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(57)【要約】
【課題】補助給紙カセット３０に対する用紙の補給作業
に手間が掛からない画像記録装置を提供する。
【解決手段】主給紙カセット３における用紙の収容部３
ａ上にて、用紙の給送方向に沿って進退動可能に配置さ
れた補助給紙カセットには、幅寸法が狭いサイズの用紙
Ｐ１を堆積可能な用紙堆積部３０ａと、給送方向の上流
側に隣接した排紙載置部３０ｄとが備えられる。用紙堆
積部の上方には、記録部を経て排出される用紙Ｐ１が載
る補助カバー部３３が備えられ、補助カバー部における
給送方向の上流側端部と排紙載置部３０ｄとの間に、用
紙堆積部３０ａの上流側端部に連通する給紙挿入開口部
４０が形成され、補助給紙カセットの後部には、排紙載
置部３０ｄの下面側にて、補助排紙トレイ４３が給紙挿
入開口部に対して進退動可能に配置され、補助排紙トレ
イが前進動すると、その先端部が前記用紙堆積部に堆積
された被記録媒体の後端ガイドになるように構成されて
いる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被記録媒体上に画像を記録する画像記録部と、その画像記録部に被記録媒体を給送する
給紙搬送路と給紙手段とを装置本体内に備え、当該装置本体の下部には前記画像記録部よ
り下方に、主給紙カセット及び補助給紙カセットがそれぞれ装置本体に対して被記録媒体
の給送方向に沿って進退動可能に配置され、前記各給紙カセットの被記録媒体が給紙手段
により送出可能であるとともに、その給紙カセットにおける給送方向の下流側端部から、
前記給紙搬送路に対して上向きに搬送されるように構成されてなる画像記録装置において
、
　前記補助給紙カセットは、前記主給紙カセットにおける被記録媒体の収容部上にて、前
記主給紙カセットに対して被記録媒体の給送方向に沿って進退動可能に配置され、
　前記補助給紙カセットには、前記主給紙カセットにおける被記録媒体よりも前記給送方
向と直交する幅方向の寸法が狭いサイズの複数枚の被記録媒体を堆積可能な用紙堆積部と
、この用紙堆積部に対して前記給送方向の上流側に隣接した排紙載置部とが備えられ、
　前記用紙堆積部の上方には、前記給紙搬送路から前記画像記録部を経て排出される被記
録媒体が載る補助カバー部が備えられ、
　前記補助カバー部における前記給送方向の上流側端部と前記排紙載置部との間に、前記
用紙堆積部における前記給送方向の上流側端部に連通する給紙挿入開口部が形成され、
　補助給紙カセットの後部には、前記排紙載置部の下面側にて、補助排紙トレイが前記給
紙挿入開口部に対して進退動可能に配置され、
　前記補助排紙トレイが前進動する位置にて、前記補助排紙トレイの先端部は前記用紙堆
積部に堆積された被記録媒体の後端ガイドになるように構成されていることを特徴とする
画像記録装置。
【請求項２】
　前記補助給紙カセットには、前記給紙開口部を覆うことが可能な撥ね蓋が回動可能に設
けら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】
　前記補助排紙トレイの前進により、前記撥ね蓋は前記給紙開口部が閉じる方向に撥ね上
げられ、前記補助排紙トレイの後退により、前記撥ね蓋が前記給紙開口部が開く方向に下
降するように構成されていることを特徴とする請求項２に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　左右一対の前記補助カバー部が前記用紙堆積部の個所で、前記給送方向と直交する幅方
向に広狭調節可能に配置されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の
画像記録装置。
【請求項５】
　前記補助排紙トレイの進退動位置に対する位置決め手段が備えられていることを特徴と
する請求項１乃至４のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記各給紙カセット上の被記録媒体が共通する１つの給紙手段により送り出されると共
に、少なくとも主給紙カセットの端部に設けられた傾斜分離板により１枚ずつ分離されて
前記給紙搬送路に対して上向きに搬送されるように構成したことを特徴とする請求項１乃
至５のいずれか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、主及び補助の各給紙カセットにほぼ水平状に堆積された被記録媒体（カット
シート、用紙）を１枚ずつ分離して、各給紙カセットより上方に位置するインクジェット
式等の記録部に給送するＵターンパスを備えた画像記録装置の構成に係り、より詳しくは
補助給紙カセットに対する給紙作業を容易にする構成に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の各種プリンタやファクシミリ等の画像記録装置、例えば特許文献１では、その装
置本体（ハウジング）の下部側に配置した主となる第１給紙カセットの収容部に多数枚の
用紙（被記録媒体、カットシート）をほぼ水平状に堆積させて収納する。この収容部上に
て従となる第２給紙カセット（補助給紙カセット）が第１給紙カセットに対して進退動可
能に配置され、第２給紙カセットの載置部には、小サイズの用紙を堆積させる。
【０００３】
　装置本体側には、第１給紙カセットの上面側であって、その先端の傾斜分離部の近傍に
