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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体の搬送方向に向かって下がり傾斜状に形成された支持部材を有し、前記媒体を傾斜
状態に支持する媒体支持部と、
　前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、
　装置の制御手段を構成する基板と、
　前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテリーを収容するバッテリー収
容部と、を備え、
　前記バッテリー収容部及び前記基板は、それぞれ少なくとも一部が、装置高さ方向にお
いて前記支持部材の下側、かつ装置奥行き方向において前記支持部材の領域内に配置され
るとともに、前記基板に面する場所から外れた位置に前記バッテリー収容部が配置され、
　前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、高さ方向で少なくとも一部
が同じ範囲にあり、
　前記バッテリー収容部は、少なくとも一部が前記基板に形成された第１の切り欠き部に
入り込んでいる、
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、前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配
置領域は、装置奥行き方向で少なくとも一部が同じ範囲にある、
ことを特徴とする記録装置。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の記録装置において、前記バッテリー収容部は、媒体の
給送方向と交差する方向である媒体幅方向において中央部に設けられている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の記録装置において、前記バッテリー収容
部は、前記媒体支持部の下側に形成された空間において、装置奥行き方向の後方側に設け
られている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　媒体を傾斜状態に支持する媒体支持部と、
　前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、
　装置の制御手段を構成する複数の基板と、
　前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテリーを収容するバッテリー収
容部と、を備え、
　前記バッテリー収容部及び前記基板は、前記媒体支持部の下側に配置されるとともに、
前記基板に面する場所から外れた位置に前記バッテリー収容部が配置され、
　前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、高さ方向で少なくとも一部
が同じ範囲にあり、
　前記バッテリー収容部は、少なくとも一部が前記基板に形成された第１の切り欠き部に
入り込み、
　複数の前記基板を構成する第１の基板は、装置奥行き方向の後方側において立設姿勢に
設けられ、
　複数の前記基板を構成する第２の基板は、前記第１の基板と交差する姿勢を成す、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の記録装置において、前記基板を複数備え
、
　複数の前記基板を構成する第１の基板は、装置奥行き方向の後方側において立設姿勢に
設けられ、
　複数の前記基板を構成する第２の基板は、前記第１の基板と交差する姿勢を成す、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項７】
　媒体を傾斜状態に支持する媒体支持部と、
　前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、
　装置の制御手段を構成する基板と、
　前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテリーを収容するバッテリー収
容部と、
　前記バッテリーにより駆動される第１のモーター及び第２のモーターと、
を備え、
　前記バッテリー収容部及び前記基板は、前記媒体支持部の下側に配置されるとともに、
前記基板に面する場所から外れた位置に前記バッテリー収容部が配置され、
　前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、高さ方向で少なくとも一部
が同じ範囲にあり、
　前記バッテリー収容部は、少なくとも一部が前記基板に形成された第１の切り欠き部に
入り込み、
　前記第１のモーター及び前記第２のモーターが、媒体の給送方向と交差する方向である
媒体幅方向において前記バッテリー収容部の両側に設けられている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項８】



(3) JP 6361861 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の記録装置において、前記バッテリーによ
り駆動される第１のモーター及び第２のモーターを備え、
　前記第１のモーター及び前記第２のモーターが、媒体の給送方向と交差する方向である
媒体幅方向において前記バッテリー収容部の両側に設けられている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８に記載の記録装置において、前記第１のモーター及び前記第２の
モーターの少なくとも一方は、前記基板に形成された第２の切り欠き部に入り込んでいる
、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１０】
　媒体を傾斜状態に支持する媒体支持部と、
　前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、
　装置の制御手段を構成する基板と、
　前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテリーを収容するバッテリー収
容部と、
　前記媒体支持部から送り出された媒体の先端を前記媒体支持部の側へ戻す媒体戻し部材
と、
　前記媒体支持部を形成するフレームに形成された、前記媒体戻し部材を露出させる開口
と、
を備え、
　前記バッテリー収容部及び前記基板は、前記媒体支持部の下側に配置されるとともに、
