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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向と交差する搬送向きへシートを挟持して搬送する第１搬送ローラ対と、
　上記第１搬送ローラ対より上記搬送向き下流側に設けられて、上記搬送向きへ延びるリ
ブが上下方向及び上記搬送向きと交差する幅方向へ離間されて複数配置されて、当該リブ
によりシートを支持するプラテンと、
　上記プラテンに対向して配置されて、上記プラテンに支持されたシートにノズルからイ
ンク滴を吐出する記録ヘッドと、
　上記ノズルより搬送向き上流側、且つ上記幅方向における上記リブの間において、その
下端を上記リブの上端より下方として配置された複数の第１押さえ部材と、
　上記記録ヘッドより上記搬送向き下流側、且つ上記幅方向において上記リブに対応する
位置に設けられて、シートを挟持して搬送する複数の第２搬送ローラ対と、
　上記ノズルより上記搬送向き下流側、且つ上記幅方向において上記第１押さえ部材に対
応する位置に設けられて、その下端を上記第２搬送ローラ対のニップ位置より下方として
配置された複数の第２押さえ部材と、
　上記第２押さえ部材より上記搬送向き下流側、且つ上記幅方向において上記リブに対応
する位置に設けられており、下側に駆動ローラが設けられ、上側に従動ローラが設けられ
たものであり、当該駆動ローラ及び当該従動ローラによってシートを挟持して搬送する複
数の第３搬送ローラ対と、
　上記第２押さえ部材より上記搬送向き下流側、且つ上記幅方向において上記第１押さえ
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部材に対応する位置に設けられて、その下端を上記第３搬送ローラ対のニップ位置より下
方として配置された複数の第３押さえ部材と、
　上記第３搬送ローラ対より上記搬送向き下流側に設けられて、第３搬送ローラ対により
搬送されたシートを支持する排出トレイと、
　少なくとも、上記幅方向の両端側の上記第３搬送ローラ対の上記駆動ローラより外側で
あり、且つ、上記幅方向の両端側の上記第１押さえ部材に対応する位置において上記駆動
ローラの軸に設けられており、上面が上記駆動ローラのローラ面より上記駆動ローラの軸
側にあるガイド部材と、を具備しており、
　上記第３押さえ部材は、上記幅方向の両端側の上記第１押さえ部材に対応する位置には
設けられていない画像記録装置。
【請求項２】
　上記ガイド部材は、各上記第３搬送ローラ対の上記駆動ローラの上記幅方向の両側に配
置されており、且つ上記複数の第３押さえ部材と対向する位置には配置されていない請求
項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　上記第３搬送ローラ対の上記従動ローラの軸は、上記駆動ローラの軸より上記搬送向き
上流側に配置されたものである請求項１又は２に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　上記ガイド部材は、上記駆動ローラの軸周りに回動可能であって、上記シートが搬送さ
れる搬送路の一部を区画する搬送路部材の一部である請求項１から３のいずれかに記載の
画像記録装置。
【請求項５】
　上記排出トレイは、搬送向きへ向かって上記幅方向の幅が狭いものである請求項１から
４のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項６】
　上記第３搬送ローラ対より搬送向き下流側且つ上側に表示パネルが設けられており、
　上記表示パネルの下端は、上記第３搬送ローラ対のニップ位置における接線より上側で
ある請求項５に記載の画像記録装置。
【請求項７】
　上記表示パネルは、上端側を軸とし下端側を回動先端として回動可能であって、当該下
端側であって上記排出トレイの最小幅の両端より外側に、把持部を有する請求項６に記載
の画像記録装置。
【請求項８】
　搬送路において搬送向きへシートを挟持して搬送する第１駆動ローラ及び第１従動ロー
ラと、
　上記搬送路において上記第１駆動ローラより上記搬送向き下流側に設けられて、上記搬
送向きへ延びるリブがシートの記録面に沿った第１方向へ離間されて複数配置されて、当
該リブによりシートを支持するプラテンと、
　上記搬送路において上記プラテンに対向して配置されて、上記プラテンに支持されたシ
ートにノズルからインク滴を吐出する記録ヘッドと、
　上記搬送路における上記ノズルより搬送向き上流側、且つ上記第１方向における上記リ
ブの間において、上記搬送向き及び上記第１方向と直交する第２方向における上記搬送路
側の端を上記リブの搬送路側の端より上記プラテン側として配置された複数の第１押さえ
部材と、
　上記搬送路における上記記録ヘッドより上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向におい
て上記リブに対応する位置に設けられて、シートを挟持して搬送する複数の第２駆動ロー
ラ及び第２従動ローラと、
　上記ノズルより上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向において上記第１押さえ部材に
対応する位置に設けられて、上記第２方向における上記搬送路側の端を上記第２駆動ロー
ラの上記搬送路側の端より上記プラテン側として配置された複数の第２押さえ部材と、
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　上記第２押さえ部材より上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向において上記リブに対
応する位置に設けられて、シートを挟持して搬送する複数の第３駆動ローラ及び第３従動
ローラと、
　上記第２押さえ部材より上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向において上記第１押さ
え部材に対応する位置に設けられて、上記第２方向における上記搬送路側の端を上記第３
駆動ローラの上記搬送路側の端より上記プラテン側として配置された複数の第３押さえ部
材と、
　上記第３駆動ローラ及び上記第３従動ローラより上記搬送向き下流側に設けられて、上
記第３駆動ローラ及び上記第３従動ローラにより搬送されたシートを支持する排出トレイ
と、
　少なくとも、上記第１方向の両端側の上記第３駆動ローラより外側であり、且つ、上記
第１方向の両端側の上記第１押さえ部材に対応する位置において上記第３駆動ローラの軸
に設けられており、上記搬送路側の面が上記第３駆動ローラのローラ面より上記第３駆動
ローラの軸側にあるガイド部材と、を具備しており、
　上記第３押さえ部材は、上記第１方向の両端側の上記第１押さえ部材に対応する位置に
