第１位置において、給紙トレイに記録媒体を支持可能とするため
の給紙口を塞ぎ、前記第２位置において、当該給紙口を開放するものであることを特徴と
する請求項１～１２のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項１４】
　筐体と、
　シート状の記録媒体を支持可能な支持面を有する給紙トレイと、
　前記筐体内に配置され、前記給紙トレイから給紙された前記記録媒体に画像を記録する
記録部と、
　前記記録部で画像が記録された前記記録媒体を前記筐体から排出する排出ローラ対と、
　前記排出ローラ対による前記記録媒体の排出方向に関して前記排出ローラ対よりも下流
側に位置しており、前記排出ローラ対によって排出される記録媒体の排出口を塞ぐ第１位
置と、当該排出口を開放する第２位置に回動可能な開閉部材と、
　前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制機構と、
　前記給紙トレイに前記記録媒体が載置されたときに前記開閉部材を前記第１位置から前
記第２位置に回動させる回動機構と、
　を備えることを特徴とする画像記録装置。
【請求項１５】
　筐体と、
　シート状の記録媒体を支持可能な支持面を有する給紙トレイと、
　前記筐体内に配置され、前記給紙トレイから給紙された前記記録媒体に画像を記録する
記録部と、
　前記記録部で画像が記録された前記記録媒体を前記筐体から排出する排出ローラ対と、
　前記排出ローラ対による前記記録媒体の排出方向に関して前記排出ローラ対よりも下流
側に位置しており、前記排出ローラ対によって排出される記録媒体の排出口を塞ぐ第１位
置と、当該排出口を開放する第２位置に回動可能な開閉部材と、
　前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制機構と、
　前記給紙トレイが記録媒体を支持しているか否かを検知する検知部と、を備え、
　前記規制機構は、前記検知部によって前記給紙トレイが記録媒体を支持していることを
検知している状態において、前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動する
のを規制するものであることを特徴とする画像記録装置。
【請求項１６】
　筐体と、
　シート状の記録媒体を支持可能な支持面を有する給紙トレイと、
　前記筐体内に配置され、前記給紙トレイから給紙された前記記録媒体に画像を記録する
記録部と、
　前記記録部で画像が記録された前記記録媒体を前記筐体から排出する排出ローラ対と、
　前記排出ローラ対による前記記録媒体の排出方向に関して前記排出ローラ対よりも下流
側に位置しており、前記排出ローラ対によって排出される記録媒体の排出口を塞ぐ第１位
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置と、当該排出口を開放する第２位置に回動可能な開閉部材と、
　前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制機構と、
を備え、
　前記開閉部材は、前記第２位置にあるときに、前記給紙トレイと共に、前記記録部に給
紙される前記記録媒体を支持可能であることを特徴とする画像記録装置。
【請求項１７】
　前記第２位置にある前記開閉部材の、前記記録媒体を支持可能な支持面は、前記給紙ト
レイの支持面と面一であることを特徴とする請求項１６に記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート状の記録媒体に画像を記録する画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されている画像形成装置においては、装置前面に給紙トレイが設けら
れており、給紙トレイ上に載置されたシートが装置内の画像形成部に供給され、記録済み
のシートがＵターンして、再び給紙トレイと同じ装置前面側に設けられた排出トレイに排
出される。給紙トレイ及び排出トレイは、いずれもその下部に位置する水平軸線の周りを
回動することで開閉可能に構成されている。給紙トレイは排出トレイの外側に配置されて
おり、両トレイが閉じられている状態では給紙トレイが排出トレイを覆っている。給紙ト
レイを開くことで、給紙トレイ上に記録用のシートを載置できるようになっている。排出
トレイは、閉じている状態のときは記録済みのシートが排出される排出口を塞いでおり、
開いている状態のときは排出口を開放して排出口から排出されたシートを支持できるよう
になっている。
【０００３】
　かかる画像形成装置で画像の記録を行う際には、まず給紙トレイ及び排出トレイを開き
、給紙トレイ上に記録用のシートを載置する。その後、画像の記録を開始すると、排出口
から排出された記録済みのシートが排出トレイに排出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－３９７９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のように、記録済みの用紙を排出する排出口を塞ぐ状態と開放する状態とを取り得
るカバーを備えた画像記録装置においては、画像記録時にカバーが閉じた状態となってい
ると、排出される用紙がカバーと干渉してジャムが生じる恐れがある。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、ジャムの発生を抑制できる画像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】
【０００７】
　本発明にかかる画像記録装置は、筐体と、シート状の記録媒体を支持可能な支持面を有
する給紙トレイと、前記筐体内に配置され、前記給紙トレイから給紙された前記記録媒体
に画像を記録する記録部と、前記記録部で画像が記録された前記記録媒体を前記筐体から
排出する排出ローラ対と、前記排出ローラ対による前記記録媒体の排出方向に関して前記
排出ローラ対よりも下流側に位置しており、前記排出ローラ対によって排出される記録媒
体の排出口を塞ぐ第１位置と、当該排出口を開放する第２位置に回動可能な開閉部材と、