共通給紙ローラを配置する。この共通給紙ローラによって給送される用紙を傾斜分離部に
て上向きに案内した後、その傾斜分離部の上側に配置される側面視略Ｕ字状の湾曲搬送経
路を介して記録ヘッド（記録部）の下面に用紙を搬送し、記録した後、装置本体の前面側
に排出するように構成したものが開示されている。
【０００４】
　その場合、第１給紙カセットまたは第２給紙カセットから用紙を共通給紙ローラにて記
録部に１枚ずつ給送するように選択させるべく、第２給紙カセットを進退動させる。
【０００５】
　また、第２給紙カセットには載置部の後部に排紙受け部が設けられている。第１給紙カ
セットの収容部には大きいサイズの用紙の載置位置を決める後端及び側端のガイド手段が
移動可能に設けられており、第２給紙カセットの載置部には、小サイズの用紙の載置位置
を決める後端及び側端のガイド手段が移動可能に設けられていた。
【特許文献１】特開２００６－２７３５６７号公報（図４～図１１参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の構成では、第１及び第２給紙カセットのいずれにおいても
、所定の用紙を堆積セットするには、これら給紙カセットを装置本体から抜き出す。そし
て、第１給紙カセット（主給紙カセット）に用紙をセットするときには、第２給紙カセッ
ト（補助給紙カセット）を外してから、後端及び側端のガイド手段を動かして用紙の入る
収容部の空間に多数枚の用紙を堆積させ、前記ガイド手段を再セットする。第２給紙カセ
ットに用紙をセットするときも、同様に、後端及び側端のガイド手段を動かして後、用紙
の入る堆積部の空間に複数枚の用紙を堆積させ、前記ガイド手段を再セットする。
【０００７】
　特に、記録済みの用紙が、堆積部の未記録の用紙上に重なることなく、排紙トレイ部に
案内されるようにするため、第２給紙カセットの堆積部の後方に排紙トレイ部が一体的に
形成されており、且つ堆積部の上方等には、上記側端のガイド手段の上端に屋根部が連設
された構成を採用しているときには、この屋根部が用紙のセットに際して邪魔になるので
、第２給紙カセットの給送方向下流側端部から用紙を挿入しなければならず、第２給紙カ
セットに対する用紙の補給作業に手間が掛かるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、これらの問題を解決すべくなされたものであり、比較的簡単な構成を採用す
ることにより、用紙（被記録媒体）の補給作業が簡単にできる画像記録装置を提供するこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するため、請求項１に記載の発明の画像記録装置は、被記録媒体上に画
像を記録する画像記録部と、その画像記録部に被記録媒体を給送する給紙搬送路と給紙手
段とを装置本体内に備え、当該装置本体の下部には前記画像記録部より下方に、主給紙カ
セット及び補助給紙カセットがそれぞれ装置本体に対して被記録媒体の給送方向に沿って
進退動可能に配置され、前記各給紙カセットの被記録媒体が給紙手段により送出可能であ
るとともに、その給紙カセットにおける給送方向の下流側端部から、前記給紙搬送路に対
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して上向きに搬送されるように構成されてなる画像記録装置において、前記補助給紙カセ
ットは、前記主給紙カセットにおける被記録媒体の収容部上にて、前記主給紙カセットに
対して被記録媒体の給送方向に沿って進退動可能に配置され、前記補助給紙カセットには
、前記主給紙カセットにおける被記録媒体よりも前記給送方向と直交する幅方向の寸法が
狭いサイズの複数枚の被記録媒体を堆積可能な用紙堆積部と、この用紙堆積部に対して前
記給送方向の上流側に隣接した排紙載置部とが備えられ、前記用紙堆積部の上方には、前
記給紙搬送路から前記画像記録部を経て排出される被記録媒体が載る補助カバー部が備え
られ、前記補助カバー部における前記給送方向の上流側端部と前記排紙載置部との間に、
前記用紙堆積部における前記給送方向の上流側端部に連通する給紙挿入開口部が形成され
、補助給紙カセットの後部には、前記排紙載置部の下面側にて、補助排紙トレイが前記給
紙挿入開口部に対して進退動可能に配置され、前記補助排紙トレイが前進動する位置にて
、前記補助排紙トレイの先端部は前記用紙堆積部に堆積された被記録媒体の後端ガイドに
なるように構成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像記録装置において、前記補助給紙カセ
ットには、前記給紙開口部を覆うことが可能な撥ね蓋が回動可能に設けられているもので
ある。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の画像記録装置において、前記補助排紙トレ
イの前進により、前記撥ね蓋は前記給紙開口部が閉じる方向に撥ね上げられ、前記補助排
紙トレイの後退により、前記撥ね蓋が前記給紙開口部が開く方向に下降するように構成さ
れているものである。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の画像記録装置において、
左右一対の前記補助カバー部が前記用紙堆積部の個所で、前記給送方向と直交する幅方向
に広狭調節可能に配置されているものである。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の画像記録装置において、