は設けられていない画像記録装置。
【請求項９】
　上記ガイド部材は、各上記第３駆動ローラの上記第１方向の両側に配置されており、且
つ上記複数の第３押さえ部材と対向する位置には配置されていない請求項８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、シートを波形状にして搬送し、画像を記録する画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　搬送ローラ対がシートを搬送してプラテンが支持し、そのシートに記録ヘッドがインク
滴を吐出して画像を記録し、画像記録後のシートを排紙ローラ対が排出する画像記録装置
が知られている。
【０００３】
　特許文献１に開示された画像記録装置は、プラテンに設けられた複数のリブと、搬送向
きにおける搬送ローラ対（給送側駆動ローラ、レジストローラ）と記録ヘッドとの間に配
置された記録シート材用押さえ板と、搬送向きにおける記録ヘッドと排紙ローラ対（排送
側駆動ローラ、排送用拍車）との間に配置された複数の拍車と、を備えている。
【０００４】
　リブは、搬送向きに平行に設けられている。リブの間には凹部が設けられている。記録
シート材用押さえ板は、凹部に突出する複数の突起を有している。拍車は、凹部に突出さ
れている。シートは、リブと突起との間を通過する際に、リブと突起とに互いに反対向き
に押され、リブに押し上げられた部分を「山」とし、突起に押し下げられた部分を「谷」
とする波形状にされる。波形状にされたシートは、プラテンのリブにより山の部分を支持
されながら搬送される。シートは、プラテンを通過した後、拍車により谷の部分を押さえ
られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－７１７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述された画像記録装置においては、シートの後端が搬送ローラ対を抜けた後もシート
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へのインク滴の吐出が継続されるので、シートの後端が搬送ローラ対を抜けた後も波形状
を維持するために、シートを押さえ付ける拍車などの押さえ部材が必要である。しかしな
がら、波形状にされたシートが排出トレイに接触するときに、シートの両端が排出トレイ
に引っかかって紙詰まりを惹起したり、既に排出トレイに支持されているシートを押し出
したりすると問題がある。
【０００７】
　本発明は、前述された事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、シ
ートを波形状として画像記録する画像記録装置において、排出トレイにおいて紙詰まりや
シートの落下が生じないようにする手段を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　(1)　本発明に係る画像記録装置は、上下方向と交差する搬送向きへシートを挟持して
搬送する第１搬送ローラ対と、上記第１搬送ローラ対より上記搬送向き下流側に設けられ
て、上記搬送向きへ延びるリブが上下方向及び上記搬送向きと交差する幅方向へ離間され
て複数配置されて、当該リブによりシートを支持するプラテンと、上記プラテンに対向し
て配置されて、上記プラテンに支持されたシートにノズルからインク滴を吐出する記録ヘ
ッドと、上記ノズルより搬送向き上流側、且つ上記幅方向における上記リブの間において
、その下端を上記リブの上端より下方として配置された複数の第１押さえ部材と、上記記
録ヘッドより上記搬送向き下流側、且つ上記幅方向において上記リブに対応する位置に設
けられて、シートを挟持して搬送する複数の第２搬送ローラ対と、上記ノズルより上記搬
送向き下流側、且つ上記幅方向において上記第１押さえ部材に対応する位置に設けられて
、その下端を上記第２搬送ローラ対のニップ位置より下方として配置された複数の第２押
さえ部材と、上記第２押さえ部材より上記搬送向き下流側、且つ上記幅方向において上記
リブに対応する位置に設けられて、シートを挟持して搬送する複数の第３搬送ローラ対と
、上記第２押さえ部材より上記搬送向き下流側、且つ上記幅方向において上記第１押さえ
部材に対応する位置に設けられて、その下端を上記第３搬送ローラ対のニップ位置より下
方として配置された複数の第３押さえ部材と、上記第３搬送ローラ対より上記搬送向き下
流側に設けられて、第３搬送ローラ対により搬送されたシートを支持する排出トレイと、
を具備する。上記第３押さえ部材は、上記幅方向の両端側の上記第１押さえ部材に対応す
る位置には設けられていない。
【０００９】
　シートは、第１搬送ローラ対により搬送向きへ搬送され、第１押さえ部材を通過する際
に、第１押さえ部材とリブとにより互いに反対向きへ押される。これにより、リブに押し
上げられた部分を「山」とし、第１押さえ部材に押し下げられた部分を「谷」として、シ
ートが波形状にされる。波形状にされたシートは、腰が強くなり、プラテン上において、
インクの吐出により発生し得る反りが抑制される。このような波形状にされたシートがプ
ラテン上を搬送され、画像が記録される。画像が記録されたシートは、リブにより波形状
の山の部分において支持され、この山の部分を第２搬送ローラ対に挟持され、谷の部分を
第２押さえ部材に押さえられて更に搬送される。そして、波形状の山の部分を第３搬送ロ
ーラ対に挟持され、谷の部分を第３押さえ部材に押さえられて排出トレイへ排出される。
【００１０】
　第３押さえ部材は、幅方向の両端側の第１押さえ部材に対応する位置には設けられてい
ないので、シートの幅方向の両端の谷の部分が下側に押さえられない。これにより、シー
トの両端が排出トレイのトレイ面に引っかかったり、既に排出トレイに支持されたシート
を押し出したりすることが抑制される。
【００１１】
　(2)　上記第３搬送ローラ対は、下側に駆動ローラが設けられ、上側に従動ローラが設
けられたものであり、当該従動ローラの軸は、当該駆動ローラの軸より上記搬送向き上流
側に配置されたものであってもよい。
【００１２】
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　第３搬送ローラ対に挟持されたシートは、排出トレイに対して斜め上向きに排出される
ので、シートの先端が排出トレイのトレイ面に引っかかり難くなる。
【００１３】
　(3)　上記第３搬送ローラ対は、下側に駆動ローラが設けられ、上側に従動ローラが設
けられたものであり、上記幅方向の両端側の上記第３搬送ローラ対より外側において上記
駆動ローラ側に設けられて、上記第３搬送ローラ対のニップ位置へシートを案内するガイ
ド部材を備えたものであってもよい。
【００１４】
