
JP 5614303 B2 2014.10.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源より駆動伝達されて回転する第１ローラと、
　上記第１ローラに対して接離する方向へ移動可能であり、かつ上記第１ローラに接する
向きに付勢されており、上記第１ローラの軸線方向に沿って並べられた複数の第２ローラ
と、
　第１面側において被記録媒体が載置され、上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持さ
れて搬送される平板形状のトレイと、
　上記トレイに載置された被記録媒体に画像記録を行う記録部と、を具備してなり、
　上記トレイは、
　上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持された状態における上記第１ローラの軸線方
向に沿った幅方向の両端部において当該幅方向と直交する長さ方向に沿って延出され、か
つ上記第１面から突出しており、上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持される一対の
厚肉部と、
　上記一対の厚肉部の間に設けられて上記第１面を有し、上記一対の厚肉部より厚みの薄
い薄肉部と、
　上記薄肉部における上記第１面から厚み方向へ凹んでおり、その凹んだ空間に、上記厚
肉部より上記第１面から突出しない状態に被記録媒体を収容する収容部と、を有するもの
であり、
　上記厚肉部は、上記長さ方向において少なくとも上記収容部に対応する位置に設けられ
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ており、
　上記薄肉部は、上記収容部の上記幅方向の両外側であって、上記長さ方向において少な
くとも上記収容部に対応する位置に設けられており、
　上記収容部は、上記第１面側から視たときに円形状である画像記録装置。
【請求項２】
　上記厚肉部及び上記薄肉部は、上記トレイの上記長さ方向に渡って設けられている請求
項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　上記トレイは、上記厚肉部における上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持される位
置より幅方向の内側、または上記薄肉部における上記収容部より幅方向外側において、上
記長さ方向に沿って延出されており、かつ厚み方向へ凹んだ溝を有する請求項１又は２に
記載の画像記録装置。
【請求項４】
　上記第２ローラのうちの少なくとも１つは、その軸線方向に渡って上記薄肉部と接触す
るものである請求項１から３のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項５】
　上記第２ローラは、バネにより第１ローラ側へ押圧されたものである請求項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１ローラは、上記トレイの第１面側に配置されたものである請求項１から５のい
ずれかに記載の画像記録装置。
【請求項７】
　上記第２ローラは、上記トレイの第１面側に配置されたものである請求項１から５のい
ずれかに記載の画像記録装置。
【請求項８】
　駆動源より駆動伝達されて回転する第１ローラと、
　上記第１ローラに対して接離する方向へ移動可能であり、かつ上記第１ローラに接する
向きに付勢されており、上記第１ローラの軸線方向に沿って並べられた複数の第２ローラ
と、
　第１面側において被記録媒体が載置され、上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持さ
れて搬送される平板形状のトレイと、
　上記トレイに載置された被記録媒体に画像記録を行う記録部と、を具備してなり、
　上記トレイは、
　上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持された状態における上記第１ローラの軸線方
向に沿った幅方向の両端部において当該幅方向と直交する長さ方向に沿って延出され、か
つ上記第１面から突出しており、上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持される一対の
厚肉部と、
　上記一対の厚肉部の間に設けられて上記第１面を有し、上記一対の厚肉部より厚みの薄
い薄肉部と、