前記補助排紙トレイの進退動位置に対する位置決め手段が備えられているものである。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５のいずれかに記載の画像記録装置において、
前記各給紙カセット上の被記録媒体が共通する１つの給紙手段により送り出されると共に
、少なくとも主給紙カセットの端部に設けられた傾斜分離板により１枚ずつ分離されて前
記給紙搬送路に対して上向きに搬送されるように構成したものである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に記載の発明によれば、主給紙カセットは多数枚の被記録媒体を堆積可能な収
容部を備え、補助給紙カセットは前記主給紙カセットの前記収容部上にて、前記主給紙カ
セットに対して進退動可能に配置され、且つ前記主給紙カセットにおける被記録媒体より
も給送方向と直交する幅方向の寸法が狭いサイズの複数枚の被記録媒体を堆積可能な載置
部を備えたものであるので、上下２段の給紙カセットを画像記録装置の本体ケースの別々
の挿入口に対して各々独立的に進退動可能に構成したものに比べて、コンパクトに構成す
ることができる。
【００１６】
　そして、請求項１の発明では、前記補助給紙カセットは、前記主給紙カセットにおける
被記録媒体の収容部上にて、前記主給紙カセットに対して被記録媒体の給送方向に沿って
進退動可能に配置され、前記補助給紙カセットには、前記主給紙カセットにおける被記録
媒体よりも前記給送方向と直交する幅方向の寸法が狭いサイズの複数枚の被記録媒体を堆
積可能な用紙堆積部と、この用紙堆積部に対して前記給送方向の上流側に隣接した排紙載
置部とが備えられ、前記用紙堆積部の上方には、前記給紙搬送路から前記画像記録部を経
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て排出される被記録媒体が載る補助カバー部が備えられ、前記補助カバー部における前記
給送方向の上流側端部と前記排紙載置部との間に、前記用紙堆積部における前記給送方向
の上流側端部に連通する給紙挿入開口部が形成され、補助給紙カセットの後部には、前記
排紙載置部の下面側にて、補助排紙トレイが前記給紙挿入開口部に対して進退動可能に配
置され、前記補助排紙トレイが前進動する位置にて、前記補助排紙トレイの先端部は前記
用紙堆積部に堆積された被記録媒体の後端ガイドになるように構成されている。
【００１７】
　上記の構成によれば、補助給紙カセットの用紙堆積部に被記録媒体（用紙）を補充する
ときには、補助排紙トレイを後退させるだけで、用紙堆積部の後端側に給紙挿入開口部が
大きく開くことになる。この開いた給紙挿入開口部を介して、補助給紙カセットの後部側
である排紙載置部側から、被記録媒体を用紙堆積部に挿入することができる。従って、従
来のように、主給紙カセットごと、装置本体から引き出して後に被記録媒体を補充する手
間が掛からず、被記録媒体の補充作業が至極簡単にできるという効果を奏する。
【００１８】
　しかも、被記録媒体を用紙堆積部に挿入した後、補助排紙トレイを補助給紙カセット内
方向へ押し込むだけで、当該補助排紙トレイの先端部は前記用紙堆積部に堆積された被記
録媒体の後端ガイドになるので、堆積された被記録媒体の位置ずれも生じない。このよう
に補助排紙トレイの前進位置と後退位置とで、補助排紙トレイの役割を変更させることが
でき、そのための構造が極めて簡単となるという効果を奏する。
【００１９】
　請求項２に記載の発明によれば、前記補助給紙カセットには、前記給紙開口部を覆うこ
とが可能な撥ね蓋が回動可能に設けられているものであるから、請求項１に記載の発明の
効果に加えて、補助給紙カセットの後部側である排紙載置部への被記録媒体の排出時に、
用紙堆積部に記録済みの被記録媒体が紛れ込まないし、これによる紙ジャムも発生しない
という効果を奏する。
【００２０】
　請求項３に記載の発明によれば、前記補助排紙トレイの前進により、前記撥ね蓋は前記
給紙開口部が閉じる方向に撥ね上げられ、前記補助排紙トレイの後退により、前記撥ね蓋
が前記給紙開口部が開く方向に下降するように構成されているものであるから、撥ね蓋の
上下開閉操作を補助排紙トレイの後退・前進という操作で実行でき、別の操作部材が必要
なく、構造が簡単となる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明によれば、左右一対の前記補助カバー部が前記用紙堆積部の個所
で、前記給送方向と直交する幅方向に広狭調節可能に配置されているものであるので、記
録後に排紙される被記録媒体が、用紙堆積部の個所の被記録媒体にまぎれ込むことがなく
、補助給紙カセットにおける排紙載置部に向かって案内され、排紙できる。また、用紙堆
積部の個所の被記録媒体と排紙される記録済みの被記録媒体との通路が左右一対の前記補
助カバー部にて上下に区画され、用紙堆積部の個所の被記録媒体が汚されることも防止で
きる。
【００２２】
　請求項５に記載の発明によれば、前記補助排紙トレイの進退動位置に対する位置決め手
段が備えられているものであるから、一旦補助排紙トレイの位置を決めるとその位置を保
持でき、用紙堆積部に堆積された被記録媒体が位置ずれしないという効果を奏する。
【００２３】
　請求項６に記載の発明によれば、前記各給紙カセット上の被記録媒体が共通する１つの
