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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録シートに記録を行うための記録手段と、前記記録手段によって記録を行うため記録
シートの積載および前記記録手段への供給を行うための積載供給部として、少なくとも上
下二段状に設けられた２つの記録シート供給部を含む複数の記録シート積載供給部と、を
備え、該上段の記録シート積載供給部は、複数枚の記録シートＰ１を重ねて収容する上段
カセットと、当該上段カセットに収容されている前記記録シートＰ１を分離し、前記記録
手段へ供給するための搬送をする上段ローラ、および該記録シートＰ１に当接可能に該上
段ローラを保持して軸を中心に回動する上段ローラ用のアームを含み、該下段の記録シー
ト積載供給部は複数枚の記録シートＰ２を重ねて収容する下段カセットと、当該下段カセ
ットに収容されている前記記録シートＰ２を分離し、前記記録手段へ供給するための搬送
をする下段ローラ、および該記録シートＰ２に当接可能に該下段ローラを保持して軸を中
心に回動する下段ローラ用のアームを含む記録装置において、
　前記下段ローラ用のアームが、前記上段カセットの、前記記録シートＰ１，Ｐ２の供給
搬送方向とは交差する方向に関して外側に位置するように設けられて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、
　前記上段または下段の記録シート積載供給部としての前記カセットが記録装置に対して
着脱自在にされてい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２に記載の記録装置において、
　前記上段の記録シート積載供給部としての前記カセットが、前記記録シートの供給搬送
方向に前記上段ローラの下を通ってスライド自在に構成されていることを特徴とする記録
装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記下段ローラ用のアームが、前記交差する方向に関して前記上段カセットの両側にお
いて、当該上段カセットの外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】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記下段ローラ用のアームが、前記交差する方向に関して前記上段カセットの片側にお
いてのみ、当該上段カセットの外側に設けられていることを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項１ないし４に記載の記録装置において、
　前記上段ローラによって供給搬送される前記記録シートＰ１が前記下段ローラの上を通
過するように構成されていることを特徴とする記録装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記上段ローラ用および下段ローラ用のアームの回動の中心となる軸が同じであること
を特徴とする記録装置。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記上段および下段の記録シート積載供給部は、記録シートの供給搬送方向とは交差す
る方向に関する該記録シートの端部の位置決めを行う位置決め手段を有し、該位置決め手
段は該記録シートのセンタを基準に位置が可変することを特徴とする記録装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記記録手段は、前記上段ローラによって供給搬送される前記記録シートＰ１、および
前記下段ローラによって供給搬送される前記記録シートＰ２に記録を行うことを特徴とす
る記録装置。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記上段カセットおよび前記下段カセットに収容可能な記録シートの最大サイズが同じ
であることを特徴とする記録装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記上段ローラ用のアームは、前記交差する方向に関して、前記上段カセットの内側、
かつ前記下段カセットの内側の位置に設けられていることを特徴とする記録装置。
【請求項１２】
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記上段ローラが前記上段カセットに対向している状態で、前記下段ローラが前記下段
