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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体を搬送するための経路である第１搬送路と、前記第１搬送路に沿って搬送され
る記録媒体に画像を記録するための記録手段とを有する複数の記録モジュールと、
　記録媒体を支持するための支持面を有する第１共通トレイと、
　前記複数の記録モジュールの前記第１搬送路のそれぞれと前記第１共通トレイとを接続
する経路であって、記録媒体を搬送するための第２搬送路と、
　前記複数の記録モジュール、及び、前記第２搬送路を収容する筐体とを備え、
　前記複数の記録モジュールは、それぞれの前記第１搬送路が互いに平行且つ前記第１搬
送路と直交する方向において離間するように配置されており、
　前記第１共通トレイと各記録モジュールとの間において搬送される記録媒体の最大折り
曲げ角度が９０°未満となるように、前記第２搬送路内の経路のなす角、前記第２搬送路
と前記第１共通トレイの前記支持面のなす角、及び、前記第２搬送路と各第１搬送路のな
す角が９０°より大きく１８０°以下に構成されており、
　前記第１搬送路において記録媒体が支持される仮想平面を搬送面とした場合に、複数の
記録モジュールのうち、前記第１搬送路と交差する方向に隣接して配置される２つの前記
記録モジュールは、前記搬送面の面内方向であって記録媒体が前記第１搬送路を搬送され
る搬送方向に直交する直交方向に関して同一の位置に配置されており、
　前記第２搬送路は、前記搬送面に直交する方向及び前記搬送方向に交差する方向である
第１方向に延在する傾斜経路を含み、
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　前記傾斜経路と前記搬送方向に対向する前記筐体の部分である対向部分の外側面は、前
記第１方向に延在しており、
　前記第１共通トレイは、前記支持面が前記第１方向と交差する状態と、前記支持面が内
側を向いた状態で前記第１方向に平行な方向を向く状態とを選択的にとることが可能なよ
うに、前記筐体に対して回動可能に取り付けられていることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記筐体の前記対向部分には、開閉可能なカバーが設けられていることを特徴とする請
求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記第２搬送路は、記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬送方向に関して、前記複
数の記録モジュールにおけるそれぞれの前記第１搬送路の上流端と繋がっており、
　前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する給紙用のトレイであるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記第２搬送路は、記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬送方向に関して、前記複
数の記録モジュールにおけるそれぞれの前記第１搬送路の下流端と繋がっており、
　前記第１共通トレイは、前記第２搬送路から搬送される記録媒体を支持する排紙用のト
レイであることを特徴とする請求項１又は２に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記第２搬送路と接続され、記録媒体を支持するための支持面を有する第２共通トレイ
をさらに備え、
　前記複数の記録モジュールは、前記第１方向に関して、前記第２共通トレイから離れる
ものほど、前記第２共通トレイと前記第２搬送路との連結部を基準として記録媒体が前記
第１搬送路を搬送される搬送方向へのずれ量が大きくなるように配置されることを特徴と
する請求項１～４のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項６】
　記録媒体を搬送するための経路である第１搬送路と、前記第１搬送路に沿って搬送され
る記録媒体に画像を記録するための記録手段とを有する複数の記録モジュールと、
　記録媒体を支持するための支持面を有する第１共通トレイと、
　前記複数の記録モジュールの前記第１搬送路のそれぞれと前記第１共通トレイとを接続
する経路であって、記録媒体を搬送するための第２搬送路と、
　前記第２搬送路と接続され、記録媒体を支持するための支持面を有する第２共通トレイ
とを備え、
　前記複数の記録モジュールは、それぞれの前記第１搬送路が互いに平行且つ前記第１搬
送路と直交する方向において離間するように配置されており、
　前記第１共通トレイと各記録モジュールとの間において搬送される記録媒体の最大折り
曲げ角度が９０°未満となるように、前記第２搬送路内の経路のなす角、前記第２搬送路
と前記第１共通トレイの前記支持面のなす角、及び、前記第２搬送路と各第１搬送路のな
す角が９０°より大きく１８０°以下に構成されており、
　前記複数の記録モジュールは、前記第１搬送路において記録媒体が支持される仮想平面
を搬送面とした場合に当該搬送面に直交する方向及び前記搬送面の面内方向であって記録
媒体が前記第１搬送路を搬送される搬送方向に交差する方向である第１方向に関して、前
記第２共通トレイから離れるものほど、前記第２共通トレイと前記第２搬送路との連結部
を基準として前記搬送方向へのずれ量が大きくなるように配置されることを特徴とする記
録装置。
【請求項７】
　前記第２共通トレイ及び前記複数の記録モジュールは、前記搬送方向において、同じ位
置に配置される部分をそれぞれ有していることを特徴とする請求項５又は６に記載の記録
装置。
【請求項８】
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　前記第２共通トレイの前記支持面と前記第２搬送路のなす角が鋭角に構成されているこ
とを特徴とする請求項７に記載の記録装置。
【請求項９】
　前記第２共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する給紙用のトレイであるこ
とを特徴とする請求項５～８のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１０】
　前記複数の記録モジュール、及び、前記第２搬送路を収容する筐体をさらに備え、
　前記第２共通トレイは、前記筐体から着脱可能に構成されていることを特徴とする請求
項９に記載の記録装置。
【請求項１１】
　前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する給紙用のトレイであり、
前記第２共通トレイの前記支持面に支持可能な記録媒体の枚数は、前記第１共通トレイの
前記支持面に支持可能な記録媒体の枚数よりも多いことを特徴とする請求項９に記載の記
録装置。
【請求項１２】
　前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する給紙用のトレイであり、
　前記第１共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙するための第１給紙ロー
ラと、前記第１給紙ローラの外周面に対向して配置され、前記第１給紙ローラにより給紙
される記録媒体に当接して摩擦力を付与するための摩擦板とを有する第１給紙機構と、
　前記第２共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙するための第２給紙ロー
ラと、前記第２給紙ローラに対向して配置され、前記第２給紙ローラにより複数の記録媒
体が重送された場合に、前記第２給紙ローラが当接する記録媒体以外の記録媒体を前記第
２共通トレイ側へ戻すように駆動される第３ローラとを有する第２給紙機構とをさらに備
えていることを特徴とする請求項９に記載の記録装置。
【請求項１３】
　前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する給紙用のトレイであり、
　前記第１共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙するための第１給紙機構
と、
　前記第２共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙するための第２給紙機構
とをさらに備えており、
　前記第１給紙機構による記録媒体の給紙速度は、前記第２給紙機構による記録媒体の給
紙速度よりも遅いことを特徴とする請求項９に記載の記録装置。
【請求項１４】
　前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する給紙用のトレイであり、
　前記第１共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙するための第１給紙機構
と、
　前記第２共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙するための第２給紙機構
とをさらに備えており、
　前記第１給紙機構による記録媒体の給紙トルクは、前記第２給紙機構による記録媒体の
給紙トルクよりも高いことを特徴とする請求項９に記載の記録装置。
【請求項１５】
　前記第２共通トレイは、前記第２搬送路から搬送される記録媒体を支持する排紙用のト
レイであることを特徴とする請求項５～８のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１６】
　記録媒体を搬送するための経路である第１搬送路と、前記第１搬送路に沿って搬送され
る記録媒体に画像を記録するための記録手段とを有する複数の記録モジュールと、
　記録媒体を支持するための支持面を有する第１共通トレイと、
　前記複数の記録モジュールの前記第１搬送路のそれぞれと前記第１共通トレイとを接続
する経路であって、記録媒体を搬送するための第２搬送路と、
　前記複数の記録モジュール、及び、前記第２搬送路を収容する筐体とを備え、
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　前記複数の記録モジュールは、それぞれの前記第１搬送路が互いに平行且つ前記第１搬
送路と直交する方向において離間するように配置されており、
　前記第１共通トレイと各記録モジュールとの間において搬送される記録媒体の最大折り
曲げ角度が９０°未満となるように、前記第２搬送路内の経路のなす角、前記第２搬送路
と前記第１共通トレイの前記支持面のなす角、及び、前記第２搬送路と各第１搬送路のな
す角が９０°より大きく１８０°以下に構成されており、
　前記第２搬送路は、前記第１搬送路において記録媒体が支持される仮想平面を搬送面と
した場合に当該搬送面に直交する方向及び前記搬送面の面内方向であって記録媒体が前記
第１搬送路を搬送される搬送方向に交差する方向である第１方向に延在する傾斜経路を含
み、
　前記第１共通トレイは、前記支持面が前記第１方向と交差する状態と、前記支持面が内
側を向いた状態で前記第１方向に平行な方向を向く状態とを選択的にとることが可能なよ
うに、前記筐体に対して回動可能に取り付けられ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、画像を記録する記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大量の印刷物を作成する場合などにおいて、複数の印刷ユニットを並列的に配置し、こ