給紙手段により送り出されると共に、少なくとも主給紙カセットの端部に設けられた傾斜
分離板により１枚ずつ分離されて前記給紙搬送路に対して上向きに搬送されるように構成
したものであるので、給紙手段の構造が簡単になるとともに、画像記録作業を円滑且つ確
実に行えるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２４】
　次に、本発明を具体化した最良の実施形態について説明する。図１は画像記録装置の斜
視図、図２は画像記録部等を示す本体ケースの概略平面図、図３は給紙手段と主給紙カセ
ットと後退させた補助給紙カセットを示す側断面図、図４（ａ）～図４（ｃ）は主給紙カ
セットと後退させた補助給紙カセットとを示し、補助排紙トレイをさらに後退させた状態
であって、用紙が無い状態の説明図、図５（ａ）～図５（ｃ）は補助排紙トレイのみの説
明図、図６（ａ）～図６（ｃ）は主給紙カセットに対して後退させた補助給紙カセットに
４インチ×６インチ判の用紙を挿入するときの説明図、図７（ａ）～図７（ｃ）は４イン
チ×６インチ判の用紙をセットした補助給紙カセットのみの説明図、図８（ａ）及び図８
（ｂ）は４インチ×６インチ判の用紙をセットして補助給紙カセットを給紙位置に前進さ
せたときの説明図、図９（ａ）～図９（ｃ）は主給紙カセットに対して後退させた補助給
紙カセットにＬ判の用紙を挿入するときの説明図、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）はＬ判
の用紙をセットして補助給紙カセットを給紙位置に前進させたときの説明図である。
【００２５】
　本実施形態は、画像記録装置の１実施形態としての、プリンタ機能、コピー機能、スキ
ャナ機能、ファクシミリ機能及びコードレス電話機能を備えた多機能装置１（ＭＦＤ：Mu
lti Function Device ）に本発明を適用したものである。多機能装置１は、図示されてい
ないコンピュータや電話通信網に接続可能であり、このコンピュータや他のファクシミリ
装置から送信された画像データや文書データに基づいて、被記録媒体の一例としての用紙
（カットシート）に画像や文書を記録することができる。また、多機能装置１は、デジタ
ルカメラ等の外部機器と接続されてデジタルカメラから出力される画像データを用紙に記
録することができる。
【００２６】
　本実施形態では、図１に示すように、合成樹脂製の本体ケース（ハウジング）２の下部
に画像記録部（以下、記録部という）７が備えられている。そして、装置本体である本体
ケース２の底部のカセット収納部（収納空間）に対して、本体ケース２の前側に開口され
た挿入口２ａから挿抜可能（実質上水平方向に出し入れ可能）な主給紙カセット３が配置
されている。なお、後に詳述するように、主給紙カセット３の上面に、小サイズの用紙を
複数枚堆積可能な補助給紙カセット３０が進退動可能に載置されている。
【００２７】
　本体ケース２の前面部（挿入口２ａがある側）にはスロット部１１が備えられ、このス
ロット部１１にメモリカード等の各種記憶媒体が装填されることによって当該記憶媒体に
記憶された画像データ等を用紙に記録することも可能である。
【００２８】
　本体ケース２の上部には、コピー機能やファクシミリ機能における原稿読取などのため
の画像読取装置（スキャナ部）１２が画像読取部ケース１２ａ内に配置されている。
【００２９】
　本体ケース２の上側には、画像読取装置１２の前方に各種操作ボタンや液晶表示部等を
備えた操作パネル部１４が設けられており、画像読取装置１２と操作パネル部１４との平
面視投影面積内に、記録部７と排紙部１０などが配置される。この排紙部１０の一側（図
１で右側）であって、本体ケース２の前部側に、インクカートリッジの収納装置１５が内
蔵されている。そして、本体ケース２の前部側に下端を蝶番を介して上下回動して開閉す
る蓋体２ｂにて収納装置１５の前面側が覆われている。
【００３０】
　画像読取装置１２の上面には、原稿を載置することができる載置用ガラス板１６が設け
られ、その下側に原稿読取り用のイメージスキャナ装置（ＣＩＳ：Contact Image Sensor
 ）１７が図３の紙面と直交する方向（主走査方向、以下、Ｘ軸方向という）に往復移動
可能に設けられている。
【００３１】
　載置用ガラス板１６を覆う原稿カバー体１３はその後端部（図３で右側）が蝶番１３ａ
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を介して画像読取部ケース１２ａに対して開閉自在に取り付けられている。
【００３２】
　記録部７は、図２及び図３に示すように、上面開放された枠状のメインフレーム２１に
おける左右一対の側板２１ａにて支持され、Ｘ軸方向（主走査方向）に延びる横長の板状
（プレート状）の第１ガイド部材２２、第２ガイド部材２３と、これら両ガイド部材２２
、２３に跨がって摺動自在に支持（搭載）されて往復移動可能に構成されたキャリッジ５
と、記録ヘッド４が搭載されたキャリッジ５を往復移動させるために第２ガイド部材２３
の上面にそれと平行状にて、プーリに巻回配置された無端ベルトとしてのタイミングベル
ト２４と、そのタイミングベルトを駆動するＣＲ（キャリッジ）モータ２５（実施形態で
はＤＣモータであるが、ステッピングモータ等他のモータでもよい）と、記録ヘッド４の
下面側にて搬送される用紙を支持する板状のプラテン２６と、主走査方向に沿って延びる