　これにより、シートの両端が第３搬送ローラ対のニップ位置に円滑に案内される。
【００１５】
　(4)　上記ガイド部材は、上記駆動ローラの軸周りに回動可能であって、上記シートが
搬送される搬送路の一部を区画する搬送路部材の一部であってもよい。
【００１６】
　(5)　上記排出トレイは、搬送向きへ向かって上記幅方向の幅が狭いものであってもよ
い。
【００１７】
　これにより、波形状のシートの両端側に対応する位置には排出トレイのトレイ面を配置
せずにシートを支持することができるので、排出トレイ上においてシートがトレイ面から
浮くことがなく、排出トレイが支持可能なシートの枚数を効率化できる。
【００１８】
　(6)　上記第３搬送ローラ対より搬送向き下流側且つ上側に表示パネルが設けられてお
り、上記表示パネルの下端は、上記第３搬送ローラ対のニップ位置における接線より上側
であってもよい。
【００１９】
　これにより、第３搬送ローラ対により排出されたシートの先端が表示パネルに当接する
ことが防止される。
【００２０】
　(7)　上記表示パネルは、上端側を軸とし下端側を回動先端として回動可能であって、
当該下端側であって上記排出トレイの最小幅の両端より外側に、把持部を有するものであ
ってもよい。
【００２１】
　これにより、最小幅より幅狭なシートが排出トレイに支持されていても、当該シートに
干渉することなく把持部を操作することができる。
【００２２】
　(8)　本発明に係る画像記録装置は、搬送路において搬送向きへシートを挟持して搬送
する第１駆動ローラ及び第１従動ローラと、上記搬送路において上記第１駆動ローラより
上記搬送向き下流側に設けられて、上記搬送向きへ延びるリブがシートの記録面に沿った
第１方向へ離間されて複数配置されて、当該リブによりシートを支持するプラテンと、上
記搬送路において上記プラテンに対向して配置されて、上記プラテンに支持されたシート
にノズルからインク滴を吐出する記録ヘッドと、上記搬送路における上記ノズルより搬送
向き上流側、且つ上記第１方向における上記リブの間において、上記搬送向き及び上記第
１方向と直交する第２方向における上記搬送路側の端を上記リブの搬送路側の端より上記
プラテン側として配置された複数の第１押さえ部材と、上記搬送路における上記記録ヘッ
ドより上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向において上記リブに対応する位置に設けら
れて、シートを挟持して搬送する複数の第２駆動ローラ及び第２従動ローラと、上記ノズ
ルより上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向において上記第１押さえ部材に対応する位
置に設けられて、上記第２方向における上記搬送路側の端を上記第２駆動ローラの上記搬
送路側の端より上記プラテン側として配置された複数の第２押さえ部材と、上記第２押さ
え部材より上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向において上記リブに対応する位置に設
けられて、シートを挟持して搬送する複数の第３駆動ローラ及び第３従動ローラと、上記
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第２押さえ部材より上記搬送向き下流側、且つ上記第１方向において上記第１押さえ部材
に対応する位置に設けられて、上記第２方向における上記搬送路側の端を上記第３駆動ロ
ーラの上記搬送路側の端より上記プラテン側として配置された複数の第３押さえ部材と、
上記第３搬送ローラ対より上記搬送向き下流側に設けられて、上記第３駆動ローラ及び上
記第３従動ローラにより搬送されたシートを支持する排出トレイと、を具備する。上記第
３押さえ部材は、上記第１方向の両端側の上記第１押さえ部材に対応する位置には設けら
れていない。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、第３押さえ部材は、幅方向の両端側の第１押さえ部材に対応する位置
には設けられていないので、波形状のシートの幅方向の両端の谷の部分が下側に押さえら
れず、シートの両端が排出トレイのトレイ面に引っかかったり、既に排出トレイに支持さ
れたシートを押し出したりすることが抑制される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、画像記録装置１０の外観構成を示す斜視図である。
【図２】図２は、プリンタ部１１の内部構成を示す模式断面図である。
【図３】図３は、プラテン５０付近の構成を示す斜視図である。
【図４】図４は、記録ヘッド４６を示す底面図である。
【図５】図５は、排出トレイ２３を示す平面図である。
【図６】図６は、押さえ部材６０及びプラテン５０の間をシート１００が通過する状態を
示す正面図である。
【図７】図７は、第１排紙ローラ３７及び拍車３８と、拍車８２，８３との間をシート１
００が通過する状態を示す正面図である。
【図８】図８は、第２排紙ローラ５５及び拍車５６と、拍車８４との間をシート１００が
通過する状態を示す正面図である。
【図９】図９は、搬送ローラ３５，第１排紙ローラ３７，拍車３８，第２排紙ローラ５５
、拍車５６，拍車８２，８３，８４の配置を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について説明がされる。なお、以下に説明される実施形態は本
発明の一例であり、本発明の要旨を変更しない範囲において実施形態が適宜変更されても
よい。
【００２６】
［画像記録装置１０の概要］
　図１に示されるように、画像記録装置１０は、記録用紙などに画像を記録するプリンタ
部１１と、原稿に記録された画像を読み取るスキャナ部１２と、を備えている。画像記録
装置１０は、プリント、スキャン、コピーなどを行う。スキャナ部１２は任意の構成であ
るので、ここでは詳細な説明は省略される。本実施形態においては、画像記録装置１０が
使用される設置状態を基準として上下方向１０１が定義される。また、表示パネル１６が
設けられた面を正面として前後方向１０２が定義される。また、表示パネル１６を正面に
見て左右方向１０３が定義される。
【００２７】
　図１に示されるように、筐体１４は、概ね直方体形状の外形をなしている。筐体１４の
正面の上側には表示パネル１６が設けられている。表示パネル１６の下側には、開口１５
が形成されている。開口１５には、供給トレイ２０が装填されている。表示パネル１６は
、左右方向１０３に長い長方形の平板形状をなしている。表示パネル１６は、上端側の左
右方向１０３の両側に支軸を有しており、この支軸が筐体１４に回転可能に支持されてい
る。したがって、表示パネル１６は、上端側における左右方向１０３に沿った軸線周りに
、下端側を回動先端として回動可能である。表示パネル１６の下端側であって、正面から