れら印刷ユニットを並列的に動作させることにより、高速印刷を実現するプリンタ装置（
記録装置）が、例えば、特許文献１に示されている。この特許文献１に記載されたプリン
タ装置は、装置高さ方向に沿って積み重ねられた複数の印刷ユニットと、給紙ユニットと
、排紙集積ユニットとを有する。給紙ユニットは、メイン給紙ホッパと、接続ガイド路と
を有し、各印刷ユニットへ記録紙を供給する。各印刷ユニットは、印字部（記録モジュー
ル）を有し、記録紙に画像を記録する。また、各印刷ユニットは、給紙ユニットからの記
録紙を搬送するための経路（給紙ガイド路及び分岐ガイド路）と、画像が記録された記録
紙を搬送するための経路（接続ガイド路及び排紙ガイド路）とを有する。排紙集積ユニッ
トは、受入ガイド路と、排紙トレー部とを有し、各印刷ユニットから搬送された記録紙を
排紙トレー部に収容する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－５３０１６号公報（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のプリンタ装置において、給紙ユニットの接続ガ
イド路、各印刷ユニットの分岐ガイド路及び接続ガイド路、排紙集積ユニットの受入ガイ
ド路は、記録紙を９０°以上に折り曲げるように湾曲している。つまり、給紙ユニットか
ら各印刷ユニットの記録部までの上流側経路、及び、各印刷ユニットの記録部から排紙集
積ユニットの排紙トレー部までの下流側経路のそれぞれにおいて、記録紙が搬送されると
、当該記録紙は９０°以上に折り曲げられる。例えば、記録紙として厚紙を搬送する場合
は、厚紙の腰の強さによって厚紙の搬送抵抗が大きくなり、記録紙の詰まり（ジャム）が
生じる。また、記録紙として封筒を搬送する場合でも、曲げられたときの封筒の外側部分
が内側部分よりも大きく膨らみ、当該膨らみ部分が搬送抵抗となって、記録紙のジャムが
生じる。このように、上流側経路、及び、下流側経路において、記録紙が９０°以上に折
り曲げられるような角部を有すると、記録紙のジャムが生じやすくなる。なお、各印刷ユ
ニットに対応する給紙ユニットや排紙集積ユニットをそれぞれ個別に設けて、各印刷ユニ
ットに対応する上流側経路及び下流側経路を、記録紙が９０°以上に折り曲げられないよ
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うな経路とすることも可能であるが、その場合、ユーザは各給紙ユニットへ個別に記録紙
をセットしたり、各排紙集積ユニットから印刷済みの記録紙を個別に取り出さなければな
らず、不便である。
【０００５】
　本発明の目的は、複数の記録モジュール及び記録媒体を支持するための共通のトレイを
有していても記録媒体のジャムの発生を抑制することが可能な記録装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の記録装置は、記録媒体を搬送するための経路である第１搬送路と、前記第１搬
送路に沿って搬送される記録媒体に画像を記録するための記録手段とを有する複数の記録
モジュールと、記録媒体を支持するための支持面を有する第１共通トレイと、前記複数の
記録モジュールの前記第１搬送路のそれぞれと前記第１共通トレイとを接続する経路であ
って、記録媒体を搬送するための第２搬送路と、前記複数の記録モジュール、及び、前記
第２搬送路を収容する筐体とを備えている。そして、前記複数の記録モジュールは、それ
ぞれの前記第１搬送路が互いに平行且つ前記第１搬送路と直交する方向において離間する
ように配置されており、前記第１共通トレイと各記録モジュールとの間において搬送され
る記録媒体の最大折り曲げ角度が９０°未満となるように、前記第２搬送路内の経路のな
す角、前記第２搬送路と前記第１共通トレイの前記支持面のなす角、及び、前記第２搬送
路と各第１搬送路のなす角が９０°より大きく１８０°以下に構成されている。前記第１
搬送路において記録媒体が支持される仮想平面を搬送面とした場合に、複数の記録モジュ
ールのうち、前記第１搬送路と交差する方向に隣接して配置される２つの前記記録モジュ
ールは、前記搬送面の面内方向であって記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬送方向
に直交する直交方向に関して同一の位置に配置されており、前記第２搬送路は、前記搬送
面に直交する方向及び前記搬送方向に交差する方向である第１方向に延在する傾斜経路を
含み、前記傾斜経路と前記搬送方向に対向する前記筐体の部分である対向部分の外側面は
、前記第１方向に延在しており、前記第１共通トレイは、前記支持面が前記第１方向と交
差する状態と、前記支持面が内側を向いた状態で前記第１方向に平行な方向を向く状態と
を選択的にとることが可能なように、前記筐体に対して回動可能に取り付けられている。
【０００７】
　これによると、複数の記録モジュールが第１搬送路と直交する方向において離間するよ
うに配列され、各記録モジュールに対応する第１共通トレイを有する記録装置において、
第１共通トレイと各記録モジュールとの間に記録媒体が搬送されても、記録媒体の折り曲
げ角度が９０°以上にならない。このため、第１共通トレイと各記録モジュールとの間に
おける記録媒体の搬送抵抗が小さくなって、記録媒体のジャムの発生を抑制することが可
能となる。また、搬送面の面内方向であって搬送方向と直交する直交方向に関して、複数
の記録モジュールが同じ位置に配置される。このため、各記録モジュールに記録媒体を搬
送しやすくなる。また、傾斜経路で第２搬送路の一部を構成するほうが、鉛直・水平経路
の組み合わせのみで構成するよりも第２搬送路の長さを短くすることが可能となる。また
、このような第２搬送路であれば、第２搬送路と各記録モジュールの接続部の近傍は記録
モジュール間で同一形状となり、第２搬送路を構成する部品を共通化したり、各記録モジ
ュールに用紙を出入りさせるときの駆動制御も共通化しやすい。また、筐体の外側面と傾
斜経路との間の空間を最も小さくできるので、筐体のサイズを小さくすることが可能とな
る。また、記録装置のサイズを小さくすることが可能となる。
【００１２】
　また、本発明において、前記筐体の前記対向部分には、開閉可能なカバーが設けられて
いることが好ましい。これにより、傾斜経路で記録媒体のジャムが生じた際に、当該ジャ
ムした記録媒体を除去しやすくなる。
【００１３】
　また、本発明において、前記第２搬送路は、記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬
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送方向に関して、前記複数の記録モジュールにおけるそれぞれの前記第１搬送路の上流端
と繋がっており、前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する給紙用の
トレイであることが好ましい。これにより、第１共通トレイから各記録モジュールに搬送
される記録媒体において、ジャムの発生を抑制することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明において、前記第２搬送路は、記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬
送方向に関して、前記複数の記録モジュールにおけるそれぞれの前記第１搬送路の下流端
と繋がっており、前記第１共通トレイは、前記第２搬送路から搬送される記録媒体を支持
する排紙用のトレイであることが好ましい。これにより、各記録モジュールから第１共通
トレイに搬送される記録媒体において、ジャムの発生を抑制することが可能となる。
【００１５】
　また、本発明において、前記第２搬送路と接続され、記録媒体を支持するための支持面
を有する第２共通トレイをさらに備えている。そして、前記複数の記録モジュールは、前
記第１方向に関して、前記第２共通トレイから離れるものほど、前記第２共通トレイと前
記第２搬送路との連結部を基準として記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬送方向へ
のずれ量が大きくなるように配置されることが好ましい。これにより、搬送方向に記録モ
ジュールをずらすことによって搬送方向に複数の記録モジュール全体のサイズが大きくな
る分の少なくとも一部は第２共通トレイの存在範囲内に含まれるので、複数の記録モジュ
ール全体が大きくなっても、第２共通トレイも含めた記録装置全体としては搬送方向のサ
イズが大きくならない。このため、記録装置全体としては小型化できる。
【００１６】
　また、本発明の記録装置は、別の観点では、記録媒体を搬送するための経路である第１
搬送路と、前記第１搬送路に沿って搬送される記録媒体に画像を記録するための記録手段
とを有する複数の記録モジュールと、記録媒体を支持するための支持面を有する第１共通
トレイと、前記複数の記録モジュールの前記第１搬送路のそれぞれと前記第１共通トレイ
とを接続する経路であって、記録媒体を搬送するための第２搬送路と、前記第２搬送路と
接続され、記録媒体を支持するための支持面を有する第２共通トレイとを備えている。そ
して、前記複数の記録モジュールは、それぞれの前記第１搬送路が互いに平行且つ前記第
１搬送路と直交する方向において離間するように配置されており、前記第１共通トレイと
各記録モジュールとの間において搬送される記録媒体の最大折り曲げ角度が９０°未満と
なるように、前記第２搬送路内の経路のなす角、前記第２搬送路と前記第１共通トレイの
前記支持面のなす角、及び、前記第２搬送路と各第１搬送路のなす角が９０°より大きく
１８０°以下に構成されている。さらに、前記複数の記録モジュールは、前記第１搬送路
において記録媒体が支持される仮想平面を搬送面とした場合に当該搬送面に直交する方向
及び前記搬送面の面内方向であって記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬送方向に交
差する方向である第１方向に関して、前記第２共通トレイから離れるものほど、前記第２
共通トレイと前記第２搬送路との連結部を基準として前記搬送方向へのずれ量が大きくな
るように配置される。
　これによると、複数の記録モジュールが第１搬送路と直交する方向において離間するよ
うに配列され、各記録モジュールに対応する第１共通トレイを有する記録装置において、
第１共通トレイと各記録モジュールとの間に記録媒体が搬送されても、記録媒体の折り曲
げ角度が９０°以上にならない。このため、第１共通トレイと各記録モジュールとの間に
おける記録媒体の搬送抵抗が小さくなって、記録媒体のジャムの発生を抑制することが可
能となる。また、搬送方向に記録モジュールをずらすことによって搬送方向に複数の記録
モジュール全体のサイズが大きくなる分の少なくとも一部は第２共通トレイの存在範囲内
に含まれるので、複数の記録モジュール全体が大きくなっても、第２共通トレイも含めた
記録装置全体としては搬送方向のサイズが大きくならない。このため、記録装置全体とし
ては小型化できる。
　また、本発明において、前記第２共通トレイ及び前記複数の記録モジュールは、前記搬
送方向において、同じ位置に配置される部分をそれぞれ有していることが好ましい。これ
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により、第２搬送路と繋がる第２共通トレイを有していても、搬送方向に関して、記録装
置を小型化することが可能となる。
【００１７】
　また、本発明において、前記第２共通トレイの前記支持面と前記第２搬送路のなす角が