　上記薄肉部における上記第１面から厚み方向へ凹んでおり、その凹んだ空間に、上記厚
肉部より上記第１面から突出しない状態に被記録媒体を収容する収容部と、を有するもの
であり、
　上記トレイは、上記第１面と反対側の第２面であって上記厚肉部に対応する位置に、上
記長さ方向に沿って延出されており、かつ厚み方向へ凹んだ複数の溝を有する画像記録装
置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トレイをローラ対で挟持して搬送し、当該トレイに載置された被記録媒体に
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画像記録を行う画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄板形状のトレイをローラ対で挟持して搬送する装置として、例えばプリンタ等の画像
記録装置がある。画像記録装置においては、ＣＤやＤＶＤ等の厚みのある被記録媒体が専
用のトレイにセットされる。当該トレイが画像記録装置内を搬送され、画像記録装置に設
けられた画像記録部において被記録媒体に画像が記録される。
【０００３】
　被記録媒体がセットされたトレイは、画像記録装置内に設けられた駆動ローラ及び従動
ローラで構成されるローラ対に当接するように、ユーザによって挿入される。トレイの挿
入後、搬送ローラが駆動され、トレイはローラ対によって挟持され画像記録装置内を搬送
される（特許文献１，２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２６２９６８号公報
【特許文献２】特開２００６－３２７２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　トレイを挟持するローラ対は、記録紙などを挟持して搬送するローラ対として兼用され
ていることが多い。したがって、ローラ対のうちの従動ローラは、記録紙などの厚みとト
レイの厚みとに対応できるように、駆動ローラに対して接離する方向へ移動可能に設けら
れている。また、従動ローラは、ローラ対によって搬送に適した力で記録紙及びトレイを
挟持できるように、駆動ローラに対してバネなどにより付勢されている。記録紙及びトレ
イ共に搬送に適した力で挟持するために、このバネなどによる付勢力が、記録紙のみを搬
送する装置に比べて、記録紙及びトレイを搬送する装置の方が強く設定される傾向にある
。
【０００６】
　駆動ローラ及び従動ローラがトレイを挟持する力が強く設定されると、駆動ローラがト
レイを介して従動ローラから受ける負荷も大きくなる。その結果、両端側で支持されてい
る駆動ローラにおいて、その中央が湾曲するような撓みが生じるおそれがある。駆動ロー
ラが撓むと、例えば、駆動ローラがトレイのＣＤやＤＶＤ等が載置される載置面側に配置
されている場合には、トレイに支持されたＣＤやＤＶＤ等に駆動ローラが接触するおそれ
がある。駆動ローラは、硬質なセラミックなどにより表面がコーティングされていること
が多く、ＣＤやＤＶＤの画像記録面を傷つけやすい。更に、ＣＤやＤＶＤ等の画像記録面
やトレイが記録ヘッドに接触するおそれもある。また、例えば、駆動ローラがトレイの載
置面側と反対側に配置されている場合には、ＣＤやＤＶＤ等の画像記録面と記録ヘッドと
のヘッドギャップが一定とならず、記録画像が劣化するおそれがある。
【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、その目的は、トレイに載置さ
れた被記録媒体が駆動ローラに接触することを抑制する手段を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の他の目的は、トレイを挟持する駆動ローラが湾曲することを防止する手
段を提供することにある。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、トレイに載置された被記録媒体に対する画像記録部のヘッ
ドギャップを一定にする手段を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、トレイ及びトレイに載置された被記録媒体が画像記録部と
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接触することを抑制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】
【００１１】