前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制機構とを備
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えている。
【０００８】
　この構成によると、排出口を開放する第２位置にある開閉部材が排出口を塞ぐ第１位置
に回動することがないので、給紙トレイから給紙されて排出ローラ対によって排出された
記録媒体が開閉部材と干渉することでジャムが生じるのを抑制できる。
【０００９】
前記規制機構は、前記給紙トレイが記録媒体を給紙可能な状態である場合に、前記第２位
置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制するものであってもよい。給紙
トレイが記録媒体を給紙可能な状態にあるときに、第２位置にある開閉部材の第１位置へ
の回動を規制できるので、その後給紙が開始され、排出ローラによって排出された記録媒
体が開閉部材と干渉するのを防ぐことができる。
【００１０】
　なお、「記録媒体を給紙可能な状態」とは、給紙トレイが記録媒体を支持している状態
、または、給紙トレイに記録媒体を適正に支持させるための準備操作が行われた状態を意
味する。例えば、給紙トレイが記録媒体を支持している状態では、支持面に支持された記
録媒体が規制機構を動作させて第２位置にある開閉部材が第１位置に回動するのを規制す
る。また、給紙トレイに記録媒体を適正に支持させるための準備操作が行われた状態では
、準備操作によって規制機構に含まれる可動部材が移動させられて第２位置にある開閉部
材が第１位置に回動するのを規制する。
【００１１】
　前記開閉部材は、前記第２位置にあるときに前記記録部に給紙される記録媒体を支持可
能であってもよい。第２位置にある開閉部材が記録媒体を支持しているときに開閉部材が
回動されると、記録媒体が折れ曲がってしまうおそれがあるが、本発明では、規制機構に
よって開閉部材の回動が規制されるので、記録媒体が折れ曲がるのを防ぐことができる。
【００１２】
　前記開閉部材は、前記給紙トレイに回動可能に設けられていてもよい。
【００１３】
　前記開閉部材は、前記第１位置において、給紙トレイに記録媒体を支持可能とするため
の給紙口を塞ぎ、前記第２位置において、当該給紙口を開放するものであってもよい。こ
の構成では、給紙トレイに記録媒体をセットするために開閉部材を第２位置に回動させる
必要がある。その後、規制機構によって第２位置にある開閉部材が第１位置に回動するの
を規制できる。
【００１４】
　前記規制機構は、前記給紙トレイの前記支持面から突出する突出位置と、前記支持面か
ら突出しない退避位置との間で移動可能であるアクチュエータと、前記第２位置にある前
記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制する規制位置と、前記第２位置にある前記
開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制しない非規制位置との間で移動可能な規制部
材とを備えており、前記規制部材は、前記アクチュエータの移動に伴って移動し、前記ア
クチュエータが前記突出位置にあるときには前記非規制位置に位置し、前記アクチュエー
タが前記退避位置にあるときには前記規制位置に位置するものであってもよい。この構成
によると、給紙トレイが記録媒体を支持しているとき、アクチュエータは給紙トレイの支
持面から突出しない退避位置となり、規制部材は開閉部材の第１位置への回動を規制する
規制位置となる。よって、給紙トレイに記録媒体を支持することで開閉部材の第１位置へ
の回動を規制する状態にすることができる。
【００１５】
　前記アクチュエータが前記突出位置に向けて付勢されていてもよい。この構成では、給
紙トレイ上の記録媒体がなくなると、アクチュエータが突出位置に移動し、それに伴って
規制部材が非規制位置に移動する。よって、開閉部材を第１位置に戻すことができるよう
になる。
【００１６】
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　前記アクチュエータは、前記給紙トレイにおいて第１所定サイズの記録媒体を支持する
領域の内側であって前記第１所定サイズより小さい第２所定サイズの記録媒体を支持する
領域の外側に配置されていてもよい。この構成では、給紙トレイに支持される記録媒体が
第２所定サイズよりも小さい場合は、アクチュエータが退避位置に移動することはない。
そして、給記録媒体が第１所定サイズ以上である場合に、アクチュエータが退避位置に移
動すると共に規制部材が規制位置に移動し、開閉部材の第１位置への回動を規制する状態
にすることができる。
【００１７】
　前記第１所定サイズの記録媒体の長さは、前記排出ローラ対と前記第１位置に位置する
前記開閉部材との間の水平方向の距離よりも長くてもよい。記録媒体の長さが、排出ロー
ラ対と第１位置に位置する開閉部材との間の水平方向の距離よりも長い場合、開閉部材が
第１位置にあると、排出ローラ対によって排出された記録媒体が開閉部材と干渉してジャ
ムが生じる。この構成では、ジャムが発生し得る長さの記録媒体である第１所定サイズ以
上の大きさの記録媒体が給紙トレイに支持されたときに、開閉部材の第１位置への回動を
規制できる。
【００１８】
　前記第１所定サイズの記録媒体の長さは、前記給紙トレイにおける前記記録媒体の給紙
方向の端部と前記第１位置に位置する前記開閉部材との間の前記支持面に沿う方向の距離
よりも短くてもよい。給紙トレイにおける記録媒体の給紙方向の端部と第１位置に位置す
る開閉部材との間の距離よりも長さが短い記録媒体が給紙トレイに支持されている場合、
記録媒体が第２位置にある開閉部材に支持されることがない。よって、第２位置にある開
閉部材を不用意に第１位置へ回動させてしまいやすいが、本発明では規制機構により開閉
部材の第１位置への回動を規制できる。
【００１９】
　前記規制機構は、前記給紙トレイが支持する前記記録媒体の側端をガイド可能なガイド
面を有しており、前記給紙トレイに支持される前記記録媒体の幅方向に移動可能なサイド
ガイドと、前記サイドガイドに設けられており、前記サイドガイドが所定領域に位置して