カセットのシートを分離し、搬送することができるように、前記上段ローラ、前記上段カ
セット、前記下段ローラおよび前記下段カセットが設けられていることを特徴とする記録
装置。
【請求項１３】
　少なくとも上下二段状に設けられた２つの記録シート供給部を含む複数のシート積載供
給部を備え、該上段のシート積載供給部は、複数枚のシートＰ１を重ねて収容する上段カ
セットと、当該上段カセットに収容されている前記シートＰ１を分離し供給搬送をする上
段ローラ、および該シートＰ１に当接可能に該上段ローラを保持して軸を中心に回動する
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上段ローラ用のアームを含み、該下段のシート積載供給部は複数枚のシートＰ２を重ねて
収容する下段カセットと、当該下段カセットに収容されている前記シートＰ２を分離し供
給搬送をする下段ローラ、および該シートＰ２に当接可能に該下段ローラを保持して軸を
中心に回動する下段ローラ用のアームを含む搬送装置において、
　前記下段ローラ用のアームが、前記上段カセットの、前記シートＰ１，Ｐ２の供給搬送
方向とは交差する方向に関して外側に位置するように設けられていることを特徴とする搬
送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンタ等の記録装置に備わる記録シート供給搬送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルカラープリンタ等の記録装置では、ユーザの操作性向上の観点から、
記録装置の記録シート記録領域に用紙を供給する給紙手段を装置の前側に構成するものが
増えている。さらに、普通紙と、写真印刷用の光沢紙とを分けて独立にセットできる、２
つの記録シート積載部を給紙手段に設けることにより、記録シートのユーザ操作性を向上
させているものが増えている。
【０００３】
　従来のプリンタにおける記録シート給紙搬送機構について説明する。
【０００４】
　例えば特許文献１に示される従来のプリンタは、複数の記録シートセット部を有し、そ
れぞれの記録シートセット部には、記録シートを記録領域に給紙搬送する給紙ローラが各
種の記録シートに対して独立に構成されている。さらに、記録シート積載方向で、それぞ
れの記録シートセット部が一部重複する構成にされていることで、記録シート積載方向（
高さ方向）を小さくすることができる。この技術を、記録装置のフロント側から記録シー
トを供給（いわゆるフロント給紙）する構成にも応用することができ、さらに記録シート
の積載部をカセットの構成にすることもできる。
【０００５】
　図５を用いて、特許文献１に開示された構成をフロント給紙のカセット構成に応用した
例を示す。図５は、給紙部の構成を示す概略斜視図である。上段給紙カセット１０３には
記録シートＰ１が積載されている。下段給紙カセット１０４には記録シートＰ２が積載さ
れている。上段給紙カセット１０３に積載された記録シートＰ１は、上段給紙ローラ１０
１によって分離されつつ記録部へ給紙搬送される。下段給紙カセット１０４に積載された
記録シートＰ２は、下段給紙ローラ１０２によって分離されつつ給紙搬送される。下段給
紙カセット１０４は、プリンタで印字できる最大サイズの記録シートまでセット可能な構
成を有し、上段給紙カセット１０３は、写真サイズ等の幅狭いサイズの記録シートのみを
積載できる構成になっている。上段給紙カセット１０３の幅の狭いことを利用して、上段
給紙カセット１０３の隣に、下段給紙ローラ１０２を構成することができる。記録シート
に平行で該記録シートの供給方向とは直角な方向から図の構成を見た場合下段給紙ローラ
１０２が上段給紙カセット１０３とオーバーラップしており、記録シートの積載（高さ）
方向のコンパクト化が実現されている。
【０００６】
　次に、上段給紙カセット１０３と下段給紙カセット１０４に関して別の従来構成につい
て図６（ａ）（ｂ）を用いて説明する。図６（ａ） （ｂ）は記録装置本体の横方向（記
録シートに平行で該記録シートの搬送方向とは直角な方向）からみた概略構成を示す本体
断面図である。
【０００７】
　特許文献１に開示された構成では上段給紙カセット１０３と下段給紙カセット１０４の
それぞれに対して給紙ローラが用意されていたが、本例では共有の給紙ローラの構成にな
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っている点が異なる。
【０００８】
　図６（ａ）に示すように、下段給紙カセット１０４に積載された記録シートＰ２の分離
給紙に関して、給紙ローラ１０５が、給紙アーム１０６を介して、軸１０６Ａを回動中心
