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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録手段により記録がなされる記録媒体を本体内に供給するための供給開口部、および
記録媒体が外部に排出される排出開口部を備えた主筐体と、前記供給開口部を覆う開閉可
能な第１のカバー部材と、前記排出開口部を覆う開閉可能な第２のカバー部材とを有する
記録装置において、
　前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材のどちらか一方が磁石を備え、他方が前
記磁石に対応する位置に磁性体を備えており、前記磁石と前記磁性体とが引き合うことに
よって前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材はともに閉じた状態でロックされ、
　前記第１のカバー部材を開いたときにロックが解除されて前記第２のカバー部材は、自
重によって、前記記録装置の使用時における設置面側に位置する回転軸周りに回動して開
くことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記第１のカバー部材および前記第２のカバー部材の回転は、それぞれストッパ部材に
より制限されている、請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記第２のカバー部材の、前記ストッパ部材により回転を制限されて停止する停止位置
が、前記記録装置が使用状態で設置される面に、前記第２のカバー部材が接触しない位置
である、請求項２に記載の記録装置。
【請求項４】
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　前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材とを閉じた際に形成されるＲ形状面と、
前記Ｒ形状面に対向する対向面、および前記対向面と前記Ｒ形状面とを接続し、かつ、使
用状態で設置した際の設置面に対して略垂直となる接続面を含む、概ね平面形状の外面と
を有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記対向面と前記接続面との角部近傍に、外部機器等と接続するためのコネクタが設け
られている、請求項４に記載の記録装置。
【請求項６】
　少なくとも、駆動に必要な全てのモータ、制御基板、電源基板、および記録手段から吐
出された廃インクを収容し、保持するタンク部材を含む部品が、記録装置本体の概ね中央
よりも前記平面形状の外面側に配置されている、請求項４または５に記載の記録装置。
【請求項７】
　前記平面形状の外面にはオプション部品の取り付けに利用するビス穴が形成されており
、前記ビス穴の周囲が凸形状である、請求項４～６のいずれかに記載の記録装置。
【請求項８】
　前記設置面に凸形状の足部材が設けられており、閉じた状態時に前記記録装置の上面と
なる前記第１カバーの上面に、投影した形状が前記足部材と概ね同じの凹形状部が設けら
れている、請求項４～７のいずれかに記載の記録装置。
【請求項９】
　前記凸形状の足部材が弾性を有する材質からなる、請求項８に記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はプリンタの筐体構成に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
携行可能なプリンタにおいても１枚ずつ用紙を挿入して印刷するのではなく、複数枚の用
紙を積載して連続印刷を可能としたものが存在する。その場合には本体を覆うカバーを用
紙積載のためのトレイとして利用する場合がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－４８５７６号公報
図１１はそのようなプリンタの非使用状態、または携行状態を示す斜視図である。
【０００４】
プリンタ本体１の上面を覆うように給紙カバー２が回転軸２ａを中心に回転可能に設けら
れている。プリンタ本体１の側面１ｂには外部機器と接続してデータ交換を行うためのＩ
／Ｆコネクタ３が設けられている。また前面部１ａには印刷を終了した用紙がプリンタ本
体１内部から排出される、排紙開口部１ｅが設けられている。
【０００５】
図１２は、図１１に示すプリンタの使用状態を示す斜視図である。給紙カバー２は回転軸
２ａを中心に回転して開くことにより、用紙４を積載するトレイとしての役割を果たす。
また図１１に示した非使用状態においては、給紙カバー２は給紙開口部１ｇを覆っている