いるときは前記第２位置に位置する前記開閉部材と係合し、前記サイドガイドが前記所定
領域外に位置しているときには前記第２位置に位置する前記開閉部材と係合しない係合部
とを有していてもよい。この構成では、給紙トレイに記録媒体をセットする際にサイドガ
イドを移動させて所定領域に配置することで、係合部が開閉部材と係合し、第２位置に位
置する開閉部材が第１位置に回動するのを規制することができる。
【００２０】
　前記所定領域が、前記給紙トレイにおいて所定サイズ記録媒体をガイドする前記サイド
ガイドの位置を含む領域であってもよい。この構成では、給紙トレイに支持される所定サ
イズの記録媒体の側端をガイドする位置にサイドガイドを配置したとき、サイドガイドの
係合部が開閉部材と係合するので、開閉部材の第１位置への回動を規制する状態にするこ
とができる。
【００２１】
　前記所定サイズの記録媒体の長さは、前記排出ローラ対と前記第１位置に位置する前記
開閉部材との間の水平方向の距離よりも長くてもよい。この構成では、ジャムが発生し得
る長さの記録媒体である所定サイズの記録媒体の側端をガイドする位置にサイドガイドを
配置したとき、開閉部材の第１位置への回動を規制できる。
【００２２】
　前記所定サイズの記録媒体の長さは、前記給紙トレイにおける前記記録媒体の給紙方向
の端部と前記第１位置に位置する前記開閉部材との間の前記支持面に沿う方向の距離より
も短くてもよい。この構成では、所定サイズの記録媒体は第２位置にある開閉部材に支持
されることがないので第２位置にある開閉部材を不用意に第１位置へ回動させてしまいや
すいが、本発明では規制機構により開閉部材の第１位置への回動を規制できる。
【００２３】
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　前記サイドガイドは、前記ガイド面よりも上方に設けられており、前記排出ローラ対に
よって排出された前記記録媒体を支持する支持部を有していてもよい。
【００２４】
　また、前記給紙トレイが支持する前記記録媒体の側端をガイド可能なガイド面を有して
おり、前記給紙トレイに支持される前記記録媒体の幅方向に移動可能なサイドガイドをさ
らに備えており、前記サイドガイドは、前記ガイド面よりも上方に設けられており、前記
排出ローラ対によって排出された前記記録媒体を支持する支持部を有していてもよい。
【００２５】
　これらの構成によると、給紙トレイの上方に記録済みの記録媒体を積載できる。
【００２６】
　前記給紙トレイに前記記録媒体が載置されたときに前記開閉部材を前記第１位置から前
記第２位置に回動させる回動機構をさらに備えていてもよい。この構成では、画像の記録
を開始する前の準備段階で給紙トレイに記録媒体を載置する際に開閉部材を第２位置とす
ることができるので、開閉部材が第１位置にある状態で画像の記録が開始されてジャムが
発生するのを防止できる。
【００２７】
　前記給紙トレイが記録媒体を支持しているか否かを検知する検知部を備え、前記規制機
構は、前記検知部によって前記給紙トレイが記録媒体を支持していることを検知している
状態において、前記第２位置にある前記開閉部材が前記第１位置に回動するのを規制して
もよい。この構成では、給紙トレイが記録媒体を支持しているとき、開閉部材の第１位置
への回動を規制する状態にすることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によると、排出口を開放する第２位置にある開閉部材が排出口を塞ぐ第１位置に
回動することがないので、給紙トレイから給紙されて排出ローラ対によって排出された記
録媒体が開閉部材と干渉することでジャムが生じるのを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１実施形態にかかるインクジェットプリンタの内部構造を示す概略側
面図である。
【図２】図１に示す給紙トレイ及び第２位置にあるトレイカバーの平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図の部分拡大図であり、（ａ）はトレイカバ
ーが第１位置にある状態、（ｂ）はトレイカバーが第２位置であり回動が規制されていな
い状態、（ｃ）はトレイカバーが第２位置であり回動が規制されている状態を示す。
【図４】本発明の第２実施形態にかかるインクジェットプリンタの外観斜視図であり、（
ａ）はトレイカバーの回動が規制されていない状態、（ｂ）はトレイカバーの回動を規制
が規制されている状態を示す。
【図５】（ａ）は図４のＶａ－Ｖａ線に沿う断面図であり、トレイカバーが第１位置にあ
る状態、（ｂ）は図４のＶａ－Ｖａ線に沿う断面図であり、トレイカバーが第２位置であ
り回動が規制されていない状態、（ｃ）は図４のＶｃ－Ｖｃ線に沿う断面図であり、トレ
イカバーが第２位置であり回動が規制されている状態を示す。
【図６】本発明の第３実施形態にかかるインクジェットプリンタの内部構造を示す概略側
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００３１】
（第１実施形態）
　まず、図１を参照しつつ、本発明の一実施形態のインクジェットプリンタについて説明
する。なお、以下の説明において、図１に示すインクジェットプリンタ１の右方の面を「
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前面」、左方の面を「背面」と称する。さらに、インクジェットプリンタ１の前面と背面
との対向方向を「前後方向」と称し、水平且つ前後方向と直交する方向を「幅方向」と称
する。
【００３２】
　インクジェットプリンタ１は、図１に示すように、略直方体状であり前面側が開口２ａ
となっている筐体２を有する。画像を記録するための用紙Ｐの給紙、及び画像が記録され
た用紙Ｐの排出はこの開口２ａを介して行われる。すなわち、開口２ａは給紙口及び排出
口として機能する。
【００３３】
　筐体２内の下方には、用紙Ｐを支持可能な支持面３ａを有する給紙トレイ３が設けられ
ている。給紙トレイ３の上方には、筐体２に設けられた回転軸を中心に回転自在に構成さ
れており、給紙トレイ３の支持面３ａに支持されている用紙Ｐを背面側に送り出すピック