に揺動可能に記録シートＰ２に当接し、記録シートＰ２を矢印Ｃ方向へと分離しつつ給紙
搬送を行う。
【０００９】
　このとき、上段給紙カセット１０３は、装置本体の前面部側（図では左側）に退避して
いて、下段給紙カセット１０４からの分離給紙搬送時には退避位置で停止している。
【００１０】
　図６（ｂ）に示すように、上段給紙カセット１０３からの記録シートＰ１の分離給紙時
では、上段給紙カセット１０３は図６（ａ）の退避状態から、不図示の駆動を有する移動
手段により矢印Ａ方向にスライド移動し給紙ローラ１０５の下に侵入し、上段給紙カセッ
ト１０３に積載された記録シートＰ１と当接して図６（ｂ）の位置で停止する。
【００１１】
　この位置で給紙ローラ５が、記録シートＰ１を矢印Ｃ方向に分離しつつ給紙搬送を行う
。上段給紙カセット３からの給紙が終了し、下段給紙カセット４からの給紙が行われる場
合は、上段給紙カセット３が、不図示の駆動を有する移動手段により矢印Ｂ方向にスライ
ド移動し、図６（ａ）に示した退避位置で停止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００２－３３８０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された技術は、上段給紙カセット１０３の紙幅サ
イズを小サイズに限定することを利用して、記録シート積載方向（高さ方向）のコンパク
ト化を実現できるものである。そのため、上段給紙カセット１０３を、下段給紙カセット
１０４と同様の最大サイズの記録シートまで対応することは構成できない。つまり、２つ
の記録シート積載供給部を有する構成で、普通紙と、最大サイズの写真印刷用の光沢紙等
の記録シートとを同時にセットできない。
　そのため、最大サイズの写真印刷用の光沢紙等をセットする場合は、最大サイズの記録
シートをセットできる給紙カセット（下段給紙カセット１０３）に対して記録シートを交
換セットしなければならないという煩わしさが発生するという課題があった。
【００１４】
　一方、図６に示したような従来技術では、記録シートの幅方向においては、上下段給紙
カセット１０３，１０４は最大幅の記録シートに対応することができる。
【００１５】
　しかしながら、上段給紙カセット１０３がスライド移動して給紙ローラ１０５が選択的
に上下段給紙カセット１０３，１０４から給紙を行う構成である。これにより、上段給紙
カセットを本体内に収納するためには、上段給紙カセット１０３はスライド移動する分、
下段給紙カセット１０４よりも長さ方向（図の横方向）が短くなってしまう。このため、
上段給紙カセット１０３の長さ方向については、最大サイズを設定することができず、小
サイズに限定しなければならないという課題があった。
【００１６】
　そこで、本発明は、上述した課題に鑑みて、複数の記録シート積載供給部を多段に重ね
た構成において上段、下段とも最大サイズの記録シートに対応でき、かつ、コンパクトな
構成に抑えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１７】
　本発明の一態様は、記録シートに記録を行うための記録手段と、前記記録手段によって
記録を行うため記録シートの積載および前記記録手段への供給を行うための積載供給部と
して、少なくとも上下二段状に設けられた２つの記録シート供給部を含む複数の記録シー
ト積載供給部と、を備え、該上段の記録シート積載供給部は、複数枚の記録シートＰ１を
重ねて収容する上段カセットと、当該上段カセットに収容されている前記記録シートＰ１
を分離し、前記記録手段へ供給するための搬送をする上段ローラ、および該記録シートＰ
１に当接可能に該上段ローラを保持して軸を中心に回動する上段ローラ用のアームを含み
、該下段の記録シート積載供給部は複数枚の記録シートＰ２を重ねて収容する下段カセッ
トと、当該下段カセットに収容されている前記記録シートＰ２を分離し、前記記録手段へ
供給するための搬送をする下段ローラ、および該記録シートＰ２に当接可能に該下段ロー
ラを保持して軸を中心に回動する下段ローラ用のアームを含む記録装置において、
　前記下段ローラ用のアームが、前記上段カセットの、前記記録シートＰ１，Ｐ２の供給
搬送方向とは交差する方向に関して外側に位置するように設けられていることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、複数の記録シート積載供給部を多段に重ねた構成において上段、下段
とも最大サイズの記録シートに対応でき、かつ、コンパクトな構成に抑えることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１の実施例のプリンタの断面図。
