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(57)【要約】
【課題】カバーを閉じた状態で施錠可能であり、外観の
デザイン性及びコンパクト性が高く、また堅牢性の高い
液体収容ユニット、及びこれを備える液体噴射装置を提
供する。
【解決手段】液体収容ユニット６は、記録ヘッド２０に
供給する液体を収容するとともに、前記液体を注入可能
なインク注入口２６を備える少なくとも一つのインクタ
ンク１０と、閉状態においてインク注入口２６を覆うよ
うに開閉可能なユニットカバー８と、ユニットカバー８
を係止して前記閉状態を保持する係止部30と、を備え、
ユニットカバー８は、ユニットカバー８を前記閉状態で
施錠する施錠部材４０を挿通可能な第１の挿通孔２８を
有し、係止部３０は、前記閉状態のユニットカバー８に
覆われる領域のうち第１の挿通孔２８に対向する位置に
設けられ、施錠部材４０を挿通可能な第２の挿通孔３３
を有する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を噴射する液体噴射手段に供給する前記液体を収容するとともに、前記液体を注入
可能な注入口を備える少なくとも一つの液体収容部と、
　閉状態において前記注入口を覆うように開閉可能な第１の開閉体と、
　前記第１の開閉体を係止して前記閉状態を保持する係止部と、を備え、
　前記第１の開閉体は、前記第１の開閉体を前記閉状態で施錠する施錠部材を挿通可能な
第１の挿通孔を有し、
　前記係止部は、前記閉状態の前記第１の開閉体に覆われる領域のうち前記第１の挿通孔
に対向する位置に設けられ、前記施錠部材を挿通可能な第２の挿通孔を有する、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項２】
　請求項１に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記第１の挿通孔は前記第２の挿通孔より大きい、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項３】
　請求項２に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記係止部は、前記第１の開閉体より剛性が高い、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【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液体収容ユニットにおいて、
　前記液体収容部を内部に収容するとともに、前記第１の開閉体によって開閉される筐体
を備え、
　前記第１の開閉体の周壁と前記筐体の周壁の双方の端部が突き合わされた状態で、前記
第１の開閉体の前記筐体に対する閉状態を成し、
　前記係止部は、前記第２の挿通孔を含む少なくとも一部が、高さ方向において前記筐体
から突出する、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記注入口を開閉するキャップ部を備えるとともに、前記キャップ部が前記注入口を閉
じた状態において、前記閉状態の前記第１の開閉体によって覆われる第２の開閉体を備え
、
　前記第２の挿通孔は、前記液体収容ユニットの幅方向において、前記第１の挿通孔と前
記第２の開閉体との間に位置する、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項６】
　請求項５に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記第１の挿通孔及び前記第２の挿通孔は、高さ方向において、前記第２の開閉体と少
なくとも一部が重なる位置、または前記第２の開閉体よりも下側の位置に設けられている
、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記係止部は、奥行方向において、前記注入口と、前記第２の開閉体の長手方向におい
て前記注入口から離れた一端側と、の間に設けられている、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記係止部は、前記第２の挿通孔を備える舌片部と、前記舌片部と交差する方向に延設
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されるとともに、前記液体収容部側に固定される固定部を備える、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項９】
　請求項５から請求項７のいずれか一項に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記係止部は、前記第２の挿通孔を備える舌片部と、前記舌片部と交差する方向に延設
されるとともに、前記液体収容部側に固定される固定部を備え
　前記固定部及び前記固定部を固定する固定手段は、前記液体収容部の上側であって、少
なくとも一部が、閉じた状態の前記第２の開閉体の下方に位置する、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項１０】
　請求項９に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記固定部は、少なくとも一部が高さ方向において、前記注入口の少なくとも一部、ま
たは前記第２の開閉体の前記キャップ部の少なくとも一部と同じ位置にある、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記第１の挿通孔は、前記第１の開閉体において前記液体収容ユニットの幅方向の一方
側の側面部に設けられている、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【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液体収容ユニットにおいて、
　前記第１の開閉体は、前記第１の挿通孔が形成された位置寄りに、前記第１の開閉体を
開ける際の手掛け部を備える、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記第１の開閉体及び前記係止部の少なくともいずれか一方に、前記第１の開閉体を閉
じる際に、前記係止部を前記第１の開閉体の内側に誘う誘い部が設けられている、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の液体収容ユニットにおいて、前記係止
部は、交換可能に構成されている、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記第１の開閉体は、少なくとも閉じる際の前記第１の開閉体の移動速度を減速させる
ダンパー機構を備える、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の液体収容ユニットにおいて、
　前記ダンパー機構は、
　　前記第１の開閉体に設けられた被ガイド部と、