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みて左端側には、表示パネル１６を回動させるための把持部１７が設けられている。
【００２８】
　図１に示されるように、供給トレイ２０は、筐体１４の下部に配置されている。供給ト
レイ２０は、筐体１４に対して正面側へ引き出し可能である。供給トレイ２０は、画像記
録が行われる複数枚の記録用紙を積載状態で収容するものである。供給トレイ２０には、
様々なサイズ、種類の記録用紙が収容可能である。
【００２９】
　図２に示されるように、供給トレイ２０の内部には、記録用紙のサイズに対応して移動
可能なガイド部材２１が設けられている。ガイド部材２１によって、記録用紙の左右方向
１０３の両端、及び給送向き１０４の上流端（後端）の位置決めがなされる。
【００３０】
　供給トレイ２０の背面側には、給送向き１０４に向かって斜め上方へ傾斜する傾斜板２
２が設けられている。傾斜板２２は、供給トレイ２０の左右方向１０３の幅と概ね同じ幅
である。供給トレイ２０から給送向き１０４へ送り出された記録用紙は、先端が傾斜板２
２に当接して上向きへ案内されて第１搬送路３１へ進入する。
【００３１】
　図２に示されるように、供給トレイ２０の上側には、給送ローラ４３が設けられている
。給送ローラ４３は、左右方向１０３に沿った軸周りに回転するローラである。給送ロー
ラ４３は、基端を軸として給送向き１０４に沿って下方へ延びるアーム４２の先端側に回
転可能に支持されている。アーム４２は、先端側を上下方向１０１へ移動するように回動
可能である。アーム４２の回動に伴って、給送ローラ４３は、供給トレイ２０との距離が
変わるように移動する。アーム４２は、給送ローラ４３の自重により下側へ回動されるの
で、給送ローラ４３は、供給トレイ２０に収容された複数枚の記録用紙のうち最上位置の
記録用紙と当接する。給送ローラ４３は、モータから駆動伝達されることによって回転す
る。給送ローラ４３が回転すると、当接している最上位置の記録用紙が給送向き１０４へ
送り出される。
【００３２】
［第１搬送路３１］
　図２に示されるように、筐体１４の内部には、記録用紙が搬送される経路となる第１搬
送路３１が形成されている。第１搬送路３１は、傾斜板２２の上端から上へ向かって横向
きＵ字形状に湾曲し、装置の背面側から正面側へ延びている。同図には詳細に現れていな
いが、第１搬送路３１は、記録用紙が通過する空間を隔てて対向するガイド部材などによ
って区画されている。
【００３３】
［第２搬送路３２］
　図２に示されるように、筐体１４の内部には、両面印刷において記録用紙が搬送される
経路となる第２搬送路３２が形成されている。第２搬送路３２は、第１搬送路３１におけ
る搬送ローラ３５より搬送向き１０５上流側の湾曲部分中間位置と、第１搬送３１におけ
る第１排紙ローラ３７と第２排紙ローラ５５との間の位置とを連続する経路である。第２
搬送路３２は、記録用紙が通過する空間を隔てて対向する搬送路部材７０，７１によって
区画されている。
【００３４】
［搬送ローラ３５及び従動ローラ３６］
　図２に示されるように、第１搬送路３１において横向きＵ字形状の湾曲部分より搬送向
き１０５の下流側に、搬送ローラ３５及び従動ローラ３６が設けられている。搬送ローラ
３５及び従動ローラ３６は、搬送ローラ３５を上側として上下に対をなして配置されてい
る。搬送ローラ３５及び従動ローラ３６が第１搬送ローラ対に相当する。
【００３５】
　図３に示されるように、搬送ローラ３５は、左右方向１０３に延びる１本のローラであ
る。搬送ローラ３５は、モータから駆動伝達されることによって回転する。搬送ローラ３
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５が第１駆動ローラに相当する。
【００３６】
　図２に示されるように、従動ローラ３６は、搬送ローラ３５の下側においてほぼ上下方
向１０１へ移動可能に設けられている。従動ローラ３６は、左右方向１０３に離間されて
複数が配置されている。従動ローラ３６は、バネなどによって搬送ローラ３５側へ付勢さ
れている。したがって、従動ローラ３６のローラ面は、搬送ローラ３５のローラ面に当接
している。搬送ローラ３５と従動ローラ３６との間に記録用紙が進入すると、記録用紙の
厚み分だけ従動ローラ３６が付勢力に抗して下側へ移動し、記録用紙が搬送ローラ３５と
従動ローラ３６とによって挟み込まれる。この状態において、搬送ローラ３５が回転する
と、記録用紙が搬送ローラ３５の回転に基づいて搬送向き１０５へ搬送される。従動ロー
ラ３６が第１従動ローラに相当する。
【００３７】
［プラテン５０］
　図２に示されるように、第１搬送路３１における搬送ローラ３５より搬送向き１０５の
下流側であって、第１搬送路３１が装置の背面から正面へ延びている箇所にプラテン５０
が設けられている。プラテン５０は、第１搬送路３１の下側に配置されている。
【００３８】
　図３に示されるように、プラテン５０は、左右方向１０３に細長な概ね平板形状の外形
をなす。プラテン５０の上面側において記録用紙が支持される。プラテン５０の上面側に
は、搬送向き１０５に沿って複数の第１リブ５１及び第２リブ５２が左右方向１０３に離
間されて配置されている。
【００３９】
　第１リブ５１及び第２リブ５２は、プラテン５０の上面に渡って搬送向き１０５へ直線
的に延びている。また、第１リブ５１及び第２リブ５２は、複数が左右方向１０３に離間
されて配置されている。第１リブ５１と第２リブ５２とは、記録用紙に対する機能が異な
るものであり、その機能に応じてプラテン５０の上面における配置が定められている。
【００４０】
　第１リブ５１は、その上端において記録用紙を支持するものである。第２リブ５２は、
記録用紙にインク滴が着弾して、記録用紙がプラテン５０側へ膨潤したときに、記録用紙
がプラテン５０の上面に接触することを防ぐものである。そのため、第１リブ５１の上端
と第２リブ５２の上端とは、上下方向１０１の位置が異なる。第１リブ５１の上端は、第
２リブ５２の上端より上下方向１０１において上側にある。つまり、第１リブ５１の上端
と第２リブ５２の上端とは、上下方向１０１において位置が異なる。
【００４１】
　第１リブ５１は、左右方向１０３において、後述される各押さえ部材６０が配置されて
いない位置にそれぞれ配置されている。第２リブ５２は、左右方向１０３において、各押
さえ部材６０が配置されている位置にそれぞれ配置されている。第１リブ５１と第２リブ
５２とは、左右方向１０３において必ずしも交互に配置されている必要はない。また、第
１リブ５１の上端は、第２リブ５２の上端より上下方向１０１の上側に位置していればよ
く、例えば、複数の第１リブ５１において、その上端の位置が異なっていてもよい。本実
施形態では、記録用紙の左右方向１０３の中央が、プラテン５０の左右方向１０３にほぼ