前記基板に面する場所から外れた位置に前記バッテリー収容部が配置され、
　前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、高さ方向で少なくとも一部
が同じ範囲にあり、
　前記バッテリー収容部は、少なくとも一部が前記基板に形成された第１の切り欠き部に
入り込み、
　前記開口が、前記基板から生じた熱を放出する放熱口を兼ねる、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１１】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の記録装置において、前記媒体支持部から
送り出された媒体の先端を前記媒体支持部の側へ戻す媒体戻し部材と、
　前記媒体支持部を形成するフレームに形成された、前記媒体戻し部材を露出させる開口
と、を備え、
　前記開口が、前記基板から生じた熱を放出する放熱口を兼ねる、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の記録装置において、前記バッテリー収
容部は、前記媒体支持部を形成するフレームに、一体的に形成されている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１３】
　請求項１０又は請求項１１に記載の記録装置において、前記基板から生じた熱は、前記
基板に対し前記開口に面する位置に設けられた放熱部材を介して前記開口から放出される
、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項１４】
　請求項５又は請求項６に記載の記録装置において、媒体に対し液体を噴射する液体噴射
ヘッドと、
　前記液体噴射ヘッドと対向可能な位置に設けられた、媒体を支持する支持部材と、
　媒体の端部から外れた領域に噴射され、前記支持部材の上方から下方に導かれた液体を
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保持する第１液体保持部と、
　前記液体噴射ヘッドから廃液として噴射された液体を保持する第２液体保持部と、を備
え、
　前記第２の基板の占有領域は、前記第１液体保持部の占有領域および前記第２液体保持
部の占有領域と、装置高さ方向で重なっている、
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、ファクシミリやプリンター等に代表される記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクリミリやプリンター等に代表される記録装置においては、バッテリーを有し、且
つ小型・軽量で、携帯性を備えたものが出回っている。特許文献１及び２に示すプリンタ
ーは、その一例である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３６００１７３号公報
【特許文献２】特許第４３８７６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　バッテリーは装置本体に対して着脱自在に設けられる構成の他、装置本体内に内蔵され
る場合もある。一方、携帯性を考慮したモバイルタイプのプリンターは装置の小型化が図
られており、筐体内のスペースは余裕があまりない。加えて、携帯性を考慮するとさらな
る小型化が市場要求となる。その為、制御基板のレイアウト、電子部品、モーターのレイ
アウトなどを考慮しながら最適なレイアウトで小型化を実現する必要がある。更に、バッ
テリーは熱による影響を受け易く、熱の影響によりバッテリーの使用環境外状態となり、
バッテリーが所望の性能を発揮できない場合における考慮も必要となる。
【０００５】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その目的は、基板及びバッテ
リーの配置を適切なものとし、またこれに加えモーターの配置を適切なものとして、所望
する性能を維持できる記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明の一つの態様に係る記録装置は、媒体を傾斜状態に支
持する媒体支持部と、前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、装置
の制御手段を構成する基板と、前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテ
リーを収容するバッテリー収容部と、を備え、前記バッテリー収容部及び前記基板は、前
記媒体支持部の下側に配置されるとともに、前記基板に面する場所から外れた位置に前記
バッテリー収容部が配置され、前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は
、高さ方向で少なくとも一部が同じ範囲にあり、前記バッテリー収容部は、少なくとも一
部が前記基板に形成された第１の切り欠き部に入り込んでいる、ことを特徴とするもので
ある。
　また本発明の第１の態様に係る記録装置は、媒体を傾斜状態に支持する媒体支持部と、
前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、装置の制御手段を構成する
基板と、前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテリーを収容するバッテ
リー収容部と、を備え、前記バッテリー収容部及び前記基板は、前記媒体支持部の下側に
配置されるとともに、前記基板に面する場所から外れた位置に前記バッテリー収容部が配
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置され、前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、高さ方向で少なくと
も一部が同じ範囲にあることを特徴とする。
 
【０００７】
　本態様によれば、前記バッテリー収容部及び前記基板は、前記媒体支持部の下側に配置
されるとともに、前記基板に面する場所から外れた位置に前記バッテリー収容部が配置さ
れている為、前記バッテリーが前記基板からの放熱を直接受け難く、前記バッテリーを良
好な状態に保つことができる。　
　また、前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、高さ方向で少なくと