こととなる。積載された用紙４はプリンタ本体１の上面１ｆに設けられた給紙開口部１ｇ
から分離機構によって１枚ずつ分離され、搬送機構により記録部へと送られ、記録機構に
より印刷が行われた後、搬送機構によって正面に設けられた排紙開口部１ｅから排出され
る（以上の機構についてはプリンタ本体１内部のものであり、ここでは図示していない）
。また給紙カバー２の直下にはアクセスカバー５が設けられていて、インクタンク交換や
紙ジャム時の処理などができるようになっている。アクセスカバー５が設けられている面
と同面であるプリンタ本体１の上面１ｆには操作部６も設けられており、プリンタの各種
操作を行えるとともに、状態を表示可能としている。このようなプリンタでは、給紙カバ
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ー２は、使用時に給紙カバー２を開き用紙トレイとして利用するが、携行時には閉じるた
め、携行時に給紙開口部１ｇから埃や異物がプリンタ本体１内部に侵入するのを防止して
いる。
【０００６】
図１３は、図１１に示すプリンタを背面方向から見た斜視図である。ここではプリンタ本
体１の側面１ｂに配置されたＩ／Ｆコネクタ３に接続ケーブル８が、またプリンタ本体１
の背面１ｄに配置されたＤＣジャック７に商用電源（図示せず）からの接続ケーブル９が
接続された状態を示している。このようにケーブル類を挿した状態でプリンタ本体１の占
有面積（ここでは給紙カバー２の投影面積に等しい）を減らし、机上のスペースを確保し
たい場合などでは、図１４に示すようにケーブル類の挿されていない面、前面１ａを設置
面とした状態、もしくは図１５に示すように側面１ｂに対向するもう一方の側面１ｃを設
置面とした状態で立てることにより占有面積を減らしていた。
【０００７】
図１６は他の従来例によるプリンタの非使用状態（または携行状態）を示す斜視図である
。
【０００８】
プリンタ本体１の上面を覆うように給紙カバー２が回転軸２ａを中心に回転可能に設けら
れている。前面部１ａには排紙口カバー１０が回転軸１０ａを中心に回転可能に設けられ
ている。またプリンタ本体１の側面１ａには外部機器と接続してデータ交換を行うための
Ｉ／Ｆコネクタ３が設けられている。
【０００９】
図１７は図１６に示すプリンタの使用状態を示す斜視図である。給紙カバー２は回転軸２
ａを中心に回転して開くことにより、用紙４を積載するトレイとしての役割を果たす。ま
た図１６に示した非使用状態においては給紙開口部１ｇを覆っていることとなる。排紙口
カバー１０は回転軸１０ａを中心に回転して開くことにより、排紙開口部１ｅが露出する
。積載された用紙４はプリンタ本体１の上面１ｆに設けられた給紙開口部１ｇから分離機
構によって１枚ずつ分離され、搬送機構により記録部へと送られ、記録機構により印刷が
行われた後、搬送機構によって正面に設けられた排紙開口部１ｅから排出される（以上の
機構についてはプリンタ本体１内部のものであり、ここでは図示していない）。また給紙
カバー２の直下にはアクセスカバー５が設けられていて、インクタンク交換や紙ジャム時
の処理などができるようになっている。同面、プリンタ本体１の上面１ｆには操作部６も
設けられており、プリンタの各種操作を行えるとともに、状態を表示可能としている。こ
のようなプリンタでは、給紙カバー２と排紙口カバー１０とを閉めて携行し、使用時に給
紙カバー２と排紙口カバー１０とを開き、給紙カバー２を用紙トレイとして利用、また排
紙開口部１ｅを露出させて印刷の終了した用紙４をプリンタ内部から排出させていた。こ
れにより携行時に給紙開口部１ｇおよび排紙開口部１ｅとから埃や異物がプリンタ本体１
内部に侵入することを防止している。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら前者のようなプリンタにおいては、使用時には給紙カバーを開くだけで印刷
準備は完了するが、携行時や保管時には排紙開口部が覆われていないため、埃や異物のプ
リンタ本体内部への侵入を防止できず、プリンタの動作に異常を来たすおそれがあった。
【００１１】
また後者のようなプリンタにおいては、携行時には給紙開口部、排紙開口部が両方ともカ
バーにより覆われていたため、埃や異物のプリンタ本体内部への侵入はほぼ防止できてい
たが、使用時には給紙カバーと排紙口カバーとの両方を開く必要があり、万が一排紙口カ
バーを開かずに印刷を行ってしまうと、印刷された用紙がプリンタ内部に詰まってしまう
おそれがあった。
【００１２】
また非使用時に収納または机上スペース確保のために側面、背面等を設置面として保管し