中央に合致するように位置決めされて搬送される。したがって、第１リブ５１及び第２リ
ブ５２は、プラテン５０の左右方向１０３にほぼ中央に対して左右対称に配置されている
。
【００４２】
［記録ヘッド４６］
　図２に示されるように、第１搬送路３１を挟んでプラテン５０の上側にはキャリッジ４
８が配置されている。キャリッジ４８は、例えばガイドレールに支持されており、ガイド
レールに沿って左右方向１０３に移動可能である。キャリッジ４８は、不図示のモータか
ら駆動伝達されることによって左右方向１０３に移動する。
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【００４３】
　図４に示されるように、キャリッジ４８には記録ヘッド４６が搭載されている。記録ヘ
ッド４６は、キャリッジ４８の下面側に露出されている。記録ヘッド４６は、前後方向１
０２（搬送向き１０５）に沿って一列に並んでおり、かつ、その列がインクの色に対応し
て左右方向１０３に複数配置されたノズル４７を有する。各ノズル４７は、記録ヘッド４
６の下面に開口しており、各ノズル４７からは、ピエゾ素子の振動やインクの沸騰によっ
て、インク滴が吐出される。
【００４４】
　キャリッジ４８の移動に伴って記録ヘッド４６が左右方向１０３に移動しながら、各ノ
ズル４７から選択的にインク滴が吐出され、吐出されたインク滴がプラテン５０に支持さ
れた記録用紙に着弾することによって、記録用紙に画像が記録される。
【００４５】
[押さえ部材６０]
　図２，３に示されるように、搬送ローラ３５の搬送向き１０５下流側であって、プラテ
ン５０の搬送向き１０５上流端近傍には、押さえ部材６０が設けられている。押さえ部材
６０は、左右方向１０３に離間されて複数が設けられている。押さえ部材６０が第１押さ
え部材に相当する。
【００４６】
　押さえ部材６０は、例えばキャリッジ４８が支持されるガイドレールに固定される固定
部６１を有する。固定部６１の下側には、湾曲部６２及び押さえ片６３が設けられている
。湾曲部６２は、固定部６１から搬送向き１０５に沿って斜め下方へ延出されて、その先
端がプラテン５０の上流端付近に近接している。押さえ片６３は、例えば押さえ部材６０
が合成樹脂からなることによって、上側へ弾性変形が可能である。
【００４７】
　押さえ片６３は、湾曲部６２の先端から搬送向き１０５に沿って、プラテン５０の第２
リブ５２の上端とほぼ平行に延出されている。押さえ片６３は、左右方向１０３に沿った
幅が、第１リブ５２の上端より広く、その両端が第１リブ５１に至らない程度の平板形状
である。押さえ片６３のうち、左右方向１０３の両端に配置されているもの以外は、搬送
向き１０５の下流側へ延びるにつれて幅狭となっている。
【００４８】
　押さえ片６３は、第２リブ５２の搬送向き１０５上流側の一部分と対向している。押さ
え片６３の下面は、第２リブ５２の上端より上下方向１０１の上側にあって、第２リブ５
２の上端と近接している。また、押さえ片６３の下面は、第１リブ５１の上端よりも上下
方向１０１の下側に位置している。換言すれば、押さえ片６３の下面は、第１リブ５１の
上端よりもプラテン５０の上面に近い位置にある。
【００４９】
［第１排紙ローラ３７及び拍車３８］
　図２，３に示されるように、第１搬送路３１においてプラテン５０より搬送向き１０５
下流側に、第１排紙ローラ３７及び拍車３８が設けられている。第１排紙ローラ３７及び
拍車３８は、第１排紙ローラ３７を下側として上下に対をなして配置されている。第１排
紙ローラ３７及び拍車３８が第２搬送ローラ対に相当する。
【００５０】
　第１排紙ローラ３７は、左右方向１０３に沿って延びてモータから駆動伝達されて回転
する軸３９に、左右方向１０３に離間されて複数が設けられている。軸３９が回転すると
、複数の第１排紙ローラ３７が一斉に回転する。各第１排紙ローラ３７は、左右方向１０
３において、第１リブ５１が設けられている位置に配置されている。第１排紙ローラ３７
が第２駆動ローラに相当する。
【００５１】
　拍車３８は、第１排紙ローラ３７の上側においてほぼ上下方向１０１へ移動可能に設け
られている。拍車３８は、左右方向１０３に離間されて複数が配置されている。拍車３８
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は、例えば左右方向１０３に沿って延びる軸がコイルバネにより構成されることによって
、第１排紙ローラ３７のローラ面に当接した状態に保持されている。第１排紙ローラ３７
と拍車３８との間に記録用紙が進入すると、記録用紙の厚み分だけ拍車３８が軸を上側へ
弾性変形させながら移動し、記録用紙が第１排紙ローラ３７と拍車３８とによって挟み込
まれる。この状態において、第１排紙ローラ３７が回転すると、記録用紙が第１排紙ロー
ラ３７の回転に基づいて搬送向き１０５へ搬送される。第１排紙ローラ３７と拍車３８と
が当接する上下方向１０１の位置は、対応する第１リブ５１の上端と同等である。拍車３
８が第２従動ローラに相当する。
【００５２】
[拍車８２，８３]
　図２，３に示されるように、第１搬送路３１において第１排紙ローラ３７より搬送向き
１０５下流側には、拍車８２，８３が搬送向き１０５に沿って１列をなして、かつ左右方
向１０３において各押さえ部材６０に対応する位置に複数列が設けられている。拍車８２
，８３が、第２押さえ部材に相当する。
【００５３】
　拍車８２，８３は、ほぼ上下方向１０１へ移動可能に設けられている。拍車８２，８３
は、例えば左右方向１０３に沿って延びる軸がコイルバネにより構成されることによって
、軸が弾性変形する分だけ上下方向に移動可能である。拍車８２，８３の最下端の上下方
向１０１の位置は、対応する押さえ部材６０の押さえ片６３の下面と同等である。換言す
れば、拍車８２，８３が最も第１搬送路３１へ突出している位置は、第１排紙ローラ３７
のローラ面が最も第１搬送路３１へ突出している位置より、プラテン５０側である。
【００５４】
［第２排紙ローラ５５及び拍車５６］
　図２，３に示されるように、第１搬送路３１において拍車８２，８３より搬送向き１０
５下流側に、第２排紙ローラ５５及び拍車５６が設けられている。第２排紙ローラ５５及
び拍車５６は、第２排紙ローラ５５を下側として上下に対をなして配置されている。第２
排紙ローラ５５及び拍車５６が第３搬送ローラ対に相当する。
【００５５】
　第２排紙ローラ５５は、左右方向１０３に沿って延びてモータから駆動伝達されて回転
する軸５７に、左右方向１０３に離間されて複数が設けられている。軸５７が回転すると
、複数の第２排紙ローラ５５が一斉に回転する。各第２排紙ローラ５５は、左右方向１０
３において、第１リブ５１が設けられている位置に配置されている。第２排紙ローラ５５
が第３駆動ローラに相当する。
【００５６】