　本発明に係る画像記録装置は、駆動源より駆動伝達されて回転する第１ローラと、上記
第１ローラに対して接離する方向へ移動可能であり、かつ上記第１ローラに接する向きに
付勢されており、上記第１ローラの軸線方向に沿って並べられた複数の第２ローラと、第
１面側において被記録媒体が載置され、上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持されて
搬送される平板形状のトレイと、上記トレイに載置された被記録媒体に画像記録を行う記
録部と、を具備する。上記トレイは、上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持された状
態における上記第１ローラの軸線方向に沿った幅方向の両端部において当該幅方向と直交
する長さ方向に沿って延出され、かつ上記第１面から突出しており、上記第１ローラ及び
上記第２ローラに挟持される一対の厚肉部と、上記一対の厚肉部の間に設けられて上記第
１面を有し、上記一対の厚肉部より厚みの薄い薄肉部と、上記薄肉部における上記第１面
から厚み方向へ凹んでおり、その凹んだ空間に、上記厚肉部より上記第１面から突出しな
い状態に被記録媒体を収容する収容部と、を有する。
【００１２】
　トレイは、被記録媒体が載置された状態で第１ローラと第２ローラとに挟持されて搬送
される。このトレイに載置された被記録媒体に対して画像記録部が画像記録を行う。トレ
イは、幅方向の両端部に設けられた厚肉部において、第１ローラと第２ローラとに挟持さ
れる。この厚肉部は、薄肉部の第１面から突出しているので、厚肉部が第１ローラと第２
ローラとに挟持された状態において、薄肉部が第１ローラと第２ローラとに挟持されるこ
とがない。
【００１３】
　仮に、第１ローラがトレイの第１面側に配置されていれば、薄肉部が第２ローラにより
第１ローラ側に押されて若干湾曲したとしても、薄肉部の第１面と第１ローラとの隙間に
より、第１面側に収容されている被記録媒体が第１ローラと接触することが防止される。
また、第１ローラにおける薄肉部に対応する部分には第２ローラからの付勢力が伝達され
ないので、第１ローラが湾曲することが抑制される。また、トレイ及びトレイに収容され
た被記録媒体が画像記録部と接触することが防止される。
【００１４】
　仮に、第２ローラがトレイの第１面側に配置されていれば、薄肉部に接触する第２ロー
ラは、厚肉部に接触する第２ローラより、第１ローラ側へ移動されるので、バネのストロ
ークが長くなり、第２ローラがバネから受ける押圧力が弱くなる。その結果、薄肉部を介
して第２ローラが第１ローラを押圧する力が弱くなるので、第１ローラが湾曲することが
抑制される。
【００１５】
　上記トレイは、上記厚肉部における上記第１ローラ及び上記第２ローラに挟持される位
置より幅方向の内側、または上記薄肉部における上記収容部より幅方向外側において、上
記長さ方向に沿って延出されており、かつ厚み方向へ凹んだ溝を有するものであってもよ
い。
【００１６】
　仮に、第１ローラが湾曲したとしても、トレイの溝により厚肉部又は薄肉部において撓
みが生じて、第１ローラの湾曲に厚肉部又は厚肉部の一部のみが沿うこととなる。これに
より、収容部を含む薄肉部までが第１ローラの湾曲に沿うことがなく、トレイに収容され
た被記録媒体と画像記録部とのヘッドギャップが一定に保たれる。
【００１７】
　上記トレイは、上記第１面と反対側の第２面であって上記厚肉部に対応する位置に、上
記長さ方向に沿って延出されており、かつ厚み方向へ凹んだ複数の溝を有するものであっ
てもよい。
【００１８】
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　厚肉部に複数の溝が設けられることにより、厚肉部が幅方向に反ることが抑制される。
また、仮に第１ローラがトレイの第１面側に配置されていれば、この複数の溝が設けられ
ていても、厚肉部における第１ローラとの接触面積が減らないので、第１ローラから厚肉
部へ伝達される駆動力に変動が生じない。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、薄肉部が第２ローラにより押されて若干湾曲したとしても、薄肉部の
第１面と第１ローラとの隙間により、被記録媒体が第１ローラと接触することが防止され
る。また、トレイ及びトレイに収容された被記録媒体が画像記録部と接触することを抑制
される。
【００２０】
　また、本発明によれば、第１ローラがトレイの第１面側に配置されていれば、第１ロー