ように配置されてキャリッジ５のＸ軸方向の位置とその方向の移動速度を検知するための
光学式リニアエンコーダの構成部品であるテープスケール（図示せず）等を備える。なお
、プラテン２６上で用紙が通過する方向での用紙搬送方向（矢印Ａ方向、図３参照）の上
流側に、第１ガイド部材２２が配置され、下流側に第２ガイド部材２３が配置されること
になる。
【００３３】
　また、プラテン２６よりも搬送上流側には、搬送作用とレジスト作用を兼用させるレジ
ストローラ対２７が配置されている。駆動ローラ２７ａと従動ローラ２７ｂとからなるレ
ジストローラ対２７は用紙を記録ヘッド４の下面のノズル面とプラテン２６との隙間に搬
送する。プラテン２６よりも下流側には、用紙の上面に接する拍車２８ｂと下面側の駆動
する排紙ローラ２８ａとが配置されている。この排紙ローラ２８ａと拍車２８ｂとは記録
済みの用紙を後述する補助給紙カセット３０の上面側の空間である排紙部１０へと搬送す
る。
【００３４】
　本体ケース２側には、給紙手段６としての給紙ローラ６ｂが設けられている。即ち、給
紙手段における給紙アーム６ａの上端部に駆動軸３４を備え、この駆動軸３４を中心とし
て上下方向に回動可能な給紙アーム６ａが装着されている。この給紙アーム６ａの下端に
設けられた給紙ローラ６ｂと、傾斜分離板８とが協働することにより、主給紙カセット３
及び補助給紙カセット３０に堆積された被記録媒体である用紙Ｐ（Ｐ１）が一枚ずつ分離
搬送される。
【００３５】
　さらに詳述すると、図３に示す合成樹脂製の駆動軸３４はメインフレーム２１における
側板及び一対の軸支持板（ともに図示せず）にそれぞれ穿設された軸孔に回転自在に軸支
され、この駆動軸３４の先端が給紙手段における給紙アーム６ａの基部に横向きに突出す
るように挿入されている。そして、駆動軸３４の回転駆動により、給紙アーム６ａ内に設
けられた歯車伝動機構６ｃを介して給紙ローラ６ｂが一定方向（図３において反時計周り
）に回転するよう構成されている。また、図示しない付勢手段（例えば、ねじりバネ）に
より下向きに付勢されている。
【００３６】
　分離された用紙は後述するような構成の上横向きのＵターンパス（給紙搬送路）９用の
搬送路体を介して主給紙カセット３よりも上側（高い位置）に設けられた記録部７に給送
される。記録部７にて記録された用紙がその記録面を上向きにして排出される。
【００３７】
　主給紙カセット３及び補助給紙カセット３０に対する給紙搬送路（Ｕターンパス）９を
構成するための搬送路体は、図３に示すごとく、側面視で横向きＵ字状の外径側搬送路体
３５と、この外径側搬送路体３５の内径側に適宜隙間を隔てて配置される内径側搬送路体
３６とを備えている。外径側搬送路体３５及び内径側搬送路体３６はそれぞれ合成樹脂製
の射出成形品である。なお、給紙搬送路（Ｕターンパス）９の下流側には、内径側搬送路
体３６よりも内径側から半径外方向に延びる用紙有無センサ用の検知レバー（図示せず）



(8) JP 2008-156101 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

が回動可能に設けられており、給紙搬送路（Ｕターンパス）９を通過する用紙の先端縁及
び後端縁の通過を検知できるようにしている。
【００３８】
　本実施形態では、以下、主給紙カセット３の傾斜分離板８がある側（補助給紙カセット
３０については傾斜分離板８に近い側）を前側（前端部）または給送方向下流側といい、
その反対側を、後側（後端部）または給送方向上流側という。そして、主給紙カセット３
を装置本体２の外から内部に移動させることを前進または挿入、その反対を後退または抜
くという。図３、図４及び図６に示すように、主給紙カセット３は、被記録媒体としての
例えばＡ４サイズ、レターサイズ、リーガルサイズ等にカットされた大サイズの用紙Ｐを
その短辺が（図３において紙面と直交する方向、主走査方向、Ｘ軸方向）に延びるように
して複数枚積層（堆積）されて収納できる収容部３ａを備えている。この収容部３ａは、
左右両側板３ｃ，３ｃと底板３ｂと傾斜分離板８と後端側の把手兼用の後板３ｄとで囲ま
れた部位に形成されている。
【００３９】
　主給紙カセット３の上部には、例えば葉書や４インチ×６インチ判やＬ判等の小サイズ
の用紙Ｐ１（図６～図１０参照）を複数枚堆積させて収納できる載置部３０ａを備えた補
助給紙カセット３０がＹ軸方向（用紙搬送方向、副走査方向）に移動可能に装着されてい
る。その場合、補助給紙カセット３０の底板３０ｂの左右両側端部が主給紙カセット３の
左右両側板３ｃ，３ｃの上端面に摺接されて移動可能となっている。
【００４０】
　主給紙カセット３の奥側（前端側、給送方向下流側、図３において右側）には、用紙分
離用の傾斜分離板８が配置されている。また、分離傾斜板８の幅方向（Ｘ方向）の中央部
の内面（表面）側には、分離手段としての弾性分離パッド８ａ（実施形態では板バネ製で
ある）が設けられている。
【００４１】
　主給紙カセット３の収容部３ａ内には、用紙の給送方向と平行な側縁を当接案内し、且
つ用紙の給送方向のセンター合わせのための左右一対のサイドガイド部材３１が、底板３
ｂに対して用紙の給送方向と直交する方向に広狭移動（スライド）可能に設けられている
。さらに、図示しないが、収容部３ａ内の用紙の前縁を位置決めするガイド手段も前後動
可能に設けられている。
【００４２】
　また、補助給紙カセット３０は主給紙カセット３の後端に対して、上向きに大きく開き