も一部が同じ範囲にある為、装置の高さ方向寸法を抑えることができる。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記バッテリー収容部の配置領域と前記
基板の配置領域は、装置奥行き方向で少なくとも一部が同じ範囲にあることを特徴とする
。　
　本態様によれば、前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、装置奥行
き方向で少なくとも一部が同じ範囲にある為、装置の奥行き方向寸法を抑えることができ
る。
【０００９】
　本発明の第３の態様は、第１のまたは第２の態様において、前記バッテリー収容部は、
少なくとも一部が前記基板に形成された切り欠き部に入り込んでいることを特徴とする。
　
　本態様によれば、前記バッテリー収容部は、少なくとも一部が前記基板に形成された切
り欠き部に入り込んでいるので、装置の小型化を図ることができる。
【００１０】
　上記課題を解決するために本発明の一つの態様に係る記録装置は、媒体の搬送方向に向
かって下がり傾斜状に形成された支持部材を有し、前記媒体を傾斜状態に支持する媒体支
持部と、前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、装置の制御手段を
構成する基板と、前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテリーを収容す
るバッテリー収容部と、を備え、前記バッテリー収容部及び前記基板は、それぞれ少なく
とも一部が、装置高さ方向において前記支持部材の下側、かつ装置奥行き方向において前
記支持部材の領域内に配置されるとともに、前記基板に面する場所から外れた位置に前記
バッテリー収容部が配置され、前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は
、高さ方向で少なくとも一部が同じ範囲にあり、前記バッテリー収容部は、少なくとも一
部が前記基板に形成された第１の切り欠き部に入り込んでいる、
ことを特徴とする。
　また、本発明の第１の態様に係る記録装置は、媒体を傾斜状態に支持する媒体支持部と
、前記媒体支持部に支持された媒体を送り出す媒体給送手段と、装置の制御手段を構成す
る基板と、前記媒体給送手段及び前記制御手段の動力源であるバッテリーを収容するバッ
テリー収容部と、を備え、前記バッテリー収容部及び前記基板は、前記媒体支持部の下側
に配置されるとともに、前記基板に面する場所から外れた位置に前記バッテリー収容部が
配置され、前記バッテリー収容部の配置領域と前記基板の配置領域は、高さ方向で少なく
とも一部が同じ範囲にあることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第５の態様は、第１から第４の態様のいずれかにおいて、前記バッテリー収容
部は、前記媒体支持部の下側に形成された空間において、装置奥行き方向の後方側に設け
られていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第６の態様は、第１から第５の態様のいずれかにおいて、前記基板を複数備え
、複数の前記基板を構成する第１の基板は、装置奥行き方向の後方側において立設姿勢に
設けられ、複数の前記基板を構成する第２の基板は、前記第１の基板と交差する姿勢を成
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すことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第７の態様は、第１から第６の態様のいずれかにおいて、前記バッテリーによ
り駆動される第１のモーター及び第２のモーターを備え、前記第１のモーター及び前記第
２のモーターが、媒体の給送方向と交差する方向である媒体幅方向において前記バッテリ
ー収容部の両側に設けられていることを特徴とする。
【００１４】
　本態様によれば、前記バッテリーにより駆動される第１のモーター及び第２のモーター
を備え、前記第１のモーター及び前記第２のモーターが、媒体の給送方向と交差する方向
である媒体幅方向において前記バッテリー収容部の両側に設けられているので、記録装置
における重量物が一箇所に偏らず、装置の持ち運び性が向上する。
【００１５】
　本発明の第８の態様は、第７の態様において、前記第１のモーター及び前記第２のモー
ターの少なくとも一方は、前記基板に形成された第２の切り欠き部に入り込んでいること
を特徴とする。　
　本態様によれば、前記第１のモーター及び前記第２のモーターの少なくとも一方は、前
記基板に形成された第２の切り欠き部に入り込んでいるので、装置の小型化を図ることが
できる。
【００１６】
　本発明の第９の態様は、第１から第８の態様のいずれかにおいて、前記媒体支持部から
送り出された媒体の先端を前記媒体支持部の側へ戻す媒体戻し部材と、前記媒体支持部を
形成するフレームに形成された、前記媒体戻し部材を露出させる開口と、を備え、前記開
口が、前記基板から生じた熱を放出する放熱口を兼ねることを特徴とする。
【００１７】
　本態様によれば、前記媒体支持部を形成するフレームに形成された、前記媒体戻し部材
を露出させる開口が、前記基板から生じた熱を放出する放熱口を兼ねるので、前記基板か
ら生じた熱を放出する放熱口を別途設ける必要がなく、装置のコストアップを抑えること
ができるとともに、前記基板から生じた熱を良好に放出できる。
【００１８】
　本発明の第１０の態様は、第１から第９の態様のいずれかにおいて、前記バッテリー収
容部は、前記媒体支持部を形成するフレームに、一体的に形成されていることを特徴とす
る。　
　本態様によれば、前記バッテリー収容部は、前記媒体支持部を形成するフレームに、一
体的に形成されているので、装置の低コスト化を図ることができる。
【００１９】
　本発明の第１１の態様は、第９の態様において、前記基板から生じた熱は、前記基板に
対し前記開口に面する位置に設けられた放熱部材を介して前記開口から放出されることを
特徴とする。
【００２０】
　本態様によれば、前記基板から生じた熱は、前記基板に対し前記開口に面する位置に設
けられた放熱部材を介して前記開口から放出されるので、前記開口から進入した塵埃等が
前記基板に付着することを防止でき、前記基板の性能を良好に維持することができる。
【００２１】
　本発明の第１２の態様は、第６の態様において、媒体に対し液体を噴射する液体噴射ヘ
ッドと、前記液体噴射ヘッドと対向可能な位置に設けられた、媒体を支持する支持部材と