アップローラ１１が設けられている。
【００３４】
　給紙トレイ３には、その前面側の端部に設けられた軸３９を介してトレイカバー４が取
り付けられている。トレイカバー４は、軸３９を中心に回動することで、筐体２の前面側
の開口２ａを塞ぐ第１位置（図１において破線で示す位置）と、開放する第２位置（図１
において実線で示す位置）とを取り得る。トレイカバー４の回動先端の高さ位置は、第１
位置にあるときは筐体２の上壁とほぼ同じであり、第２位置にあるときは給紙トレイ３と
ほぼ同じである。
【００３５】
　第２位置に位置するトレイカバー４は、上面が給紙トレイ３の支持面３ａとほぼ面一と
なる。そして、給紙トレイ３に支持されている用紙Ｐの前後方向に沿う長さが、給紙トレ
イ３の背面側の端部（給紙方向の端部）と第１位置に位置するトレイカバー４との間の支
持面３ａに沿う方向の距離Ｌ２（以降単に「給紙トレイ３の長さ」と称する）よりも長い
場合には、用紙Ｐの給紙トレイ３の前面側端から外にはみ出した部分がトレイカバー４の
上面に支持される。
【００３６】
　ここで、図２に示すように、給紙トレイ３には、支持面３ａ上に支持された用紙Ｐの両
側端をガイドするガイド面３１ａを有する一対のサイドガイド３１と、トレイカバー４の
回動を規制する規制する規制機構８とが設けられている。規制機構８の詳細な構成は後述
する。サイドガイド３１は、用紙Ｐの幅方向中央が給紙トレイ３の幅方向中央に一致する
ように用紙Ｐをガイドするものであり、サイドガイド３１によってガイドされた用紙Ｐは
、ピックアップローラ１１による送り出し方向（前面側から背面側に向かう方向）と用紙
Ｐの長手方向とが一致する姿勢で適正に支持面３ａに支持される。サイドガイド３１は、
給紙トレイ３に支持される用紙Ｐの各種サイズに対応するため、用紙Ｐの幅方向（図２中
左右方向）に移動可能に構成されている。より詳細には、互いに対向するラックと両ラッ
クに噛み合うピニオンからなる公知の連動機構３５が設けられており、一方のサイドガイ
ド３１と他方のサイドガイド３１とは互いに離接する方向に連動移動可能となっている。
【００３７】
　また、サイドガイド３１は、後述する搬送機構５によって開口２ａに向けて送り出され
た記録済みの用紙Ｐを支持する支持部３１ｂを有している。支持部３１ｂは、サイドガイ
ド３１のガイド面３１ａが形成されている部分の上端から、ガイド面３１ａ側（図２中右
方のサイドガイド３１では左側、左方のサイドガイド３１では右側）に水平に張り出して
いる。すなわち、支持部３１ｂはガイド面３１ａよりも上方に設けられている。
【００３８】
　図１に戻って、給紙トレイ３の背面側の端部には、一端が給紙トレイ３の背面側の端部
に接続されており、他端がさらに背面側且つ上方に位置する傾斜板３４が取り付けられて
いる。図示しないモータによってピックアップローラ１１を駆動することで、給紙トレイ
３に支持された用紙Ｐは背面側に１枚ずつ送り出され、傾斜板３４に沿って上方へ押し上
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げられる。
【００３９】
　筐体２内には、ピックアップローラ１１によって給紙トレイ３から送り出された用紙Ｐ
を開口２ａに向けて搬送する搬送機構５と、搬送機構５によって搬送される用紙Ｐに画像
を形成する記録部６と、装置全体の制御を司る制御部９とがさらに収容されている。
【００４０】
　記録部６は、図示しない移動機構により図１の紙面に垂直な方向に往復移動可能なキャ
リッジ６１と、キャリッジ６１に搭載されたインクジェットヘッド６２とを有する。イン
クジェットヘッド６２の下面には、インクを吐出する複数の吐出口（図示せず）が開口し
た吐出面６２ａが形成されている。
【００４１】
　搬送機構５は、記録部６よりも背面側も配置された搬送ローラ対５１と、記録部６を挟
んで搬送ローラ対５１と反対側に配置された排出ローラ対５２と、記録部６の吐出面６２
ａと対向する位置に配置された平板状のプラテン５３と、ピックアップローラ１１によっ
て給紙トレイ３から送り出された用紙Ｐを搬送ローラ対５１へ案内する湾曲ガイド５４と
を有する。搬送ローラ対５１と排出ローラ対５２とは、図示しないモータによってそれぞ
れ駆動され、インクジェットヘッド６２の吐出面６２ａとプラテン５３との間において、
用紙Ｐを前面側へ搬送する。
【００４２】
　湾曲ガイド５４は、湾曲面である第１ガイド面５５ａを有する第１ガイド部材５５と、
湾曲面であり第１ガイド面５５ａと対向する第２ガイド面５６ａを有する第２ガイド部材
５６とを有している。給紙トレイ３から送り出された用紙Ｐは、第１ガイド面５５ａと第
２ガイド面５６ａとの間を通って搬送ローラ対５１に案内される。
【００４３】
　上述のような構成により、ピックアップローラ１１によって前面側から背面側に向かう
方向（図１中右から左に向かう方向）に給紙トレイ３から送り出され、傾斜板３４に沿っ
て上方へ押し上げられた用紙Ｐは、湾曲ガイド５４の案内によりＵターンして背面側から
前面側に向かう方向（図１中左から右に向かう方向）に送り出される。その後、用紙Ｐは
搬送ローラ対５１に挟持されて前面側へ搬送され、インクジェットヘッド６２の吐出面６
２ａと対向する位置においてインクジェットヘッド６２から吐出されたインクにより画像
が形成される。画像が記録された用紙Ｐは、排出ローラ対５２によって開口２ａに向かっ
て送り出され、サイドガイド３１の支持部３１ｂに支持される。
【００４４】
　次に、図３をさらに参照しつつ、給紙トレイ３に設けられた規制機構８の構成について
説明する。なお、本実施形態の規制機構８は、第１所定サイズ以上の大きさの用紙Ｐが給
紙トレイ３に支持されて給紙可能な状態（給紙トレイ３の給紙可能度が高い第１状態）と
なったときに、第２位置にあるトレイカバー４が第１位置に回動するのを規制するもので
ある。給紙トレイ３に用紙Ｐが支持されていない状態（第１状態に比べて給紙トレイ３の
給紙可能度が低い第２状態）では、規制機構８によるトレイカバー４の回動規制は行われ
ない。
【００４５】
　ここで、第１所定サイズの用紙Ｐとは、搬送機構５による搬送方向に沿う長さが、給紙
トレイ３の長さＬ２よりも短く、且つ、排出ローラ対５２と開口２ａを塞ぐ第１位置に位