ラの薄肉部に対応する部分には第２ローラからの付勢力が伝達されないので、第１ローラ
が湾曲することが抑制される。或いは、第２ローラがトレイの第１面側に配置されていれ
ば、薄肉部を介して第２ローラが第１ローラを押圧する力が弱くなるので、第１ローラが
湾曲することが抑制される。
【００２１】
　また、本発明によれば、第１ローラが湾曲したとしても、トレイの溝により厚肉部と薄
肉部との境界に撓みが生じて、薄肉部は第１ローラの湾曲に沿うことがないので、トレイ
に収容された被記録媒体と画像記録部とのヘッドギャップが一定に保たれる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施形態の一例である複合機１０を示す斜視図である。
【図２】図２は、プリンタ部１１の内部構造を模式的に示す縦断面図である。
【図３】図３は、搬送ローラ対５８を示す正面図である。
【図４】図４は、メディアトレイ７１を示す斜視図である。
【図５】図５は、図４におけるV-V切断線の断面図である。
【図６】図６は、メディアトレイ７１を搬送する搬送ローラ対５８を示す正面図である。
【図７】図７は、搬送ローラ６０が湾曲した状態におけるメディアトレイ７１を示す部分
断面図である。
【図８】図８は、第１変形例におけるメディアトレイ７１を示す断面図である。
【図９】図９は、第２変形例における搬送ローラ６１、ピンチローラ１４５～１４８を示
す正面図である。
【図１０】図１０は、第３変形例におけるメディアトレイ７１の下面７８側を示す斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、適宜図面が参照されながら本発明の実施形態が説明される。なお、以下に説明さ
れる実施形態は本発明の一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で、本発明の実施
形態が適宜変更されてもよいことは言うまでもない。
【００２４】
［複合機１０］
　図１に示されるように、複合機１０は、下部に配設されたプリンタ部１１と、その上部
に配設されたスキャナ部１２と、を一体的に備えた多機能装置（MFD：Multi Function De
vice）である。複合機１０は、プリント機能、スキャン機能、コピー機能及びファクシミ
リ機能などを有する。なお、本実施形態においては、図１において、矢印１０１で示され
る方向が複合機１０の幅方向（左右方向）であり、矢印１０２で示される方向が複合機１
０の高さ方向（上下方向）であり、矢印１０３で示される方向が複合機１０の奥行き方向
（前後方向）である。なお、本発明を実現するうえで、スキャン機能やファクシミリ機能
などは任意の機能であり、例えば、本発明に係る画像記録装置が、プリント機能のみを有
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するプリンタとして実現されてもよい。
【００２５】
　複合機１０の上面の前方側であって、スキャナ部１２の正面側の上面には、プリンタ部
１１やスキャナ部１２を操作するための操作パネル１３が設けられている。操作パネル１
３は、各種操作ボタンや液晶ディスプレイ１４から構成されている。複合機１０は、操作
パネル１３からの入力に基づいて、複合機１０の動作を統括する制御部（不図示）の指示
に基づいて動作する。複合機１０がコンピュータに接続されている場合には、複合機１０
は、コンピュータからプリンタドライバ又はスキャナドライバ等を介して送信される指示
に基づいても動作する。
【００２６】
　スキャナ部１２は、所謂フラットベッドスキャナとして構成されている。複合機１０の
天板としての原稿カバー１５がスキャナ部１２の上部に開閉自在に設けられている。原稿
カバー１５の下側に、図示されていないプラテンガラス及びイメージセンサが設けられて
いる。プラテンガラスに載置された原稿の画像がイメージセンサによって読み取られる。
なお、本発明が実現されるうえでスキャナ部１２は直接に関係しないので、ここでは、ス
キャナ部１２の詳細な説明が省略される。
【００２７】
　図２に示されるように、プリンタ部１１は、記録用紙を給送する給紙部２２と、記録用
紙に画像を記録するインクジェット記録方式の記録部２４などを備えている。プリンタ部
１１は、外部機器から受信した印刷データなどに基づいて、記録用紙に画像を記録する。
また、複合機１０は、記録用紙よりも厚みがあるＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭなどの記