、媒体の端部から外れた領域に噴射され、前記支持部材の上方から下方に導かれた液体を
保持する第１液体保持部と、前記液体噴射ヘッドから廃液として噴射された液体を保持す
る第２液体保持部と、を備え、前記第２の基板の占有領域は、前記第１液体保持部の占有
領域および前記第２液体保持部の占有領域と、装置高さ方向で重なっていることを特徴と
する。
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【００２２】
　本態様によれば、前記第２の基板の占有領域は、前記第１液体保持部の占有領域および
前記第２液体保持部の占有領域と、装置高さ方向で重なっているので、前記第１液体保持
部および前記第２液体保持部を備えた構成において装置の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図２】本発明に係るプリンターを下方側から見た斜視図。
【図３】本発明に係るプリンターにおける媒体搬送経路を示す側断面図。
【図４】プリンターの装置本体を下方側から見た斜視図。
【図５】図４における装置本体において基板のシールド板及びバッテリーカバーを取り外
した状態を示す斜視図。
【図６】媒体支持部におけるバッテリー収容部と第１の基板及び第２の基板との位置関係
を示す斜視図。
【図７】装置本体の背面における第１の基板とバッテリーとの位置関係を示す平面図。
【図８】装置本体の下面における第２の基板とバッテリーとの位置関係を示す平面図。
【図９】媒体支持部材を上方側から見た外観斜視図。
【図１０】媒体支持部材にバッテリーを装着した状態を示す媒体支持部材の斜視図。
【図１１】媒体支持部材にバッテリーを装着した状態を示す媒体支持部材の側断面図。
【図１２】図１０における媒体支持部材からバッテリーカバーを取り外した状態を示す媒
体支持部材の斜視図。
【図１３】（Ａ）はバッテリーの外観斜視図であり、（Ｂ）はバッテリーカバーの外観斜
視図。
【図１４】媒体支持部材において媒体戻しレバーが設けられた部分における断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施例において同一の構
成については、同一の符号を付し、最初の実施例においてのみ説明し、以後の実施例にお
いてはその構成の説明を省略する。
【００２５】
　図１は本発明に係るプリンター（以下、プリンター１０という。）の外観斜視図であり
、図２はプリンター１０を下方側から見た斜視図であり、図３はプリンター１０における
媒体搬送経路を示す側断面図であり、図４はプリンター１０の装置本体を下方側から見た
斜視図であり、図５は図４における装置本体において基板のシールド板及びバッテリーカ
バーを取り外した状態を示す斜視図である。
【００２６】
　図６は媒体支持部におけるバッテリー収容部と第１の基板及び第２の基板との位置関係
を示す斜視図であり、図７は装置本体の背面における第１の基板とバッテリーとの位置関
係を示す平面図であり、図８は装置本体の下面における第２の基板とバッテリーとの位置
関係を示す平面図であり、図９は媒体支持部材を上方側から見た外観斜視図であり、図１
０は媒体支持部材にバッテリーを装着した状態を示す媒体支持部材の斜視図である。
【００２７】
　図１１は媒体支持部材にバッテリーを装着した状態を示す媒体支持部材の側断面図であ
り、図１２は図１０における媒体支持部材からバッテリーカバーを取り外した状態を示す
媒体支持部材の斜視図であり、図１３（Ａ）はバッテリーの外観斜視図であり、図１３（
Ｂ）はバッテリーカバーの外観斜視図であり、図１４は媒体支持部材において媒体戻しレ
バーが設けられた部分における断面図である。
【００２８】
　各図において示すＸ－Ｙ－Ｚ座標系はＸ方向が記録ヘッドの走査方向および装置幅方向
、Ｙ方向が記録装置の奥行き方向及び用紙搬送方向、Ｚ方向が装置高さ方向および後述す
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る装置本体、増設ユニット、支持台、のこれらの重畳方向を示している。尚、各図におい
て－Ｙ方向を装置前面側とし、＋Ｙ方向側を装置背面側とする。
【００２９】
■■■プリンターの概要について■■■■
　図１ないし図３を参照して記録装置の一例としてのインクジェットプリンター１０（以
下、プリンター１０という）について説明する。プリンター１０は、装置本体１２（図４
参照）と、装置本体１２の外観を構成するハウジング１４と、装置本体１２に対して開閉
可能なカバー１６とを備えている。
【００３０】
　カバー１６は、装置本体１２に対して回動可能に取り付けられており、図１に示すよう
な閉じた状態と、図３に示すように装置本体１２に対して回動させて開いた状態とを取り
得る。尚、図３において説明のためカバー１６は一部のみ図示している。また、カバー１
６は、図１に示すように閉じた状態においてプリンター１０の上面及び前面の一部を構成
する。
【００３１】
　また、図２に示すようにプリンター１０のハウジング１４の背面には複数の弾性部材１
８が設けられている。この弾性部材１８は、プリンター１０の背面側を底部として机やテ
ーブル等に置く際の支持部として機能する。
【００３２】
　次いで、図３を参照しながらプリンター１０における媒体搬送経路上の構成要素につい
てさらに詳説する。図３において紙面右側（装置背面側）が給送経路上流であり、紙面左
側（装置前面側）が給送経路下流となっている。また、図３における符号２０が付された
一点鎖線は、媒体の搬送経路を示している。尚、本明細書における媒体とは、普通紙や写
真、はがき等の用紙を指している。
【００３３】
　給送経路上流側には、ハウジング１４に対してカバー１６が開かれた状態において媒体
を供給可能な媒体供給部２２が設けられている。媒体供給部２２には、媒体を傾斜姿勢で
支持する媒体支持部２４と、媒体支持部２４に支持された媒体を媒体搬送経路下流側に搬
送する、「媒体給送手段」としての給送ローラー２６と、媒体戻しレバー２８とを備えて
いる。
【００３４】
　媒体支持部２４は、図３において－Ｙ方向側に向かって下がり傾斜状に形成されている
。また、媒体支持部２４は、支持部材３０を備えている（図９参照）。支持部材３０は、
給送ローラー２６に対して接離方向に揺動可能に構成されている。
【００３５】
　給送ローラー２６は、支持部材３０が給送ローラー２６に接近する方向に変位した際、
支持部材３０に載置された最上位の媒体と接し、該最上位の媒体を給送経路下流側に給送
する。この際、次位以降の媒体は、媒体戻しレバー２８により支持部材３０に戻され、次