　拍車５６は、第２排紙ローラ５５の上側においてほぼ上下方向１０１へ移動可能に設け
られている。拍車５６は、左右方向１０３に離間されて複数が配置されている。拍車５６
は、例えば左右方向１０３に沿って延びる軸５８がコイルバネにより構成されることによ
って、第２排紙ローラ５５のローラ面に当接した状態に保持されている。軸５８の軸線は
、第２排紙ローラ５５の軸５７の軸線より、搬送向き１０５の上流側に位置している。
【００５７】
　第２排紙ローラ５５と拍車５６との間に記録用紙が進入すると、記録用紙の厚み分だけ
拍車５６が軸を上側へ弾性変形させながら移動し、記録用紙が第２排紙ローラ５５と拍車
５６とによって挟み込まれる。この状態において、第２排紙ローラ５５が回転すると、記
録用紙が第２排紙ローラ５５の回転に基づいて搬送向き１０５へ搬送される。第２排紙ロ
ーラ５５と拍車５６とが当接する上下方向１０１の位置は、対応する第１リブ５１の上端
と同等である。拍車５６が第３従動ローラに相当する。
【００５８】
[拍車８４]
　図２，３，９に示されるように、第１搬送路３１において第２排紙ローラ５５より搬送
向き１０５下流側には、拍車８４が左右方向１０３に離間されて複数が設けられている。
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拍車８４は、左右方向１０３に離間されて複数が設けられているが、各拍車８４は、左右
方向１０３の両端となる押さえ部材６０に対応する位置には設けられていない。拍車８４
が、第３押さえ部材に相当する。なお、図２においては、拍車８４は、拍車５６と重なっ
ているので図に現れていない。
【００５９】
　拍車８４は、ほぼ上下方向１０１へ移動可能に設けられている。拍車８４は、例えば左
右方向１０３に沿って延びる軸がコイルバネにより構成されることによって、軸が弾性変
形する分だけ上下方向に移動可能である。拍車８４の最下端の上下方向１０１の位置は、
対応する押さえ部材６０の押さえ片６３の下面と同等である。拍車８４が最も第１搬送路
３１へ突出している位置は、第２排紙ローラ５５のローラ面が最も第１搬送路３１へ突出
している位置と前後方向１０２においてほぼ同じである。
【００６０】
［ガイド部７２］
　第２排紙ローラ５５の左右方向１０３の両側には、軸５７の外側を覆うガイド部７２が
設けられている。ガイド部７２は、第２搬送路３２の下側のガイド面を構成する搬送路部
材７０の第２排紙ローラ５５側の一部分である。ガイド部７２は、軸５７の外側に嵌合し
ている。ガイド部７２が軸５７周りに回転することによって、搬送路部材７０は、軸５７
周りに回動する。搬送路部材７０が回動されると、第２搬送路３２の下側が開放される。
搬送路部材７０は、例えば、第２搬送路３２に詰まった記録用紙を除去するときに開放さ
れる。
【００６１】
　ガイド部７２の外周面は、第２排紙ローラ５５のローラ面より軸５７側である。つまり
、ガイド部７２は、第２排紙ローラ５５のローラ面より軸５７の径方向外側へ突出してい
ない。搬送向き１０５へ搬送されて第２排紙ローラ５５へ到達する記録用紙の先端は、ガ
イド部７２の外周面に案内されて、第２排紙ローラ５５と拍車５６とのニップ位置へ案内
される。
【００６２】
［排出トレイ２３］
　図１，２に示されるように、第２排紙ローラ５５より搬送向き１０５下流側には、排出
トレイ２３が設けられている。排出トレイ２３は、第１搬送路３１から排出された記録用
紙を支持するものである。排出トレイ２３の上面が記録用紙の支持面となる。
【００６３】
　排出トレイ２３は、３つのトレイ部材２４，２５，２６がスライド可能に組み合わせら
れたものである。トレイ部材２４，２５，２６は、搬送向き１０５の上流側から順次配置
されている。搬送向き１０５の最も上流側のトレイ部材２４の左右方向１０３に沿った幅
が最も広く、次ぎに搬送向き１０５下流側に配置されるトレイ部材２５の左右方向１０３
に沿った幅が次ぎに広く、最も搬送向き１０５下流側に配置されるトレイ部材２６の左右
方向１０３に沿った幅が最も狭い。つまり、各トレイ部材２４，２５，２６の幅は、搬送
向き１０５へ向かって幅狭となっている。
【００６４】
　図１，２に示されるように、表示パネル１６は、筐体１４の正面に設けられているので
、第２排紙ローラ５５より搬送向き１０５下流側に位置する。また、表示パネル１６は、
筐体１４の開口１５より上側に配置されているので、第２排紙ローラ５５より上下方向１
０１の上側に位置する。
【００６５】
　前述されたように、拍車５６の軸５８の軸線は、第２排紙ローラ５５の軸５７の軸線よ
り、搬送向き１０５の上流側に位置している。したがって、第２排紙ローラ５５と拍車５
６とのニップ位置を通り、第２排紙ローラ５５のローラ面に接する接線１０６は、搬送向
き１０５に向かって斜め上方へ延びる。第２排紙ローラ５５と拍車５６に挟み込まれて第
１搬送路３１から排出される記録用紙は、記録用紙自体が変形せずに剛体のように排出さ
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れるとすれば、接線１０６に沿って排出される。
【００６６】
　なお、現実には、記録用紙のほか、プリンタ部１１により画像記録が行われる各種シー
トは、第１搬送路３１の湾曲部分に沿って曲がる柔軟性を有するので、第２排紙ローラ５
５と拍車５６に挟み込まれて第１搬送路３１から排出される各種シートは、接線１０６よ
り下側へ垂れ下がることが多い。
【００６７】
　筐体１４の正面に設けられた表示パネル１６の下端は、接線１０６よりも上側に位置す
る。したがって、第１搬送路３１から排出される各種シートが表示パネル１６の下端に当
接することがない。
【００６８】
　また、図５に示されるように、表示パネル１６の下端に設けられた把持部１７（図５に
おいて破線で示されている。）は、排出トレイ２３のうち最小幅のトレイ部材２６の左右
方向１０３の両端より外側に配置されている。
【００６９】
［画像記録装置１０の動作］
　以下、画像記録装置１０の動作が説明される。プリンタ部１１は、画像記録指示を受け
付けて動作する。プリンタ部１１においてモータが所定のタイミングで駆動されることに
より、給送ローラ４３、搬送ローラ３５、第１排紙ローラ３７、第２排紙ローラ５５及び
キャリッジ４８が所定のタイミングで動作される。
【００７０】
　給送ローラ４３が回転することにより、供給トレイ２０に載置された複数枚のシート１
００のうち最上位置のシート１００が給送向き１０４は送り出される。シート１００は、
先端が傾斜板２２に当接することによって上向きへ向きを変えて第１搬送路３１へ進入す
る。第１搬送路３１へ進入したシート１００の先端は搬送ローラ３５及び従動ローラ３６
に至る。そして、シート１００の先端側が搬送ローラ３５及び従動ローラ３６に挟み込ま
れて、シート１００が搬送向き１０５へ搬送されてプラテン５０の搬送向き１０５上流側