置するトレイカバー４との間の水平方向の距離Ｌ１（図１参照）よりも長い用紙Ｐである
。また、本実施形態においては、用紙Ｐは、例えばＬ判、官製ハガキ、Ａ６、Ａ４等の定
型サイズの用紙を、長手方向が搬送機構５による搬送方向と一致する方向で印刷すること
を想定しており、第１所定サイズはＡ６サイズとする。
【００４６】
　規制機構８は、給紙トレイ３の支持面３ａから突出する突出位置と、支持面３ａから突
出しない退避位置との間で移動可能であるアクチュエータ８１と、第２位置にあるトレイ
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カバー４が第１位置に回動するのを規制する規制位置と規制しない非規制位置との間で移
動可能な規制部材８２とを有している。
【００４７】
　給紙トレイ３には上下方向に貫通する貫通孔３ｂが形成されており、図３に示すように
、アクチュエータ８１は、給紙トレイ３の貫通孔３ｂの内壁に回動可能に支持されている
。図２に示すように、貫通孔３ｂ内に配置されたアクチュエータ８１は、給紙トレイ３に
おいて、第１所定サイズの用紙Ｐを支持する領域（一点鎖線で示す領域）の内側であって
、第１所定サイズより小さい第２所定サイズ（例えば、Ｌ判サイズ）の用紙Ｐを支持する
領域（破線で示す領域）の外側に位置している。
【００４８】
　アクチュエータ８１は、回動中心から延びた２本のアーム部８１ａ、８１ｂで構成され
ており、幅方向から見て略Ｖ字型を有する部材である。アクチュエータ８１にはバネ８５
による付勢力が付与されており、アクチュエータ８１に外力が加わらない状態ではアーム
部８１ａが支持面３ａから上方に突出する突出位置となる。アクチュエータ８１に外力が
加わってアーム部８１ａの先端が押し下げられると、アクチュエータ８１は支持面３ａか
ら突出しない退避位置となる。
【００４９】
　規制部材８２は、一端がアクチュエータ８１のアーム部８１ｂの先端に回動可能に取り
付けられた棒状の部材であり、給紙トレイ３の下方において前後方向と平行に配置されて
いる。アクチュエータ８１が回動することで、規制部材８２は前後方向に移動する。ここ
で、図３に示すように、トレイカバー４の下面（第１位置にあるときに下方を向く面）に
は凹部４１が形成されている。図３（ｂ）、（ｃ）に示すように、トレイカバー４が第２
位置にあるとき、凹部４１は給紙トレイ３の下面よりも下方に位置する。規制部材８２は
、アクチュエータ８１の回動に伴って前後方向に移動することで、その前面側（図３中右
側）の端部が第２位置にあるトレイカバー４の凹部４１と係合する規制位置と、係合しな
い非規制位置とを取り得る。
【００５０】
　次に、規制機構８の動作について説明する。まず、画像の記録を開始するにあたって給
紙トレイ３に用紙Ｐをセットするために、図３（ａ）に示すように第１位置に位置してい
るトレイカバー４は、図３（ｂ）に示すように第２位置に回動される。給紙トレイ３に用
紙Ｐが載置されるまでは、アクチュエータ８１は、バネ８５の付勢力により突出位置に位
置している。このとき、規制部材８２は、その前面側の端部がトレイカバー４の凹部４１
と係合しておらず、トレイカバー４は回動可能な状態である。
【００５１】
　給紙トレイ３に第１所定サイズ以上の大きさの用紙Ｐが載置されると、突出位置にある
アクチュエータ８１が用紙Ｐによって下方に押し下げられ、図３（ｃ）に示すように退避
位置に移動する。アクチュエータ８１が退避位置に移動することで、規制部材８２の前面
側の端部がトレイカバー４の凹部４１と係合し、トレイカバー４の第２位置から第１位置
への回動が規制される状態となる。
【００５２】
　以上に述べたように、本実施形態にかかるインクジェットプリンタ１は、排出ローラ対
５２によって排出される用紙Ｐの排出口である開口２ａが形成されている。排出ローラ対
５２による用紙Ｐの排出方向（図１中左から右に向かう方向）に関して排出ローラ対５２
の下流側に位置するトレイカバー４は、開口２ａを塞ぐ第１位置と開口２ａを開放する第
２位置に回動可能となっている。そして、規制機構８は、第２位置にあるトレイカバー４
が第１位置に回動するのを規制する。したがって、給紙トレイ３から給紙されて排出ロー
ラ対５２によって排出された用紙Ｐが第１位置にあるトレイカバー４と干渉することでジ
ャムが生じるのを抑制できる。
【００５３】
　また、規制機構８は、給紙トレイ３が用紙Ｐを支持しているときに第２位置にあるトレ
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イカバー４が第１位置に回動するのを規制する。よって、給紙トレイ３に支持された用紙
Ｐが給紙されて排出ローラ対５２によって排出されたときに、用紙Ｐが第１位置にあるト
レイカバー４と干渉することでジャムが生じるのを抑制できる。
【００５４】
　また、本実施形態のトレイカバー４は、給紙トレイ３に回動可能に設けられており、第
２位置にあるときに記録部６に給紙される用紙Ｐを支持可能である。第２位置にあるトレ
イカバー４が用紙Ｐを支持しているときにトレイカバー４が回動されると、用紙Ｐが折れ
曲がってしまうおそれがあるが、規制機構８によってトレイカバー４の回動が規制される
ので、用紙Ｐが折れ曲がるのを防ぐことができる。
【００５５】
　さらに、本実施形態のトレイカバー４は、第１位置において給紙トレイ３に記録用紙を
支持可能とするための給紙口である開口２ａを塞ぎ、第２位置において開口２ａを開放す
るものである。したがって、給紙トレイ３に用紙Ｐをセットするためにトレイカバー４を
第２位置に回動させる必要がある。その後、規制機構８によって第２位置にあるトレイカ
バー４が第１位置に回動するのを規制できる。
【００５６】
　また、本実施形態の規制機構８は、給紙トレイ３の用紙Ｐを支持する支持面３ａから突
出する突出位置と、支持面３ａから突出しない退避位置との間で移動可能であるアクチュ
エータ８１と、第２位置にあるトレイカバー４が第１位置に回動するのを規制する規制位
置と規制しない非規制位置との間で移動可能な規制部材８２とを備えている。規制部材８
２は、アクチュエータ８１の移動に伴って移動し、アクチュエータ８１が突出位置にある