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ようとした場合、ケーブル類が宙に浮いて邪魔になってしまうとともに、外観的にも美し
いものではなかった。またケーブル類を外してしまうと、次に使用する際に挿しなおす必
要があり手間のかかる結果となっていた。またＤＣジャックやＩ／Ｆコネクタが側面と背
面とに分かれて配置されていたため、背面を下にして収納しようという場合にはＤＣジャ
ックからケーブルを外す手間がかかっていた。
【００１３】
そこで、本発明は、非使用時には、手間を要することなく机上スペース確保でき、かつ、
埃や異物の本体内部への侵入を防止でき、使用時に排紙口カバーが閉じてしまっているこ
とに起因する紙詰まりを起こさない記録装置を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため本発明の記録装置は、記録手段により記録がなされる記録媒体
を本体内に供給するための供給開口部、および記録媒体が外部に排出される排出開口部を
備えた主筐体と、前記供給開口部を覆う開閉可能な第１のカバー部材と、前記排出開口部
を覆う開閉可能な第２のカバー部材とを有する記録装置において、
　前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材のどちらか一方が磁石を備え、他方が前
記磁石に対応する位置に磁性体を備えており、前記磁石と前記磁性体とが引き合うことに
よって前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材はともに閉じた状態でロックされ、
　前記第１のカバー部材を開いたときにロックが解除されて前記第２のカバー部材は、自
重によって、前記記録装置の使用時における設置面側に位置する回転軸周りに回動して開
くことを特徴とする。
【００１５】
上述したように本発明の記録装置は、主筐体の供給開口部および排出開口部を覆うための
、開閉可能な第１のカバー部材および第２のカバー部材を有するが、第１のカバー部材が
開くと第２のカバー部材が連動して開き、また、第１および第２のカバー部材が閉じた状
態では、シェル構造をなす構成としている。すなわち、本発明の記録装置は、使用時に第
１のカバー部材を開くと、これに連動して第２のカバー部材が開くため、第１のカバー部
材のみを開き、第２のカバー部材が開いていない状態で印刷を行ってしまい、印刷された
記録媒体が第２のカバー部材によって詰まってしまうといったことがない。また、第１お
よび第２のカバー部材で給紙開口部および排紙開口部のそれぞれを覆うシェル構造とする
ことで、非使用時には、給紙開口部および排紙開口部から埃や異物が本体内部へ侵入する
のを防止することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
図１は本発明による記録装置の一例であるプリンタ本体８００の外観を示す、右前面上方
からの斜視図である。外装部材は厚み方向におけるセンタ８０１ｂでかん合する上ケース
８０１と下ケース８０２、上ケース８０１を覆う給紙カバー８０３とプリンタ本体８００
の正面部下方を覆う排紙口カバー８０４とにより構成されている。この給紙カバー８０３
と排紙口カバー８０４とは中央部のロック機構（図示せず、一部後述）により互いに結合
している。また給紙カバー８０３と排紙口カバー８０４との合わせライン８０３ｃは後述
する理由により、プリンタ本体８００のセンタ８０１ｂより下方に設定されている。給紙
カバー８０３には使用時に給紙カバー８０３を開けるための手掛かり凸部８０３ｂが設け
られている。プリンタ本体８００の前面８００ａは図に示すようにＲ形状となっており持
ち運ぶ際、手になじむ持ちやすい形状となっている。また持ちやすい前面８００ａを持っ
てプリンタ本体８００を収納しようとした場合、その他の面を設置面とする可能性が高い
ため、前面８００ａ以外の５面は平面形状となっている。このような構成によりプリンタ
本体８００は外観上では開口部が覆い隠された、いわゆるシェル構造となっているため、
この状態で例えばＲ形状を成す前面８００ａと対向する背面８００ｄを設置面として縦置
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きにした場合には、埃や異物のプリンタ本体８００内部への侵入を防止することが可能と
なる。
【００１８】
図２はプリンタ本体８００の内部部品（一部）の配置を示す、上面方向からの透視図であ
る。プリンタ本体８００のＲ形状を成す前面８００ａとその対向面である背面８００ｄと
の概ねセンタ８００ｇに対して背面８００ｄ側に、積載された用紙を給紙する給紙ローラ