位以降の媒体が不用意に給送経路下流側に給送されることを防止する。尚、給送ローラー
２６は装置本体１２内に設けられた、「第１のモーター」としての給送ローラー駆動モー
ター３２（図４及び図５参照）により回転駆動させられる。
【００３６】
　媒体供給部２２の下流側には搬送部３４が設けられている。搬送部３４には、一対の搬
送ローラー対３６が設けられている。搬送ローラー対３６は複数の歯車を介して「第２の
モーター」としての駆動モーター３８（図４及び図５参照）により回転駆動させられる。
搬送部３４は、媒体供給部２２から給送された媒体を搬送ローラー対３６でニップして搬
送方向下流側に搬送する。搬送部３４の下流側には記録部４０が設けられている。
【００３７】
　記録部４０は、キャリッジ４２と、該キャリッジの底部に設けられた記録ヘッド４４と
、該記録ヘッドに対向し、媒体を支持するプラテン４６とを備えている。記録ヘッド４４
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は、プラテン４６に支持された媒体と対向する。キャリッジ４２は、装置本体１２内部に
設けられたキャリッジ駆動モーター４８（図４及び図５参照）によって図３におけるＸ軸
方向（紙面表裏方向）に往復動する様に駆動される。また、プラテン４６は、媒体を下方
から支持することにより、媒体の記録面と記録ヘッド４４のヘッド面との間の距離（ギャ
ップ）を規定する。
【００３８】
　記録部４０では、プラテン４６に支持された媒体が記録ヘッド４４に対向した際、記録
ヘッド４４の複数のノズル穴（図示せず）から「液体」としてのインクが媒体に向けて吐
出され、当該インクが媒体の記録面（記録ヘッド４４に対向する面）に着弾することによ
り記録が実行される。
【００３９】
　記録部４０の搬送方向下流側には、排出部５０が設けられている。排出部５０は、排出
ローラー対５２を備えている。記録部４０で記録が実行された媒体は、排出ローラー対５
２にニップされて装置前面から装置前方に向けて排出される。尚、排出ローラー対５２は
複数の歯車を介して駆動モーター３８（図４及び図５参照）により回転駆動させられる。
【００４０】
　尚、本実施例において、給送ローラー２６を回転駆動させる給送ローラー駆動モーター
３２、搬送ローラー対３６及び排出ローラー対５２を回転駆動させる駆動モーター３８及
びキャリッジ４２をＸ軸方向に移動させるキャリッジ駆動モーター４８は後述する、「制
御手段」としての制御部５４（図５及び図６参照）により制御されている。
【００４１】
■■■実施例について■■■■
■■■装置本体１２の構成について■■■■
　次いで、図４ないし図８を参照して装置本体１２の構成、具体的には媒体支持部２４、
給送ローラー駆動モーター３２、駆動モーター３８、制御部５４、後述するバッテリー収
容部５６について説明する。装置本体１２の背面側、つまり＋Ｙ軸方向側の端部には、媒
体支持部２４が配置されている。
【００４２】
　図６を参照するに媒体支持部２４には、装置高さ方向における下側つまり－Ｚ軸方向側
にバッテリー収容部５６が設けられている。また、バッテリー収容部５６は、媒体支持部
２４の幅方向であるＸ軸方向において中央部に設けられている。また、バッテリー収容部
５６は、媒体支持部２４において装置奥行き方向であるＹ軸方向における＋Ｙ軸方向側の
端部に設けられている。
【００４３】
　ここで、図４及び図５を参照するに、装置本体１２の背面側、つまり媒体支持部２４の
＋Ｙ軸方向側の端部には、給送ローラー駆動モーター３２及び駆動モーター３８が設けら
れている。本実施例では、給送ローラー駆動モーター３２は、装置本体１２（媒体支持部
２４）の－Ｘ軸方向側の端部に設けられており、駆動モーター３８は装置本体１２（媒体
支持部２４）の＋Ｘ軸方向側の端部に設けられている。尚、図６において媒体支持部２４
の＋Ｘ軸方向側の端部における駆動モーター３８の図示は省略されている。
【００４４】
　すなわち、バッテリー収容部５６は、媒体支持部２４においてＸ軸方向における給送ロ
ーラー駆動モーター３２と駆動モーター３８との間に設けられている（図４ないし図６参
照）。
【００４５】
　つまり、本実施例では装置本体１２における媒体の給送方向であるＹ軸方向と交差する
媒体幅方向であるＸ軸方向においてバッテリー収容部５６の両側にそれぞれ給送ローラー
駆動モーター３２及び駆動モーター３８が設けられている。したがって、プリンター１０
における重量物が一箇所に偏らず、プリンター１０の持ち運び性が向上する。
【００４６】
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　また、図４及び図５を参照するに、装置本体１２の底部において装置前方側には、「第
１液体保持部」としてのインク吸収体５５と、「第２液体保持部」としての廃インクカー
トリッジ５７とが設けられている。インク吸収体５５及び廃インクカートリッジ５７は、
それぞれプラテン４６の下方に設けられている。また、インク吸収体５５及び廃インクカ
ートリッジ５７は、プラテン４６の下方において媒体の搬送方向に対して並列に配置され
ている。
【００４７】
　インク吸収体５５は、記録部４０において媒体へ縁無し記録を実行する際、媒体の端部
から外れた領域に吐出されて、プラテン４６の上方から下方に導かれたインクを保持する
ように構成されている。具体的には、インク吸収体５５は、スポンジ材で構成されている
。
【００４８】
　また、装置本体１２内においてキャリッジ４２の移動領域の－Ｘ軸方向側の端部にはキ
ャップ手段６１（図４及び図５参照）が設けられている。キャップ手段６１は、ポンプ６
３に接続されている。キャップ手段６１は、記録ヘッド４４が当該キャップ手段６１に対
向する位置にある際、記録ヘッド４４と係合し、ポンプ６３により記録ヘッド４４のノズ
ル内のインクを吸引し、あるいは記録ヘッド４４からフラッシング動作により打ち捨てら
れたインクを受ける。
【００４９】
　廃インクカートリッジ５７は、ポンプ６３を介してキャップ手段６１に接続されている
。廃インクカートリッジ５７は、キャップ手段６１に打ち捨てられた廃インクあるいは、
ポンプ６３により吸引された廃インクであってポンプ６３から送出された廃インクを、カ
ートリッジ内に収容する。
【００５０】
　制御部５４は、複数の基板から構成されている。本実施例では、制御部５４は第１の基
板５８と第２の基板６０とを備えている（図５参照）。図５及び図６に示すように第１の
基板５８及び第２の基板６０は媒体支持部２４において当該媒体支持部２４の下側に配置