ときには非規制位置に位置し、アクチュエータ８１が退避位置にあるときには規制位置に
位置する。したがって、給紙トレイ３が用紙Ｐを支持しているとき、アクチュエータ８１
は給紙トレイ３の支持面３ａから突出しない退避位置となり、規制部材８２はトレイカバ
ー４の第１位置への回動を規制する規制位置となる。よって、給紙トレイ３に用紙Ｐを支
持することでトレイカバー４の第１位置への回動を規制する状態にすることができる。
【００５７】
　また、本実施形態の規制機構８は、アクチュエータ８１が突出位置に向けて付勢されて
いる。したがって、給紙トレイ３上の用紙Ｐがなくなると、アクチュエータ８１が突出位
置に移動し、それに伴って規制部材８２が非規制位置に移動する。よって、トレイカバー
４を第１位置に戻すことができるようになる。
【００５８】
　さらに、本実施形態の規制機構８では、アクチュエータ８１が給紙トレイ３において第
１所定サイズの用紙Ｐを支持する領域の内側であって、第１所定サイズより小さい第２所
定サイズの用紙Ｐを支持する領域の外側に配置されている。したがって、給紙トレイ３に
支持される用紙Ｐが第２所定サイズの用紙Ｐよりも小さい用紙Ｐである場合は、アクチュ
エータ８１が退避位置に移動することはない。そして、用紙Ｐが第１所定サイズの以上で
ある場合に、アクチュエータ８１が退避位置に移動すると共に規制部材８２が規制位置に
移動し、トレイカバー４の第１位置への回動を規制する状態にすることができる。
【００５９】
　また、本実施形態のインクジェットプリンタ１では、第１所定サイズの用紙Ｐの長さは
、排出ローラ対５２と第１位置に位置するトレイカバー４との間の水平方向の距離Ｌ１よ
りも長い。用紙Ｐの長さが距離Ｌ１よりも長い場合、トレイカバー４が第１位置にあると
、排出ローラ対５２によって排出された用紙Ｐがトレイカバー４と干渉してジャムが生じ
る。本実施形態の構成では、ジャムが発生し得る長さの用紙Ｐである第１所定サイズ以上
の大きさの用紙Ｐが給紙トレイ３に支持されたときに、トレイカバー４の第１位置への回
動を規制できる。
【００６０】
　加えて、本実施形態のインクジェットプリンタ１では、第１所定サイズの用紙Ｐの長さ
は、給紙トレイ３の長さＬ２よりも短い。長さＬ２よりも短い用紙Ｐが給紙トレイ３に支
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持されている場合、用紙Ｐが第２位置にあるトレイカバー４に支持されることがない。よ
って、第２位置にあるトレイカバー４を不用意に第１位置へ回動させてしまいやすいが、
規制機構８によりトレイカバー４の第１位置への回動を規制できる。
【００６１】
　さらに、本実施形態においては、サイドガイド３１は、ガイド面３１ａよりも上方に設
けられており、排出ローラ対５２によって排出された用紙Ｐを支持する支持部３１ｂを有
している。したがって、給紙トレイ３の上方に記録済みの用紙Ｐを積載できる。
【００６２】
（第２実施形態）
　以下、本発明の第２実施形態について図４、５を参照しつつ説明する。第２実施形態に
おいて第１実施形態と主に異なる点は、規制機構の構成である。以下においては、第１実
施形態と同一の箇所については同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。なお、図４
（ａ）のＶａ－Ｖａ線は後述する領域Ａ以外の領域における切断線であり、Ｖｃ－Ｖｃ線
は領域Ａにおける切断線である。
【００６３】
　本実施形態のインクジェットプリンタ１０１の規制機構１０８は、給紙トレイ３に用紙
Ｐを適正に支持するために用紙Ｐのサイズに合わせてサイドガイド３１を幅方向に移動さ
せる準備操作が行われて給紙可能な状態（給紙トレイ３の給紙可能度が高い第１状態）と
なったとき、第２位置にあるトレイカバー４が第１位置に回動するのを規制するものであ
る。かかる準備操作が行われていない状態（第１状態に比べて給紙トレイ３の給紙可能度
が低い第２状態）では、規制機構１０８によるトレイカバー４の回動規制は行われない。
具体的には、一対のサイドガイド３１が領域Ａ（図４（ａ）参照）に位置しているときに
、第２位置にあるトレイカバー４が第１位置に回動するのを規制する。
【００６４】
　領域Ａ内に位置するサイドガイド３１にガイドされる用紙Ｐは、所定サイズ以上である
。ここで、所定サイズの用紙Ｐとは、搬送方向に沿う長さが排出ローラ対５２と開口２ａ
を塞ぐ第１位置に位置するトレイカバー４との間の水平方向の距離Ｌ１よりも長い用紙Ｐ
である。すなわち、領域Ａ内に位置するサイドガイド３１にガイドされる用紙Ｐの長さは
、距離Ｌ１よりも長い。本実施形態では、所定サイズはＡ６サイズとする。
【００６５】
　規制機構１０８は、サイドガイド３１に設けられており、トレイカバー４と係合可能な
係合部１３６を有している。係合部１３６は、サイドガイド３１の前面側の端部であり、
給紙トレイ３の前面側の端部から前面側に突出している部分である。
【００６６】
　トレイカバー４において、開口２ａを開放する第２位置にあるときに上方を向く面の給
紙トレイ３側の端部には、サイドガイド３１の係合部１３６と係合する被係合部１４６が
設けられている。図５（ｃ）に示すように、第２位置にあるトレイカバー４の上面は、被
係合部１４６が形成された部分において盛り上がっている。図４（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに、被係合部１４６は、第２位置にあるトレイカバー４の幅方向両端部にそれぞれ設け
られており、サイドガイド３１が所定サイズ以上の大きさの用紙Ｐの幅方向両端をガイド
する位置である領域Ａにあるとき、サイドガイド３１の係合部１３６と係合するようにな
っている。
【００６７】
　次に、規制機構１０８の動作について説明する。まず、画像の記録を開始するにあたっ
て給紙トレイ３に用紙Ｐをセットするために、図５（ａ）に示すように第１位置に位置し
ているトレイカバー４を、図５（ｂ）に示すように第２位置に回動させる。このとき、図
４（ａ）に示すように、サイドガイド３１は所定サイズ以上の大きさの用紙Ｐの幅方向端
部をガイドする位置（領域Ａ）よりも幅方向内側に位置しており、サイドガイド３１の係
合部１３６がトレイカバー４の被係合部１４６と係合することなく、トレイカバー４は回