（図示せず）の駆動と、記録機構部のクリーニング等を行う回復部（図示せず）の駆動と
を切り替えながら行うＡＰモータ１０７、記録中および用紙排出時の用紙搬送を行うＬＦ
モータ２０６、記録ヘッドを搭載したキャリッジ部（以上図示せず）を駆動するＣＲモー
タ４１０が配置されている。また前述した回復部からでた廃棄インクを保持するためのド
レインパック６４２も同様にセンタ８００ｇに対して背面８００ｄ側、特に背面８００ｄ
の近傍に配置されている。さらにプリンタ本体８００を制御するメイン基板７０３、電源
を供給するための電源基板７０４も同様にセンタ８００ｇに対して背面８００ｄ側に配置
されている。センタ８００ｇに対して前面８００ａ側にはプラテン２０３、回復部（図示
しない）、キャリッジ（図示しない）等が配置されているとともに、キャリッジが走査す
るための空間が設けられている。このようにセンタ８００ｇに対して背面８００ｄ側に重
い部品が配置されているため、プリンタ本体８００の背面８００ｄを設置面として収納し
た場合には安定した状態で収納できることとなる。またその場合には廃インクを収容した
ドレインパック６４２もプリンタ本体８００に対して下方に位置することとなるため廃イ
ンクが自然に下方へと流れてドレインパック６４２に流入するため、確実な廃インク保持
が可能となる。
【００１９】
図３はプリンタ本体８００の使用状態を示す、右正面上方から見た斜視図である。図１に
示した状態では、給紙開口部８０１ａは給紙カバー８０３によって、また排紙口８０２ａ
は排紙口カバー８０４によってそれぞれ覆われており、前述した埃や異物のプリンタ本体
８００内部への侵入を防止している。給紙カバー８０３に取り付けられた磁石ユニット８
１８と排紙口カバー８０４に取り付けられた金属部材８１９とが吸着することで互いにロ
ック状態となる。一方、その他の上ケース８０１等にはロックされていないため、給紙カ
バー８０３を開くことにより磁石による吸着が解除されて排紙口カバー８０４が自重によ
り連動して自動的に開く機構となっている。これは印刷時に排紙口カバー８０４が開いて
いないために発生し得る、紙ジャムを防止する役割を果たすものである。なお、排紙口カ
バー８０４は、自重により開く以外に、給紙カバー８０３が開いた際に連動して自動的に
開く構成であれば、バネ、電気的な駆動力等を用いるものであってもよい。
【００２０】
ここでは給紙カバー８０３と排紙口カバー８０４とを磁石を用いて接続しているが、その
目的は給紙カバー８０３を開くことに連動して排紙口カバー８０４を開くことにある。そ
のため磁石を用いない形態として、爪などの引っ掛け部材を用いて両者をロックする方法
、センサにより給紙カバー８０３が開いたことを検知し、モータ等を用いて排紙口カバー
８０４を開くといった機構上のバリエーションは容易に考えられるところであり、これら
のいずれであってもよい。
【００２１】
給紙カバー８０３はプリンタ本体８００に対して回転軸８０３ａを中心に回転し、図示し
ないストッパにより、用紙の給紙に対して最適な、ある一定角度で停止し、給紙をサポー
トし、給送精度を向上させるものである。排紙口カバー８０４は回転軸８０４ａを中心に
回転し、下ケース８０２に設けられた凸部８０２ｂに排紙口カバー８０４の凸部８０４ｂ
が当接することにより回転が抑止される。この排紙口カバー８０４の停止位置はプリンタ
本体８００を設置した際、排紙口カバー８０４が設置面に当接しない位置に設定されてい
る。このようにして排紙口カバー８０４の回転が抑止されることで、設置面に当接するこ
とによる音や排紙口カバー８０４の外観面への傷の発生を防止することが可能となる。　
給紙カバー８０３の直下にはアクセスカバー８０９が回転軸８０９ａを中心に回転可能に
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設けられていて、インクタンク交換や紙ジャム時の処理などができるようになっている。
アクセスカバー８０９の後方には操作部が設けられ、プリンタ本体８００の状態を示すＬ
ＥＤ８１０、電源のオンオフを行うパワーキー８１１、紙送りやリセットを行うリセット
キー８１２が配置されている。この操作部はアクセスカバー８０９の回転軸８０９ａ側の
中央付近をえぐるように配置されており、アクセスカバー８０９もそれに合わせて円弧形
状８０９ｂに形成されている。また手前側には凹形状８０９ｃが設けられ、給紙カバー８
０３に設けられた磁石ユニット８１８との干渉を防ぐとともに、アクセスカバー８０９を
開く際の手掛かりの役割を果たしている。
【００２２】
プリンタ本体８００の右側面８００ｃには、サイドカバー８０６が、その一部が背面８０
０ｄにまたがるようにして取り付けられており、同部材に設けられた開口部８０６ａから