【図２】第１の実施例における給紙部の部分構成を示す斜視図。
【図３】第１の実施例のプリンタの一部斜視図。
【図４】第２の実施例のプリンタの断面図。
【図５】従来技術に関する給紙部の部分構成を示す斜視図。
【図６】他の従来の給紙部構成を有するプリンタの断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　［実施例１］
　本発明の第１の実施例を図１～図３用いて説明する。図１（ａ）（ｂ）はプリンタ本体
の断面図、図２は第１の実施例における給紙部の構成を示す斜視図、図３はプリンタ本体
の前面側から見たプリンタの一部斜視図である。
【００２１】
　図１～３において、本例のプリンタは複数の吐出口より選択的にインクを吐出して記録
を行う記録ヘッド７を備える。記録ヘッド７は不図示のキャリッジにより位置決め保持さ
れ、記録シートに略平行でかつ該記録シートの搬送方向に垂直な方向（図１の紙面に垂直
な方向）に往復移動し記録シートに印字を行う。キャリッジの往復移動時の記録ヘッド７
のインク吐出面に対向する領域が印字部となり、この印字部に、記録シートを保持するプ
ラテン１０が設けられている。
【００２２】
　記録ヘッド７の記録シート搬送方向上流側には搬送ローラ対８が配置されていて、印字
部への記録シートの搬送を行う。記録ヘッド７の記録シート搬送方向下流側には排紙ロー
ラ対９が配置されていて、印字された記録シートを、排紙積載部１５と排紙トレイ１６で
形成される排紙部への排紙搬送を行う。排紙トレイ１６はプリンタ本体の前面の排紙口を
開閉する蓋としても機能する。プリンタ本体の上部にはスキャナ１４が配置され、スキャ
ナ１４の上部に、原稿を圧接する原稿圧板部１３が配置されている。
【００２３】
　次に、記録シートの供給部の構成について図１（ａ）を用いて説明する。本例のプリン
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タにおいて、プリンタ本体内部に、２種類の記録シートに対応する２つの記録シート積載
供給部が上下二段に配設されている。
【００２４】
　まず、上側の記録シート積載供給部である上段給紙カセット３からの分離給紙搬送動作
について説明する。上段給紙カセット３には記録シートＰ１が積層され収容されている。
記録シートＰ１は例えば写真印刷用の光沢紙等である。記録シートＰ１は、一対の給紙ア
ーム２２Ｒ，２２Ｌ（符号２２Ｌについては図２参照）の中間に保持された上段給紙ロー
ラ１（上段ローラ）により矢印Ｄ方向に分離しつつカセット外へ給紙搬送され、中間ロー
ラ対１２、１１へと搬送される。
【００２５】
　さらに記録シートＰ１が矢印E方向に搬送され、搬送ローラ対８へと搬送され、搬送ロ
ーラ８により印字部に搬送され、記録ヘッド７により印字される。さらに、記録シートＰ
１が排紙ローラ対９へと搬送され、排紙ローラ対９により、排紙積載部１５と排紙トレイ
１６からなる排紙部へ排紙搬送されて、印字動作が終了する。
【００２６】
　次に、上段給紙カセット３の下に配置された下段給紙カセットからの分離給紙搬送動作
について説明する。下段給紙カセット４には記録シートＰ２が積層され収容されている。
記録シートＰ２は例えば普通紙等である。記録シートＰ２は、一対の給紙アーム２１Ｒ，
２１Ｌ（符号２１Ｌについては図２参照）の中間に保持された下段給紙ローラ２（下段ロ
ーラ）により矢印Ｆ方向に分離しつつカセット外へ給紙搬送され、中間ローラ対１２、１
１へと搬送される。この後の記録シートＰ２の搬送動作は上段給紙カセット３での動作と
同様である。上段給紙カセット３および下段給紙カセット４はプリンタ本体への装着され
た状態では固定され、かつ各々に独立の上段給紙ローラ１および下段給紙ローラ２を有す
る構成であるため、選択的に上下段の給紙カセット３，４からの分離給紙搬送が可能であ
る。
【００２７】
　さらに、図２を用いて給紙部の構成をより詳細に説明する。
【００２８】
　最初に上段給紙カセット３と上段給紙ローラ１の給紙部構成について説明する。
【００２９】
　上段給紙カセット３には記録シートＰ１が積載されていて、給紙アーム２２Ｒ，２２Ｌ
に保持された上段給紙ローラ１が記録シートＰ１に当接されている。給紙アーム２２Ｒ，
２２Ｌは同じ給紙ローラ駆動軸２４を回動の中心となる軸として回動可能に取り付けられ
ている。なお、給紙ローラ駆動軸２４は記録シートＰ１，Ｐ２の供給搬送方向とは交差す
る方向に延びており、上段給紙ローラ１の回転軸は給紙ローラ駆動軸２４と略平行に配設
されている。
【００３０】
　不図示の駆動源が駆動軸３３を介して、上段給紙カセット駆動用インプットギア３４に