動可能な状態である。
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【００６８】
　続いて、給紙トレイ３に用紙Ｐを適正に支持するために用紙Ｐのサイズに合わせてサイ
ドガイド３１を幅方向に移動させる準備操作が行われ、サイドガイド３１が領域Ａに配置
されると、図４（ｂ）、図５（ｃ）に示すように係合部１３６がトレイカバー４の被係合
部１４６と係合する。このとき、トレイカバー４の第２位置から第１位置への回動が規制
される状態となる。
【００６９】
　以上に述べたように、本実施形態にかかるインクジェットプリンタ１０１では、規制機
構１０８は、サイドガイド３１に設けられており、サイドガイド３１が所定の領域Ａに位
置しているときは第２位置に位置するトレイカバー４の被係合部１４６と係合し、サイド
ガイド３１が領域Ａ外に位置しているときには被係合部１４６と係合しない係合部１３６
を有する。したがって、給紙トレイ３に用紙Ｐをセットする際にサイドガイド３１を移動
させて領域Ａに配置することで、係合部１３６がトレイカバー４の被係合部１４６と係合
し、第２位置に位置するトレイカバー４が第１位置に回動するのを規制することができる
。
【００７０】
　また、本実施形態においては、領域Ａが、給紙トレイ３において所定サイズ以上の大き
さの用紙Ｐをガイドする領域である。したがって、給紙トレイ３に支持される所定サイズ
以上の用紙Ｐの側端をガイドする位置にサイドガイド３１を配置したとき、サイドガイド
３１の係合部１３６がトレイカバー４の被係合部１４６と係合するので、トレイカバー４
の第１位置への回動を規制する状態にすることができる。
【００７１】
（第３実施形態）
　以下、本発明の第３実施形態について図６を参照しつつ説明する。第３実施形態におい
て第１実施形態と主に異なる点は、第１実施形態においては、給紙トレイ３から送り出さ
れた用紙Ｐが筐体２内でＵターンする構成であったが、本実施形態では、用紙Ｐが筐体２
０２内でＵターンしない点である。以下においては、第１実施形態と同一の箇所について
は同一の符号を付し、その説明を適宜省略する。
【００７２】
　本実施形態のインクジェットプリンタ２０１の筐体２０２は、前面側（図６中右側）に
給紙トレイ２０３に用紙Ｐを支持するための給紙口２０２ａが形成されており、背面側（
図６中左側）に排出ローラ対５２によって排出された用紙Ｐの排出口２０２ｂが形成され
ている。給紙口２０２ａには、給紙トレイ２０３が筐体２０２に取り付けられた軸２２１
に回動可能に支持されている。給紙トレイ２０３は、軸２２１を中心に回動することで、
給紙口２０２ａを塞ぐ位置と開放する位置とを取り得る。排出口２０２ｂには、排出トレ
イ２０４が筐体２０２の背面側の下端部に取り付けられた軸２２２に回動可能に支持され
ている。排出トレイ２０４は、軸２２２を中心に回動することで、排出口２０２ｂを塞ぐ
第１位置（図６において破線で示す位置）と開放する第２位置（図６において実線で示す
位置）とを取り得る。排出トレイ２０４の回動先端の高さ位置は、第１位置にあるときは
排出ローラ対５２のニップ位置よりも上方であり、第２位置にあるときは筐体２０２の下
壁とほぼ同じである。
【００７３】
　上述のような構成により、ピックアップローラ１１によって前面側から背面側に向かう
方向（図６中右から左に向かう方向）に給紙トレイ２０３から送り出された用紙Ｐは、搬
送機構５の搬送ローラ対５１に挟持されてさらに背面側に搬送され、インクジェットヘッ
ド６２の吐出面６２ａと対向する位置においてインクジェットヘッド６２から吐出された
インクにより画像が形成される。画像が形成された用紙Ｐは、排出ローラ対５２によって
排出口２０２ｂに向かって送り出されて排出トレイ２０４に支持される。
【００７４】
　給紙トレイ２０３には、給紙トレイ２０３が用紙Ｐを支持しているか否かを検知するセ
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ンサ２３１が設けられている。また、筐体２０２内の排出口２０２ｂの近傍には、排出ト
レイ２０４の回動を規制する規制機構２０８が配置されている。規制機構２０８は、筐体
２０２の下壁上において長手方向が前後方向（図６中左右方向）と一致するように配置さ
れた棒状の規制部材２８１と、規制部材２８１を前後方向に進退駆動するソレノイド等の
駆動部２８２とを備えている。
【００７５】
　センサ２３１によって、給紙トレイ２０３が用紙Ｐを支持していることが検知されてい
ない状態では、規制部材２８１は、その背面側の端部が筐体２内に位置する非規制位置（
図６中実線で示す位置）に位置している。そして、給紙トレイ２０３が用紙Ｐを支持して
いることが検知されると、制御部９からの指令を受けて駆動部２８２が規制部材２８１を
背面側（図６中左方）へ駆動する。このとき、規制部材２８１は、その背面側の端部が排
出口２０２ｂを介して筐体２の外に出る規制位置（図６中破線で示す位置）となる。
【００７６】
　なお、センサ２３１によって給紙トレイ２０３が用紙Ｐを支持していることが検知され
たとき、排出トレイ２０４が第１位置にある場合には、非規制位置から規制位置に移動す
る規制部材２８１により押されて、排出トレイ２０４が第２位置に回動する。すなわち、
規制機構２０８は、排出トレイ２０４を第１位置から第２位置に回動させる回動機構とし
ても機能する。
【００７７】
　以上に述べたように、本実施形態にかかるインクジェットプリンタ２０１は、給紙トレ
イ２０３に用紙Ｐが載置されたときに、排出口２０２ｂを塞ぐ第１位置から開放する第２
位置に排出トレイ２０４を回動させる規制機構２０８を備えている。したがって、画像の
記録を開始する前の準備段階で給紙トレイ２０３に用紙Ｐを載置する際に排出トレイ２０
４を第２位置とすることができるので、排出トレイ２０４が第１位置にある状態で画像の
記録が開始されてジャムが発生するのを防止できる。
【００７８】
　また、本実施形態においては、給紙トレイ２０３が用紙Ｐを支持しているか否かを検知
するセンサ２３１を備えており、規制機構２０８は、センサ２３１によって給紙トレイ２
０３が用紙Ｐを支持していることを検知している状態において、第２位置にある排出トレ