　　前記第１の開閉体によって開閉される前記液体収容部側に設けられ、前記第１の開閉
体を開閉する際に前記被ガイド部をガイドするガイド溝と、
　　前記ガイド溝に設けられる凸部と、を備え、
　前記第１の開閉体は、閉じる際に前記被ガイド部が前記凸部と接触し、開く際に前記被
ガイド部が前記凸部から離間可能に構成されている、
ことを特徴とする液体収容ユニット。
【請求項１７】
　前記液体噴射手段を備える装置本体と、
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　請求項１から請求項１６のいずれか一項に記載の前記液体収容ユニットと、を備える、
ことを特徴とする液体噴射装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の液体噴射装置において、
　前記液体収容ユニットにおける前記第１の挿通孔及び前記第２の挿通孔は、前記液体噴
射装置全体としての重心位置寄りに配置されている、
ことを特徴とする液体噴射装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体噴射手段に供給する液体を収容する液体収容ユニットと、これを備える
液体噴射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
液体噴射装置の一例としてのインクジェットプリンターには、被記録媒体に液体としての
インクを噴射して記録を行う記録ヘッドと、前記記録ヘッドに供給するインクを収容する
とともに、消費される前記インクを補充可能な液体収容部とを備え、前記液体収容部が、
装置本体に設けられる液体収容ユニットの内部に配置されて収められている構成のものが
ある（例えば、特許文献１）。　
【０００３】
特許文献１において、液体収容体ユニット３０は、前記液体収容部としての液体収容体５
０が配置されるケース本体４４と、ケース本体４４の上部を開閉するカバー４２と、を備
えている。　　そして、カバー４２が不必要に開く可能性を低減するため、液体収容体ユ
ニット３０には、施錠によってカバー４２が閉じた状態を保持可能な施錠機構２０が設け
られている。施錠機構２０は、南京錠２１が取り付けられる第１挿通孔２２１及び第２挿
通孔２４１を備えて構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１６８７２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ここで、特許文献１に記載の施錠機構２０は、第１挿通孔２２１及び第２挿通孔２４１が
設けられる第１挿通部２２及び第２挿通部２４が、液体収容体ユニット３０の外側に突出
して設けられている。このため、外観のデザイン性やコンパクト性が低下する。　　また
、液体収容体ユニット３０の外側に突出した第１挿通部２２及び第２挿通部２４には外部
から物が接触し易く、破損等の虞があり、液体収容体ユニット３０自体の堅牢性が低くな
る虞がある。　
【０００６】
そこで、本発明の目的は、カバーを閉じた状態で施錠可能であり、外観のデザイン性及び
コンパクト性が高く、また堅牢性の高い液体収容ユニット、及びこれを備える液体噴射装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の態様に係る液体収容ユニットは、液体を噴射
する液体噴射手段に供給する前記液体を収容するとともに、前記液体を注入可能な注入口
を備える少なくとも一つの液体収容部と、閉状態において前記注入口を覆うように開閉可
能な第１の開閉体と、前記第１の開閉体を係止して前記閉状態を保持する係止部と、を備
え、前記第１の開閉体は、前記第１の開閉体を前記閉状態で施錠する施錠部材を挿通可能



(5) JP 2018-89852 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

な第１の挿通孔を有し、前記係止部は、前記閉状態の前記第１の開閉体に覆われる領域の
うち前記第１の挿通孔に対向する位置に設けられ、前記施錠部材を挿通可能な第２の挿通
孔を有する、ことを特徴とする。
【０００８】
　本態様によれば、前記第１の開閉体を係止して前記閉状態を保持する係止部が、前記閉
状態の第１の開閉体に覆われる領域のうち前記第１の挿通孔に対向する位置に設けられ、
前記施錠部材を挿通可能な第２の挿通孔を有するので、前記閉状態の前記第１の開閉体に
おいて、前記第１の挿通孔と前記第２の挿通孔とが、前記液体収容ユニットから突出しな
い外観とすることができる。したがって、デザイン性に優れ、コンパクトな外観の液体収
容ユニットとすることができる。　
　また、前記第１の挿通孔及び前記第２の挿通孔が設けられている部分に、外部から物が
接触する虞を低減することができる。すなわち、前記液体収容ユニットにおける外部から
の接触による破損の虞を低減し、前記液体収容ユニットの堅牢性を高めることができる。
【０００９】
　本発明の第２の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様において、前記第１の挿通
孔は前記第２の挿通孔より大きい、ことを特徴とする。
【００１０】
　本態様によれば、前記第１の挿通孔は前記第２の挿通孔より大きいので、前記第１の挿
通孔に前記施錠部材が接触し難くなる。これにより、例えば、施錠状態の前記施錠部材に
外部から力が加わった際に、前記第１の挿通孔にかかる負荷を低減することができる。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係る液体収容ユニットは、第２の態様において、前記係止部は、
前記第１の開閉体より剛性が高い、ことを特徴とする。
【００１２】
　本態様によれば、前記第２の挿通孔を備える前記係止部が、前記第１の挿通孔を備える
前記第１の開閉体を形成する材料よりも剛性が高い材料で形成されているので、前記第２
の挿通孔の堅牢性が高められる。前記第１の挿通孔よりも小さい前記第２の挿通孔は、施
錠状態にある前記施錠部材に接触し易いが、剛性が高い材料で形成されているので、施錠
状態の前記施錠部材に外部から力が加わって前記第２の挿通孔に負荷がかかったとしても
、高い耐久性が得られる。
【００１３】
　本発明の第４の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第３の態様のいずれか
一つにおいて、前記液体収容部を内部に収容するとともに、前記第１の開閉体によって開
閉される筐体を備え、前記第１の開閉体の周壁と前記筐体の周壁の双方の端部が突き合わ
された状態で、前記第１の開閉体の前記筐体に対する閉状態を成し、前記係止部は、前記
第２の挿通孔を含む少なくとも一部が、高さ方向において前記筐体から突出することを特
徴とする液体収容ユニット。
【００１４】
　本態様によれば、前記第１の開閉体の周壁と前記筐体の周壁の双方の端部が突き合わさ
れた状態で、前記第１の開閉体の前記筐体に対する閉状態を成す前記液体収容ユニットに
おいて、第１の態様から第３の態様のいずれか一つと同様の作用効果が得られる。
【００１５】