されるとともにバッテリー収容部５６に近接して配置されている。尚、各基板には、複数
の電気抵抗やコンデンサー等が配置され、電気回路が形成されている。
【００５１】
　図５に示すように第１の基板５８は、装置本体１２の背面側、つまり＋Ｙ軸方向側の端
部においてＺ軸方向に沿って立設姿勢に設けられ、媒体支持部２４を形成するフレーム６
６の一部に固定されている（図６参照）。また、第２の基板６０は、第１の基板５８と交
差する姿勢を成している（図５参照）。具体的には第２の基板６０は、装置本体１２の底
部に設けられ、Ｚ軸方向と交差するＸＹ平面に平行に設けられている（図８参照）。
【００５２】
　また、図４に示すように第１の基板５８にはシールド板６２が取り付けられている。ま
た、第２の基板６０においてもシールド板６４が取り付けられている。本実施例において
シールド板６２、６４は導電材料で形成されており、第１の基板５８及び第２の基板６０
に対するノイズの影響を低減する。
【００５３】
　図７に示すように、第１の基板５８において－Ｘ軸方向側の端部には「第１の切り欠き
部」としての切り欠き部５８ａが形成されている。装置本体１２の背面側において、バッ
テリー収容部５６はＸ軸方向においてその一部が第１の基板５８の切り欠き部５８ａに入
り込んだ状態で配置されている。
【００５４】
　また、装置本体１２における装置高さ方向であるＺ軸方向において装置本体１２に対す
るバッテリー収容部５６の配置領域は、第１の基板５８及び第２の基板６０の配置領域と
少なくとも一部が同じ範囲内にある。したがって、バッテリー収容部５６と、各基板５８
、６０を装置高さ方向（Ｚ軸方向）に積み重ねて配置する必要がないことから、プリンタ
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ー１０の装置高さ方向（Ｚ軸方向）の寸法を小さくすること、又は抑えることができる。
【００５５】
　また、図８に示すように、第２の基板６０において－Ｘ軸方向側の端部には「第１の切
り欠き部」としての切り欠き部６０ａが形成されている。装置本体１２の底部において、
バッテリー収容部５６はＸ軸方向においてその一部が第２の基板６０の切り欠き部６０ａ
に入り込んだ状態で配置されている。
【００５６】
　また、図５に示すように、第２の基板６０は装置本体１２の底部に設けられており、イ
ンク吸収体５５及び廃インクカートリッジ５７も装置本体１２の底部に設けられている。
すなわち、装置高さ方向において第２の基板６０の占有領域は、インク吸収体５５の占有
領域および廃インクカートリッジ５７の占有領域と重なっている。　
　したがって、インク吸収体５５及び廃インクカートリッジ５７を備えた構成において装
置の小型化を図ることができる。
【００５７】
　また、装置本体１２における装置奥行き方向であるＹ軸方向において装置本体１２に対
するバッテリー収容部５６の配置領域は、第１の基板５８及び第２の基板６０の配置領域
と少なくとも一部が同じ範囲内にある。したがって、バッテリー収容部５６と、各基板５
８、６０を装置奥行き方向（Ｙ軸方向）に重ねて配置する必要がないことから、プリンタ
ー１０の装置奥行き方向（Ｙ軸方向）の寸法を小さくすること、又は抑えることができる
。
【００５８】
　さらに、本実施例においてバッテリー収容部５６は、少なくとも一部が第１の基板５８
に形成された第２の切り欠き部５８ｂに入り込むとともに、第２の基板６０に形成された
第２の切り欠き部６０ｂに入り込んでいる。　
　したがって、このように構成することにより、装置の小型化を図ることができる。
【００５９】
　また、図５ないし図７を参照するに、第１の基板５８において＋Ｘ軸方向側の端部には
「第２の切り欠き部」としての切り欠き部５８ｂが形成されている。さらに、図５、図６
及び図８を参照するに第２の基板６０において＋Ｘ軸方向側の端部には「第２の切り欠き
部」としての切り欠き部６０ｂが形成されている。本実施例において、図５に示すように
駆動モーター３８は、装置本体１２（媒体支持部２４）の＋Ｘ軸方向側の端部において第
１の基板５８の切り欠き部５８ｂ及び第２の基板６０の切り欠き部６０ｂに対応する位置
に配置されている。
【００６０】
　つまり、本実施例では、駆動モーター３８は、第１の基板５８に形成された第２の切り
欠き部５８ｂに入り込むとともに、第２の基板６０に形成された第２の切り欠き部６０ｂ
に入り込んでいる。　
　したがって、このように構成することにより、装置の小型化を図ることができる。
【００６１】
　ここで、バッテリー収容部５６と第１の基板５８及び第２の基板６０の位置関係をまと
める。第１の基板５８及び第２の基板６０には複数の電子部品が取り付けられ、電気回路
が形成されている。これらの電子部品から発した熱は、第１の基板５８及び第２の基板６
０において電子部品が取り付けられた基板面から放熱され、基板面に面する領域に放出さ
れる。バッテリー収容部５６は図７におけるＸ軸方向において第１の基板５８の側方に位
置するので、第１の基板５８の基板面に面していない。したがって、バッテリー収容部５
６は装置本体１２内において第１の基板５８からの放熱を直接受け難い配置となっている
。
【００６２】
　さらに、バッテリー収容部５６は図８におけるＸ軸方向において第２の基板６０の側方
に位置するので、第２の基板６０の基板面に面していない。したがって、バッテリー収容
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部５６は装置本体１２内において第２の基板６０からの放熱を直接受け難い配置となって
いる。
【００６３】
　上記説明をまとめると、バッテリー収容部５６、第１の基板５８及び第２の基板６０は
、媒体支持部２４の下側に配置されるとともに、第１の基板５８及び第２の基板６０に面
する場所から外れた位置にバッテリー収容部５６が配置されている為、バッテリー７４（
図１３（Ａ）参照）が第１の基板５８及び第２の基板６０からの放熱を直接受け難く、バ
ッテリー７４を良好な状態に保つことができる。
【００６４】
■■■媒体支持部及びバッテリー収納部の構成について■■■■
　さらに図９ないし図１３を参照して、媒体支持部２４及びバッテリー収容部５６の構成
について説明する。図９に示すように媒体支持部２４はフレーム６６を備えている。フレ
ーム６６の上部には、支持部材３０が取り付けられている。支持部材３０は、支持部材３
０の上端に設けられた一対の揺動軸６８を中心としてフレーム６６に対して揺動可能に構
成されている。
【００６５】
　また、フレーム６６には支持部材３０と対向する位置にＸ軸方向に延びる給送ローラー