Ｉ／Ｆコネクタ８１６にアクセスが可能となっている。このような配置により、サイドカ
バー８０６の開口部８０６ａを変更した部品を用意すれば、Ｉ／Ｆコネクタ８１６の変更
に対応可能となる。つまり製品のラインナップ拡充に容易に対応可能となっている。また
同面には化粧板８０８が取り付けられており、仕向け地ごとに異なる製品名などを印刷し
ておけば、この化粧板８０８の交換だけで済むため、少ないコストアップで柔軟に対応す
る部品構成が可能となる。
【００２３】
図４は図３と同じ状態を左背面下方（図３の対角方向）から見た斜視図である。プリンタ
本体８００の左側面８００ｂには前述した右側面８００ｃと同様にその一部がプリンタ本
体８００の背面８００ｄにまたがるようにサイドカバー８０５が取り付けられており、同
部材に設けられた開口部８０５ａからＩ／Ｆコネクタ８１５にアクセスが可能となってい
る。また化粧板８０７も同様に設けられ、製品の対称性を示す特徴となっている。これら
の効果は前述した右側面８００ｃと同様のものであり、ここでは省略する。左側面８００
ｂにはＤＣジャック８１７が設けられており、商用電源（図示せず）の接続が可能となっ
ている。このＤＣジャック８１７は前述したＩ／Ｆコネクタ８１５、８１６とは異なり、
サイドカバー８０５の外部に配置されている。これはＤＣジャック８１７がラインナップ
や仕向け地に関係なく必須のものであり、特にサイドカバー８０５内に入れる必要性がな
い、またＩ／Ｆコネクタ８１５、８１６と性格が異なることを区別するための処置である
。ただし、このような考え方が必要でない場合には、プリンタ本体内８００のスペースに
もよるが、サイドカバー８０５内にＤＣジャック８１７を配置することも可能であること
は言うまでもない。
【００２４】
プリンタ本体８００の使用時における設置面である裏面８００ｆにはゴム足８１３が複数
個配置されている。なお、このゴム足８１３は、弾性を有する部材であれば、その素材は
ゴムに限定されるものではなく、樹脂等であってもよい。また給紙カバー８０３を閉めた
場合にプリンタ本体８００の上面８００ｅと同面となる、給紙カバー８０３の上面８０３
ｄには、前述したゴム足８１３と対向する位置に投影形状が同一の凹部８０３ｅが同数形
成されている。これは製品の対称性を示す特徴である点に加えて、上面と設置面側との凹
凸を変えることにより、どちらが上面であるかをユーザに触感で認識させる一面を持たせ
ている。
【００２５】
プリンタ本体８００の背面８００ｄには廃棄時にリチウム電池を取り外して分別できるよ
うにリチウムバッテリカバー８１４、オプション部品として準備されたバッテリチャージ
ャ９００（後述）を接続するためのチャージャコネクタ８２０が配置されている。オプシ
ョン部品はプリンタ本体８００に設けられた台座８０１ｃ１、８０１ｃ２、８０２ｃ１、
８０２ｃ２のうち少なくとも１箇所以上に設けられたビス穴を使用してビス固定される。
これら台座部は背面８００ｄより一定量凸形状となっており、オプション部品を取り付け
る際にはその部品とプリンタ本体８００とが、またこの背面８００ｄを設置面として収納
する際には設置面とプリンタ本体８００とが直接面同士で接触しないよう、いわゆる足と
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して機能するようになっている。
【００２６】
図５はオプション部品を取り付ける部材に関する背面方向からの分解図である。プリンタ
本体８００の内部には上ケース８０１と下ケース８０２とを接続するクランプ部材８２１
、８２２が配置されている。これらは図に示すように略コの字形状をなしていて、その根
元部分に上ケース８０１をビス締めするためのタップ部８２１ｂ、８２２ｂが、下ケース
８０２をビス締めするためのタップ部８２１ｃ、８２２ｃがそれぞれ設けられている。さ
らにクランプ部材８２１のコの字部先端には上ケース８０１側の台座８０１ｃ１からオプ
ション部品をビス締めするためのタップ８２１ａが、他方のクランプ部材８２２には下ケ
ース８０２側の台座８０２ｃ２からオプション部品をビス締めするためのタップ８２２ａ
がそれぞれ設けられている。
【００２７】
このようにオプション部品のビス締め部を４個ある台座部の対角の２つを使って行うこと
により、バランスのとれた固定を行うことが可能となっている。また使用していない上ケ
ース８０１の台座８０１ｃ２、下ケース８０２の台座８０２ｃ１部にもコの字形状のクラ
ンプ部材８２１、８２２は伸長しているため、タップ８２１ａ、８２２ａをコの字の異な
る先端部に設けることにより、上ケース８０１の台座８０１ｃ２、下ケース８０２の台座
８０２ｃ１もオプション部品のビス締めとして利用することが可能である。