　本発明の第５の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第４の態様のいずれか
一つにおいて、前記注入口を開閉するキャップ部を備えるとともに、前記キャップ部が前
記注入口を閉じた状態において、前記閉状態の前記第１の開閉体によって覆われる第２の
開閉体を備え、前記第２の挿通孔は、前記液体収容ユニットの幅方向において、前記第１
の挿通孔と前記第２の開閉体との間に位置する、ことを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、前記注入口を開閉するとともに、前記注入口を閉じた状態において、
前記閉状態の前記第１の開閉体によって覆われる第２の開閉体を備える前記液体収容ユニ
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ットにおいて、前記第２の挿通孔を省スペースに配置することができる。
【００１７】
　本発明の第６の態様に係る液体収容ユニットは、第５の態様において、前記第１の挿通
孔及び前記第２の挿通孔は、高さ方向において、前記第２の開閉体と少なくとも一部が重
なる位置、または前記第２の開閉体よりも下側の位置に設けられている、ことを特徴とす
る。
【００１８】
　本態様によれば、前記第１の挿通孔及び前記第２の挿通孔が、高さ方向において、前記
液体収容部に近い位置に配置されるので、前記第１の挿通孔が設けられる第１の開閉体、
或いは前記第２の挿通孔が設けられる前記係止部にかかる負荷を低減することができる。
【００１９】
　本発明の第７の態様に係る液体収容ユニットは、第５の態様または第６の態様において
、前記係止部は、奥行方向において、前記注入口と、前記第２の開閉体の長手方向におい
て前記注入口から離れた一端側と、の間に設けられていることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記係止部を省スペースに配置することができる。
【００２０】
　本発明の第８の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第７の態様のいずれか
一つにおいて、前記係止部は、前記第２の挿通孔を備える舌片部と、前記舌片部と交差す
る方向に延設されるとともに、前記液体収容部側に固定される固定部を備える、ことを特
徴とする。
【００２１】
　本態様によれば、前記係止部を省スペースに配置できるとともに、前記係止部を強固に
固定することができる。
【００２２】
　本発明の第９の態様に係る液体収容ユニットは、第５の態様から第７の態様のいずれか
一つにおいて、前記係止部は、前記第２の挿通孔を備える舌片部と、前記舌片部と交差す
る方向に延設されるとともに、前記液体収容部側に固定される固定部を備え、前記固定部
及び前記固定部を固定する固定手段は、前記液体収容部の上側であって、少なくとも一部
が、閉じた状態の前記第２の開閉体の下方に位置する、ことを特徴とする。　
　本態様によれば、前記係止部を省スペースに配置して固定することができる。
【００２３】
　本発明の第１０の態様に係る液体収容ユニットは、第９の態様において、前記固定部は
、少なくとも一部が高さ方向において、前記注入口の少なくとも一部、または前記第２の
開閉体の前記キャップ部の少なくとも一部と同じ位置にある、ことを特徴とする。　
　本態様によれば、前記係止部を省スペースに配置して固定することができる。
【００２４】
　本発明の第１１の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第１０の態様のいず
れか一つにおいて、前記第１の挿通孔は、前記第１の開閉体において前記液体収容ユニッ
トの幅方向の一方側の側面部に設けられている、ことを特徴とする。
【００２５】
　本態様によれば、前記第１の挿通孔は、前記第１の開閉体の側面部に設けられるので、
前記液体収容ユニットを前面側から見た際に、前記第１の挿通孔が見え難い外観となり、
すっきりとした見た目とすることができる。
【００２６】
　本発明の第１２の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第１１の態様のいず
れか一つにおいて、前記第１の開閉体は、前記第１の挿通孔が形成された位置寄りに、前
記第１の開閉体を開ける際の手掛け部を備える、ことを特徴とする。
【００２７】
　本態様によれば、前記手掛け部により前記第１の開閉体を容易に開閉することができる
とともに、前記第１の挿通孔と前記手掛け部とが互いに近い位置に設けられるので、デザ
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イン性を良くすることができる。
【００２８】
　本発明の第１３の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第１２の態様のいず
れか一つにおいて、前記第１の開閉体及び前記係止部の少なくともいずれか一方に、前記
第１の開閉体を閉じる際に、前記係止部を前記第１の開閉体の内側に誘う誘い部が設けら
れている、ことを特徴とする。
【００２９】
　本態様によれば、前記誘い部によって、前記係止部を前記第１の開閉体の内側に誘い易
くすることができ、前記第１の開閉体をスムースに閉じることができる。
【００３０】
　本発明の第１４の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第１３の態様のいず
れか一つにおいて、前記係止部は、交換可能に構成されていることを特徴とする。
【００３１】
　本態様によれば、施錠状態の前記施錠部材に外部から力が加わることにより、負荷がか
かり易い前記開閉体側挿通孔に破損等の不具合が生じた場合に、前記係止部を交換するこ
とができる。　
　また、前記液体収容ユニットに前記施錠機構が不要な場合には、前記係止部を取り外す
ことができる。
【００３２】
　本発明の第１５の態様に係る液体収容ユニットは、第１の態様から第１４の態様のいず
れか一つにおいて、前記第１の開閉体は、少なくとも閉じる際の前記第１の開閉体の移動
速度を減速させるダンパー機構を備える、ことを特徴とする。
【００３３】
　本態様によれば、前記第１の開閉体は、少なくとも閉じる際にゆっくりと動作させるこ
とができるので、操作性が向上する。
【００３４】
　本発明の第１６の態様に係る液体収容ユニットは、第１５の態様において、前記ダンパ
ー機構は、前記第１の開閉体に設けられた被ガイド部と、前記筐体側に設けられ、前記第
１の開閉体を開閉する際に前記被ガイド部をガイドするガイド溝と、前記ガイド溝に設け
られる凸部と、を備え、前記第１の開閉体は、閉じる際に前記被ガイド部が前記凸部と接
触し、開く際に前記被ガイド部が前記凸部から離間可能に構成されている、ことを特徴と
する。
【００３５】
　本態様によれば、前記第１の開閉体は、閉じる際に前記被ガイド部が前記凸部と接触す
るので、前記被ガイド部と前記凸部との接触による摩擦力より、前記第１の開閉体を閉じ
る際にゆっくりと動作させることができる。また、前記第１の開閉体は、開く際に前記被