鋭角に構成されていることが好ましい。これにより、記録装置を小型化できる。
【００１８】
　また、本発明において、前記第２共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する
給紙用のトレイであることが好ましい。これにより、複数のモジュールのそれぞれに別々
に用紙をセットする必要がなく、かつ製品サイズの小さなマルチエンジン高速プリンタを
実現できる。
【００１９】
　また、本発明において、前記複数の記録モジュール、及び、前記第２搬送路を収容する
筐体をさらに備えている。そして、前記第２共通トレイは、前記筐体から着脱可能に構成
されていることが好ましい。これにより、ユーザの記録媒体補給性を向上できる。
【００２０】
　また、本発明において、前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する
給紙用のトレイであり、前記第２共通トレイの前記支持面に支持可能な記録媒体の枚数は
、前記第１共通トレイの前記支持面に支持可能な記録媒体の枚数よりも多いことが好まし
い。これにより、折り曲げてもよいような一般的な記録媒体を第２共通トレイに多く格納
することによりユーザの利便性を向上できる。
【００２１】
　また、本発明において、前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する
給紙用のトレイであり、前記第１共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙す
るための第１給紙ローラと、前記第１給紙ローラの外周面に対向して配置され、前記第１
給紙ローラにより給紙される記録媒体に当接して摩擦力を付与するための摩擦板とを有す
る第１給紙機構と、前記第２共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙するた
めの第２給紙ローラと、前記第２給紙ローラに対向して配置され、前記第２給紙ローラに
より複数の記録媒体が重送された場合に、前記第２給紙ローラが当接する記録媒体以外の
記録媒体を前記第２共通トレイ側へ戻すように駆動される第３ローラとを有する第２給紙
機構とをさらに備えていることが好ましい。これにより、第１及び第２給紙機構による記
録媒体の給紙において、記録媒体の重送を抑制することが可能となる。
【００２２】
　また、本発明において、前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する
給紙用のトレイであり、前記第１共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙す
るための第１給紙機構と、前記第２共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙
するための第２給紙機構とをさらに備えている。そして、前記第１給紙機構による記録媒
体の給紙速度は、前記第２給紙機構による記録媒体の給紙速度よりも遅いことが好ましい
。これにより、第１給紙機構による記録媒体の給紙において、記録媒体の重送を抑制する
ことが可能となる。
【００２３】
　また、本発明において、前記第１共通トレイは、記録媒体を前記第２搬送路に供給する
給紙用のトレイであり、前記第１共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙す
るための第１給紙機構と、前記第２共通トレイの前記支持面に支持される記録媒体を給紙
するための第２給紙機構とをさらに備えている。そして、前記第１給紙機構による記録媒
体の給紙トルクは、前記第２給紙機構による記録媒体の給紙トルクよりも高いことが好ま
しい。これにより、第１給紙機構による記録媒体の給紙を確実に行うことが可能となる。
【００２４】
　また、本発明において、前記第２共通トレイは、前記第２搬送路から搬送される記録媒
体を支持する排紙用のトレイであることが好ましい。これにより、複数のモジュールのそ
れぞれから別々に排紙された用紙を後でまとめる必要がなく、かつ製品サイズの小さなマ
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ルチエンジン高速プリンタを実現できる。
　また、本発明の記録装置は、さらに別の観点では、記録媒体を搬送するための経路であ
る第１搬送路と、前記第１搬送路に沿って搬送される記録媒体に画像を記録するための記
録手段とを有する複数の記録モジュールと、記録媒体を支持するための支持面を有する第
１共通トレイと、前記複数の記録モジュールの前記第１搬送路のそれぞれと前記第１共通
トレイとを接続する経路であって、記録媒体を搬送するための第２搬送路と、前記複数の
記録モジュール、及び、前記第２搬送路を収容する筐体とを備えている。そして、前記複
数の記録モジュールは、それぞれの前記第１搬送路が互いに平行且つ前記第１搬送路と直
交する方向において離間するように配置されており、前記第１共通トレイと各記録モジュ
ールとの間において搬送される記録媒体の最大折り曲げ角度が９０°未満となるように、
前記第２搬送路内の経路のなす角、前記第２搬送路と前記第１共通トレイの前記支持面の
なす角、及び、前記第２搬送路と各第１搬送路のなす角が９０°より大きく１８０°以下
に構成されている。前記第２搬送路は、前記第１搬送路において記録媒体が支持される仮
想平面を搬送面とした場合に当該搬送面に直交する方向及び前記搬送面の面内方向であっ
て記録媒体が前記第１搬送路を搬送される搬送方向に交差する方向である第１方向に延在
する傾斜経路を含み、前記第１共通トレイは、前記支持面が前記第１方向と交差する状態
と、前記支持面が内側を向いた状態で前記第１方向に平行な方向を向く状態とを選択的に
とることが可能なように、前記筐体に対して回動可能に取り付けられている。
　これによると、複数の記録モジュールが第１搬送路と直交する方向において離間するよ
うに配列され、各記録モジュールに対応する第１共通トレイを有する記録装置において、
第１共通トレイと各記録モジュールとの間に記録媒体が搬送されても、記録媒体の折り曲
げ角度が９０°以上にならない。このため、第１共通トレイと各記録モジュールとの間に
おける記録媒体の搬送抵抗が小さくなって、記録媒体のジャムの発生を抑制することが可
能となる。また、傾斜経路で第２搬送路の一部を構成するほうが、鉛直・水平経路の組み
合わせのみで構成するよりも第２搬送路の長さを短くすることが可能となる。また、この
ような第２搬送路であれば、第２搬送路と各記録モジュールの接続部の近傍は記録モジュ
ール間で同一形状となり、第２搬送路を構成する部品を共通化したり、各記録モジュール
に用紙を出入りさせるときの駆動制御も共通化しやすい。また、記録装置のサイズを小さ
くすることが可能となる。
                                                                                
        
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の記録装置によると、複数の記録モジュールが第１搬送路と直交する方向におい
て離間するように配列され、各記録モジュールに対応する第１共通トレイを有する記録装
置において、第１共通トレイと各記録モジュールとの間に記録媒体が搬送されても、記録
媒体の折り曲げ角度が９０°以上にならない。このため、第１共通トレイと各記録モジュ
ールとの間における記録媒体の搬送抵抗が小さくなって、記録媒体のジャムの発生を抑制
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の記録装置の一実施形態によるインクジェットプリンタの内部構造を示す
概略側面図である。
【図２】図１に示すプリンタの要部拡大図である。
【図３】図１に示すプリンタの要部拡大図である。
【図４】図１に示すプリンタの第２給紙トレイ及び第２排紙トレイが収納位置に配置され
ている状況を示す図である。
【図５】図１に示す記録ユニットの平面図である。
【図６】図１に示す記録ユニットの正面図である。
【図７】図１に示す記録ユニットの側面図である。
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【図８】４つの記録ユニットと第１給紙トレイとの配置関係を示す平面図である。
【図９】隣接する２つの記録ユニットの側面図であり、これらの配置形態を説明するため
の図である。
【図１０】隣接する２つの記録ユニットにおいて、図６に示すｙ＝ｙ１位置における外形
を示す断面図であり、これらの配置形態を説明するための図である。
【図１１】図１０に示す２つの記録モジュールにおいて、Δｘ＝０のときの外形を示す断
面図であり、これらの配置形態を説明するための図である。
【図１２】プリンタの電気的構成を示すブロック図である。
【図１３】第１変形例のプリンタの概略図である。
【図１４】第２変形例のプリンタの４つの記録ユニットの配置形態を説明するための図で
ある。
【図１５】第３変形例のプリンタの隣接する２つの記録ユニットの概略平面図である。
【図１６】図１５に示す記録ユニットの概略平面図である。
【図１７】隣接する２つの記録ユニットにおいて、図１５に示すＳ´－Ｓ´断面図（図１
６に示すｙ＝ｙ２位置における外形を示す断面図）である。
【図１８】第４変形例のプリンタの概略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２８】
　先ず、図１を参照し、本発明に係る記録装置の一実施形態としてのインクジェットプリ
ンタ１の全体構成について説明する。
【００２９】
　プリンタ１は、Ｚ字状の断面を有する筐体１ａを有する。筐体１ａの内部空間は、上か
ら順に空間Ａ，Ｂ，Ｃに区分できる。空間Ａには、第１排紙部４と、下流湾曲経路９とが
形成されている。空間Ｃには、第１給紙部３と、上流湾曲経路５とが形成されている。筐
体１ａには、第２給紙トレイ１０と、第２排紙トレイ１１とが設けられている。空間Ｂに
は、第１給紙部３又は第２給紙トレイ１０から第１排紙部４又は第２排紙トレイ１１に向
かう、上流搬送路６、４つの中間搬送路７及び下流搬送路８が形成されている。第１給紙
部３から給紙される用紙Ｐ１は、上流湾曲経路５、上流搬送路６、中間搬送路７、下流搬
送路８及び下流湾曲経路９を通って、第１排紙部４に排紙される。第２給紙トレイ１０か
ら給紙される用紙Ｐ２は、上流搬送路６、中間搬送路７及び下流搬送路８を通って、第２
排紙トレイ１１に排紙される。空間Ｂでは、中間搬送路７において、用紙Ｐ１，Ｐ２への
画像記録が行われる。
【００３０】
　空間Ｂには、４つの記録ユニット５０、搬送部２０、及び、制御部１００等が配置され
ている。各記録ユニット５０は、シリアルタイプのヘッド５１と、中間搬送路７（第１搬
送路）とを含む。また、空間Ｂには、図示しない４つのカートリッジが装着されている。
これらカートリッジには、ブラックインクが貯留されている。各カートリッジは、チュー
ブ及びポンプ（ともに図示せず）を介して対応するヘッド５１と接続され、インクがヘッ
ド５１に供給される。本実施形態においては、モノクロタイプのヘッドが採用されている
が、カラータイプのヘッドが採用されていてもよい。この場合、カートリッジには、カラ
ーインクが貯留されている。
【００３１】
　搬送部２０は、上流ガイド部２１と、下流ガイド部３１とを有する。上流ガイド部２１
は、３つのガイド２２～２４と、４つのガイド２５と、３つの搬送ローラ対２６と、給紙
機構２７と、３つの切換機構２８ａ～２８ｃとを有し、第１給紙部３及び第２給紙トレイ