回動可能に構成されている。これにより、補助給紙カセット３０の後端を持ち上げた状態
で、主給紙カセット３の収容部３ａに大きいサイズの用紙Ｐを補給することができる。
【００４３】
　従って、補助給紙カセット３０が主給紙カセット３に対して非給紙位置（図３、図４、
図６及び図９で左側に引き出された位置）のときには、給紙ローラ６ｂは主給紙カセット
３の底板３ｂに接近するように配置され、当該主給紙カセット３の収容部３ａ内に用紙を
給紙することができる。なお、その給紙に際しては、主給紙カセット３及び補助給紙カセ
ット３０の少なくとも後半部分を挿入部２ａから引き出した状態で行うことが好ましい。
【００４４】
　逆に、図８及び図１０に示すように、補助給紙カセット３０が主給紙カセット３の奥側
に押し込まれ、補助給紙カセット３０の先端の２つの突片３０ｅが主給紙カセット３の傾
斜分離板８に嵌まっている給紙位置のときには、給紙ローラ６ｂは補助給紙カセット３０
の底板３０ｂに向かうように配置され、後述するように、補助給紙カセット３０に載置さ
れた用紙Ｐ１を給送することができるものである。
【００４５】
　補助給紙カセット３０の用紙堆積部３０ａは、底板３０ｂと左右両側板３０ｃ，３０ｃ
の間の中央部に凹み形成されている。用紙堆積部３０ａより後側と左右両側を囲む位置に
は、左右両側板３０ｃ、３０ｃの上端間を繋ぐ平面視コ字状の平板にて、排紙された用紙
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を載せる排紙載置部（排紙トレイ部）３０ｄが設けられている（図３、図４（ａ）、図４
（ｂ）参照）。従って、排紙載置部（排紙トレイ部）３０ｄは、用紙堆積部３０ａより左
右両外側の側載置部３０ｄ１、３０ｄ１と用紙堆積部３０ａより後側の中央載置部３０ｄ
２とからなる。なお、補助給紙カセット３０の前端部（用紙の給送方向下流側）は開放状
態であり、その先端の２つの突片３０ｅは分離傾斜板８に形成された凹所に嵌まる位置決
め手段である。
【００４６】
　用紙堆積部３０ａ内には、用紙Ｐ１の給送方向と平行な側縁を当接案内し、且つ用紙Ｐ
１の給送方向のセンター合わせのための左右一対のサイドガイド部材３２が、底板３０ｂ
に対して用紙Ｐ１の給送方向と直交する方向（幅方向）に広狭移動（スライド）可能に設
けられている。この左右一対のサイドガイド部材３２の底部に連設したラック体３２ｂが
底板３０ｂのうち幅方向の中央部に設けられた歯車（図示せず）に噛合うように構成され
ている。なお、一方のサイドガイド部材３２には、一対のサイドガイド部材３２が用紙Ｐ
１の幅方向に移動した位置にて係止部に噛み合って保持できる取っ手部３２ａが設けられ
ている。これらの構成は前述の左右一対のサイドガイド部材３１でも同じである。図４（
ａ）、図４（ｂ）及び図４（ｃ）は、用紙堆積部３０ａ内に用紙Ｐ１が入っていない、空
の状態であって、補助給紙カセット３０が主給紙カセット３に対して後退した位置にある
姿勢のものを示す。
【００４７】
　さらに、上述の左右一対のサイドガイド部材３２の上端には、用紙堆積部３０ａ内には
、堆積された用紙Ｐ１の上側の左右両部位を覆うような平屋根状の補助カバー部３３がそ
れぞれ設けられている。この各補助カバー部３３は用紙Ｐ１の給送方向に沿って長く形成
されている。各補助カバー部３３のうち用紙Ｐ１の給送方向の上流側の端部（後端側）は
下流側よりも若干上位置となるように形成され、排紙載置部（排紙トレイ部）３０ｄのう
ちの端載置部３０ｄ２の高さ位置と実質上同じ高さ位置に形成されている（図４（ｂ）～
図４（ｃ）、図７（ａ）、図７（ｂ）、図８（ａ）、図８（ｂ）など参照）。補助カバー
部３３の上面を排出時の用紙Ｐ（Ｐ１）が滑って、その用紙Ｐ（Ｐ１）の排出方向の先端
部が中央載置部３０ｄ２上に導かれる。
【００４８】
　用紙堆積部３０ａのうち給送方向の上流側端部（後端部）と、排紙載置部３０ｄのうち
の中央載置部３０ｄ２の前端部との間には、用紙堆積部３０ａ内に連通する給紙挿入開口
部４０が形成されている（図４（ａ）～図４（ｃ）参照）。従って、ユーザは、葉書や４
インチ×６インチ判やＬ判等の小サイズの用紙Ｐ１を複数枚の束状にて中央載置部３０ｄ
２の上面側から給紙挿入開口部４０を通して用紙堆積部３０ａ内に挿入して堆積させるこ
とができる。この用紙の補給作業は、主給紙カセット３及び補助給紙カセット３０が本体
ケース２内に挿入されているときは、補助給紙カセット３０が挿入口２ａから本体ケース
２外に出るように主給紙カセット３と共に引き出して行うことが好ましい。少なくとも、
補助給紙カセット３０における給紙挿入開口部４０が本体ケース２外に出ている状態がよ
り好ましい。ユーザの手が用紙堆積部３０ａに届き易いからである。また、後述の補助排
紙トレイ４３を後退させた状態（給紙挿入開口部４０の開口面積が大きく開いた状態）で
行う。
【００４９】
　中央載置部３０ｄ２の下面側に形成された下向き開放状の空洞部４４には、図５（ａ）
～図５（ｃ）に示す補助排紙トレイ４３が進退動可能に配置されている。実施形態では、
空洞部４４の左右両側面に前後に長く形成されたレール４５に対して補助排紙トレイ４３
の側面の前後に長い案内部４６が摺動自在に嵌まるものである（図４（ｃ）参照）。
【００５０】
　４インチ×６インチ判の用紙Ｐ１を補給する場合には、図６（ａ）～図６（ｃ）に示す
ように、主給紙カセット３の後端側へ補助給紙カセット３０を引き寄せた状態（非給紙状