ガイド部が前記凸部から離間可能に構成されているので、開く際には抵抗が少なく容易に
開けることができる。
【００３６】
　本発明の第１７の態様に係る液体噴射装置は、前記液体噴射手段を備える装置本体と、
第１の態様から第１６の態様のいずれか一つの前記液体収容ユニットと、を備えることを
特徴とする。
【００３７】
　本態様によれば、前記液体噴射装置に設けられた前記液体収容ユニットにおいて、第１
の態様から第１６の態様のいずれか一つと同様の作用効果が得られる。
【００３８】
　本発明の第１８の態様に係る液体噴射装置は、第１７の態様において、前記液体収容ユ
ニットにおける前記第１の挿通孔及び前記第２の挿通孔は、前記液体噴射装置全体として
の重心位置寄りに配置されている、ことを特徴とする。
【００３９】
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　本態様によれば、前記第１の挿通孔及び前記第２の挿通孔に挿入されて施錠状態になっ
ている前記施錠部材に外力が加わった際に、前記液体収容ユニットにかかる負荷を低減す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図２】操作パネルを装置前面側に回動させた状態におけるプリンターの外観斜視図。
【図３】スキャナー及びユニットカバーを装置本体に対して開状態とした際のプリンター
の外観斜視図。
【図４】装置本体の構成を説明する斜視図。
【図５】液体収容ユニットからユニットカバー、筐体、及びフレーム部材を取り外した状
態を示す図。
【図６】ユニットカバーを開いた状態の液体収容ユニットの要部拡大図。
【図７】液体収容ユニットからユニットカバーを取り外した状態を示す図。
【図８】液体収容ユニットの側断面図。
【図９】液体収容ユニットの正面断面図。
【図１０】係止部の斜視図。
【図１１】ユニットカバーの斜視図。
【図１２】図１１に示すユニットカバーを別角度から見た斜視図。
【図１３】ユニットカバーが施錠部材によって施錠される前と施錠された後の状態を示す
図。
【図１４】施錠部材について説明する図。
【図１５】フレーム部材の斜視図。
【図１６】フレーム部材の要部拡大斜視図。
【図１７】ユニットカバーの開き角度αがα＝０°の状態とα＝５°の状態を示す図。
【図１８】ユニットカバーの開き角度αがα＝４５°の状態とα＝１１０°の状態を示す
図。
【図１９】図１７におけるＡ－Ａ矢視断面斜視図。
【図２０】図１８におけるＢ－Ｂ矢視断面斜視図。
【図２１】ダンパー機構について説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　［実施例１］
　まず、本発明に係る「液体噴射装置」の一例としてのインクジェットプリンター１（以
下、単にプリンター１と称する）の概略について説明する。　
　図１は、本発明に係るプリンターの外観斜視図である。図２は、操作パネルを装置前面
側に回動させた状態におけるプリンターの外観斜視図である。図３は、スキャナー及びイ
ンクタンクカバーを装置本体に対して開状態とした際のプリンターの外観斜視図である。
図４は、装置本体の構成を説明する斜視図である。図５は、液体収容ユニットからユニッ
トカバー、筐体、及びフレーム部材を取り外した状態を示す図である。図６は、ユニット
カバーを開いた状態の液体収容ユニットの要部拡大図である。図７は、液体収容ユニット
からユニットカバーを取り外した状態を示す図である。図８は、液体収容ユニットの側断
面図である。図９は、液体収容ユニットの正面断面図である。図１０は、係止部の斜視図
である。
【００４２】
　図１１は、ユニットカバーの斜視図である。図１２は、図１１に示すユニットカバーを
別角度から見た斜視図である。図１３は、ユニットカバーが施錠部材によって施錠される
前と施錠された後の状態を示す図である。図１４は、施錠部材について説明する図である
。図１５は、フレーム部材の斜視図である。図１６は、フレーム部材の要部拡大斜視図で
ある。図１７は、ユニットカバーの開き角度αがα＝０°の状態とα＝５°の状態を示す
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図である。図１８は、ユニットカバーの開き角度αがα＝４５°の状態とα＝１１０°の
状態を示す図である。図１９は、図１７におけるＡ－Ａ矢視断面斜視図である。図２０は
、図１８におけるＢ－Ｂ矢視断面斜視図である。図２１は、ダンパー機構について説明す
る図である。
【００４３】
　尚、各図において示すＸ－Ｙ－Ｚ座標系は、Ｘ軸方向が記録装置の幅方向であって記録
ヘッドの移動方向、Ｙ軸方向が記録装置の奥行方向及び媒体搬送方向、Ｚ軸方向が装置高
さ方向を示している。尚、各図において＋Ｘ軸方向側を装置左側とし、－Ｘ軸方向側を装
置右側とし、＋Ｙ軸方向を装置前面側とし、－Ｙ軸方向側を装置背面側とし、＋Ｚ軸方向
側を装置上方側とし、－Ｚ軸方向側を装置下方側とする。
【００４４】
■■■プリンターの全体構成■■■
　以下、プリンター１の全体構成について概説する。プリンター１（図１）は、「液体噴
射手段」としての記録ヘッド２０（図４）を備える装置本体２と、装置本体２の上部に設
けられ、原稿を読み取るスキャナーユニット３を備えている。尚、記録ヘッド２０は、キ
ャリッジユニット１２（図４）の下部に設けられている。
【００４５】
　図１のプリンター１の装置前面側において符号４は、電源ボタンや各種印刷設定・記録
実行を行う操作ボタン、印刷設定内容や印刷画像のプレビュー表示などを行う表示部等を
備えて構成される操作パネル４である。そして、操作パネル４は、図２に示すように装置
本体２に対して装置前面側に回動可能に取り付けられている。
【００４６】
　また、図２に示すように操作パネル４が回動した状態となると、装置本体２に格納され
ている媒体排出トレイ９が進出可能となる。媒体排出トレイ９は、装置本体２内に格納さ
れた位置（図２実線部参照）と、装置本体２から装置前面側に引き出された位置（図２二
点鎖線部参照）との間を進退可能に構成されている。　
　また、装置本体２において媒体排出トレイ９の装置下方側には、媒体を収容可能な媒体
収容部５が装置本体２に対して装置前面側から挿抜可能に装着されている。
【００４７】
　また、装置本体２の上部に設けられるスキャナーユニット３は、図３に示すように装置
本体２に対して回動可能に構成されており、装置本体２に対して閉じた姿勢（図１及び図
２参照）と開いた姿勢（図３参照）とを切換可能である。
【００４８】
　また、図１乃至図４において装置本体２の装置前面側であって装置右側端部には、液体
収容ユニット６が設けられている。液体収容ユニット６は、記録ヘッド２０に供給する「
液体」としての各色のインクを収容する「液体収容部」としての複数のインクタンク１０
ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ、１０ｅ（図５を参照、以下、個々のインクタンク１０ａ～
１０ｅを区別する必要がない場合はインクタンク１０と言う場合がある）と、インクタン
ク１０を内部に収容する筐体７と、筐体７に対して回動可能に取り付けられた「第１の開