１０と各記録ユニット５０とを繋ぐ。３つの搬送ローラ対２６は、制御部１００の制御に
よって搬送モータ２６Ｍ（図１２参照）が駆動されることで回転し、用紙Ｐ１，Ｐ２を記
録ユニット５０に向けて搬送する。上流搬送路６は、３つのガイド２２～２４と、４つの
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ガイド２５とによって規定されている。
【００３２】
　下流ガイド部３１は、３つのガイド３２～３４と、４つのガイド３５と、３つの搬送ロ
ーラ対３６と、搬送ローラ対３７と、切換機構３８とを有し、各記録ユニット５０と第１
排紙部４及び第２排紙トレイ１１とを繋ぐ。３つの搬送ローラ対３６及び搬送ローラ対３
７は、制御部１００の制御によって搬送モータ３６Ｍ，３７Ｍ（図１２参照）が駆動され
ることで回転し、用紙Ｐを第１排紙部４又は第２排紙トレイ１１に向けて搬送する。下流
搬送路８は、３つのガイド３２～３４と、４つのガイド３５とによって規定されている。
【００３３】
　空間Ｃに配置された第１給紙部３は、第１給紙トレイ３ａと、給紙機構３ｂとを有する
。第１給紙トレイ（第２共通トレイ）３ａは、筐体１ａに対して副走査方向に沿って着脱
可能に構成されている。これにより、ユーザが第１給紙部３に用紙Ｐ１を補給しやすくな
る。本実施形態における第１給紙トレイ３ａは、例えば、普通紙などの用紙Ｐ１が収容さ
れるものである。第１給紙トレイ３ａは、上方に開口する箱であり、複数の用紙Ｐ１を支
持する支持面３ａ１を有する。このように第１給紙トレイ３ａは、多くの用紙Ｐ１を収容
可能に構成されている。本実施形態においては、第２給紙トレイ１０よりも多くの用紙Ｐ
１を収容することが可能である。
【００３４】
　また、第１給紙トレイ３ａは、筐体１ａに取り付けられた際に、鉛直方向に沿って、す
べての記録ユニット５０と部分的に重なっている（図８参照）。換言すると、第１給紙ト
レイ３ａ及びすべての記録ユニット５０は、副走査方向（搬送方向Ｄ）において、同じ位
置に配置される部分をそれぞれ有している。これにより、第１給紙トレイ３ａとすべての
記録ユニット５０との重なる部分が多いほど、副走査方向に関して、プリンタ１を小型化
することが可能となる。さらに、第１給紙トレイ３ａは、筐体１ａに取り付けられた際に
、主走査方向に関して、支持面３ａ１に支持される用紙Ｐ１の中心が各記録ユニット５０
の中間搬送路７の中心とほぼ同じ位置に配置される。これにより、第１給紙トレイ３ａか
ら各記録ユニット５０に搬送される用紙Ｐ１の主走査方向の中心が、記録ユニット５０に
対して、主走査方向に位置合わせしやすくなる。このため、用紙Ｐ１の主走査方向の幅に
対して、記録ユニット５０の主走査方向の幅に持たせる余裕（位置ズレマージン）を小さ
くでき、製品サイズを最小限に抑えることができる。給紙機構３ｂは、第１給紙トレイ３
ａ内で最も上方にある用紙Ｐ１を上流湾曲経路５に送り出す。
【００３５】
　空間Ａに配置された第１排紙部４は、第１排紙トレイ４ａを有する。第１排紙トレイ（
第２共通トレイ）４ａは、筐体１ａに対して副走査方向に沿って着脱可能に構成されてい
る。第１排紙トレイ４ａは、上方に開口する箱であり、複数の用紙Ｐ１を支持する支持面
４ａ１を有する。このように第１排紙トレイ４ａは、多くの用紙Ｐ１を収容可能に構成さ
れている。本実施形態においては、第２排紙トレイ１１よりも多くの用紙Ｐ１を収容する
ことが可能である。第１排紙トレイ４ａは、筐体１ａに取り付けられた際に、第１給紙ト
レイ３ａと同様に、鉛直方向に沿って、すべての記録ユニット５０と部分的に重なってい
る。換言すると、第１排紙トレイ４ａ及びすべての記録ユニット５０は、副走査方向（搬
送方向Ｄ）において、同じ位置に配置される部分をそれぞれ有している。これにより、第
１排紙トレイ４ａとすべての記録ユニット５０との重なる部分が多いほど、副走査方向に
関して、プリンタ１を小型化することが可能となる。さらに、第１排紙トレイ４ａは、筐
体１ａに取り付けられた際に、主走査方向に関して、支持面４ａ１に支持される用紙Ｐ１
の中心が各記録ユニット５０の中間搬送路７の中心とほぼ同じ位置に配置される。これに
より、各記録ユニット５０からに第１排紙トレイ４ａに排紙される用紙Ｐ１の主走査方向
の中心が、揃いやすくなる。
【００３６】
　ここで、副走査方向とは、後述の搬送ローラ対５２～５４によって搬送される用紙搬送
方向Ｄと平行な方向であり、主走査方向とは、水平面に平行且つ副走査方向に直交する方
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向である。
【００３７】
　次に、制御部１００について説明する。制御部１００は、外部装置（プリンタ１に接続
されたＰＣ等）から供給された記録指令に基づいて、記録動作を制御する。具体的には、
制御部１００は、用紙Ｐの搬送動作、用紙Ｐの搬送に同期したインク吐出動作等を制御す
る。制御部１００は、演算処理装置であるＣＰＵ（Central Processing Unit）に加え、
ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory：不揮発性ＲＡＭを含む）
、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、Ｉ／Ｆ（Interface）、Ｉ／
Ｏ（Input/Output Port）等を有する。ＲＯＭには、ＣＰＵが実行するプログラム、各種
固定データ等が記憶されている。ＲＡＭには、プログラム実行時に必要なデータ（画像デ
ータ等）が一時的に記憶される。ＡＳＩＣは、画像データの書き換え、並び替え等（例え
ば、信号処理や画像処理）を行う。Ｉ／Ｆは、外部装置とのデータ送受信を行う。Ｉ／Ｏ
は、各種センサの検出信号の入力／出力を行う。また、制御部１００は、図１２に示すよ
うに、ヘッド５１、キャリッジモータ５５Ｍ、搬送モータ２６Ｍ，３６Ｍ，３７Ｍ，５２
Ｍ～５４Ｍ、給紙モータ３ｂＭ，２７Ｍ、フィードモータ３ｂｆＭ、リタードモータ３ｂ
ｒＭ、切換モータ２８ａＭ～２８ｃＭ，３８Ｍと接続されている。
【００３８】
　制御部１００は、例えば、複数の用紙Ｐの記録を行う記録指令を外部装置から受信した
場合、当該記録指令に基づいて、第１給紙トレイ３ａ又は第２給紙トレイ１０から用紙Ｐ
を搬送するように、給紙機構３ｂの給紙モータ３ｂＭ又は給紙機構２７の給紙モータ２７
Ｍを駆動するとともに、６つの搬送ローラ対２６，３６の搬送モータ２６Ｍ，３６Ｍを駆
動する。第１給紙トレイ３ａにセットされた用紙Ｐ１を搬送する場合は、外部装置からの
記録指令に含まれるトレイ選択情報に従い、給紙機構３ｂが駆動され第１給紙トレイ３ａ
から用紙Ｐ１が給紙される。一方、第２給紙トレイ１０にセットされた用紙Ｐ２を搬送す
る場合は、外部装置からの記録指令に含まれるトレイ選択情報に従い、給紙機構２７が駆
動され第２給紙トレイ１０から用紙Ｐ２が給紙される。本実施形態においては、第１給紙
トレイ３ａには普通紙などの薄くて腰の弱い用紙、第２給紙トレイ１０には普通紙よりも
腰が強い（厚みの分厚い）用紙（例えば、厚紙、名刺、及び、ハガキなど）が載置されて
いる。
【００３９】
　さらに、用紙Ｐに画像を記録する記録ユニット５０に応じて、３つの切換機構２８ａ～
２８ｃの切換モータ２８ａＭ～２８ｃＭも制御される。つまり、最も上方にある記録ユニ
ット５０で画像記録が行われる際は、３つの切換部２８ａ１，２８ｂ１，２８ｃ１のすべ
てが遮断位置（後述する）に配置される。上から２番目にある記録ユニット５０で画像記
録が行われる際は、切換部２８ａ１，２８ｂ１が遮断位置に配置され、切換部２８ｃ１が
案内位置（後述する）に配置される。上から３番目にある記録ユニット５０で画像記録が
行われる際は、切換部２８ａ１が遮断位置に配置され、切換部２８ｂ１が案内位置に配置
される。上から４番目、すなわち、最も下方にある記録ユニット５０で画像記録が行われ
る際は、切換部２８ａ１が案内位置に配置される。
【００４０】
　搬送されてきた用紙Ｐに画像を記録する際は、対応する記録ユニット５０のヘッド５１
及びキャリッジ５５のキャリッジモータ５５Ｍを駆動するともに、搬送ローラ対５２～５
４（後述する）の搬送モータ５２Ｍ～５４Ｍも駆動する。こうして、搬送ローラ対５２～
５４で搬送される用紙Ｐに画像が記録される。画像が記録された用紙Ｐは、給紙に応じて
、第１排紙部４又は第２排紙トレイ１１に排紙される。つまり、第１給紙トレイ３ａから
用紙Ｐ１が給紙される際は、制御部１００が切換機構３８の切換モータ３８Ｍを駆動し、
後述するように切換部３８ａを第１排紙位置に配置する。このとき、制御部１００は、搬
送ローラ対３７の搬送モータ３７Ｍも駆動する。こうして、第１給紙トレイ３ａから給紙
され、画像が記録された用紙Ｐ１が第１排紙部４に排紙される。第２給紙トレイ１０から
用紙Ｐ２が給紙される際は、制御部１００が切換機構３８の切換モータ３８Ｍを駆動し、
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後述するように切換部３８ａを第２排紙位置に配置する。こうして、第２給紙トレイ１０
から給紙され、画像が記録された用紙Ｐ２が第２排紙トレイ１１に排紙される。
【００４１】
　次に、図２を参照しつつ搬送部２０の上流ガイド部２１について、詳細に説明する。上
流ガイド部２１のガイド２２は、給紙機構３ｂからガイド２３の下端に向かって略円弧形
状に形成されている。つまり、上流湾曲経路５は、第１給紙部３とガイド２３とを接続す
るガイド２２によって規定されている。
【００４２】
　上流搬送路（第２搬送路）６は、上流第１経路６ａ、上流傾斜経路６ｂ、及び、４つの
上流第２経路６ｃによって構成されている。ガイド２３は、図２中右斜め方向、すなわち
方向Ｅ（第１方向）に延在しており、上流傾斜経路６ｂを規定している。つまり、上流傾
斜経路６ｂは、各記録ユニット５０の中間搬送路７に対して交差する方向に延在している
。また、ガイド２３は、副走査方向に沿って、すべての記録ユニット５０と部分的に対向
する位置に配置されている。ガイド２４は、図２中副走査方向に平行に延在しており、ガ
イド２３の下端に接続されている。つまり、上流第１経路６ａは、第２給紙トレイ１０と
ガイド２３とを接続するガイド２４によって規定されており、副走査方向に延在している
。また、ガイド２４は、ガイド２３に対して記録ユニット５０とは反対側に配置されてい
る。
【００４３】
　４つのガイド２５は、図２中副走査方向に平行に延在しガイド２３と中間搬送路７の上
流端とを接続している。つまり、４つの上流第２経路６ｃは、ガイド２３と中間搬送路７
の上流端とを接続するガイド２５のそれぞれによって規定されており、副走査方向に延在
している。４つのガイド２５は、鉛直方向に沿って等間隔に配置されており、ガイド２３
に対してガイド２４とは反対側に配置されている。また、４つのガイド２５のうち最も上
方にあるガイド２５は、ガイド２３の上端に接続されている。また、４つのガイド２５の
うち最も下方にあるガイド２５は、ガイド２４よりも上方においてガイド２３と接続され
ている。
【００４４】
　ガイド２４とガイド２３とがなす角度θ１、及び、各ガイド２５とガイド２３とがなす
角度θ２は、いずれも同じ角度であって鈍角となるように、ガイド２３が傾斜している。
つまり、上流第１経路６ａ及び４つの上流第２経路６ｃはいずれも副走査方向に延在し、
上流傾斜経路６ｂは、これら上流第１経路６ａ及び４つの上流第２経路６ｃに対して、鈍
角となるように傾斜している。ここでいう角度θ２は、ガイド２３（上流傾斜経路６ｂ）
のうち各ガイド２５よりも搬送経路上流側の部分と各ガイド２５（上流第２経路６ｃ）ガ