録メディア（被記録媒体の一例）の盤面上に記録部２４によって画像を記録する機能を有
する。
【００２８】
　複合機１０は、搬送路６５を有する。搬送路６５は、給紙トレイ２０の背面側から上方
且つ複合機１０の正面側へ曲がって、複合機１０の背面側から正面側に延出され、記録部
２４の下側を通過して排紙トレイ２１へ通じている。記録用紙は、搬送路６５を搬送向き
１０４へ搬送される。搬送路６５は、主として、所定間隔を隔てて互いに対向する外側ガ
イド部材１８及び内側ガイド部材１９によって区画されている。
【００２９】
　給紙トレイ２０の上側には、給紙部２２が設けられている。給紙部２２は、給紙ローラ
２５、給紙アーム２６及び駆動伝達機構２７を備えている。給紙ローラ２５は、給紙トレ
イ２０に接離可能に回動する給紙アーム２６の先端に軸支されている。給紙ローラ２５は
、複数のギヤが噛合されてなる駆動伝達機構２７によって、給紙用モータ（不図示）の駆
動力が伝達されて回転する。給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０上に積載された記録用紙
のうち、最上位置にある記録用紙を搬送路６５へ供給する。
【００３０】
　記録部２４は、複合機１０の背面側から正面側に延出される搬送路６５の上側に設けら
れている。記録部２４は、記録ヘッド３８を搭載して主走査方向（図２における紙面に垂
直な方向；幅方向１０１）へ往復移動するキャリッジ４０を備えている。記録ヘッド３８
には、インクカートリッジ（不図示）からインクが供給される。記録ヘッド３８は、ノズ
ル３９からインクを微小なインク滴として吐出する。プラテン４２は、記録用紙を支持す
る。キャリッジ４０が主走査方向へ往復動することで、記録ヘッド３８がプラテン４２に
支持された記録用紙に対して走査される。記録ヘッド３８が記録用紙に対して走査される
間に、ノズル３９からインク滴が選択的に吐出され、そのインク滴が記録用紙に着弾する
ことによって、記録用紙に所望の画像が記録される。
【００３１】
［搬送ローラ対５８及び排出ローラ対５９］
　図２に示されるように、記録部２４より搬送向き１０４の上流側には、搬送ローラ６０
（第１ローラの一例）及びピンチローラ１４１，１４２，１４３，１４４（第２ローラの
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一例）が配置されている。搬送ローラ６０は、搬送路６５の上側に配置されている。ピン
チローラ１４１，１４２，１４３，１４４は搬送路６５の下側に配置されている。搬送ロ
ーラ６０とピンチローラ１４１，１４２，１４３，１４４とは、ほぼ高さ方向１０２に沿
って対向配置されている。
【００３２】
　各図には現れていないが、搬送ローラ６０は、搬送路６５の左右両端部に設けられたプ
リンタ部１１のフレーム（不図示）に回転可能に支持されている。図３に示されるように
、搬送ローラ６０は、幅方向１０１を軸線方向とする１本の細長円柱形状のローラである
。搬送ローラ６０の一方端にはギア（不図示）が設けられている。このギアへ、不図示の
搬送モータから駆動伝達されることにより、ギアの回転に伴って搬送ローラ６０が回転す
る。搬送ローラ６０は、搬送モータの回転方向に従って、正逆の双方向へ回転可能である
。
【００３３】
　図３に示されるように、ピンチローラ１４１，１４２，１４３，１４４は、いずれもが
幅方向１０１を軸線方向として配置されている。ピンチローラ１４１，１４２，１４３，
１４４は、幅方向１０１に対して互いに離間されて並べられている。各ピンチローラ１４
１～１４４は、軸線方向の左右両端部が回転可能に、かつ高さ方向１０２へ移動可能に支
持されている。したがって、各ピンチローラ１４１～１４４は、搬送ローラ６０に接離す
る方向へ移動可能である。また、各ピンチローラ１４１～１４４は、コイルバネ９１及び
コイルバネ９２によってそれぞれが搬送ローラ６０へ向かって付勢されている。
【００３４】
　図２に示されるように、記録部２４より搬送向き１０４の下流側には、排出ローラ６２
及び拍車６３が配置されている。排出ローラ６２は、搬送路６５の下側に配置されている
。拍車６３は搬送路６５の上側に配置されている。排出ローラ６２と拍車６３とは、ほぼ
高さ方向１０２に沿って対向配置されている。図には現れていないが、拍車６３は、排出
ローラ６２に対して接離する方向へ移動可能に支持されており、コイルバネなどによって