閉体」としてのユニットカバー８とを備えている。装置本体２において液体収容ユニット
６は、キャリッジユニット１２（図４）から独立して設けられている。液体収容ユニット
６については、後で更に説明する。
【００４９】
　次に、図４において、液体収容ユニット６の背面側（－Ｙ軸方向）には、下部に記録ヘ
ッド２０を備えるキャリッジユニット１２が配置されている。一例として、キャリッジユ
ニット１２は、装置本体２内において走査方向として装置幅方向（Ｘ軸方向）に往復動可
能に構成されている。キャリッジユニット１２の駆動機構をより具体的に説明すると、装
置奥行方向においてキャリッジユニット１２の背面側（－Ｙ軸方向）には、駆動モーター
１３が設けられている。
【００５０】
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　駆動モーター１３の駆動軸には駆動プーリー（図４では見えていないが、駆動モーター
１３の装置前面側にある）が設けられている。また、図４に示す装置本体２内において、
不図示の前記駆動プーリーに対して装置幅方向に間隔をあけた位置に従動プーリー１５が
設けられている。従動プーリー１５は、前記駆動プーリーに対して従動回転可能に設けら
れている。前記駆動プーリーと従動プーリー１５には無端ベルト１６が掛けまわされてい
る。そして、無端ベルト１６の少なくとも一部は、キャリッジユニット１２の背面側にお
いてキャリッジユニット１２に取り付けられている。
【００５１】
　駆動モーター１３が回転駆動すると無端ベルト１６が回転駆動させられて、無端ベルト
１６に取り付けられたキャリッジユニット１２がＸ軸方向に移動する。尚、一例として、
装置本体２内において図４に示すキャリッジユニット１２の位置がキャリッジユニット１
２のホームポジションとして設定されている。
【００５２】
　また、図４に示すキャリッジユニット１２の内部には、インクタンク１０から記録ヘッ
ド２０に向けて送られるインクの供給を中継する不図示の中継アダプターが各インクタン
ク１０に対応して複数装着されている。前記中継アダプターは、インク供給チューブ１８
を介してインクタンク１０に接続されており、記録ヘッド２０に設けられるノズル（不図
示）にインクを供給可能に構成されている。
【００５３】
　続いて、図４において、記録ヘッド２０の下方には装置幅方向に延びる媒体支持部材２
３が設けられている。また、媒体支持部材２３の背面側には搬送ローラー対２４が設けら
れている。
【００５４】
　ここで、主として図４を参照してプリンター１の媒体の記録動作について説明すると、
媒体収容部５に収容された媒体は、不図示の給送手段により、搬送ローラー対２４まで給
送される。そして、搬送ローラー対２４は媒体をニップして、記録ヘッド２０の下方側に
おいて記録ヘッド２０と対向する領域に媒体を送り込む。そして、媒体支持部材２３に支
持された媒体は、記録ヘッド２０と対向する面に記録ヘッド２０のノズル（不図示）から
噴射されたインクを受ける。これにより、媒体において記録ヘッド２０と対向する面に記
録が実施される。そして、記録が行われた媒体は、装置本体２の装置前面側に突出した媒
体排出トレイ９（図２）に向けて排出される。
【００５５】
■■■液体収容ユニットの構成の概略について■■■
　次に、液体収容ユニット６の詳細な構成について説明する。　
　プリンター１の前面側に設けられる液体収容ユニット６は、図１に示すように、装置幅
方向（Ｘ軸方向）において少なくとも一部が閉じた姿勢のスキャナーユニット３の下方に
位置するように配置されている。　
　そして、図３に示すように、スキャナーユニット３が装置本体２に対して開いた姿勢を
取ると、ユニットカバー８が完全に露呈して、ユニットカバー８を開くことができる様に
なっている。
【００５６】
　ユニットカバー８は、筐体７の背面側（－Ｙ軸方向）に設けられる回動軸２５（図６）
を軸として、インクタンク１０が設けられる筐体７側に対して回動可能に取り付けられて
、後述するインク注入口２６（図５）の上部を開閉する様になっている。　
　ユニットカバー８は、具体的には、筐体７に設けられるフレーム部材２７（図１５も参
照）の上面２７ａに対して取り付けられている（図６）。インクタンク１０は、筐体７に
おいて、フレーム部材２７の内側に配置されている。　
　尚、本実施形態においてインク注入口２６はフレーム部材２７の上面２７ａ側に設けら
れているが、例えば、装置前面側を向くようにインク注入口２６を設けることもできる。
【００５７】
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　インクタンク１０は、不図示の補充容器からインクを注入可能に構成されており、図３
の様にユニットカバー８（第１の開閉体）を開くと、「第２の開閉体」としての注入口カ
バー１１（図５及び図６も参照）が露呈する。それぞれの注入口カバー１１ａ、１１ｂ、
１１ｃ、１１ｄ、１１ｅ（図５及び図６）は、図５に示す各色のインクタンク１０ａ、１
０ｂ、１０ｃ、１０ｄ、１０ｅに設けられたインク注入口２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６
ｄ、２６ｅ（インク注入口２６）を封止するカバーであり、インク注入口２６ａ、２６ｂ
、２６ｃ、２６ｄ、２６ｅのそれぞれに対して設けられている。
【００５８】
　注入口カバー１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅは、インク注入口２６ａ、２６
ｂ、２６ｃ、２６ｄ、２６ｅを開閉するキャップ部２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄ、２
２ｅ（キャップ部２２）を備えている。　
　注入口カバー１１は、背面側（－Ｙ軸方向）に回動軸４７（図８）を有してインクタン
ク１０に対して回動可能に取り付けられている。注入口カバー１１を開くことにより、補
充容器をインク注入口２６に装着してインクの補充を行うことができる。そして、注入口
カバー１１は、インク注入口２６を閉じた状態において、閉状態のユニットカバー８によ
って覆われる様になっている。
【００５９】
　本実施例において、インクタンク１０は図５に示すように５つ設けられており、各イン
クタンク１０には、一例としてブラック、マゼンタ、イエロー、シアン、フォトブラック
のインクがそれぞれ収容されている。また、液体収容ユニット６において、筐体７の前面
７ａ側には、各インクタンク１０におけるインクの残量を確認可能な表示部６ａ（図１）
が設けられている。尚、液体収容ユニット６において、インクタンク１０は少なくとも一
つが設けられていればよく、複数に限られない。
【００６０】
■■■液体収容ユニットの施錠機構について■■■
　液体収容ユニット６には、ユニットカバー８を筐体７に対して閉じた状態（以下、閉状
態という場合がある）で施錠可能に構成されている。以下において、ユニットカバー８の
施錠機構について説明する。　
　ユニットカバー８の施錠機構は、ユニットカバー８が閉じられて、ユニットカバー８側
に設けられる第１の挿通孔２８（図６）と、筐体７側に設けられる第２の挿通孔３３と（