へ到達する。
【００７１】
　プラテン５０の搬送向き１０５上流側においては、シート１００は、プラテン５０の第
１リブ５１により下側から支持され、かつ押さえ部材６０の押さえ片６３により上側から
押さえられる。つまり、シート１００の先端部分は、第１リブ５１と押さえ部材６０の押
さえ片６３との間に進入する。
【００７２】
　図６に示されるように、第１リブ５１の上端は押さえ部材６０の押さえ片６３の下面よ
り上下方向１０１の上側にある。また、左右方向１０３において各押さえ片６３の間に第
１リブ５１が存在し、第１リブ５１の上下方向１０１の上側には押さえ片６３が存在しな
い。これにより、シート１００は、左右方向１０３において、第１リブ５１に支持されて
いる箇所を「山」とし、押さえ片６３に押さえられている箇所を「谷」とした波形状とな
る。なお、シート１００は、プリンタ部１１において画像記録が可能な左右方向１０３の
幅が最大のものなので、シート１００の左右方向１０３の両端部は、左右方向１０３の両
端に配置された押さえ片６３により上側から押さえられている。
【００７３】
　なお、例えば、シート１００が厚紙のように比較的腰が強いものであれば、押さえ部材
６０において湾曲部６２が弾性変形して押さえ片６３が上下方向１０１の上側は若干移動
する。シート１００による湾曲部６２の弾性変形は、押さえ片６３の下面が第１リブ５１
の上端より上側とならない程度に設定されている。
【００７４】
　シート１００の先端部分が押さえ片６３の下側を通過すると、シート１００の先端部分
における「谷」の箇所は上側から押さえられることはないが、シート１００の先端部分に
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おける「山」の箇所はプラテン５０上においては第１リブ５１により支持されている。例
えば、記録用紙のようなシート１００は、押さえ片６３により押さえられている箇所にお
ける波形状による湾曲が搬送向き１０５下流側にも影響するので、押さえ片６３により押
さえられる位置を通過した後も、シート１００はプラテン５０上において波形状を維持す
る。
【００７５】
　シート１００の先端部分が記録ヘッド４６の直下に到達すると、搬送ローラ３５の回転
が一時停止されてシート１００の搬送が停止される。シート１００が停止されている間に
、キャリッジ４８が駆動され、キャリッジ４８と共に左右方向１０３に移動する記録ヘッ
ド４６のノズル４７からインク滴が選択的に吐出される。吐出されたインク滴はシート１
００に着弾する。そして、再び搬送ローラ３５が所定の改行分だけ回転されてシート１０
０が搬送向き１０５へ搬送され、再び停止される。このようなシート１００の間欠搬送と
キャリッジ４８及び記録ヘッド４６の移動とが交互に行われることによって、シート１０
０に所望の画像が記録される。
【００７６】
　例えば記録用紙における紙漉方向が左右方向１０３に沿った所謂横目紙は、インク滴が
着弾することによって搬送向き１０５に沿ってカールし易いが、シート１００が左右方向
１０３に波形状にされていることによって、搬送向き１０５に沿ったシート１００の腰が
強くなり、インク滴が着弾してもカールし難くなる。
【００７７】
　シート１００の間欠搬送により、シート１００の先端はプラテン５０を通過して第１排
紙ローラ３７及び拍車３８へ到達する。第１排紙ローラ３７及び拍車３８は、左右方向１
０３において第１リブ５１に合致する位置に配置されているので、波形状をなすシート１
００において、「山」の箇所が第１排紙ローラ３７及び拍車３８に挟み込まれる。そして
、シート１００は第１排紙ローラ３７の回転を受けて搬送向き１０５へ搬送される。なお
、第１排紙ローラ３７の回転は、搬送ローラ３５の回転と同期されている。
【００７８】
　図７，９に示されるように、拍車８２，８３の下端は、第１排紙ローラ３７及び拍車３
８のニップ位置より上下方向１０１の下側にある。また、左右方向１０３において各第１
排紙ローラ３７及び拍車３８の間に拍車８２，８３が存在し、拍車８２，８３の上下方向
１０１の下側には第１排紙ローラ３７及び拍車３８が存在しない。これにより、シート１
００は、左右方向１０３において、第１排紙ローラ３７及び拍車３８に挟み込まれている
箇所を「山」とし、拍車８２，８３に押さえられている箇所を「谷」とした波形状となる
。なお、シート１００は、プリンタ部１１において画像記録が可能な左右方向１０３の幅
が最大のものなので、シート１００の左右方向１０３の両端部は、左右方向１０３の両端
に配置された拍車８２，８３により上側から押さえられている。
【００７９】
　シート１００の搬送向き１０５の上流側において、シート１００の「山」の箇所が第１
リブ５１により支持され、かつ「谷」の箇所が押さえ片６３により上側から押さえられる
。そして、シート１００の搬送向き１０５の下流側において、シート１００の「山」の箇
所が第１排紙ローラ３７及び拍車３８に挟み込まれ、かつ「谷」の箇所が拍車８２，８３
により上側から押さえられる。これにより、シート１００は、プラテン５０の搬送向き１
０５の両側において波形状に癖付けされる。
【００８０】
　シート１００が更に搬送向き１０５に搬送されることにより、シート１００の先端は第
２排紙ローラ５５及び拍車５６へ到達する。第２排紙ローラ５５及び拍車５６は、左右方
向１０３において第１リブ５１に合致する位置に配置されているので、波形状をなすシー
ト１００において、「山」の箇所が第２排紙ローラ５５及び拍車５６に挟み込まれる。そ
して、シート１００は第２排紙ローラ５５の回転を受けて搬送向き１０５へ搬送される。
なお、第２排紙ローラ５５の回転は、搬送ローラ３５の回転と同期されている。
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【００８１】
　図８，９に示されるように、拍車８４の下端は、第２排紙ローラ５５及び拍車５６のニ
ップ位置より上下方向１０１の下側にある。また、左右方向１０３において各第２排紙ロ
ーラ５５及び拍車５６の間に拍車８４が存在し、拍車８４の上下方向１０１の下側には第
２排紙ローラ５５及び拍車５６が存在せず。第２排紙ローラ５５及び拍車５６のニップ位
置より上下方向１０１の下側にガイド面を有するガイド部７２が存在する。これにより、
シート１００は、左右方向１０３において、第２排紙ローラ５５及び拍車５６に挟み込ま
れている箇所を「山」とし、ガイド部７２により軸５７に接触しないように上側へ案内さ
れて拍車８４に押さえられている箇所を「谷」とした波形状となる。
【００８２】
　なお、シート１００は、プリンタ部１１において画像記録が可能な左右方向１０３の幅
が最大のものであるが、シート１００の左右方向１０３の両端部は、左右方向１０３の両
端に拍車８４が配置されていないので、シート１００の両側の「谷」の箇所はガイド部７