排出ローラ６２側へ付勢されている。排出ローラ対５９は、記録用紙を狭持して排紙トレ
イ２１側へ搬送する。
【００３５】
［メディアトレイ７１］
　以下、メディアトレイ７１の構成が説明される。複合機１０は、記録メディアの盤面上
に画像を記録する機能を有する。記録メディアの盤面上に画像が記録される場合、記録メ
ディアはメディアトレイ７１に載置される。メディアトレイ７１はトレイガイド１７に載
置されつつ、開口１６から搬送路６５に沿って、搬送向き１０４と逆向きである挿入向き
１０５へ挿入される。
【００３６】
　図４，５に示されるように、メディアトレイ７１は、概ね平板形状の外形である。メデ
ィアトレイ７１は、挿入向き１０５、つまり複合機１０に挿入される姿勢において奥行き
方向１０３に沿った方向が長手方向１０６（長さ方向）であり、挿入向き１０５と直交す
る方向、つまり幅方向１０１に沿った方向が短手方向１０７（幅方向）である。短手方向
１０７は、メディアトレイ７１が複合機１０に挿入された姿勢において、搬送ローラ６０
の軸線方向と合致する。
【００３７】
　メディアトレイ７１は、短手方向１０７の中央側に薄肉部７２を有し、短手方向１０７
の両端部に厚肉部７３をそれぞれ有する。薄肉部７２と厚肉部７３とは、長手方向１０６
及び短手方向１０７と直交する厚み方向１０８の肉厚が異なり、薄肉部７２は、厚肉部７
３より肉厚が薄い。また、薄肉部７２及び厚肉部７３は、後述される収容部７５や溝７７
などが形成されている以外の箇所において、各々が一定の厚みである。
【００３８】
　薄肉部７２は、メディアトレイ７１の短手方向１０７の中央側において、長手方向１０
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６に渡って拡がっている。薄肉部７２は、図４，５において上側を向いている上面７４（
第１面）を有する。薄肉部７２には、上面７４から凹む収容部７５が形成されている。収
容部７５は、記録メディアの形状より若干大きな円形状の凹みである。収容部７５の円形
状の中心には、凸部７６が設けられている。凸部７６には、記録メディアの中心に形成さ
れた孔が嵌め込まれる。これにより、収容部７５に記録メディアが位置決めされて支持さ
れる。収容部７５の深さは、各種記録メディアの厚みを考慮して設定されており、収容部
７５に支持された記録メディアの上面が、メディアトレイ７１の厚肉部７３より上側に突
出することはない。
【００３９】
　厚肉部７３は、メディアトレイ７１の短手方向１０７の両端側において、長手方向１０
６に渡ってそれぞれ延出されている。各厚肉部７３は、薄肉部７２の上面７４より上側へ
突出している。後述されるように、メディアトレイ７１が複合機１０に挿入されると、搬
送ローラ対５８は厚肉部７３を挟持する。
【００４０】
　メディアトレイ７１は、薄肉部７２における収容部７５より短手方向１０７の外側にそ
れぞれ形成された溝７７を有する。各溝７７は、薄肉部７２と厚肉部７３との境界付近に
配置されている。各溝７７は、長手方向１０６に渡って延出されており、上面７４から厚
み方向１０８へ凹んでいる。
【００４１】
［記録メディアへの画像記録］
　以下、複合機１０にメディアトレイ７１が挿入され、メディアトレイ７１に載置された
記録メディアに画像が記録される手順が説明される。図１に示されるように、ユーザによ
って、複合機１０の正面側の開口１６においてトレイガイド１７が引き出される。ユーザ
は、記録メディアをメディアトレイ７１の収容部７５に載置して、そのメディアトレイ７
１をトレイガイド１７に載せながら挿入向き１０５へ挿入する。開口１６から搬送路６５
へ挿入されたメディアトレイ７１は、その挿入側の先端が、排出ローラ対５９を通過して
搬送ローラ６０へ到達する。これにより、メディアトレイ７１の挿入が完了する。
【００４２】
　そして、記録メディアへの画像記録指示が操作パネル１３へ入力されると、又は外部機
器からの指示を受け付けると、複合機１０は、搬送ローラ６０及び排出ローラ６２を、メ
ディアトレイ７１が挿入向き１０５へ更に搬送されるように回転させる。つまり、搬送ロ
ーラ６０及び排出ローラ６２は、搬送向き１０４への搬送とは逆方向に回転駆動される。
【００４３】
　なお、各図には示されていないが、メディアトレイ７１の挿入に際して、プラテン４２
、排出ローラ６２、ピンチローラ１４１～１４４が、メディアトレイ７１の厚みに応じて
下方へ移動するように複合機１０が構成されていてもよい。
【００４４】
　搬送ローラ６０が回転駆動されると、図６に示されるように、メディアトレイ７１の先