態）で、補助給紙カセット３０における給紙挿入開口部４０を開くように、補助排紙トレ
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イ４３を後退させる。この状態で、排紙載置部３０ｄのうちの中央載置部３０ｄ２上を滑
らせた用紙Ｐ１を給紙挿入開口部４０から用紙堆積部３０ａに挿入する。用紙堆積部３０
ａ内に所定のサイズの用紙Ｐ１の束を挿入した後、補助排紙トレイ４３を前進させると、
補助排紙トレイ４３の先端板４３ａが用紙Ｐ１の後端縁に当接する。従って、補助排紙ト
レイ４３は用紙Ｐ１の後端ガイドとなり、用紙Ｐ１の後退を防止できる。その後、サイド
ガイド部材３２の取っ手３２ａを摘んで、用紙Ｐ１の左右側縁の位置を決める。
【００５１】
　なお、図７（ａ）～図７（ｃ）は、補助給紙カセット３０と補助排紙トレイ４３のみを
示す。
【００５２】
　補助排紙トレイ４３の上面には、その前後方向中途の左右位置に、当り突起片４７が一
体成形されており（図６（ａ）～図６（ｃ）、図７（ａ）～図７（ｃ）等参照）、中央載
置部３０ｄ２の下面側（空洞部４４）には、下向きＶ型のクリック部４８が補助排紙トレ
イ４３の当り突起片４７の進退方向に沿って複数個所に一体成形されている（図７（ａ）
～図７（ｃ）等参照）。補助排紙トレイ４３が前進、後退するとき、当り突起片４７が所
定位置のクリック部４８に当接また乗り越えることで、用紙Ｐ１の所定サイズに対応した
停止位置をユーザにクリック感覚として伝達できる。
【００５３】
　例えば、用紙Ｐ１が４インチ×６インチ判の場合には、前後中途位置における前後２つ
のクリック部４８の間に当り突起片４７が位置する（図７（ａ）～図７（ｃ）参照）。図
９（ａ）～図９（ｃ）に示す、用紙Ｐ１がＬ判の場合には、前進側の１つのクリック部４
８を当り突起片４７が乗り越えた位置となり、それぞれ、補助排紙トレイ４３の前後移動
後の停止位置を保持できる。
【００５４】
　中央載置部３０ｄ２の前端部に枢支部５２を有する撥ね蓋５１が用紙堆積部３０ａの内
方向に向かって延びる。撥ね蓋５１は上下回動可能となっている。そして、補助排紙トレ
イ４３が前進動するとき、当該補助排紙トレイ４３の天板４３ｂにて撥ね蓋５１を上向き
に押し上げ回動させるので、撥ね蓋５１にて給紙挿入開口部４０の開口面積を縮小、また
は給紙挿入開口部４０を閉じる（図６（ａ）～図６（ｃ）、図７（ａ）～図７（ｃ）参照
）。逆に、補助排紙トレイ４３を後退させると、その天板４３ｂに対する撥ね蓋５１の当
接位置が変化し、撥ね蓋５１が下向き回動する。補助排紙トレイ４３を最も後退させた位
置では、撥ね蓋５１の下面から天板４３ｂが離れるので、撥ね蓋５１の下向き回動角度が
大きくなり、給紙挿入開口部４０の開口面積を最も大きくできる（図４（ａ）～図４（ｃ
）参照）。
【００５５】
　撥ね蓋５１が上向きに回動した位置となり、給紙挿入開口部４０の開口面積を縮小、ま
たは給紙挿入開口部４０を閉じるときには、記録部７を通過して排紙される用紙Ｐ（Ｐ１
）が、補助カバー部３３の上面を滑って、給紙挿入開口部４０に引っ掛かることなく、用
紙Ｐ（Ｐ１）の先端部が中央載置部３０ｄ２上に円滑に導かれる。
【００５６】
　実施形態では、撥ね蓋５１を備えたが、補助カバー部３３の後端部の高さ位置を中央載
置部３０ｄ２の高さ位置より高くする（落差を付ける）ことにより、または補助カバー部
３３の後端部を中央載置部３０ｄ２の上面まで若干延長することで、給紙挿入開口部４０
に、排出する用紙Ｐ（Ｐ１）の先端部が引っ掛かるのを防止できるので、撥ね蓋５１を省
略することができる。
【００５７】
　図９（ａ）～図９（ｃ）は、補給する用紙Ｐ１がＬ判サイズの場合を示す。この場合も
、４インチ×６インチサイズの場合と同様に、補助給紙カセット３０が挿入口２ａから本
体ケース２外に出るように主給紙カセット３と共に引き出し、且つ、主給紙カセット３の
後端側へ補助給紙カセット３０を引き寄せた状態（非給紙状態）で、補助給紙カセット３
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０における給紙挿入開口部４０を開くように、補助排紙トレイ４３を後退させる。この状
態で、排紙載置部３０ｄのうちの中央載置部３０ｄ２上を滑らせた用紙Ｐ１を給紙挿入開
口部４０から用紙堆積部３０ａに挿入する。用紙堆積部３０ａ内に所定のサイズの用紙Ｐ
１の束を挿入した後、補助排紙トレイ４３を前進させると、補助排紙トレイ４３の先端板
４３ａが用紙Ｐ１の後端縁に当接する。従って、補助排紙トレイ４３は用紙Ｐ１の後端ガ
イドとなり、用紙Ｐ１の後退を防止できる。その後、サイドガイド部材３２の取っ手３２
ａを摘んで、用紙Ｐ１の左右側縁の位置を決める。
【００５８】
　上記の構成により、主給紙カセット３の収容部３ａに大サイズの用紙Ｐを補給するとき
には、補助給紙カセット３０と共に主給紙カセット３をハウジング２の開口部２ａの近傍
まで引き出し、補助給紙カセット３０の後端側を持ち上げて、用紙Ｐの束を収容部３ａに
セットする。
【００５９】
　また、本体ケース２内に挿入した主給紙カセット３における大サイズの用紙Ｐを記録部
７に給送するときには、図３、図４、図６、図９のように、補助給紙カセット３０を主給
紙カセット３の後部側に引き出し、収容部３ａに堆積収容された用紙の最上面に給紙ロー
ラ６ｂが押圧できるようにする。この状態で、印刷指令により給紙ローラ６ｂを駆動させ
ると、傾斜分離板８における分離パッド８ａにて最上位置の用紙Ｐのみが分離給送される