駆動力を与える。インプットギア３４は、給紙ローラ駆動軸２４上に設けられた駆動アイ
ドラギア２９と連結されており、さらに駆動アイドラギア３０，３１，３２に上記駆動力
が伝わり、上段給紙ローラ１が回転駆動される。
【００３１】
　上段給紙カセット３には、記録シートの幅方向のサイズを可変にするためのサイド規制
板３５Ｒ，３５Ｌが記録シート幅方向の左右に設けられている。図２では最大サイズの幅
を持つ記録シートＰ１のセット状態を示している。幅方向に関して小サイズの記録シート
Ｐ１をセットする場合は、右側のサイド規制板３５Ｒを矢印Ｈ方向、左側のサイド規制板
３５Ｌを矢印Ｇ方向に移動させることでサイド規制板間隔を狭く設定して小サイズのセッ
ト位置規制を行う。サイド規制板３５Ｒ，３５Ｌは不図示のラック＆ピニオンの構成によ
り相互に連動して幅方向に移動が行われる。また、幅方向の記録シートＰ１の位置決め基
準は、センタ基準の構成を有し、サイド規制板３５Ｒ，３５Ｌの位置決めはセンタを基準
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として左右対称の位置に位置決めされる構成を有する。上記サイド規制板を用いたセンタ
基準の位置決めは、下段給紙カセット４も同様の構成（不図示の左右のサイド規制板）を
有する。
【００３２】
　次に、下段給紙カセット４と下段給紙ローラ２の給紙部構成について説明する。下段給
紙カセット４には記録シートＰ２が積載されていて、給紙アーム２１Ｒ，２１Ｌに保持さ
れた下段給紙ローラ２が記録シートＰ２に当接されている。給紙アーム２１Ｒ，２１Ｌは
給紙ローラ駆動軸２４を回動中心に回動可能に取り付けられている。なお、給紙ローラ駆
動軸２４は記録シートＰ１，Ｐ２の供給搬送方向とは交差する方向に延びており、下段給
紙ローラ２の回転軸である給紙ローラ軸２３は給紙ローラ駆動軸２４と略平行に配設され
ている。不図示の駆動源が給紙ローラ駆動軸２４に駆動力を伝達し、さらに該駆動力は、
給紙駆動軸２４に固定されていて給紙駆動軸２４と一体に回転する下段給紙カセット駆動
用インプットギア２５Ｒ，２５Ｌに伝達される。
【００３３】
　下段給紙カセット駆動用インプットギア２５Ｒ，２５Ｌの駆動は、給紙アーム２１Ｒ上
に設けられた駆動アイドラギア２６Ｒ，２７Ｒ（右側）ならびに給紙アーム２１Ｌ上に設
けられた駆動アイドラギア２６Ｌ，２７Ｌ（左側）に伝達される。当該駆動力はさらに、
下段給紙ローラ２を保持する給紙ローラ軸２３上に固定され給紙ローラ軸２３と一体的に
回転する給紙駆動ギア２８Ｒ，２８Ｌに伝達される。つまり、下段給紙ローラ２に左右両
側から駆動力が同時に伝達される構成を有する。これは、給紙ローラ軸２３が左右（記録
シート幅方向）に長くなる構成を有するため、左右のねじれによる左右のバランスが不均
一になるのを防いで安定した給紙を行うためである。
【００３４】
　下段給紙ローラ２の給紙アーム２１Ｒ，２１Ｌは、上段給紙カセット３の記録シート幅
方向左右の外側（記録シートの供給搬送方向とは交差する方向に関して外側）に位置して
いる。この構成により、上段給紙カセット３は、下段給紙カセット４と同じ最大サイズの
紙幅の記録シートＰ１の積載が可能となる。また、上段給紙カセット３に積載された記録
シートＰ１の分離給紙搬送時は、矢印Ｄ方向に搬送が行われるが、このときには記録シー
トＰ１は、下段給紙ローラ２を持つ給紙ローラ軸２３の上を通過して搬送される。また、
この構成により、上下段の給紙カセット３，４を独立に操作することが可能となる。すな
わち、取り外す場合は矢印Ｊ方向に引き出し、装着時は矢印Ｉ方向に押し込みことでプリ
ンタ本体前面からプリンタ本体内にスライド自在に装着することができ、この操作を、上
下段の給紙カセット３、４ごとに独立して行うことができる。
【００３５】
　さらに、給紙カセットの着脱構成について、図１と図３を用いて説明する。
【００３６】
　上段給紙カセット３をユーザがスライドさせて引き出す場合には、図１（ｂ）、図３に
示すように上段給紙カセット３を矢印Ｊ方向に引き出し、記録シートＰ１の交換やセット
が行われる。このとき、排紙トレイ１６は上方向に折りたたまれ、プリンタ本体前面部か
ら上段給紙カセット３を取り出し易くすることができる。上段給紙カセット３をプリンタ
本体に装着する場合は図１（ａ）に示すように、上段給紙カセット３を矢印Ｉ方向に押し
込み、所定の装着位置にセットされる。下段給紙カセット４も、同様に引き出しと装着が
独立に行うことが可能となる。
【００３７】
　以上に述べたとおりの構成により、上段、下段の記録シート積載供給部が記録シートの