図６）が重なった状態（図１３の上図）で、図１３の下図に示す様に施錠部材４０が挿通
されて施錠される構成になっている。　
　以下において、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３に挿通される施錠部材４０につ
いて説明した後、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３について更に説明する。
【００６１】
　＜＜施錠部材について＞＞
　ユニットカバー８を閉じた状態において、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３に挿
通される施錠部材４０について、図１４を参照して説明する。　
　図１４に示す施錠部材４０において、差し込み部４１は、基部４１ａと、後述する錠部
４２の開閉に応じて基部４１ａに対して回動する先端部４１ｂを備えている。基部４１ａ
は、挿抜方向であるＸ軸方向に沿って見たときに、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３
３に対応する形状をしている。　
　具体的には、図６に示す様に、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３は装置奥行方向
（Ｙ軸方向）に細長い形状をしており、施錠部材４０の基部４１ａ（図１４）は、ユニッ
トカバー８が閉じて重なった第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３に挿抜可能なＹ軸方
向に細長い形状をしている。また、先端部４１ｂも同様に、図１４の上図の状態となった
ときに、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３に挿抜可能なＹ軸方向に細長い棒状の形
状をしている。
【００６２】
　ここで、錠部４２は、フック部４２ａの一端が嵌合部４２ｂと嵌合する閉状態（図１４
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の下図）と、フック部４２ａの一端が嵌合部４２ｂから外れた開状態（図１４の上図）と
をとり得る。　
　そして、先端部４１ｂは、施錠部材４０の錠部４２が開状態（図１４の上図）のときに
、長手方向がＹ軸方向に向いて、差し込み部４１が第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３
３（図１３の上図）に対して挿抜可能な状態となる。
【００６３】
　一方、施錠部材４０の錠部４２が閉状態になると、図１４の下図のように先端部４１ｂ
は長手方向がＺ軸方向に向くように回動する。この状態では、先端部４１ｂは、Ｙ軸方向
に細長い孔部５８に挿抜することができない。
【００６４】
　ユニットカバー８を筐体７に対して施錠する際には、施錠部材４０の錠部４２を開状態
（図１４の上図）にして差し込み部４１を第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３（図１
３の上図）に対して差し込み、その状態で、施錠部材４０の錠部４２を閉状態（図１４の
下図）にすることで、先端部４１ｂが第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３から抜けな
くなって施錠状態（図１３の下図）となる。　
　ユニットカバー８が筐体７に対して閉状態で施錠することにより、不用意にユニットカ
バー８が開く虞を回避できる。
【００６５】
　施錠部材４０の錠部４２の開閉は、不図示の鍵部によって行われる場合の他、ダイヤル
式やプッシュボタン式、デジタル式等の各種の方式によって行うことができる。尚、図１
４において錠部４２は、錠の開閉状態が分かり易い南京錠として記載されているが、勿論
これに限るものではない。
【００６６】
　施錠部材４０としては、例えば、電子機器用の鍵付きセキュリティワイヤー（セキュリ
ティワイヤーロックとも言う）を用いることができる。施錠部材４０にはワイヤー４３（
図１３及び図１４）の一方側端部が接続されており、ワイヤー４３の他方側端部を不図示
の固定部（机等の容易に動かせない家具等を含む）に接続することで、施錠部材４０によ
って施錠された液体収容ユニット６を備えるプリンター１が所定の範囲から移動できない
様にすることができる。　
　尚、ユニットカバー８を筐体７に対してロックするという目的に限れば、施錠部材４０
にワイヤー４３が設けられていない構成とすることも可能である。
【００６７】
　＜＜第１の挿通孔及び第２の挿通孔について＞＞
　続いて、液体収容ユニットの施錠機構のうち、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３
の構成について説明する。　
　ユニットカバー８には、施錠部材４０を挿通可能な第１の挿通孔２８が設けられている
（図６、図１３）。　
　一方、インクタンク１０が収容される筐体７側には、閉状態のユニットカバー８を係止
して前記閉状態を保持する係止部３０（図６）が設けられている。そして、係止部３０は
、図１３の上図のように、閉状態のユニットカバー８に覆われる領域のうち第１の挿通孔
２８に対向する位置に設けられ、施錠部材４０を挿通可能な第２の挿通孔３３を有してい
る。すなわち、係止部３０は、筐体７上部の開口の内側に設けられている。
【００６８】
　本実施例の液体収容ユニット６は、ユニットカバー８の周壁と筐体７の周壁の双方の端
部が突き合わされた状態で、ユニットカバー８の筐体７に対する閉状態を成す構成である
。すなわち、図１に示すように、ユニットカバー８の周壁としての前面８ａ及び右側面８
ｂと、筐体７の周壁としての前面７ａ及び右側面７ｂとが、それぞれ面一に構成されてい
る。尚、図１においては見えていないが、ユニットカバー８と筐体７のそれぞれにおける
背面と左側面も面一になっている。　
　そして、係止部３０は、図６に示す様に、第２の挿通孔３３を含む少なくとも一部が高
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さ方向（Ｚ軸方向）において筐体７から突出して設けられている。具体的には、係止部３
０における、第２の挿通孔３３を備える舌片部３１（図１０も参照）が、高さ方向におい
て筐体７から突出している。
【００６９】
　以上のように、施錠部材４０を挿通可能な第２の挿通孔を有する係止部３０が、前記閉
状態のユニットカバー８に覆われる領域のうち第１の挿通孔２８に対向する位置に設けら
れていることにより、前記閉状態のユニットカバー８（図１及び図１３の上図）において
、第１の挿通孔２８と第２の挿通孔３３が液体収容ユニット６から突出しない外観とする
ことができる。したがって、施錠部材４０が第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３に挿
通されていないときには、液体収容ユニット６が、コンパクトですっきりとした、デザイ
ン性に優れた外観になる。　
　また、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３が外観に突出しないので、外部から物が