端が搬送ローラ対５８の間に挟み込まれる。したがって、各ピンチローラ１４１～１４４
は、コイルバネ９１，９２の付勢力に抗して、下側へ、つまり搬送ローラ６０から離れる
向きへ移動する。そして、搬送ローラ対５８は、メディアトレイ７１を挟持した状態で、
搬送ローラ６０の回転により、メディアトレイ７１を所定の位置まで、挿入向き１０５へ
搬送する。この所定の位置は、メディアトレイ７１の収容部７５が、記録ヘッド３８の下
方より装置背面側となる位置である。これにより、収容部７５に載置された記録メディア
は、記録ヘッド３８より装置背面側まで挿入される。なお、図６においては、メディアト
レイ７１に収容されている記録メディアが省略されている。
【００４５】
　搬送ローラ対５８によってメディアトレイ７１が所定の位置まで挿入向き１０５へ挿入
されると、搬送ローラ６０及び排出ローラ６２の回転方向が逆転から正転に切り換えられ
る。これにより、メディアトレイ７１が搬送向き１０４に搬送される。メディアトレイ７
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１に載置された記録メディアが記録ヘッド３８の直下まで搬送されると、搬送ローラ６０
及び排出ローラ６２は、回転が一時停止される。搬送ローラ６０及び排出ローラ６２の回
転が一時停止されている間に、記録ヘッド３８を搭載したキャリッジ４０が幅方向１０１
へ移動される。つまり、記録ヘッド３８が記録メディアに対して走査される。この走査の
間に、記録ヘッド３８から微小なインク滴が選択的に記録メディアに吐出される。吐出さ
れたインク滴が記録メディアの盤面に着弾する。キャリッジ４０の移動が終了すると、所
定の搬送距離分だけ、搬送ローラ６０及び排出ローラ６２が回転されて再び停止される。
つまり、搬送ローラ６０及び排出ローラ６２は一時停止を介して間欠して回転駆動される
。そして、搬送ローラ６０及び排出ローラ６２が一時停止されている間に、前述と同様に
してキャリッジが移動され、その移動の間に記録ヘッド３８からインク滴が選択的に吐出
されて記録メディアの盤面に着弾する。これが繰り返されることにより、記録メディアに
所望の画像が記録される。記録メディアに所望の画像が記録されると、搬送ローラ６０及
び排出ローラ６２が連続して回転されて、メディアトレイ７１が装置正面側に突出するよ
うにして排出される。
【００４６】
　前述されたようにして、メディアトレイ７１が搬送ローラ対５８に挟持されて搬送され
るときに、図６に示されるように、メディアトレイ７１の厚肉部７３が搬送ローラ６０と
ピンチローラ１４１，１４４とに挟持される。各厚肉部７３は、薄肉部７２の上面７４か
ら突出しているので、厚肉部７３が搬送ローラ６０とピンチローラ１４１，１４４に挟持
された状態において、薄肉部７２の上面７４には搬送ローラ６０が接触することがなく、
薄肉部７２を介してピンチローラ１４２，１４３からの付勢力が搬送ローラ６０に付与さ
れることがない。
【００４７】
［本実施形態の効果］
　前述されたように、メディアトレイ７１の厚肉部７３が薄肉部７２の上面７４から突出
しているので、薄肉部７２がピンチローラ１４２，１４３により搬送ローラ６０側に押さ
れて若干湾曲したとしても、薄肉部７２の上面７４と搬送ローラ６０との隙間により、収
容部７５に収容されている記録メディアが搬送ローラ６０と接触することが防止される。
また、薄肉部７２の上面７４と記録ヘッド３８との間にも隙間が生じるので、メディアト
レイ７１及びメディアトレイ７１の収容部７５に収容された記録メディアが記録ヘッド３
８と接触することが防止される。
【００４８】
　また、メディアトレイ７１が搬送ローラ対５８により搬送されるときに、薄肉部７２の
上面７４が搬送ローラ６０と接触することがないので、搬送ローラ６０における薄肉部７
２に対応する部分には、つまり軸線方向の中央側には、ピンチローラ１４１～１４４から
の付勢力が伝達されない。これにより、ピンチローラ１４１～１４４を付勢するコイルバ
ネ９１，９２の付勢力を強くしたとしても、搬送ローラ６０が湾曲することが抑制される
。
【００４９】
　また、図７に示されるように、仮に、搬送ローラ６０の軸線１０９が水平方向１１０（
幅方向１０１）に対して湾曲したとしても、メディアトレイ７１の溝７７により、薄肉部
７２より溝７７の外側と内側との間に撓みが生じて、溝７７より外側、つまり厚肉部７３
側は搬送ローラ６０の湾曲に沿って、その上面が軸線１０９の方向に沿ったものとなり、