【００２８】
つまり、クランプ部材８２１、８２２をこのようなコの字形状、または上ケース８０１の
台座８０１ｃ１、８０１ｃ２、下ケース８０２の台座８０２ｃ１、８０２ｃ２を全て含む
ような形状で設けることにより、クランプ部材８２１、８２２の外形形状は変えずに、タ
ップ位置を変更するだけで、さまざまな固定方法に柔軟に対応可能な構成を作り出すこと
が可能となっている。
【００２９】
図６はオプション部材の一例としてバッテリ（図示せず）を内蔵するバッテリチャージャ
９００のプリンタ本体８００との接続面側から見た斜視図である。図４において説明した
チャージャコネクタ８２０と対向する位置に電気的接続を行う本体用コネクタ９０４が、
図４で説明した上ケース８０１の台座８０１ｃ１、および下ケース８０２の台座８０２ｃ
２部（タップ８２１ａ、８２２ａの位置）とそれぞれ対向する位置に固定ビス９０５、９
０６がそれぞれ配置され、両者の固定を行うようになっている。また上ケース８０１の台
座８０１ｃ２、および下ケース８０２の台座８０２ｃ１部（タップのない位置）とそれぞ
れ対向する位置にボス９１２、９１１が設けられている。前述したように４個ある台座部
の対角の２つを使って固定を行うことによりバランスをとっているとともに、残りの２つ
の台座にボス９１１、９１２を挿入・かん合させることにより、プリンタ本体８００に対
してガタを少なくし、より強固な固定を実現している。
【００３０】
図７はプリンタ本体８００とバッテリチャージャ９００との結合状態を示す、図６におけ
る固定ビス９０６とボス９１２のラインでの側断面図である。図のようにクランプ部材８
２２は接続面Ｘから一定間隔Ａをもって配置されている。この一定間隔Ａはバッテリチャ
ージャ９００のボス９１２の挿入長さＢより深く設定されており、ボス９１２がクランプ
部材８２２に接触することなく、挿入可能となっている。固定ビス９０６側においても同
様であり、つまりこの固定ビス９０６とボス９１２とが逆になったとしても、前述したよ
うにタップ８２２ａの位置を変更するだけで柔軟に対応可能となっている。
【００３１】
図８は図３の状態からアクセスカバー８０９を開いた状態を示している。アクセスカバー
８０９の円弧形状８０９ｂによって、操作部のＬＥＤ８１０、操作キー類が視認できる空
間が形成され、アクセスカバー８０９を開いた状態においても、プリンタ本体８００の状
態を確認することが可能となっている。
【００３２】
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図９は排紙口カバー８０４が開いた状態を示す側断面図である。印刷された用紙Ｃは排紙
ローラ３０１とそれに付勢された拍車３０４とに挟持、搬送されて排出される。ここで前
述したように排紙口カバー８０４と給紙カバー８０３との合わせライン８０３ｃが、上ケ
ース８０１と下ケース８０２との合わせ部、センタ８０１ｂより下方に設定されているの
で、図に示すように用紙Ｃと排紙口カバー８０４との間には十分な隙間ができている。仮
に排紙口カバー８０４と給紙カバー８０３との合わせライン８０３ｃを、上ケース８０１
と下ケース８０２との合わせ部、センタ８０１ｂと同一面すると二点鎖線８０４ｄで示す
軌跡を描くこととなる。この場合、排紙口カバー８０４は点線８０４ｃで示した位置にあ
ることとなり、用紙Ｃに対してＤだけ接近してしまう。これにより用紙Ｃの排出を妨げ、
紙ジャムを生じやすくしてしまう。よって、本発明においては、排紙口カバー８０４と給
紙カバー８０３との合わせライン８０３ｃを、上ケース８０１と下ケース８０２との合わ
せ部、センタ８０１ｂより下方に設定することで、排紙口カバー８０４が開いた状態にお
いて用紙Ｃとの隙間を十分に確保し、紙ジャムの発生を防止している。
【００３３】
また排紙口カバー８０４は図に示すようにプリンタ本体８００のＲ形状を成す前面８００
ａに沿った形状となっているとともに、排紙口カバー８０４の回転軸８０４ａはそのＲ形
状を成す前面８００ａが使用時における設置面である裏面８００ｆと交わる部分近傍に設
けられている。そのため回転軸８０４ａに対して排紙口カバー８０４の重心はプリンタ本
体８００の前面８００ａに近い箇所に存在することとなり、給紙カバー８０３との接合が
外れた場合に自重で開きやすい重量バランスとなっている。また前述したように排紙口カ
バー８０４がＲ形状になっているため、自重で開く際に設置面などに引っ掛かることなく
スムーズに開くようになっている。
【００３４】
図１０はプリンタ本体にケーブル類を挿して、立てて収納する場合を示す斜視図である。
Ｉ／Ｆコネクタ８１５、ＤＣジャック８１７にそれぞれＵＳＢケーブル８２３、電源ケー