接触する虞を低減することができる。
【００７０】
　尚、本実施例において第１の挿通孔２８は、ユニットカバー８において液体収容ユニッ
ト６の幅方向（Ｘ軸方向）の一方側の「側面部」としての右側面８ｂに設けられている（
図１、図１１）。　
　第１の挿通孔２８がこの位置に設けられていることにより、液体収容ユニット６或いは
プリンター１を前面側から見た際に、第１の挿通孔２８が見え難い外観となり、一層すっ
きりとした見た目とすることができる。
【００７１】
　また、本実施例において、係止部３０は、ユニットカバー８より剛性が高い素材で形成
されている。ユニットカバー８は、例えばプラスチック等の樹脂材料により形成されてお
り、係止部３０は、金属材料の他、ユニットカバー８を形成する樹脂材料よりも剛性が高
い樹脂材料で形成することができる。　
　加えて、ユニットカバー８側に設けられる第１の挿通孔２８は、係止部３０側に設けら
れる第２の挿通孔３３より大きく形成されている。
【００７２】
　ここで、施錠部材４０が第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３に挿通されている際に
は、例えば施錠部材４０をユーザーが持って持ち上げたり、施錠部材４０に他の部材が不
用意に当たったりすることにより、施錠部材４０に対して外力が加わる場合がある。施錠
部材４０に外力が加わると、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３にも負荷がかかり、
これにより孔が破損する虞がある。
【００７３】
　第１の挿通孔２８が第２の挿通孔３３より大きく形成されていることにより、第１の挿
通孔２８に施錠部材４０が接触し難くなる。これにより、例えば、施錠状態の施錠部材４
０に外部から力が加わった際に、第１の挿通孔２８にかかる負荷を低減することができる
。　
　更に、係止部３０は、ユニットカバー８より剛性が高いので、第１の挿通孔２８よりも
小さい第２の挿通孔３３に施錠部材４０が接触したとしても、第２の挿通孔３３に負荷が
かかって傷がついたり破損したりする虞を低減できる。　
　以って、堅牢性の高い液体収容ユニット６とすることができる。
【００７４】
　＜＜係止部について＞＞
　続いて、係止部３０について説明する。　
　本実施例に係る係止部３０（図１０）は、第２の挿通孔３３を備える舌片部３１と、舌
片部３１と交差するＸ軸方向に延設されるとともに、インクタンク１０側に固定される固
定部３２を備え、外観がＬ字状に形成されている。固定部３２は、図７に示すように、固
定部３２を固定する「固定手段」としての固定ネジ３８、３８によって、フレーム部材２
７の上面２７ａに固定されている。図１０において、符号３４、３４は固定ネジ３８、３
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８を挿入するネジ孔３４、３４である。　
　また、図１０において、符号３６、３６は－Ｚ軸方向に突出する位置決め凸部であり、
図９に示す様に、フレーム部材２７の上面２７ａに設けられる位置決め凹部４８、４８と
、係止部３０の位置決め凸部３６、３６とが嵌合することにより、係止部３０が位置決め
される様に構成されている。
【００７５】
　係止部３０が、舌片部３１と、舌片部３１と交差する方向に延設される固定部３２とを
備えて構成されていることにより、係止部３０を省スペースに配置できる。また、固定部
３２は、第２の挿通孔３３における施錠部材４０の挿抜方向（Ｘ軸方向）に延設されてい
るので、前記挿抜方向（Ｘ軸方向）と交差する方向（本実施例ではＺ軸方向）に挿入され
る固定ネジ３８、３８によって固定することができる。これにより、施錠部材４０の挿抜
動作により係止部３０の固定が緩む虞が低減され、係止部３０を強固に固定することがで
きる。
【００７６】
　固定部３２及び固定部３２を固定する固定ネジ３８、３８は、図９に示すようにインク
タンク１０の上側であって、少なくとも一部が、閉じた状態の注入口カバー１１の下方に
位置する。本実施例では、固定部３２及び固定ネジ３８、３８が、注入口カバー１１ａ～
１１ｃの下方に設けられている（図６及び図７も参照）。
【００７７】
　また、本実施例において係止部３０は、図８に示す液体収容ユニット６の奥行方向（Ｙ
軸方向）において、インク注入口２６と、注入口カバー１１の長手方向においてインク注
入口２６から離れた－Ｙ軸方向の一端側（回動軸４７側）と、の間に設けられている。　
　そして固定部３２は、少なくとも一部が高さ方向（Ｚ軸方向）において、インク注入口
２６の少なくとも一部、または注入口カバー１１のキャップ部２２の少なくとも一部と同
じ位置に設けられている。　
　係止部３０を以上のように配置することにより、係止部３０を省スペースに配置して固
定することができる。　
　尚、本実施例では、係止部３０を個別の部材として設け、筐体７側（フレーム部材２７
）に固定して取り付ける構成について説明したが、係止部３０は、筐体７やフレーム部材
２７等に対して一体に形成して設けることも可能である。
【００７８】
　＜＜液体収容ユニットにおける第１の挿通孔及び第２の挿通孔の配置について＞＞
　続いて、液体収容ユニット６における、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３の配置
について説明する。　
　本実施例において、第２の挿通孔３３は、図９に示す液体収容ユニット６の幅方向（Ｘ
軸方向）において、前記閉状態のユニットカバー８における第１の挿通孔２８と、注入口
カバー１１との間に位置するように設けられている。これにより、液体収容ユニット６に
おいて第２の挿通孔３３を省スペースに配置することができる。
【００７９】
　また、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３は、図９に示す液体収容ユニット６の高
さ方向（Ｚ軸方向）において、注入口カバー１１と少なくとも一部が重なる位置、または
注入口カバー１１よりも下側の位置に設けられている。
【００８０】
　すなわち、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３が、高さ方向（Ｚ軸方向）において
、インクタンク１０に近い位置に配置される。このことにより、第１の挿通孔２８が設け
られるユニットカバー８、或いは第２の挿通孔３３が設けられる係止部３０にかかる負荷
を低減することができる。　
　特に、係止部３０が、図７及び図１０のように舌片部３１と固定部３２を備えてＬ字に
形成されている場合には、第２の挿通孔３３は舌片部３１において固定部３２との境であ
る曲げ部３９（図１０）に近い位置に設けられる。第２の挿通孔３３が舌片部３１におい
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て曲げ部３９に近い位置にあると、第２の挿通孔３３に施錠部材４０が挿通された際に、
舌片部３１が固定部３２から離れるように開く方向への力がかかり難く、係止部３０への
負荷を少なくすることができる。