。用紙Ｐは外径側搬送路体３５の内面側（内径側）と内径側搬送路体３６の外面側（外径
側）との間の隙間間隔の箇所を通過し、当該用紙の先端縁が逆回転しているレジストロー
ラ対２７に当接してレジスト作用を受ける。
【００６０】
　次いで、レジストローラ対２７を正回転させると、このレジストローラ対２７にて用紙
を挟持して記録部７に向かって搬送（給送）する。
【００６１】
　葉書のような巾の小さいサイズの用紙Ｐ１に画像を印刷する場合には、補助給紙カセッ
ト３０を主給紙カセット３の奥側に押し込む（図８（ａ）及び図８（ｂ）は４インチ×６
インチ判の用紙Ｐ１の場合を示し、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）はＬ判の用紙Ｐ１の場
合を示す）。これにより、補助給紙カセット３０の先端縁が、傾斜分離板８に当接した状
態となり、補助給紙カセット３０における用紙堆積部３０ａ上に堆積された用紙Ｐ１の最
上面に給紙ローラ６ｂが押圧できるようにする。この状態で、印刷指令により給紙ローラ
６ｂを駆動させると、傾斜分離板８における分離パッド８ａにて最上位置の用紙１のみが
分離給送され、用紙１は外径側搬送路体３５の内面側（内径側）と内径側搬送路体３６と
の間の大きい隙間間隔の箇所を通過し、当該用紙Ｐ１の先端縁が逆回転しているレジスト
ローラ対２７に当接してレジスト作用を受ける。
【００６２】
　次いで、レジストローラ対２７を正回転させると、このレジストローラ対２７にて用紙
１を挟持して記録部７に向かって搬送（給送）する。
【００６３】
　本発明における主給紙カセット３、補助給紙カセット３０、サイドガイド部材３１、補
助カバー部３３、補助排紙トレイ４３、撥ね蓋５１等を合成樹脂製にすることは可能であ
る。
【００６４】
　本発明では、主給紙カセット３における収容部３ａ及び補助給紙カセット３０における
用紙堆積部３０ａを各カセット３（３０）の一方の側板側に偏倚させて配置し、その他方
の側板に近い側に片方のみのサイドガイド部材３１（３２）を配置するという形態のもの
にも適用できることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施形態の画像記録装置の斜視図である。
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【図２】記録部などを示す平面図である。
【図３】本発明の実施形態の画像記録装置の側断面図である。
【図４】（ａ）は用紙Ｐ（Ｐ１）なしで主給紙カセットと後退させた補助給紙カセットを
示す平面図、（ｂ）は図４（ａ）のIVb －IVb 線矢視断面図、（ｃ）は図４（ｂ）の要部
拡大断面図である。
【図５】（ａ）は補助排紙トレイの平面図、（ｂ）は図５（ａ）のVb－Vb線矢視断面図、
（ｃ）は図５（ａ）のVc－Vc線矢視側面図である。
【図６】（ａ）は主給紙カセットに対して後退させた補助給紙カセットに、４×６インチ
判の用紙Ｐ１をセットした状態の平面図、（ｂ）は図６（ａ）のVIb －VIb 線矢視断面図
、（ｃ）は図６（ｂ）の要部拡大断面図である。
【図７】（ａ）は４×６インチ判の用紙Ｐ１をセットした状態の補助給紙カセットのみを
示す平面図、（ｂ）は図７（ａ）のVIIb－VIIb線矢視断面図、（ｃ）は図７（ｂ）の要部
拡大断面図である。
【図８】（ａ）は４×６インチ判の用紙Ｐ１を補助給紙カセットにセットして給紙位置に
位置させた状態の平面図、（ｂ）は図８（ａ）のVIIIb －VIIIb 線矢視断面図である。
【図９】（ａ）は主給紙カセットに対して後退させた補助給紙カセットに、Ｌ判の用紙Ｐ
１をセットした状態の平面図、（ｂ）は図９（ａ）のIXb －IXb 線矢視断面図、（ｃ）は
図９（ｂ）の要部拡大断面図である。
【図１０】（ａ）はＬ判の用紙Ｐ１を補助給紙カセットにセットして給紙位置に位置させ
た状態の平面図、（ｂ）は図１０（ａ）のXb－Xb線矢視断面図である。
【符号の説明】
【００６６】
１　　　多機能装置
２　　　本体ケース
３　　　主給紙カセット
３ａ　　収容部
４　　　記録ヘッド
６　　　給紙手段
６ａ　　給紙アーム
６ｂ　　給紙ローラ
７　　　記録部
８　　　傾斜分離板
３０　　補助給紙カセット
３０ａ　用紙堆積部
３０ｄ　排紙載置部
３０ｄ２　　中央載置部
３２　　サイドガイド部材
３３　　屋根状の補助カバー部
４０　　給紙挿入開口部
４３　　補助排紙トレイ
５１　　撥ね蓋
５２　　枢支部



(13) JP 2008-156101 A 2008.7.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】



(16) JP 2008-156101 A 2008.7.10

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 3F343 FA02  FB01  FC30  GA01  GB01  GC01  HA01  HA06  HA16  HA22 
　　　　 　　        HA23  HA34  HC10  HC14  HC24  HC26  HD18  HE04  JA01  KB03 
　　　　 　　        KB12  KB19  LC12  LC19  LC27  LD12 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