ブル８２４が挿された状態でも、プリンタ本体８００の背面８００ｄを設置面として収納
可能であり、またこの状態で上面となるプリンタ本体８００の前面８００ａは給紙カバー
８０３と排紙口カバー８０４とにより覆われているため、埃や異物がプリンタ本体８００
内部に入ることが防止できる。また各ケーブルを抜く等の手間がかからないだけでなく、
図３に示した使用状態に比べると、プリンタ本体８００の占有面積を減らすことができる
ため、机上の省スペース化を実現できる。またケーブル類が設置面に這うように配置され
ているため邪魔にならず、美観的にもすっきりとした印象を与えることが可能となる。
【００３５】
　以上、本発明の記録装置の一例について詳細に説明したが、本発明はこれに限定される
ものではない。以下に、本発明の実施態様の例を列挙する。
〔実施態様１〕
　記録手段により記録がなされる記録媒体を本体内に供給するための供給開口部、および
記録媒体が外部に排出される排出開口部を備えた主筐体と、前記供給開口部を覆う開閉可
能な第１のカバー部材と、前記排出開口部を覆う開閉可能な第２のカバー部材とを有する
記録装置において、
　前記第１のカバー部材を開いた際に前記第２のカバー部材が連動して開き、前記第１の
カバー部材および前記第２のカバー部材を閉じた際には、前記第１のカバー部材の端部と
前記第２のカバー部材の端部とが互いに対向することを特徴とする記録装置。
〔実施態様２〕
　前記第１のカバー部材および前記第２のカバー部材の回転は、それぞれストッパ部材に
より制限されている、実施態様１に記載の記録装置。
〔実施態様３〕
　前記第２のカバー部材の、前記ストップ部材により回転を制限されて停止する停止位置
が、使用状態で設置した際の設置面に、前記第２のカバー部材が接触しない位置である、
実施態様２に記載の記録装置。
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〔実施態様４〕
　前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材のどちらか一方が磁性体を備え、他方が
、前記磁性体に対応する位置に金属部材を備えており、前記磁性体と前記金属部材とが吸
着した状態で前記第１のカバー部材および前記第２のカバー部材が閉じる、実施態様１～
３のいずれかに記載の記録装置。
〔実施態様５〕
　前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材とを閉じた際に形成されるＲ形状面と、
前記Ｒ形状面に対向する対向面、および前記対向面と前記Ｒ形状面とを接続し、かつ、使
用状態で設置した際の設置面に対して略垂直となる接続面を含む、概ね平面形状の外面と
を有する、実施態様１～４のいずれか１項に記載の記録装置。
〔実施態様６〕
　前記Ｒ形状面とした曲面の中央に設定されている、前記主筐体を構成する上ケースと下
ケースとの合わせラインに対して、前記第１のカバー部材と前記第２のカバー部材との合
わせラインが、記録装置の使用状態で、前記上ケースと下ケースとの合わせラインよりも
設置面側に位置する、実施態様５に記載の記録装置。
〔実施態様７〕
　前記対向面と前記接続面との角部近傍に、外部機器等と接続するためのコネクタが設け
られている、実施態様５または６に記載の記録装置。
〔実施態様８〕
　前記コネクタが、前記主筐体とは別体である、前記主筐体に対して取り付けられる別部
材に設けられている、実施態様７に記載の記録装置。
〔実施態様９〕
　前記別部材が、前記別部材の前記コネクタを配置した面と、前記対向面とにまたがって
配置されている、実施態様８に記載の記録装置。
〔実施態様１０〕
　少なくとも、駆動に必要な全てのモータ、制御基板、電源基板、および記録手段から吐
出された廃インクを収容し、保持するタンク部材を含む部品が、記録装置本体の概ね中央
よりも前記平面形状の外面側に配置されている、実施態様５～９のいずれかに記載の記録
装置。
〔実施態様１１〕
　前記平面形状の外面にはオプション部品の取り付けに利用するビス穴が形成されており
、前記ビス穴の周囲が凸形状である、実施態様５～１０のいずれかに記載の記録装置。
〔実施態様１２〕
　前記設置面に対向する、前記平面形状の外面である設置対向面に、凸形状の足部材が設
けられており、前記設置対向面と対向する前記平面形状の外面に、投影した形状が前記足
部材と概ね同じの凹形状部が設けられている、実施態様５～１１のいずれかに記載の記録
装置。
〔実施態様１３〕
　前記凸形状の足部材が弾性を有する材質からなる、実施態様１３に記載の記録装置。
〔実施態様１４〕
　前記凹形状部は、前記第１のカバーに一体的に設けられている、実施態様１３または１