イド２５とがなす角度である。また、角度θ１は、ガイド２３のガイド２４よりも搬送経
路下流側の部分とガイド２４（上流第１経路６ａ）とがなす角度である。
【００４５】
　また、ガイド２４（上流第１経路６ａ）と第２給紙トレイ１０の支持面１０ａとは直線
状に接続されており、両者がなす角度θ３は、図２に示すように、１８０°である。また
、各ガイド２５（上流第２経路６ｃ）と中間搬送路７とは、直線状に接続されている。つ
まり、上流第２経路６ｃと中間搬送路７とがなす角度θ４も、１８０°である。本実施形
態における角度θ３，θ４は、１８０°であるが、鈍角であってもよい。
【００４６】
　これら角度θ１～θ４が９０°より大きく１８０°以下であることで、第２給紙トレイ
１０から中間搬送路７に用紙Ｐが搬送される際に、各角部（第２給紙トレイ１０と上流第
１経路６ａとの接続部、上流第１経路６ａと上流傾斜経路６ｂとの接続部、上流傾斜経路
６ｂと各上流第２経路６ｃとの接続部、上流第２経路６ｃと中間搬送路７との接続部）に
おいて、当該用紙Ｐの最大折り曲げ角度が９０°未満となる（真っ直ぐな搬送経路にあっ
て曲がっていない用紙のなす角度を１８０°、折り曲げ角度を０°とみなすと、搬送経路
のなす角度と用紙の折り曲げ角度とは補角の関係にあるので、搬送経路のなす角度が９０
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°より大きく１８０°以下のとき用紙の折り曲げ角度は鋭角となる）。さらに、第２給紙
トレイ１０から中間搬送路７に用紙Ｐ２が搬送されても、当該用紙Ｐ２の長さ以内に用紙
Ｐ２を同じ向きに合算して９０°以上に曲げる経路が存在しない。つまり、第２給紙トレ
イ１０から最も下方の記録ユニット５０に用紙Ｐ２が搬送される際に、１の用紙Ｐ２の先
端が上流傾斜経路６ｂと上流第２経路６ｃとの接続部を通過したときに、当該用紙Ｐ２の
途中部位が上流第１経路６ａと上流傾斜経路６ｂとの接続部にあっても、１の用紙Ｐ２は
、各接続部において、互いに反対方向に曲げられる。このため、１の用紙Ｐ２においては
、同じ向きに９０°以上に曲げられない。
【００４７】
　ガイド２３と第１給紙トレイ３ａの支持面３ａ１とがなす角度θ５は、図２に示すよう
に、鋭角である。このようにガイド２３と第１給紙トレイ３ａを構成することで、ガイド
２３と第１給紙トレイ３ａとを鉛直方向に重ねて配置することができる。このため、プリ
ンタ１の小型化が可能となる。なお、第１給紙トレイ３ａから上流傾斜経路６ｂに搬送さ
れる用紙Ｐ１は、９０°以上に曲げられる。しかしながら、第１給紙トレイ３ａは、普通
紙（厚紙などよりも薄く撓みやすい用紙Ｐ１）を収容するためのトレイであるため、当該
用紙Ｐ１が９０°以上に曲げられても用紙搬送には影響しない。
【００４８】
　３つの切換機構２８ａ～２８ｃは、切換部２８ａ１，２８ｂ１，２８ｃ１と、切換モー
タ２８ａＭ，２８ｂＭ，２８ｃＭとを有する。これら切換部２８ａ１，２８ｂ１，２８ｃ
１も、筐体１ａに形成されたピン１ａ４にそれぞれ回動可能に支持されており、制御部１
００の制御により切換モータ２８ａＭ，２８ｂＭ，２８ｃＭが駆動されることで、案内位
置と遮断位置とを選択的にとることができる。案内位置は、図２に示すように、切換部２
８ａ１，２８ｂ１，２８ｃ１の先端がガイド２３に当接する位置である。切換部２８ａ１
が案内位置にあると、上流傾斜経路６ｂの切換部２８ａ１までの経路と最も下方の記録ユ
ニット５０の中間搬送路７に繋がる上流第２経路６ｃとが連通する。切換部２８ｂ１が案
内位置にあると、上流傾斜経路６ｂの切換部２８ｂ１までの経路と上から３番目の記録ユ
ニット５０の中間搬送路７に繋がる上流第２経路６ｃとが連通する。切換部２８ｃ１が案
内位置にあると、上流傾斜経路６ｂの切換部２８ｃ１までの経路と上から２番目の記録ユ
ニット５０の中間搬送路７に繋がる上流第２経路６ｃとが連通する。遮断位置は、図２中
破線で示すように、切換部２８ａ１，２８ｂ１，２８ｃ１の先端がガイド２５に当接する
位置であり、各切換部２８ａ１，２８ｂ１，２８ｃ１と当接する上流第２経路６ｃと上流
傾斜経路６ｂとの連通が遮断される。この場合、上流傾斜経路６ｂと最も上方にある記録
ユニット５０の中間搬送路７に繋がる上流第２経路６ｃとが連通する。
【００４９】
　給紙機構２７（第１給紙機構）は、図２に示すように、第２給紙トレイ１０と上流第１
経路６ａとの接続部に設けられており、給紙ローラ２７ａと、摩擦板２７ｂと、給紙モー
タ２７Ｍ（図１２参照）とを有する。摩擦板２７ｂは、給紙ローラ２７ａと対向する位置
であって給紙ローラ２７ａの下方に配置されている。給紙ローラ２７ａ（第１給紙ローラ
）は、第２給紙トレイ１０に支持された複数の用紙Ｐ２のうち最上層の用紙Ｐ２の上面と
接触する。摩擦板２７ｂは、給紙ローラ２７ａによって搬送される用紙Ｐ２の下面と摺擦
する。給紙ローラ２７ｂは、制御部１００の制御により、図２中反時計回りに回転し、用
紙Ｐ２を上流第１経路６ａに向けて給紙する。摩擦板２７ｂは、コルクやゴムなどの摩擦
係数の高い部材により構成されているのが好ましい。
【００５０】
　この構成において、制御部１００の制御により、給紙ローラ２７ａが回転し、１枚の用
紙Ｐ２を上流第１経路６ａへと搬送する際に、当該１枚の用紙Ｐ２の下面と密着して別の
用紙Ｐ２が搬送されてきても、当該別の用紙Ｐ２は摩擦板２７ｂと当接する。これにより
、当該別の用紙Ｐ２が、摩擦板２７ｂによって搬送されず、重送された複数の用紙Ｐ２の
うち１枚の用紙Ｐ２（給紙ローラ２７ａと当接する用紙Ｐ２）だけが上流第１経路６ａへ
と搬送される。
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【００５１】
　ここで、第１給紙部３の給紙機構３ｂについて、説明する。給紙機構３ｂ（第２給紙機
構）は、図２に示すように、給紙ローラ３ｂ１と、フィードローラ３ｂｆと、リタードロ
ーラ３ｂｒと、給紙モータ３ｂＭ（図１２参照）と、フィードモータ３ｂｆＭ（図１２参
照）と、リタードモータ３ｂｒＭ（図１２参照）とを有する。給紙ローラ３ｂ１とフィー
ドモータ３ｂｆが筐体１ａに設けられ、リタードローラ３ｂｒが第１給紙トレイ３ａに設
けられている。給紙ローラ３ｂ１（第２給紙ローラ）は、第１給紙トレイ３ａの支持面３
ａ１に支持された複数の用紙Ｐ１のうち最上層の用紙Ｐ１と接触可能である。給送ローラ
３ｂ１は、給紙モータ３ｂＭに接続されており、制御部１００の制御により回転し、用紙
Ｐ１を送り出す。
【００５２】
　フィードローラ３ｂｆ（第２給紙ローラ）は、常に、図２において時計周り（正方向）
に回転する。リタードローラ３ｂｒには、トルクリミッタ（不図示）が取り付けられてい
る。リタードローラ３ｂｒ（第３ローラ）は、フィードローラ３ｂｆとの間に１の用紙Ｐ
１を挟持した場合は、フィードローラ３ｂｆに従動して回転することにより、図２におい
て反時計周り（正方向）に回転する。リタードローラ３ｂｒは、フィードローラ３ｂｆと
の間に複数の用紙Ｐ１を挟持した場合は、図２において時計周り（逆方向）に回転する。
フィードローラ３ｂｆ及びリタードローラ３ｂｒはそれぞれ、フィードモータ３ｂｆＭ及
びリタードモータ３ｂｒＭに接続されており、制御部１００の制御により回転する。これ
により、給送ローラ３ｂ１からフィードローラ３ｂｆに向けて複数の用紙Ｐ１が送られて
きても、フィードローラ３ｂｆとリタードローラ３ｂｒによって、複数の用紙Ｐ１のうち
最上層の用紙Ｐ１を当該最上層の用紙Ｐ１以外の用紙Ｐ１と分離して、上流湾曲経路５に
給紙される。
【００５３】
　制御部１００によって駆動される給紙モータ２７Ｍの回転速度は、フィードモータ３ｂ
ｆＭの回転速度よりも遅く、回転トルクが大きい。つまり、給紙機構２７による用紙Ｐ２
の給紙速度は、給紙機構３ｂによる用紙Ｐ１の給紙速度よりも遅い。これにより、給紙機
構２７による用紙Ｐ２の給紙において、用紙Ｐ２の重送を抑制することが可能となる。さ
らに、給紙機構２７による用紙Ｐ２の給紙トルクは、給紙機構３ｂによる用紙Ｐ１の給紙
トルクよりも高い。これにより、給紙機構２７による用紙Ｐ２の給紙を確実に行うことが
可能となる。
【００５４】
　次に、図３を参照しつつ搬送部２０の下流ガイド部３１について、詳細に説明する。下
流ガイド部３１のガイド３２は、ガイド３３の上端から第１排紙部４に向かって略円弧形
状に形成されている。つまり、下流湾曲経路９は、第１排紙部４とガイド３３とを接続す
るガイド３２によって規定されている。
【００５５】
　下流搬送路（第２搬送路）８は、４つの下流第１経路８ａ、下流傾斜経路８ｂ、及び、
下流第２経路８ｃによって構成されている。４つのガイド３５は、図３中副走査方向に平
行に延在しガイド３３と中間搬送路７の下流端とを接続している。つまり、４つの下流第
１経路８ａは、ガイド３３と中間搬送路７の下流端とを接続するガイド３５のそれぞれに
よって規定されており、副走査方向に延在している。４つのガイド３５は、ガイド２５と
同様に、鉛直方向に沿って等間隔に配置されており、ガイド３３に対してガイド３４とは
反対側に配置されている。また、４つのガイド３５のうち最も上方にあるガイド３５は、
ガイド３３の上端に接続されている。また、４つのガイド３５のうち最も下方にあるガイ
ド３５は、ガイド３３の下端に接続されている。
【００５６】
　ガイド３３は、図３中右斜め方向の方向Ｅ（第１方向）に延在しており、下流傾斜経路
８ｂを規定している。つまり、下流傾斜経路８ｂは、上流傾斜経路６ｂと同様に、各記録
ユニット５０の中間搬送路７に対して交差する方向に延在している。また、ガイド３３は
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、副走査方向に沿って、すべての記録ユニット５０と部分的に対向する位置に配置されて
いる。ガイド３４は、図４中副走査方向に平行に延在しており、ガイド３３に接続されて
いる。つまり、下流第２経路８ｃは、第２排紙トレイ１１とガイド３３とを接続するガイ
ド３４によって規定されており、副走査方向に延在している。また、ガイド３４は、ガイ
ド３３に対して記録ユニット５０とは反対側に配置されている。
【００５７】
　ガイド３４とガイド３３とがなす角度θ６、及び、各ガイド３５とガイド３３とがなす
角度θ７は、いずれも同じ角度であって鈍角となるように、ガイド３３が傾斜している。
つまり、４つの下流第１経路８ａ及び下流第２経路８ｃはいずれも副走査方向に延在し、
下流傾斜経路８ｂは、これら４つの下流第１経路８ａ及び下流第２経路８ｃに対して、鈍
角となるように傾斜している。ここでいう角度θ７は、ガイド３３（下流傾斜経路８ｂ）
のうち各ガイド３５よりも搬送経路下流側の部分と各ガイド３５（下流第１経路８ａ）と
がなす角度である。また、ガイド３４（下流第２経路８ｃ）とガイド３３（下流傾斜経路
８ｂ）とがなす角度θ６は、ガイド３３のガイド３４よりも搬送経路上流側の部分となす
角度である。
【００５８】
　また、ガイド３４（下流第２経路８ｃ）と第２排紙トレイ１１の支持面１１ａとは直線
状に接続されており、両者がなす角度θ８も、図３に示すように、１８０°である。また
、各ガイド３５（下流第１経路８ａ）と中間搬送路７とは、直線状に接続されている。つ
まり、下流第１経路８ａと中間搬送路７とがなす角度θ９も、１８０°である。本実施形
態における角度θ８，θ９は、１８０°であるが、鈍角であってもよい。
【００５９】
　これら角度θ６～θ９が９０°よりも大きく１８０°以下であることで、中間搬送路７
から第２排紙トレイ１１に用紙Ｐが搬送される際に、各角部（中間搬送路７と下流第１経
路８ａとの接続部、各下流第１経路８ａと下流傾斜経路８ｂとの接続部と、下流傾斜経路
８ｂと下流第２経路８ｃとの接続部、下流第２経路８ｃと第２排紙トレイ１１との接続部