駆動軸７０がフレーム６６に対して回転可能に取り付けられている。給送ローラー駆動軸
７０には、給送ローラー２６が当該給送ローラー駆動軸７０と一体に回転可能に取り付け
られている。
【００６６】
　また、フレーム６６において媒体搬送経路における支持部材３０の下流側には、Ｘ軸方
向に適宜間隔をおいて複数の開口７２が設けられている。各開口７２には、媒体戻しレバ
ー２８が設けられている。媒体戻しレバー２８は給送ローラー駆動モーター３２から駆動
力を受ける駆動機構（不図示）により、媒体搬送経路に進出し、あるいは退避するように
揺動駆動される。そして、媒体戻しレバー２８が媒体搬送経路に進出する際、媒体戻しレ
バー２８の少なくとも一部が開口７２より媒体搬送経路側に突出し、開口７２から露出す
る。
【００６７】
　図１０ないし図１２に示すように、フレーム６６の下部には、バッテリー収容部５６が
設けられている。より具体的には、図１１に示すようにフレーム６６は、－Ｙ方向側に向
かって下がり傾斜状に形成され、傾斜面には支持部材３０が設けられている（図３参照）
。尚、図１１において支持部材３０は、図示を省略している。
【００６８】
　媒体支持部２４は用紙を傾斜姿勢に支持する為、その下側には空間（デッドスペース）
が形成される。バッテリー収容部５６はこの空間を利用して配置される。より詳しくは、
前記空間においてフレーム６６のＸ軸方向における中央部には、バッテリー収容部５６が
フレーム６６に一体的に形成されている。つまり、バッテリー収容部５６は、媒体支持部
２４を形成するフレーム６６に一体的に形成されているのでプリンター１０の低コスト化
を図ることができる。
【００６９】
　バッテリー収容部５６は、図１０ないし図１２に示すように箱状に形成され、－Ｚ軸方
向に開口している。バッテリー収容部５６内には、着脱可能にバッテリー７４が取り付け
られている。バッテリー収容部５６の－Ｚ軸方向の開口には、図１０に示すようにバッテ
リー収容部カバー７６が着脱可能に取り付けられている。
【００７０】
　バッテリー７４は、図１３（Ａ）に示すようにＸ軸方向に延びる形態を成している。そ
して、バッテリー７４のＸ軸方向の両端部には、図１３（Ａ）では図示していないがそれ
ぞれ端子が設けられている。これら両端子と、制御部５４の各基板５８、６０、給送ロー
ラー駆動モーター３２、駆動モーター３８及びキャリッジ駆動モーター４８とは電気的に
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接続され、これらの部材を駆動するための電力を供給する。
【００７１】
　また、バッテリー収容部カバー７６は、図１３（Ｂ）に示すように箱状に形成され、＋
Ｚ軸方向側が開口している。バッテリー収容部カバー７６は、図示しないネジ等の締結部
材によりバッテリー収容部５６に取り付けられる。さらに、バッテリー収容部５６にバッ
テリー７４を収容して当該バッテリー収容部５６にバッテリー収容部カバー７６を取り付
ける際、バッテリー７４とバッテリー収容部カバー７６との間には、弾性部材７８（図１
１参照）が取り付けられている。
【００７２】
　本実施例において、弾性部材７８はスポンジ材で構成されている。弾性部材７８は、バ
ッテリー収容部５６にバッテリー７４を収容して当該バッテリー収容部５６にバッテリー
収容部カバー７６を取り付けた際、その弾性力によりバッテリー７４をバッテリー収容部
５６内において＋Ｚ軸方向に付勢し、当該バッテリー収容部５６内における所定の位置に
保持する。
【００７３】
　また、バッテリー収容部カバー７６の＋Ｙ軸方向側の端部には、＋Ｚ軸方向側に突出す
る複数の係合部７６ａが設けられている。係合部７６ａは、バッテリー収容部カバー７６
をバッテリー収容部５６に取り付けた際、当該バッテリー収容部５６の＋Ｙ軸方向側の端
部に複数設けられたフック５６ａとそれぞれ係合する。
【００７４】
　また、図１１に示すようにバッテリー収容部５６にバッテリー収容部カバー７６を取り
付けた際、係合部７６ａとバッテリー収容部５６の＋Ｙ軸方向側の端部との間には弾性部
材８０が配置されている。弾性部材８０もスポンジ材で構成されている。弾性部材８０は
、図１１におけるＹ軸方向においてバッテリー収容部カバー７６がバッテリー収容部５６
に対してずれることを抑制する。
【００７５】
■■■媒体支持部及び第２の基板との関係について■■■■
　次に図６、図９、図１２及び図１４を参照して、媒体支持部２４におけるフレーム６６
と第２の基板６０との関係について説明する。先に説明したようにフレーム６６には、媒
体戻しレバー２８を収容する開口７２（図９参照）が複数設けられている。フレーム６６
において開口７２の－Ｚ軸方向側には空間８２（図１４参照）が形成されている。空間８
２は、図１４に示すように媒体戻しレバー２８の少なくとも一部を収容する。
【００７６】
　また、図１４に示すように、フレーム６６の下部には第２の基板６０が配置されている
。第２の基板６０は、フレーム６６の下部においてＸＹ平面に沿って延びている。そして
、第２の基板６０の少なくとも一部は、空間８２に面している。
【００７７】
　ここで、第２の基板６０と空間８２の－Ｚ軸方向側の端部との間には、放熱部材８４が
設けられている。つまり、放熱部材８４は第２の基板６０に対し開口７２に面する位置に
設けられている。放熱部材８４は、一例として熱伝導率の高い材質で構成されている。
【００７８】
　ここで第２の基板６０には、複数の電気抵抗やコンデンサー等が設けられており、制御
部５４に通電するとこれらの部材が発熱する。第２の基板６０から放たれた熱は、放熱部
材８４を介して空間８２へと伝えられ、空間８２から開口７２を経て放出される。
【００７９】
　つまり、本実施例では媒体支持部２４を形成するフレーム６６に形成された、媒体戻し
レバー２８を露出させる開口７２が、第２の基板６０から生じた熱を放出する放熱口を兼
ねるので、第２の基板６０から生じた熱を放出する放熱口を別途設ける必要がなく、装置
のコストアップを抑えることができるとともに、第２の基板６０から生じた熱を良好に放
出できる。
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【００８０】
　また、本実施例では、放熱部材８４は空間８２と第２の基板６０とを仕切っているので
、開口７２から空間８２内に侵入した塵埃等が第２の基板６０に付着することを防止でき
る。その結果、第２の基板６０の性能を良好に維持することができる。
【００８１】
＜＜＜実施例の変更例＞＞＞