４に記載の記録装置。
〔実施態様１５〕
　前記第１のカバー部材および前記第２のカバー部材を閉じた際には、前記第１のカバー
部材および前記第２のカバー部材を連結するロック機構を有している、実施態様１に記載
の記録装置。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明してきたように本発明による記録装置は、給紙開口部を覆う第１のカバー部材と
、排紙開口部を覆い、この第１のカバー部材に連動して開く第２のカバー部材とによるシ



(10) JP 4387651 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

ェル構造であるため、非使用時には、埃や異物が本体内部へ侵入せず、かつ、使用時に排
紙口カバーが閉じてしまっていることに起因する紙詰まりを起こさない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるプリンタの一例の、非使用状態、または携行状態における外観を示
す斜視図である。
【図２】図１に示すプリンタの内部部品の一部を示す透視図である。
【図３】図１に示すプリンタの、使用状態における外観を示す斜視図である。
【図４】使用状態の図１に示すプリンタを、図３の対角方向からみた斜視図である。
【図５】図１に示すプリンタのオプション部材装着部を示す分解図である。
【図６】図１に示すプリンタに接続されるオプションの一例としてのバッテリチャージャ
を示す斜視図である。
【図７】図１に示すプリンタと、図６に示すバッテリチャージャとの接続状態を示す一部
側断面図である。
【図８】図１に示すプリンタの使用状態において、アクセスカバーを開いた状態を示す斜
視図である。
【図９】図１に示すプリンタの排紙口カバーの開いた状態を示す一部側断面図である。
【図１０】ケーブル類を挿したまま立てて収納する状態の図１に示すプリンタを示す斜視
図である。
【図１１】従来のプリンタの一例、非使用状態を示す斜視図である。
【図１２】従来のプリンタの一例、使用状態を示す斜視図である。
【図１３】従来のプリンタの一例、背面方向からの斜視図である。
【図１４】従来のプリンタの一例、ケーブルを挿したまま、立てて収納する状態の一例を
示す斜視図である。
【図１５】従来のプリンタの一例、ケーブルを挿したまま、立てて収納する状態の他例を
示す斜視図である。
【図１６】従来のプリンタの他例、非使用状態を示す斜視図である。
【図１７】従来のプリンタの他例、使用状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
１０７　　ＡＰモータ
２０３　　プラテン
２０６　　ＬＦモータ
３０１　　排紙ローラ
３０４　　拍車
４１０　　ＣＲモータ
６４２　　ドレインパック
７０３　　メイン基板
７０４　　電源基板
８００ｇ、８０１ｂ　　センタ
８００　　プリンタ本体
８００ａ　　前面
８００ｂ　　左側面
８００ｃ　　右側面
８００ｄ　　背面
８００ｅ　　上面
８００ｆ　　裏面
８０１　　上ケース
８０１ａ　　給紙開口部
８０１ｃ１、８０１ｃ２、８０２ｃ１、８０２ｃ２　　台座
８０２　　下ケース
８０２ｂ、８０３ｂ、８０４ｂ　　凸部
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８０２ａ　　排紙口
８０３　　給紙カバー
８０３ａ、８０４ａ、８０９ａ　　回転軸
８０３ｄ　　上面
８０３ｅ　　凹部
８０４　　排紙口カバー
８０５　　サイドカバー
８０５ａ、８０６ａ　　開口部
８０６　　サイドカバー
８０７、８０８　　化粧板
８０９　　アクセスカバー
８０９ｂ　　円弧形状
８０９ｃ　　凹形状
８１１　　パワーキー
８１２　　リセットキー
８１３　　ゴム足
８１４　　リチウムバッテリカバー
８１５、８１６　　コネクタ
８１７　　ＤＣジャック
８１８　　磁石ユニット
８１９　　金属部材
８２０　　チャージャコネクタ
８２１、８２２　　クランプ部材
８２１ａ、８２２ａ　　タップ
８２１ｂ、８２１ｃ　　タップ部
８２３　　ケーブル
８２４　　電源ケーブル
９００　　バッテリチャージャ
９０４　　本体用コネクタ
９０５、９０６　　固定ビス
９１１、９１２　　ボス
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【図７】 【図８】



(14) JP 4387651 B2 2009.12.16

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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