）において、当該用紙Ｐの最大折り曲げ角度が、上述と同様に９０°未満となる。さらに
、中間搬送路７から第２排紙トレイ１１に用紙Ｐ２が搬送されても、当該用紙Ｐ２の長さ
以内に用紙Ｐ２を同じ向きに合算して９０°以上に曲げる経路が存在しない。つまり、最
も下方の記録ユニット５０の中間搬送路７から第２排紙トレイ１１に用紙Ｐ２が搬送され
る際に、１の用紙Ｐ２の先端が下流傾斜経路８ｂと下流第２経路８ｃとの接続部を通過し
たときに、当該用紙Ｐ２の途中部位が下流第１経路８ａと下流傾斜経路８ｂとの接続部に
あっても、１の用紙Ｐ２は、各接続部において、互いに反対方向に曲げられる。このため
、１の用紙Ｐ２においては、同じ向きに９０°以上に曲げられない。
【００６０】
　ガイド３３と第１排紙トレイ４ａの支持面４ａ１とがなす角度θ１０は、図３に示すよ
うに、鋭角である。このようにガイド３３と第１排紙トレイ４ａを構成することで、ガイ
ド３３と第１排紙トレイ４ａとを鉛直方向に重ねて配置することができる。このため、プ
リンタ１の小型化が可能となる。なお、下流傾斜経路８ｂから第１排紙トレイ４ａに排紙
される用紙Ｐ１は、９０°以上に曲げられる。しかしながら、第１排紙トレイ４ａに配置
される用紙Ｐ１は、普通紙（厚紙などよりも薄く撓みやすい用紙Ｐ１）であるため、当該
用紙Ｐ１が９０°以上に曲げられても用紙搬送には影響しない。
【００６１】
　切換機構３８は、切換部３８ａと、切換部３８ａを回動させる切換モータ３８Ｍ（図１
２参照）とを有する。切換部３８ａは、筐体１ａに形成されたピン１ａ７に回動可能に支
持されており、制御部１００の制御により切換モータ３８Ｍが駆動されることで、第１排
紙位置と第２排紙位置とを選択的にとることができる。第１排紙位置は、図３に示すよう
に、切換部３８ａの先端がガイド３４に当接し、下流傾斜経路８ｂと下流第２経路８ｃと
の連通を遮断し、下流傾斜経路８ｂと下流湾曲経路９とを連通させる位置である。このた
め、第１給紙トレイ３ａから用紙Ｐ１が給紙される際は、制御部１００の制御により、切
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換モータ３８Ｍが駆動され、切換部３８ａが第１排紙位置に配置される。第２排紙位置は
、図３中破線で示すように、切換部３８ａの先端がガイド３２に当接し、下流傾斜経路８
ｂと下流湾曲経路９との連通を遮断し、下流傾斜経路８ｂと下流第２経路８ｃとを連通さ
せる位置である。このため、第２給紙トレイ１０から用紙Ｐ２が給紙される際は、制御部
１００の制御により、切換モータ３８Ｍが駆動され、切換部３８ａが第２排紙位置に配置
される。
【００６２】
　筐体１ａは、図２及び図３に示すように、上流カバー１ａ１と下流カバー１ａ５とを有
する。この上流カバー１ａ１は、筐体１ａのガイド２３と副走査方向（搬送方向Ｄ）と対
向する対向部分に設けられている。上流カバー１ａ１は、筐体１ａに形成されたピン１ａ
２によって筐体１ａに対して回動可能に支持されており、ユーザの操作によって図２に示
す閉鎖位置と、図１中二点鎖線で示す開放位置とをとることができる。上流カバー１ａ１
には、ガイド２４の一部（図２中上側部分）とガイド２３の一部（図２中左側部分）が固
定されている。閉鎖位置では、ガイド２３，２４によって上流第１経路６ａ及び上流傾斜
経路６ｂが規定される。このとき、上流カバー１ａ１の外側面１ａ１ａが上流傾斜経路６
ｂの延在方向Ｅと同方向に延在している。このため、筐体１ａの外側面１ａ１ａと上流傾
斜経路６ｂとの間の空間を最も小さくすることができるので、筐体１ａのサイズを小さく
することが可能となる。開放位置では、ガイド２３，２４によって規定される上流第１経
路６ａ及び上流傾斜経路６ｂが外部に開放される。このため、上流搬送路６においてジャ
ムした用紙Ｐを除去しやすくなる。
【００６３】
　下流カバー１ａ５は、筐体１ａのガイド３３と副走査方向（搬送方向Ｄ）と対向する対
向部分に設けられている。下流カバー１ａ５は、筐体１ａに形成されたピン１ａ６によっ
て筐体１ａに対して回動可能に支持されており、ユーザの操作によって図３に示す閉鎖位
置と、図１中二点鎖線で示す開放位置とをとることができる。下流カバー１ａ５には、ガ
イド３４の一部（図３中下側部分）とガイド３３の一部（図３中右側部分）が固定されて
いる。閉鎖位置では、ガイド３３，３４によって下流傾斜経路８ｂ及び下流第２経路８ｃ
が規定される。このとき、下流バー１ａ５の外側面１ａ１ｂが下流傾斜経路８ｂの延在方
向Ｅと同方向に延在している。このため、筐体１ａの外側面１ａ１ｂと下流傾斜経路８ｂ
との間の空間を最も小さくすることができるので、筐体１ａのサイズを小さくすることが
可能となる。開放位置では、ガイド３３，３４によって規定される下流傾斜経路８ｂ及び
下流第２経路８ｃが外部に開放される。このため、下流搬送路８においてジャムした用紙
Ｐを除去しやすくなる。
【００６４】
　第２給紙トレイ１０（第１共通トレイ）は、図１に示すように、用紙Ｐ２を支持する支
持面１０ａを有する板状部材である。第２給紙トレイ１０は、筐体１ａに形成されたピン
１ａ８によって筐体１ａに対して回動可能に支持されており、ユーザの操作によって、図
１に示す給紙位置と、図４に示す収納位置とをとることができる。給紙位置では、図１に
示すように、支持面１０ａが副走査方向と略平行となり、第２給紙トレイ１０の支持面１
０ａに用紙Ｐ２を載置することが可能である。収納位置では、図４に示すように、支持面
１０ａが外側面１ａ１ａと対向した状態（内側を向いた状態）で外側面１ａ１ａと平行な
方向を向く。このように第２給紙トレイ１０を折り畳むことが可能であるため、プリンタ
１のサイズを小さくすることが可能となる。
【００６５】
　第２排紙トレイ１１（第１共通トレイ）も、図１に示すように、用紙Ｐ２を支持する支
持面１１ａを有する板状部材である。第２排紙トレイ１１は、筐体１ａに形成されたピン
１ａ９によって筐体１ａに対して回動可能に支持されており、ユーザの操作によって、図
１に示す排紙位置と、図４に示す収納位置とをとることができる。排紙位置では、図１に
示すように、支持面１１ａが副走査方向と略平行となり、排紙された用紙Ｐ２を支持面１
１ａで支持することが可能である。収納位置では、図４に示すように、第２排紙トレイ１



(17) JP 6368987 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

１が外側面１ａ１ｂと対向した状態で支持面１１ａが外側面１ａ１ｂと平行な方向を向く
。このように第２排紙トレイ１１を折り畳むことが可能であるため、プリンタ１のサイズ
を小さくすることが可能となる。
【００６６】
　次に、４つの記録ユニット５０について、図５～図７を参照しつつ以下に説明する。４
つの記録ユニット５０は、いずれも同じ構成であるため、１つの記録ユニット５０につい
て説明する。記録ユニット５０は、ヘッド５１と、３つの搬送ローラ対５２～５３と、プ
ラテン５４と、キャリッジ５５と、一対のフランジ５６と、移動機構６０とを有する。ヘ
ッド５１は、略直方体形状を有し、その上面がキャリッジ５５によって支持されている。
ヘッド５１の下面は、多数の吐出口が開口した吐出面５１ａである。記録に際して、吐出
面５１ａからブラックインクが吐出される。ヘッド５１は、キャリッジ５５及び移動機構
６０を介して筐体１ａに支持されており、吐出面５１ａがプラテン５４との間に記録に適
した所定の間隙が形成されている。
【００６７】
　一対のフランジ５６は、図５及び図７に示すように、互いに平行に延在し、一定の間隔
で離隔して配置されている。一対のフランジ５６は、プラテン５４を支持するとともに、
３つの搬送ローラ対５２～５４を回転可能に支持する。プラテン５４は、ヘッド５１の吐
出面５１ａと対向する位置に配置されている。プラテン５４は、平坦な搬送面５４ａを有
しており、用紙Ｐを下方から支持するとともに、吐出面５１ａとの間に記録領域（中間搬
送路７の一部）を構成する。３つの搬送ローラ対５２～５４は、互いに平行に配置され、
ローラ対と直交する方向に用紙Ｐを搬送する。この用紙Ｐが搬送される方向を搬送方向Ｄ
（副走査方向）とする。搬送ローラ対５２は、プラテン５４の上流に配置されている。２
つの搬送ローラ対５３，５４は、プラテン５４の下流に配置されている。２つの搬送ロー
ラ対５３，５４の上方にあるローラは、図５に示すように、複数の拍車を有する拍車ロー
ラである。これにより、用紙Ｐに形成された画像が搬送ローラ対５３，５４によって乱れ
にくくなる。３つの搬送ローラ対５２～５４は、制御部１００の制御によって搬送モータ
５２Ｍ～５４Ｍ（図１２参照）が駆動されることで回転し、用紙Ｐを搬送方向Ｄに沿って
搬送する。各搬送ローラ対５２～５４のローラ間と、ヘッド５１の吐出面５１ａ及びプラ
テン５４間とによって、中間搬送路７が規定されている。この中間搬送路７は、本実施形
態においては、副走査方向に平行に延在している。なお、中間搬送路７は、部分的に湾曲
していてもよく、４つの記録ユニット５０の中間搬送路７の少なくとも一部（例えば、記
録領域）が互いに平行になるように配置されておればよい。
【００６８】
　移動機構６０は、一対のガイド６１，６２と、２つのプーリ６３，６４と、ベルト６５
と、キャリッジモータ５５Ｍとを有する。一対のガイド６１，６２は、図５及び図７に示
すように、矩形平面形状を有し、ヘッド５１の上部を挟むように、副走査方向に互いに離
隔して配置されている。また、一対のガイド６１，６２は、キャリッジ５５の副走査方向
の両端を主走査方向にスライド可能に支持する。２つのプーリ６３，６４は、ガイド６２
の主走査方向の両端に回転可能に支持されている。また、こられプーリ６３，６４は、同
径であり、副走査方向に関して同じ位置に配置されている。ベルト６５は、２つのプーリ
６３，６４に架け渡されたエンドレスベルトであり、プーリ６３の回転に伴って走行する
。ベルト６５の一部は、キャリッジ５５に取り付けられている。キャリッジモータ５５Ｍ
は、ガイド６２の下面に固定されている。キャリッジモータ５５Ｍは、鉛直方向に長尺な
円柱形状を有する。キャリッジモータ５５Ｍの回転軸は、プーリ６３に取り付けられてい
る。
【００６９】
　この構成において、制御部１００の制御によりプーリ６３が正逆回転されるようにキャ
リッジモータ５５Ｍを駆動することで、キャリッジ５５とともにヘッド５１が主走査方向
に往復移動する。このときに、制御部１００がヘッド５１を制御し吐出面５１ａから所望
タイミングでインクを吐出させることで、搬送されてきた用紙Ｐに画像を記録することが



(18) JP 6368987 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

できる。これらヘッド５１、キャリッジ５５及び移動機構６０により、用紙Ｐに画像を記
録するための記録手段が構成されている。なお、プーリ６４は、従動プーリであり、ベル
ト６５の走行にともなって回転する。
【００７０】
　４つの記録ユニット５０は実質的に同一の外形を有している。後述するように、いずれ
かの記録部に他の記録部にない部品や異なる形状の部品が取り付けられていたりする場合
も考えられるが、本発明においては異なる形状であっても、これら記録部のうち形状が共
通の部分、およびそれらの部分に囲まれて外形に影響を与えない部分を本発明の記録モジ
ュールと呼ぶ。そして、形状が異なる部分は、各記録モジュールにさらにそれぞれ別の部
品がとりつけられて記録ユニット５０が構成されているものとして扱う。したがって各記
録モジュールの外形は同一とみなせる。なお、本発明の記録モジュールはヘッド５１及び
キャリッジ５５のキャリッジモータ５５Ｍなどの画像の記録に貢献する部分を少なくとも