（１）本実施例では、開口７２から第２の基板６０における熱を放熱する構成としたが、
この構成に代えて第１の基板５８から開口７２を介して放熱する構成としてもよく、又は
開口７２から第１の基板５８及び第２の基板６０の両方の熱を放熱する構成としてもよい
。　
　また、媒体戻しレバー２８にフラップ部材を取付けて媒体戻しレバーの作動時に空間８
２の空気を攪拌し、開口７２からの放熱を促す構成としてもよい。
（２）本実施例において、第１の基板５８の切り欠き部５８ｂと第２の基板６０の切り欠
き部６０ｂに対応する位置には駆動モーター３８を配置する構成としたが、この構成に代
えて、第１の基板５８の切り欠き部５８ｂと第２の基板６０の切り欠き部６０ｂに対応す
る位置には給送ローラー駆動モーター３２を配置する構成としてもよい。
【００８２】
　上記説明をまとめると、本実施例におけるプリンター１０は、媒体を傾斜状態に支持す
る媒体支持部２４と、媒体支持部２４に支持された媒体を送り出す給送ローラー２６と、
装置の制御部５４を構成する基板５８、６０と、給送ローラー２６及び制御部５４の動力
源であるバッテリー７４を収容するバッテリー収容部５６とを備えている。　
　バッテリー収容部５６及び基板５８、６０は、媒体支持部２４の下側に配置されるとと
もに、基板５８、６０に面する場所から外れた位置にバッテリー収容部５６が配置されて
いる。バッテリー収容部５６の配置領域と基板５８、６０の配置領域は、高さ方向で少な
くとも一部が同じ範囲にある。
【００８３】
　また、バッテリー収容部５６の配置領域と基板５８、６０の配置領域は、装置奥行き方
向で少なくとも一部が同じ範囲にある。
【００８４】
　バッテリー収容部５６は、少なくとも一部が基板５８、６０に形成された切り欠き部５
８ａ、６０ａに入り込んでいる。また、バッテリー収容部５６は、媒体の給送方向である
Ｙ軸方向と交差する方向である媒体幅方向つまりＸ軸方向において中央部に設けられてい
る。バッテリー収容部５６は、媒体支持部２４の下側に形成された空間において、装置奥
行き方向であるＹ軸方向の後方側つまり＋Ｙ軸方向側に設けられている。
【００８５】
　プリンター１０は、基板５８、６０を複数備えている。複数の基板を構成する第１の基
板５８は、装置奥行き方向の後方側つまり＋Ｙ軸方向側において立設姿勢に設けられ、複
数の前記基板を構成する第２の基板６０は、第１の基板５８と交差する姿勢を成している
。
【００８６】
　プリンター１０は、バッテリー７４により駆動される給送ローラー駆動モーター３２及
び駆動モーター３８を備えている。給送ローラー駆動モーター３２及び駆動モーター３８
が、媒体の給送方向であるＹ軸方向と交差する方向である媒体幅方向すなわちＸ軸方向に
おいてバッテリー収容部５６の両側に設けられている。
【００８７】
　給送ローラー駆動モーター３２及び駆動モーター３８の少なくとも一方は、第１の基板
５８に形成された第２の切り欠き部５８ｂに入り込むとともに、第２の基板６０に形成さ
れた第２の切り欠き部６０ｂに入り込んでいる。
【００８８】
　プリンター１０は、媒体支持部２４から送り出された媒体の先端を媒体支持部２４の側
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体戻しレバー２８を露出させる開口７２とを備えている。開口７２は、第２の基板６０か
ら生じた熱を放出する放熱口を兼ねている。
【００８９】
　バッテリー収容部５６は、媒体支持部２４を形成するフレーム６６に一体的に形成され
ている。第２の基板６０から生じた熱は、第２の基板６０に対し開口７２に面する位置に
設けられた放熱部材８４を介して開口７２から放出される。
【００９０】
　プリンター１０は、媒体に対し液体を噴射する記録ヘッド４４と、記録ヘッド４４と対
向可能な位置に設けられた、媒体を支持するプラテン４６と、媒体の端部から外れた領域
に噴射され、プラテン４６の上方から下方に導かれたインクを保持するインク吸収体５５
と、記録ヘッド４４から廃液として噴射されたインクを保持する廃インクカートリッジ５
７とを備えている。第２の基板６０の占有領域は、インク吸収体５５の占有領域および廃
インクカートリッジ５７の占有領域と、装置高さ方向で重なっている。
【００９１】
　また、本実施形態では本発明に係るバッテリー収容部５６を記録装置の一例としてのイ
ンクジェットプリンターに適用したが、その他液体噴射装置一般に適用することも可能で
ある。　
　ここで、液体噴射装置とは、インクジェット式記録ヘッドが用いられ、該記録ヘッドか
らインクを吐出して被記録媒体に記録を行うプリンター、複写機及びファクシミリ等の記
録装置に限らず、インクに代えてその用途に対応する液体を前記インクジェット式記録ヘ
ッドに相当する液体噴射ヘッドから被記録媒体に相当する被噴射媒体に噴射して、前記液
体を前記被噴射媒体に付着させる装置を含むものである。
【００９２】
　液体噴射ヘッドとして、前記記録ヘッドの他に、液晶ディスプレー等のカラーフィルタ
ー製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ＥＬディスプレーや面発光ディスプレー（ＦＥ
Ｄ）等の電極形成に用いられる電極材（導電ペースト）噴射ヘッド、バイオチップ製造に
用いられる生体有機物噴射ヘッド、精密ピペットとしての試料噴射ヘッド等が挙げられる
。
【００９３】
　尚、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。
【符号の説明】
【００９４】
１０　プリンター、１２　装置本体、１４　ハウジング、１６　カバー、１８　弾性部材
、
２２　媒体供給部、２４　媒体支持部、２６　給送ローラー、２８　媒体戻しレバー、
３０　支持部材、３２　給送ローラー駆動モーター、３４　搬送部、
３６　搬送ローラー対、３８　駆動モーター、４０　記録部、４２　キャリッジ、
４４　記録ヘッド、４６　プラテン、４８　キャリッジ駆動モーター、５０　排出部、
５２　排出ローラー対、５４　制御部、５５　インク吸収体、５６　バッテリー収容部、
５６ａ　フック、５７　廃インクカートリッジ、５８　第１の基板、
５８ａ、５８ｂ、６０ａ、６０ｂ　切り欠き部、６０　第２の基板、６１　キャップ手段
、
６２、６４　シールド板、６３　ポンプ、６６　フレーム、６８　揺動軸、
７０　給送ローラー駆動軸、７２　開口、７４　バッテリー、
７６　バッテリー収容部カバー、７６ａ　係合部、７８、８０　弾性部材、８２　空間、
８４　放熱部材
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