幅方向および長手方向に関して最大サイズの記録シートに対応することができ、これらの
構成の本体高さと奥行を最小限（コンパクト化）に抑え、かつ低コストで構成を実現する
ことが可能になる。また、上下段の給紙カセット３、４を独立に操作できることから、ユ
ーザの操作性の向上も行うことが可能となる。
【００３８】
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　［実施例２］
　上述した実施例１では、記録シートＰ１，Ｐ２を積載し供給する手段として、プリンタ
本体に対して着脱自在な上下段給紙カセット３，４を用いた構成について説明した。しか
し本発明によれば、固定式の記録シート積載供給部を用いた構成でも実施例１と同様の効
果が得られる。図４を用いて実施例２を説明する。図４は実施例２のプリンタの断面図で
ある。
【００３９】
　図４（ａ）を用いて記録シートＰ１，Ｐ２のセット状態について説明する。
【００４０】
　本例のプリンタにおいても、プリンタ本体内部に、２種類の記録シートに対応する２つ
の記録シート積載供給部が上下二段に配設されている。しかし本例では、上側の記録シー
ト積載供給部は、上段記録シート積載部１７と、開閉機構を有する上段給紙トレイ１９と
を含み、これらの両方で記録シートＰ１を積載可能としている。下側の記録シート積載供
給部は、下段記録シート積載部１８と、開閉機構を有する下段給紙トレイ２０とを含み、
これらの両方で記録シートＰ２を積載可能としている。
【００４１】
　次に図４（ｂ）を用いて、非使用時の給紙トレイの状態について説明する。
実施例１と同様に、開閉機構を有する排紙トレイ１６が上方向に折りたたまれ、プリンタ
本体前面部に収納される。上段給紙トレイ１９および下段給紙トレイ２０も同様に上方向
に折りたたまれ、プリンタ本体前面部に収納される。
【００４２】
　その他の構成（上段給紙ローラ１と下段給紙ローラ２等の給紙駆動の構成）については
実施例１と同じであり、図中の番号も同じであるため説明は省略する。
【００４３】
　［実施例３］
　実施例１では、下段給紙ローラの駆動力を記録シート幅方向の左右両側から伝達する構
成について述べたが、給紙アーム２１Ｒ，２１Ｌと給紙ローラ軸２３を、剛性を高くして
構成できる場合は、片側からの駆動でも構成は可能である。
【００４４】
　［実施例４］
　実施例１では、上下段の給紙カセット３，４の記録シートＰ１，Ｐ２の幅方向の位置決
めをセンタ基準で位置決めする構成について述べたが、最大幅サイズの左右どちらかの記
録シート端部を基準とした片側基準の位置決め構成の場合でも上述した実施例１と同じ効
果が得られる。
【００４５】
　以上説明したような各実施例によれば、特に装置本体のフロント側から記録シートを供
給する複数の記録シート積載供給部を有する構成において、上段の記録シート積載供給部
の上部に上段側の記録シートを分離給紙する上段給紙ローラと、上段の記録シート積載供
給部の外側に下段側の記録シートを分離給紙する下段給紙ローラとが備わる。そして、下
段給紙ローラを保持して下段側の記録シートに当接させる回動アーム部が、上段の記録シ
ート積載供給部の外側に構成されている。このような構成により、上段、下段とも最大サ
イズの記録シートに対応できる大きさの記録シート積載搭載部にすることができる。また
、プリンタ本体の奥行きを最小限に抑えつつ、従来技術と同じように上段の記録シート積
載供給部と下段給紙ローラとを本体高さ方向でオーバーラップさせた構成であるので、プ
リンタのコンパクト化を実現することができる。
【符号の説明】
【００４６】
１　　上段給紙ローラ
２　　下段給紙ローラ
３　　上段給紙カセット



(9) JP 5791393 B2 2015.10.7

10

20

４　　下段給紙カセット
５　　給紙ローラ
６　　給紙ローラアーム
７　　記録ヘッド
８　　搬送ローラ対
９　　排紙ローラ対
１０　　プラテン
１５　　排紙積載部
１６　　排紙トレイ
１７　　上段記録シート積載部
１８　　下段記録シート積載部
１９　　上段給紙トレイ
２０　　下段給紙トレイ
２１Ｒ、２１Ｌ　　下段給紙ローラアーム
２２Ｒ、２２Ｌ　　上段給紙ローラアーム
２３　　下段給紙ローラ軸
２４　　給紙ローラ駆動軸
２５Ｒ、２５Ｌ　　下段給紙カセット駆動用インプットギア
２６Ｒ、２６Ｌ　　駆動アイドラギア
２７Ｒ、２７Ｌ　　駆動アイドラギア
２８Ｒ、２８Ｒ　　給紙駆動ギア
２９　　駆動アイドラギア
３０、３１、３２　　駆動アイドラギア
３３　　駆動軸
３４　　上段給紙カセット駆動用インプットギア
【図１】 【図２】
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