溝７７より内側、つまり厚肉部７３の収容部７５側は、搬送ローラ６０の湾曲に拘わらず
、上面７４が水平方向１１０（幅方向１０１）に沿ったものとなる。これにより、搬送ロ
ーラ６０が湾曲したとしても、収容部７５に収容された記録メディアと記録ヘッド３８と
のヘッドギャップが一定に保たれる。なお、図７においては、搬送ローラ６０の中央部分
が上側へ反り上がるように、つまり同図における右側が上側へ向かうように湾曲した状態
が示されている。
【００５０】
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［第１変形例］
　前述された実施形態においては、メディアトレイ７１において、薄肉部７２における収
容部７５より短手方向１０７の外側に溝７７がそれぞれ形成された態様が説明されたが、
溝７７の配置は変更されてもよい。
【００５１】
　例えば、図８に示されるように、厚肉部７３において搬送ローラ６０及びピンチローラ
１４１，１４４に挟持される位置より幅方向１０１の内側であって、上面７４とは反対側
の下面７８に溝７９がそれぞれ形成されてもよい。各溝７９は、長手方向１０６に渡って
延出されており、下面７８から厚み方向１０８へ凹んでいる。
【００５２】
　このような溝７９によっても、前述された実施形態と同様に、搬送ローラ６０の軸線１
０９が水平方向１１０（幅方向１０１）に対して湾曲したとしても、溝７９より幅方向１
０１の外側のみが軸線方向１０９に沿ったものとなり、収容部７５に収容された記録メデ
ィアと記録ヘッド３８とのヘッドギャップが一定に保たれる。また、溝７７，７９の配置
がメディアトレイ７１の上面７４又は下面７８のいずれであっても同様の作用効果が奏さ
れる。
【００５３】
［第２変形例］
　前述された実施形態では、搬送ローラ６０が搬送路６５の上側に配置され、ピンチロー
ラ１４１～１４４が搬送路６５の下側に配置された構成が説明されたが、これらの配置は
異なっていてもよい。例えば、図９に示されるように、搬送路６５の下側に搬送ローラ６
１が配置され、搬送路６５の上側にピンチローラ１４５～１４８が配置されてもよい。
【００５４】
　図９に示されるように、ピンチローラ１４５～１４８のうち、メディアトレイ７１の薄
肉部７２に接触するピンチローラ１４６，１４７は、厚肉部７３に接触するピンチローラ
１４５，１４８より、搬送ローラ６１側へ大きく移動される。これにより、ピンチローラ
１４６，１４７を付勢するコイルバネ１５０が、ピンチローラ１４５，１４８を付勢する
コイルバネ１５０より長く伸長するので、ピンチローラ１４６，１４７がコイルバネ１５
０から受ける付勢力が相対的に弱くなる。その結果、薄肉部７２を介してピンチローラ１
４６，１４７が搬送ローラ６１を押圧する力が弱くなるので、搬送ローラ６１の中央部部
分が下側へ湾曲することが抑制される。
【００５５】
［第３変形例］
　また、前述されたメディアトレイ７１には、図１０に示されるように、下面７８であっ
て各厚肉部７３に対応する位置に溝８０がそれぞれ形成されてもよい。溝８０は、各厚肉
部７３に対応する位置に、短手方向１０７にそれぞれ複数個が形成されている。本変形例
では、各厚肉部７３において４個の溝８０がそれぞれ形成されているが、溝８０の数は２
個以上であればよい。各溝８０の形状は同じであり、長手方向１０６に渡って延出されて
おり、下面７８から厚み方向１０８へ凹んでいる。
【００５６】
　各厚肉部７３に複数の溝８０が設けられることにより、厚肉部７３が短手方向１０７に
反ることが抑制される。また、厚肉部７３と搬送ローラ６０との接触面積が減らないので
、搬送ローラ６０から各厚肉部７３へ伝達される駆動力に変動が生じない。したがって、
メディアトレイ７１の正確な搬送が実現される。
【符号の説明】
【００５７】
１０・・・複合機（画像記録装置）
２４・・・記録部
６０，６１・・・搬送ローラ（第１ローラ）
７１・・・メディアトレイ（トレイ）
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７２・・・薄肉部
７３・・・厚肉部
７４・・・上面（第１面）
７５・・・収容部
７７，７９，８０・・・溝
９１，９２，１５０・・・コイルバネ（バネ）
１４０～１４８・・・ピンチローラ（第２ローラ）
　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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