有していることが望ましく、さらに、４つの記録ユニット５０が同一の構成及び外形であ
れば、記録モジュールと記録ユニット５０は同一とみなせる。記録モジュールと記録ユニ
ット５０が同一であり、記録モジュールのみで画像を記録する機能を有している場合には
、他のプリンタに使用されている記録モジュールを複数流用して本発明を構成することが
可能となるため、記録モジュールのコストなどを低く抑えることが可能となる。
【００７１】
　各記録ユニット５０は同一形状であるから、各々の間に対応する同一形状部があり、隣
接する記録ユニット５０の間で、これら同一形状部同士を結ぶ直線に沿った方向が、配列
方向Ｇである。換言すると、ある記録ユニット５０を三次元的に方向Ｇに平行移動させた
位置に隣接する記録ユニット５０が配置されている。４つの記録ユニット５０の隣接する
組み合わせは３組あり、配列方向Ｇはこれら３組にそれぞれ定義可能であり、これらは互
いに異なっていても構わないが、本実施形態では簡単のために、いずれの方向も方向Ｇと
同一、すなわち４つの記録ユニット５０の同一形状部は一直線上に並んでいる場合を示し
ている。なお、本実施形態では方向Ｇは搬送経路の傾斜方向である方向Ｅと平行な場合に
ついて説明している。
【００７２】
　４つの記録ユニット５０の配列方向は、図１に示すように、上流及び下流傾斜経路６ｂ
，８ｂの延在方向Ｅと同方向である。つまり、４つの記録ユニット５０は、第１給紙トレ
イ３ａから上方に離れるものほど、当該第１給紙トレイ３ａと上流搬送路６との連結部を
基準として、搬送方向Ｄへのずれ量が大きくなるように配置されている。換言すると、４
つの記録ユニット５０は、第１排紙トレイ４ａから下方に離れるものほど、当該第１排紙
トレイ４ａと下流搬送路８との連結部を基準として、搬送方向Ｄへのずれ量が大きくなる
ように配置されている。これにより、搬送方向Ｄに記録ユニット５０をずらすことによっ
て搬送方向Ｄに複数の記録ユニット５０全体のサイズが大きくなる分の少なくとも一部は
第１給紙トレイ３ａ又は第１排紙トレイ４ａの存在範囲内に含まれるので、複数の記録ユ
ニット５０全体が大きくなっても、第１給紙トレイ３ａ又は第１排紙トレイ４ａも含めた
プリンタ１全体としては搬送方向Ｄのサイズが大きくならず、鉛直方向に小型化が可能で
ある。この結果、プリンタ１を小型化することが可能となる。また、図８に示すように、
これら４つの記録ユニット５０は、主走査方向に関して同じ位置に配置されている。換言
すると、方向Ｇの搬送面５４ａと平行な方向の成分（これを方向ｘとする）は搬送方向Ｄ
と同じ方向である。方向ｘは方向Ｇの搬送面への正射影の方向であり、本実施例では方向
ｘは搬送方向Ｄと一致している、と言ってもよい。これら４つの記録ユニット５０は規則
的に配列されているため、方向Ｇに隣接する２つの記録ユニット５０について、その配置
形態を図９～図１１を参照しつつ説明する。
【００７３】
　図９に示すように、上の記録ユニット５０と下の記録ユニット５０は、互いにプラテン
５４の搬送面５４ａが平行となるように配置されている。換言すると、各記録ユニット５
０における、図９中二点鎖線で示す中間搬送路７（搬送面５４ａと平行且つ同一平面上に
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あり、用紙Ｐを支持するための仮想平面で示される経路）が互いに平行となるように、２
つの記録ユニット５０が配置されている。
【００７４】
　図１０は、キャリッジモータ５５Ｍの中心を通る、搬送面５４ａと直交し方向Ｇと平行
な面における記録ユニット５０の断面図である。具体的には、図６のｙ＝ｙ１における断
面図である。２つの記録ユニット５０の鉛直方向の全体長さＬ３が、２つの記録ユニット
５０のそれぞれの鉛直方向の全体長さＬ１の和よりも小さく、且つ、鉛直方向と直交する
方向ｘに関して、２つの記録ユニット５０の全体長さＬ４が、２つの記録ユニット５０の
それぞれの全体長さＬ２の和よりも小さくなるように、２つの記録ユニット５０が配列さ
れている。さらに、２つの記録ユニット５０は、長さＬ４が長さＬ２よりも大きくなるよ
うに、配列されている。なお、このような断面は主走査方向に無数に考えられ、上記の長
さＬ１～Ｌ４はそれぞれの断面に対し個別に定義されるが、これらの断面のうち上記の関
係が成り立つような断面が１つでもあればよい。このような断面を１つでも有する記録モ
ジュールであれば、上記のように配置した場合の方が鉛直方向について複数の記録ユニッ
ト５０全体の長さが小さくなる。なお、本実施形態においては方向Ｇが主走査方向と直交
しているため、方向Ｇを搬送面に投影した方向である方向ｘは、搬送方向Ｄと一致した方
向となっている。
【００７５】
　本実施形態においては、上の記録ユニット５０は、下の記録ユニット５０よりも方向ｘ
すなわち搬送方向Ｄに所定量Δｘだけずれ、且つ、鉛直方向に近接して配置されている。
より詳細には、上の記録ユニット５０のキャリッジモータ５５Ｍが、図５に示す仮想領域
Ｆと鉛直方向に重なる位置に配置されている。この仮想領域Ｆは、下の記録ユニット５０
の構成要素が設けられていない空間にあって、当該記録ユニット５０の搬送ローラ対５４
と主走査方向に沿って重なり、キャリッジモータ５５Ｍと副走査方向に沿って重なる領域
である。下の記録ユニット５０の仮想領域Ｆと、上の記録ユニット５０のキャリッジモー
タ５５Ｍとを鉛直方向に重ねることで、両記録ユニット５０を鉛直方向に近づけることが
できる。これにより、図１０に示すように、キャリッジモータ５５Ｍを通るような断面に
おいて、上述のように、長さＬ３が、長さＬ１の２倍よりも小さく、長さＬ４が長さＬ２
の２倍よりも小さく、長さＬ４が長さＬ２よりも大きくなる条件を満たす。
【００７６】
　各記録ユニット５０は、鉛直方向に関して、最も長い長尺部を有する。この長尺部は、
本実施形態においては、キャリッジモータ５５Ｍと、ガイド６２と、プーリ６３とで構成
されている。そして、図９に示すように、２つの記録ユニット５０は、当該２つの記録ユ
ニット５０の搬送面５４ａ間の鉛直方向の長さＬ６が、１つの記録ユニット５０の長尺部
の鉛直方向の長さＬ５よりも小さくなるように、配置されている。これにより、各記録ユ
ニット５０が長尺部を有していても、鉛直方向に関して、プリンタ１を容易に小型化する
ことができる。
【００７７】
　このような配置について、またこのような配置が可能であるような記録モジュールの形
状が満たす条件についてさらに詳しく述べると、図１０に示すように、下の記録ユニット
５０の中間搬送路７（搬送面５４ａと平行且つ同一平面上にある仮想平面）に記録ユニッ
トの配列方向である方向Ｇを投影した方向である方向ｘをｘ軸、搬送面５４ａ内でｘ軸と
直交する方向をｙ軸とし、記録ユニット５０の左端をｘ＝０、右端をｘ＝Ｌ４とする。当
該中間搬送路７よりも上側部分の厚さをｆ（ｘ，ｙ）、下側部分の厚さをｇ（ｘ，ｙ）と
して、位置ｘと位置ｙの関数で表現できる。図１０ではｙ＝ｙ１である。記録ユニット５
０の上面が中間搬送路７より下側にあるときｆ＜０、記録ユニット５０の下面が中間搬送
路７より上側にあるときにｇ＜０、また記録ユニット５０が存在しない所ではｆ＝ｇ＝０
とみなせば、ｆ、ｇはｘ、ｙの全域で定義できる。このとき上の記録ユニット５０は、方
向ｘに所定量Δｘだけずれているので、中間搬送路７よりも上側部分の厚さがｆ（ｘ－Δ
ｘ，ｙ１）、下側部分の厚さがｇ（ｘ－Δｘ，ｙ１）と表せる。厚さが最大である位置（
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この位置でｘ＝ｘ１とする。
【００７８】
　図１１は、Δｘ＝０とした場合のｙ＝ｙ１断面での断面図である。この場合は、隣接す
る記録ユニット５０がｘ＝ｘ１の位置で接触してしまうので、この位置での最大厚さＬ５
＝ｆ（ｘ１，ｙ１）＋ｇ（ｘ１，ｙ１）よりも記録ユニット５０同士を近づけることがで
きない。すなわち、隣接する２つの記録ユニット５０の搬送面５４ａ間の距離Ｌ６は、Δ
ｘ＝０のときはＬ６≧Ｌ５に制限される。
【００７９】
　ここで、記録ユニット５０をｘ軸の方向に０＜Δｘ＜Ｌ４の範囲でずらしていくと、隣
接する２つの記録ユニット５０の搬送面５４ａ間の距離Ｌ６は、ｆ（ｘ，ｙ１）＋ｇ（ｘ
－Δｘ，ｙ１）の最小値以上に制限される。そして、ｘの全域においてｆ（ｘ，ｙ１）＋
ｇ（ｘ－Δｘ，ｙ１）＜Ｌ５となるようなΔｘが存在するような形状の記録ユニット５０
であれば、そのようなΔｘだけ記録ユニット５０をｘ軸方向（本実施例では搬送方向）に
ずらして重ねることで、Ｌ６＜Ｌ５となるように配置することが可能なのである。このよ
うなΔｘはどのような形状の記録モジュールに対しても必ず存在するわけではないが、ｆ
（ｘ，ｙ）やｇ（ｘ，ｙ）が平坦でないような形状のときは大半の場合にこのようなΔｘ
が存在し、またこのようなΔｘが存在するような記録モジュールの形状は図１０の例の他
にも無数に存在する。
【００８０】
　図１１に示すように、上の記録ユニット５０を下の記録ユニット５０と、搬送面５４ａ
と平行な仮想平面上の同じ位置に配置し、且つ、鉛直方向に関してこれら２つの記録ユニ
ット５０を相互に当接する位置（上の記録ユニット５０の下端（キャリッジモータ５５Ｍ
）を下の記録ユニット５０の上端に当接する位置。この位置でｙ＝ｙ１とする。図１１は
ｙ＝ｙ１断面での断面図である）に配置した場合の、ｙ＝ｙ１断面における当該２つの記
録ユニット５０の鉛直方向の全体の長さをＬ７とすると、本実施形態における２つの記録
ユニット５０の全体長さＬ３（図１０参照）は、長さＬ７よりも小さい。これは、Ｌ３＝
Ｌ６＋（ｆ（ｘ，ｙ１）の最大値）＋（ｇ（ｘ，ｙ１）の最大値）＝Ｌ６＋Ｌ１であり、
Ｌ７＝（ｆ（ｘ，ｙ１）の最大値）＋Ｌ５＋（ｇ（ｘ，ｙ１）の最大値）＝Ｌ５＋Ｌ１で
あるから、上述のＬ６＜Ｌ５となる場合にＬ３＜Ｌ７であることがわかる。つまり、搬送
面５４ａに平行な方向に記録ユニット５０をずらすことで搬送面５４ａの距離を記録ユニ
ット５０の最大厚部分の厚さ以下に近づけることと、搬送面５４ａに平行な方向に記録ユ
ニット５０をずらすことで全体の厚さをずらさない場合よりも小さく収めることとは同義
である。なお、上記の長さＬ７もそれぞれの断面に対し個別に定義されるが、これらの断
面のうち上記の関係が成り立つような断面を１つでも有する記録ユニット５０であれば、
上記のように配置した場合の方が鉛直方向について複数の記録ユニット５０全体の長さが
小さくなる。長さＬ６および長さＬ５は断面のとりかたによらず定義される量である。
【００８１】
　以上に述べたように、本実施形態のプリンタ１によると、４つの記録ユニット５０が方
向Ｇに配列され、各記録ユニット５０に対応する第２給紙トレイ１０又は第２排紙トレイ
１１（第１共通トレイ）を有するプリンタ１において、第２給紙トレイ１０又は第２排紙
トレイ１１と各記録ユニット５０との間に用紙Ｐ２が搬送されても、用紙Ｐ２の折り曲げ
角度が９０°以上にならない。このため、第２給紙トレイ１０又は第２排紙トレイ１１と
各記録ユニット５０との間における用紙Ｐ２の搬送抵抗が小さくなって、用紙Ｐ２のジャ
ムや、上流搬送路６及び下流搬送路８を規定するガイド等以外の部品と擦過することによ
る用紙Ｐ２の汚れや傷、また記録領域での用紙浮きに起因する画質低下の発生を抑制する
ことが可能となる。
【００８２】
　４つの記録ユニット５０は、主走査方向に関して同じ位置に配置されている。これによ
り、各記録ユニット５０が主走査方向に関してずれて配置されているものと比して、用紙
Ｐが搬送しやすくなる。
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【００８３】