２により軸５７に接触しないように案内されるのみであり、拍車８４によって上側から押
さえられていない。
【００８３】
　シート１００の「山」の箇所が第２排紙ローラ５５及び拍車５６に挟み込まれ、かつ「
谷」の箇所が拍車８４により上側から押さえられることにより、シート１００が波形状に
癖付けされる。拍車５６の軸５８の軸線は、第２排紙ローラ５５の軸５７の軸線より搬送
向き１０５の上流側にあるので、第２排紙ローラ５５及び拍車５６によって挟み込まれて
搬送されるシート１００は、接線１０６に沿って排出トレイ２３へ排出される。
【００８４】
　排出トレイ２３においては、搬送向き１０５の下流側となるトレイ部材２５，２６の左
右方向１０３の両端は、シート１００の左右方向１０３の両端より中央側にある。したが
って、シート１００の左右方向１０３の両端は、トレイ部材２５，２６には当接しない。
また、波形状に癖付けされたシート１００が接線１０６に沿って斜め上方へ排出されるの
で、シート１００の大半が第２排紙ローラ５５及び拍車５６のニップ位置を通過するまで
、シート１００の先端側がトレイ部材２４側へ垂れ下がることはない。したがって、シー
ト１００の左右方向１０３の両端は、トレイ部材２４に当接しない。
【００８５】
　シート１００に両面印刷される場合には、シート１００の搬送向き１０５の後端が第２
排紙ローラ５５及び拍車５６のニップ位置を抜け出る直前に第２排紙ローラ５５が停止さ
れ、その後、逆向きに回転される。これにより、シート１００は、第１搬送路３１を搬送
向き１０５と逆向きに搬送されて第１搬送路３１から第２搬送路３２へ進入する。なお、
シート１００を第１搬送路３１から第２搬送路３２へ円滑に導くために、第１搬送路３１
と第２搬送路３２との分岐位置にはガイドフラップが設けられていてもよい。
【００８６】
　第２搬送路３２へ進入したシート１００は、画像記録された第１面を湾曲内向きとして
、第１搬送路３１の湾曲部分に再び進入する。そして、第１面への画像記録と同様にして
、シート１００の第２面に画像記録が行われる。
【００８７】
［本実施形態の作用効果］
　本実施形態によれば、拍車８４は、左右方向１０３の両端側の押さえ部材６０に対応す
る位置には設けられていないので、波形状のシート１００の左右方向１０３の両端部の「
谷」の部分が下側に押さえられず、シート１００の両端が排出トレイ２３のトレイ面に引
っかかったり、既に排出トレイ２３に排出されて支持されているシート１００を排出トレ
イ２３の外側へ押し出したりすることが抑制される。
【００８８】
　また、拍車５６の軸５８の軸線は、第２排紙ローラ５５の軸５７の軸線よりも搬送向き
１０５上流側に配置されているので、第２排紙ローラ５５及び拍車５６に挟持されたシー
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ト１００は、排出トレイ２３に対して斜め上向きの接線１０６向きへ排出される。これに
より、シート１００の先端が排出トレイ２３のトレイ面に引っかかり難くなる。
【００８９】
　また、左右方向１０３の両端側の第２排紙ローラ５５より外側において軸５７を覆うよ
うにガイド部７２が設けられているので、波形状の「谷」となるシート１００の両端が第
２排紙ローラ５５及び拍車５６のニップ位置に円滑に案内される。
【００９０】
　また、排出トレイ２３は、搬送向き１０５へ向かって左右方向１０３の幅が狭くなって
いるので、波形状のシート１００の両端側に対応する位置には排出トレイ２３のトレイ面
を配置せずにシート１００を支持することができる。これにより、排出トレイ２３上にお
いてシート１００がトレイ面から浮くことがなく、排出トレイ２３が支持可能なシート１
００の枚数を効率化できる。
【００９１】
　また、表示パネル１６の下端は、接線１０６より上側であるので、第２排紙ローラ５５
及び拍車５６に挟持されて排出されたシート１００の先端が表示パネル１６に当接するこ
とが防止される。
【００９２】
　また、表示パネル１６の把持部１７は、排出トレイ２３の最小幅であるトレイ部材２６
の両端より外側に配置されているので、最小幅より幅狭なシート１００が排出トレイ２３
に支持されていても、そのシート１００に干渉することなく把持部１７を操作することが
できる。
【００９３】
［変形例］
　なお、前述された実施形態では、第１搬送路３１の延出部分が前後方向１０２及び左右
方向１０３に沿って拡がっており、上下方向１０１とほぼ直交しているので、プラテン５
０の第１リブ５１の上端と第２リブ５２の上端との関係や、第１リブ５１の上端と押さえ
部材６０の押さえ片６３の下面との関係などが、上下方向１０１に対して上側又は下側で
あると説明されているが、第１搬送路３１においてプラテン５０や押さえ部材６０、第１
排紙ローラ３７、拍車３８，５６，８２，８３，８４、第２排紙ローラ５５が設けられる
部分は、必ずしも上下方向１０１と直交しなくてもよい。つまり、第１搬送路３１におけ
る当該部分は、例えば、斜め上方へ延びていてもよいし、斜め下方へ延びていてもよい。
その場合には、プラテン５０の第１リブ５１の上端と第２リブ５２の上端との関係や、第
１リブ５１の上端と押さえ部材６０の押さえ片６３の下面との関係などは、第１搬送路３
１の搬送向き１０５と直交する第１搬送路３１を挟んで対向する位置関係において、いず
れの向き側にあるかという表現によって定義されてもよい。
【００９４】
　また、前述された実施形態では、記録ヘッド４６は、キャリッジ４８に搭載されて左右
方向１０３に移動するが、例えば、左右方向１０３に渡るノズル列を有することにより、
左右方向１０３に移動することなく左右方向１０３に渡ってインク滴を吐出可能な記録ヘ
ッドが設けられていてもよい。
【符号の説明】
【００９５】
１０・・・画像記録装置
１６・・・表示パネル
１７・・・把持部
２３・・・排出トレイ
３１・・・第１搬送路
３５・・・搬送ローラ（第１駆動ローラ、第１搬送ローラ対）
３６・・・従動ローラ（第１従動ローラ、第１搬送ローラ対）
３７・・・第１排紙ローラ（第２駆動ローラ、第２搬送ローラ対）
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３８・・・拍車（第２従動ローラ、第２搬送ローラ対）
４６・・・キャリッジ
４７・・・ノズル
５０・・・プラテン
５１・・・第１リブ
５５・・・第２排紙ローラ（第２駆動ローラ、第３搬送ローラ対）
５６・・・拍車（第２従動ローラ、第３搬送ローラ対）
５７，５８・・・軸
６０・・・押さえ部材（第１押さえ部材）
７０・・・搬送路部材
７３・・・ガイド部
８２，８３・・・拍車（第２押さえ部材）
８４・・・拍車（第３押さえ部材）

【図１】 【図２】
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