イ２０４が前記第１位置に回動するのを規制する。したがって、給紙トレイ２０３が用紙
Ｐを支持しているとき、排出トレイ２０４の第１位置への回動を規制する状態にすること
ができる。
【００７９】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実施形態や実施
例に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な設計変更が可
能なものである。
【００８０】
　上述の第１～第３実施形態においては、排出口となる開口２ａ（排出口２０２ｂ）を塞
ぐ第１位置と開放する第２位置とに回動可能なトレイカバー４（排出トレイ２０４）は、
排出ローラ対５２のニップ位置よりも下方に位置する軸３９（２２２）に対して回動可能
であり、第１位置において回動先端がニップ位置よりも上方に位置し、第２位置において
回動先端がニップ位置よりも下方に位置する場合について説明したが、これには限定され
ない。すなわち例えば、これらトレイカバー４や排出トレイ２０４に代わって、排出ロー
ラ対５２のニップ位置よりも上方に位置する軸に対して回動可能であり排出口を塞ぐ位置
と開放する位置とを取り得る開閉部材を備えていてもよい。
【００８１】
　また、上述の第１及び第２実施形態においては、規制機構８（１０８）は、機械的な構
成によりトレイカバー４の第１位置への回動を規制する場合について説明したがこれには
限定されない。すなわち例えば、センサ等によって、給紙トレイ３に記録媒体が支持され
ているか否か、または、サイドガイド３１が所定の領域Ａに位置しているか否かを検知し
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、その検知信号に基づいてトレイカバー４の第１位置への回動を規制するようにしてもよ
い。
【００８２】
　また、上述の第１及び第２実施形態においては、トレイカバー４が給紙トレイ３に取り
付けられている場合について説明したが、トレイカバー４は筐体２に取り付けられていて
もよい。
【００８３】
　また、上述の第１実施形態においては、アクチュエータ８１が突出位置に向けて付勢さ
れている場合について説明したが、アクチュエータ８１は付勢されていなくてもよい。
【００８４】
　さらに、第１実施形態においては、アクチュエータ８１が給紙トレイ３において所定サ
イズより小さい用紙Ｐを支持する領域の外側に配置されており、所定サイズ以上の用紙Ｐ
が給紙トレイ３に支持されたときに、規制機構８によりトレイカバー４の回動が規制され
る場合について説明したが、これには限定されない。すなわち例えば、アクチュエータ８
１を給紙トレイ３の幅方向中央に設け、用紙Ｐのサイズにかかわらず、給紙トレイ３に用
紙Ｐが支持されたときにトレイカバー４の回動を規制するようにしてもよい。
【００８５】
　加えて、第１及び第２実施形態においては、第１所定サイズ（所定サイズ）の用紙Ｐの
長さは、排出ローラ対５２と第１位置に位置するトレイカバー４との間の水平方向の距離
Ｌ１よりも長い場合について説明したが、所定サイズの用紙Ｐの長さは、距離Ｌ１以下で
あってもよい。
【００８６】
　また、第１実施形態においては、所定サイズの用紙Ｐの長さは、給紙トレイ３の長さＬ
２よりも短い場合について説明したが、所定サイズの用紙Ｐの長さは、長さＬ２以上であ
ってもよい。なお、用紙Ｐが丸まっている場合には、その長さが給紙トレイ３の長さＬ２
以上であっても、第２位置にあるトレイカバー４に支持されることがなく、第２位置にあ
るトレイカバー４を不用意に第１位置へ回動させてしまいやすいという問題は生じ得る。
【００８７】
　さらに、第１及び第２実施形態においては、一対のサイドガイド３１が用紙Ｐの両側端
をガイドし、用紙Ｐの幅方向中央を給紙トレイ３の幅方向中央に一致させる場合について
説明したが、これには限定されない。すなわち例えば、給紙トレイ３に支持される用紙Ｐ
は、その幅方向一方の側端が給紙トレイ３の幅方向端部と一致しており、サイドガイド３
１は用紙Ｐの幅方向他方の側端をガイドするものであってもよい。
【００８８】
　加えて、第１及び第２実施形態において、サイドガイド３１が排出ローラ対５２によっ
て排出された用紙Ｐを支持する支持部３１ｂを有している場合について説明したが、支持
部３１ｂはサイドガイド３１とは別の部材に設けられていてもよい。
【００８９】
　また、第２実施形態においては、トレイカバー４の回動を規制状態とするときのサイド
ガイド３１の配置位置である領域Ａが、給紙トレイ３において、搬送方向に沿う長さが排
出ローラ対５２と第１位置に位置するトレイカバー４との間の水平方向の距離Ｌ１より長
い用紙Ｐをガイドする領域である場合について説明したが、これには限定されない。すな
わち例えば、給紙トレイ３の幅方向中央部分以外の全ての領域を領域Ａとし、サイドガイ
ド３１が給紙トレイ３の中央に位置しているとき以外はトレイカバー４の回動を規制する
状態となるようにしてもよい。さらに領域Ａは、搬送方向に沿う長さが距離Ｌ１よりも長
く、且つ、給紙トレイ３の長さＬ２よりも短い用紙Ｐをガイドするサイドガイド３１の配
置領域であってもよい。
【００９０】
　さらに、第３実施形態においては、給紙トレイ２０３が用紙Ｐを支持しているか否かを
検知するセンサ２３１を給紙トレイ２０３に設ける場合について説明したが、センサ２３
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【符号の説明】
【００９１】
　１、１０１、２０１　インクジェットプリンタ
　２、２０２　筐体
　２ａ　開口（排出口、給紙口）
　３、２０３　給紙トレイ
　３ａ　支持面
　４　トレイカバー（開閉部材）
　６　記録部
　８、１０８、２０８　規制機構
　３１　サイドガイド
　３１ａ　ガイド面
　３１ｂ　支持部
　５２　排出ローラ対
　８１　アクチュエータ
　８２　規制部材
　１３６　係合部
　２０２ａ　給紙口
　２０２ｂ　排出口
　２０４　排出トレイ（開閉部材）
　２３１　センサ

【図１】 【図２】
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