　上流搬送路６及び下流搬送路８は、上流傾斜経路６ｂ及び下流傾斜経路８ｂを含む。こ
れにより、各記録ユニット５０の同じ部位を結ぶ直線（方向Ｇに平行な直線）に沿った方
向が各記録ユニット５０を接続する搬送路の距離を最短にする方向となる。このため、上
流傾斜経路６ｂで上流搬送路６、及び、下流傾斜経路８ｂで下流搬送路８の一部を構成す
るほうが、鉛直・水平経路の組み合わせのみで構成するよりも上流及び下流搬送路６，８
の長さを短くすることが可能となる。また、このような上流及び下流搬送路６，８であれ
ば、上流及び下流搬送路６，８と各記録ユニット５０の接続部の近傍は記録ユニット５０
間で同一形状となり、上流及び下流搬送路６，８を構成する部品を共通化したり、各記録
ユニット５０に用紙Ｐを出入りさせるときの駆動制御も共通化しやすい。
【００８４】
　各記録ユニット５０の共通の給紙トレイとなる第２給紙トレイ１０、及び、当該第２給
紙トレイ１０と各記録ユニット５０とを結ぶ上流搬送路６を有していることで、第２給紙
トレイ１０から各記録ユニット５０に搬送される用紙Ｐ２において、ジャムの発生を抑制
することが可能となる。各記録ユニット５０の共通の排紙トレイとなる第２排紙トレイ１
１、及び、各記録ユニット５０と第２排紙トレイ１１とを結ぶ下流搬送路８を有している
ことで、各記録ユニット５０から第２排紙トレイ１１に搬送される用紙Ｐ２において、ジ
ャムの発生を抑制することが可能となる。
【００８５】
　また、プリンタ１は、上流搬送路６に繋がった各記録ユニット５０の共通の給紙トレイ
となる第１給紙トレイ３ａを有している。これにより、４つの記録ユニット５０のそれぞ
れに別々の用紙Ｐ１をセットする必要がなく、且つ製品サイズの小さなマルチエンジン高
速プリンタの実現が可能となる。さらに、第１給紙トレイ３ａは、第２給紙トレイ１０よ
りも多くの用紙を支持することが可能である。折り曲げてもよいような普通紙（一般的な
記録媒体）を第１給紙トレイ３ａに多く収容することにより、ユーザの利便性が向上する
。また、プリンタ１は、下流搬送路８に繋がった各記録ユニット５０の共通の排紙トレイ
となる第１排紙トレイ４ａを有している。これにより、４つの記録ユニット５０のそれぞ
れから別々に排紙された用紙Ｐ１を後でまとめる必要がなく、且つ製品サイズの小さなマ
ルチエンジン高速プリンタの実現が可能となる。
【００８６】
　また、方向Ｇに隣接する２つの記録ユニット５０が、長さＬ３が長さＬ１の２倍よりも
小さく、長さＬ４が長さＬ２の２倍よりも小さく、長さＬ４が長さＬ２よりも大きくなる
ように、配列されている。これにより、複数の記録ユニット５０が、搬送方向Ｄにずれた
形で配置される。このため、記録ユニット５０同士をより鉛直方向に近づけることが可能
な位置を取ることができる。この結果、鉛直方向に関して、プリンタ１を小型化すること
が可能となる。
【００８７】
　また、２つの記録ユニット５０の全体長さＬ３は、長さＬ７よりも小さい。これにより
、複数の記録ユニット５０を鉛直方向に並べるよりも、鉛直方向に関して、プリンタ１を
容易に小型化することが可能となる。
【００８８】
　第１変形例として、搬送路の傾斜方向である方向Ｅと、記録ユニットの配列方向である
方向Ｇとは異なっていてもよい。例えば、図１３に示すように、４つの記録ユニット５０
は、鉛直方向に沿って配列されていてもよい。この場合でも、上流搬送路６及び下流搬送
路８においては、用紙Ｐ２が９０°以上折り曲げられない。このため、上述の実施形態と
同様の効果を得ることができる。なお、この第１変形例においては、ガイド１２５の長さ
が下方にあるものほど、副走査方向に長くなり、ガイド１３５の長さが上方にあるものほ
ど、副走査方向に長くなる。
【００８９】
　第２変形例として、図１４に示すように、４つの記録ユニット５０のうち、最も上方の
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記録ユニット５０ａと、最も下方の記録ユニット５０ｂとに別部材５０ａ１，５０ｂ１が
取り付けられていてもよい。この場合は記録ユニット５０ａから別部材５０ａ１を除いた
記録ユニット５０との共通部分、あるいは記録ユニット５０ｂから別部材５０ｂ１を除い
た記録ユニット５０との共通部分が本発明における記録モジュールに相当する。別部材５
０ａ１は、記録ユニット５０ａの上側部分に取り付けられている。別部材５０ｂ１は、記
録ユニット５０ｂの下側部分に取り付けられている。このため、これら４つの記録ユニッ
ト５０においても、上述の実施形態と同様に、方向Ｇに配列される。したがって、同様の
効果を得ることができる。また、最も上方の記録ユニット５０ａと、最も下方の記録ユニ
ット５０ｂとの上下が入れ替わっていてもよい。この場合、４つの記録ユニット５０のう
ち、上下の記録ユニット５０に挟まれた２つの記録ユニット５０は、上述の実施形態と同
様に配置することが可能となる。このため、プリンタ１の小型化に寄与する。
【００９０】
　第３変形例として、互いに隣接する上述の記録ユニット５０は、副走査方向だけでなく
、図１５に示すように、主走査方向にもずれて配置されていてもよい。図１５は、２つの
記録ユニット５０を、搬送面に直交する方向から見た図である。図１６は、図１５に示す
記録ユニットの平面図である。図１７は、図１５のＳ´－Ｓ´断面図である。図１７は、
２つの記録ユニット５０のキャリッジモータ５５Ｍの中心を通る、搬送面５４ａと直交し
方向Ｇと平行な面における記録ユニット５０の断面図である。具体的には、図１６のｙ＝
ｙ２における断面図である。本変形例において、方向Ｇの搬送面への投影方向である方向
ｘは、図１６に示すように、搬送方向Ｄ（副走査方向）とは一致しない。しかし、方向ｘ
に沿ってｘ軸を、搬送面内でｘ軸に直交する方向にｙ軸をとり、図１７に示す断面（図１
５のＳ´－Ｓ´断面であって搬送面に直交してｘ軸に平行な面による断面）を考えると、
この断面に対して上述の実施形態と全く同様の議論が成り立つ。すなわち、本変形例にお
いても、２つの記録ユニット５０が、長さＬ３が長さＬ１の２倍よりも小さく、長さＬ４
が長さＬ２の２倍よりも小さく、長さＬ４が長さＬ２よりも大きくなるように、配列され
ている。このため、上述の実施形態に同様な、効果を得ることができる。なお、この第３
変形例における長さＬ２，Ｌ４は、方向ｘが搬送方向Ｄ（副走査方向）に対して交差して
いるため、方向ｘに関して、上述の実施形態よりも同じ比率で長くなる。
【００９１】
　第４変形例として、図１８に示すように、プリンタ１に第１給紙部３及び第１排紙部４
が設けられていない、プリンタ３０１であってもよい。この場合、すべての用紙Ｐが第２
給紙トレイ１０から給紙され、記録ユニット５０で記録されたすべての用紙Ｐが第２排紙
トレイ１１に配置される。これにおいても、上述の実施形態と同様の効果を得るばかりか
、鉛直方向の筐体サイズが小さくなる。
【００９２】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限
られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能なもので
ある。例えば、上流傾斜経路６ｂは、上流第１経路６ａと上流第２経路６ｃのそれぞれと
を個別に接続するように、複数設けられていてもよい。また、隣接する２つの記録モジュ
ール５０は、搬送面５４ａの面内方向であって副走査方向以外の方向に関してずれて配置
されていてもよい。また、隣接する２つの記録モジュール５０，２５０の中間搬送路７、
２０７の少なくとも一部（例えば、記録領域）が互いに平行であれば、水平方向に対して
傾斜していてもよい。また、上述の実施形態においては、上流傾斜経路６ｂと下流傾斜経
路８ｂの傾斜角度は同じであったが、それぞれ異なる角度であってもよい。この場合、本
発明の第１方向は上流側と下流側でそれぞれ別に定義される。
【００９３】
　また、第２給紙トレイ１０の支持面１０ａ及び第２排紙トレイ１１の支持面１１ａも、
水平方向に対して傾斜していてもよい。また、第２給紙トレイ１０と各記録モジュール５
０との間、及び、各記録モジュール５０と第２排紙トレイ１１との間において、上述のよ
うに搬送される用紙Ｐ２が９０°以上に曲げられないのであれば、この間の経路は９０°
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より大きく１８０°以下の範囲でどのように傾いていてもよい。
【００９４】
　第２給紙トレイ１０及び第２排紙トレイ１１は、筐体１ａに対して回動不可能に固定さ
れていてもよい。また、上流カバー１ａ１及び下流カバー１ａ５は、筐体１ａに対して開
閉不可能に固定されていてもよい。また、第２給紙トレイ１０及び第２排紙トレイ１１の
いずれかだけがプリンタ１に設けられていてもよい。また、給紙機構２７及び給紙機構３
ｂは、用紙Ｐを分離させる重送防止機構を有していなくてもよい。つまり、単に給紙ロー
ラだけで構成されていてもよい。また、給紙機構２７が給紙機構３ｂと同様の構成を有し
ていてもよいし、給紙機構３ｂが給紙機構２７と同様の構成を有していてもよい。
【００９５】
　また、第２給紙トレイ１０から給紙した用紙Ｐ２を印刷後、第１排紙トレイ４ａに排紙
してもよい。また、第１給紙トレイ３ａから給紙した用紙Ｐ１を印刷後、第２排紙トレイ
１１に排紙してもよい。
【００９６】
　本発明は、ライン式のヘッドを有するプリンタにも適用可能である。また、プリンタに
限定されず、ファクシミリやコピー機等にも適用可能である。さらに、画像記録する記録
装置であれば、例えば、レーザー式やサーマル式など、どのような記録装置にも適用可能
である。記録媒体は、用紙Ｐに限定されず、記録可能な様々な媒体であってよい。
【符号の説明】
【００９７】
　　１，３０１　プリンタ（記録装置）
　　１ａ　筐体
　　１ａ１ａ，１ａ１ｂ　外側面
　　１ａ１　上流カバー
　　１ａ５　下流カバー
　　３ａ　第１給紙トレイ（第２共通トレイ）
　　３ａ１　支持面
　　３ｂ　給紙機構（第２給紙機構）
　　３ｂ１　給紙ローラ（第２給紙ローラ）
　　３ｂｆ　フィードローラ（第２給紙ローラ）
　　３ｂｒ　リタードローラ（第３ローラ）
　　４ａ　第１排紙トレイ（第２共通トレイ）
　　４ａ１　支持面
　　６　上流搬送路（第２搬送路）
　　６ｂ　上流傾斜経路
　　７，２０７　中間搬送路（第１搬送路）
　　８　下流搬送路（第２搬送路）
　　８ｂ　下流傾斜経路
　１０　第２給紙トレイ（第１共通トレイ）
　１０ａ　支持面
　１１　第２排紙トレイ（第１共通トレイ）
　１１ａ　支持面
　２７　給紙機構（第１給紙機構）
　２７ａ　給紙ローラ（第１給紙ローラ）
　２７ｂ　摩擦板
　５０，２５０　記録ユニット
　５１　ヘッド（記録手段の一部）
　５４ａ　搬送面
　５５　キャリッジ（記録手段の一部）
　６０　移動機構（記録手段の一部）
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              特開平３－１５１２３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２１４０２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　　２／０１－　２／２１５　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　１３／００－１３／３２　　　　
              Ｂ６５Ｈ　　　３／００－　３／６８
              Ｂ６５Ｈ　　３１／００－３１／４０　　　　
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