【００８１】
■■■液体収容ユニットにおける他の構成について■■■
【００８２】
　＜＜ユニットカバーについて＞＞
　ユニットカバー８は、第１の挿通孔２８が形成された位置寄りに、ユニットカバー８を
開ける際の手掛け部４４（図１、図１１）を備えている。本実施例においては、第１の挿
通孔２８が形成される面（右側面８ｂ）と同じ面に、手掛け部４４が設けられている。　
　ユニットカバー８に手掛け部４４が設けられていることにより、ユニットカバー８を容
易に開閉することができる。加えて、第１の挿通孔２８と手掛け部４４とが、互いに近い
位置に設けられていることにより、デザイン性を良くすることができる。また、ユーザー
が用いる構成部である第１の挿通孔２８と手掛け部４４とが、近くに纏まって設けられる
ので、ユーザーの使い勝手が向上する。
【００８３】
　係止部３０は、ユニットカバー８を閉じる際に、係止部３０をユニットカバー８の内側
に誘う誘い部３５を備えている。具体的には、係止部３０の舌片部３１の＋Ｚ軸方向の端
部に、誘い部３５としての斜面が設けられている（図６及び図１０）。　
　誘い部３５によって、係止部３０をユニットカバー８の内側に誘い易くすることができ
、ユニットカバー８をスムースに閉じることができる。　
　尚、誘い部はユニットカバー８及び係止部３０の少なくともいずれか一方に設けられて
いればよく、ユニットカバー８及び係止部３０の双方、或いはユニットカバー８側にのみ
に設けることも可能である。
【００８４】
　また、係止部３０は、交換可能に構成されている。例えば、施錠状態の施錠部材４０に
外部から力が加わることにより、第２の挿通孔３３に破損等の不具合が生じた場合に、係
止部３０を交換することができる。　
　また、ユーザーが、液体収容ユニット６に施錠機構を必要としない場合には、係止部３
０を取り外し、例えば、第２の挿通孔３３が設けられた舌片部３１を有しないプレート等
の交換部材に交換することができる。前記交換部材は、例えば、プラスチック等の樹脂材
料により形成することができる。
【００８５】
　＜＜ユニットカバーのダンパー機構について＞＞
　ユニットカバー８は軸受部４６、４６（図１２）を備え、筐体７側のフレーム部材２７
に設けられる回動軸２５、２５（図１５）が、図６に示すように軸受部４６、４６にそれ
ぞれ取り付けられて、筐体７に対して回動する様に構成されている。そして、ユニットカ
バー８において、少なくとも閉じる際の移動速度を減速させるダンパー機構５０（図６）
が設けられている。　
　本実施例において、ダンパー機構５０は、閉じる際のユニットカバー８の移動速度を減
速させるが、開く際には移動速度が減速するような抵抗を感じることなくユニットカバー
８を移動可能に構成されている。
【００８６】
　閉じるユニットカバー８の移動速度を減速させるダンパー機構５０の具体的な構成につ
いて、図６、図１２及び図１５乃至図２１を参照して以下に説明する。　
　尚、図１７におけるＡ－Ａの位置は、図１８におけるＢ－Ｂの位置よりもわずかに－Ｙ
軸方向寄りであり、図１９（図１７におけるＡ－Ａ矢視断面斜視図）は、図２０（図１８
におけるＢ－Ｂ矢視断面斜視図）よりも－Ｙ軸方向寄りの断面斜視図になっている。
【００８７】
　ダンパー機構５０（図６）は、ユニットカバー８に設けられた被ガイド部５１（図１２
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も参照）と、筐体７側に設けられ、ユニットカバー８を開閉する際に被ガイド部５１をガ
イドするガイド溝５２（図１５も参照）と、ガイド溝５２に設けられる凸部５３（図１６
）と、を備えている。本実施例において、ガイド溝５２は、フレーム部材２７（図１５、
図１６を参照）に設けられている。
【００８８】
　ユニットカバー８は、図１７の左図のように筐体７に対して閉じた状態（閉状態）から
、図１８の右図のような全開状態まで開く。図１８の右図の全開状態におけるユニットカ
バー８の開き角度は、一例として１１０°である。図１７の右図及び図１８の左図は、ユ
ニットカバー８の閉状態（開き角度α＝０°）と全開状態（開き角度α＝１１０°）の間
にある状態を示しており、図１７の右図は開き角度が５°であり、図１８の左図は開き角
度が４５°である。
【００８９】
　まず、ユニットカバー８が閉じる際のダンパー機構５０の動作について説明する。　
　ユニットカバー８が全開の開き角度α＝１１０°（図１８の右図）から図１８の左図に
示す開き角度α＝４５°の状態を経て、開き角度α＝５°（図１７の右図）までは、図２
０の右図、図２０の左図、図１９の右図に示す様に、被ガイド部５１が凸部５３と接触し
ている。　
　このように、被ガイド部５１が凸部５３と接触している開き角度（５°≦α≦１１０°
）の間は、被ガイド部５１と凸部５３との接触による摩擦力により、閉じるユニットカバ
ー８がゆっくりと動作する。以って、ユニットカバー８を閉じる際の操作性が向上する。
【００９０】
　ユニットカバー８が更に閉じて、ユニットカバー８の開き角度αが５°よりも小さくな
ると、図１９の左図のように被ガイド部５１と凸部５３とが接触しなくなり、被ガイド部
５１と凸部５３との接触による摩擦力の抵抗が少なくなる。したがって、ユニットカバー
８をより確実に筐体７に対して閉じた状態にすることができる。
【００９１】
　一方、ユニットカバー８を開く際には、ユニットカバー８の被ガイド部５１は凸部５３
から離間可能に構成されている。ユニットカバー８は＋Ｘ軸方向に移動可能な「遊び」を
有するように、図６に示す回動軸２５、２５と軸受部４６、４６とが取り付けられている
。　
　具体的には、ユニットカバー８に対して＋Ｘ軸方向に外力がかからない状態では、ユニ
ットカバー８の被ガイド部５１は、図２１において実線で示す位置にある。そして、＋Ｘ
軸方向に外部から力がかかると、図２１において点線で示す位置に移動可能になっている
。
【００９２】
　ここで、ユニットカバー８には、前述したように右側面８ｂに手掛け部４４が設けられ
ている。手掛け部４４に手を掛けつつユニットカバー８を開くと、ユニットカバー８に＋
Ｘ軸方向の力がかかり、ユニットカバー８が＋Ｘ軸方向に移動して、被ガイド部５１が図
２１において点線で示す位置に移動する。この位置に被ガイド部５１があると、被ガイド
部５１は凸部５３から離間しているので、ユニットカバー８を５°以上（５≦α）に開い
ても凸部５３に接触しない、或いは接触したとしても接触による摩擦力が少なくなる。こ
の構成によって、ユニットカバー８を開く際には抵抗が少なく容易に開けることができる
。　
　尚、液体収容ユニット６に対し、ユニットカバー８の開閉の両方でその移動速度を減速
するダンパー機構を設けることも可能である。
【００９３】
　＜＜プリンターにおける液体収容ユニットの配置について＞＞
　本実施例において、液体収容ユニット６（図１）における第１の挿通孔２８及び第２の
挿通孔３３（図１においては見えていない）は、プリンター１全体としての重心位置寄り
に配置されている。　
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　プリンター１は、図１に示す様に、装置幅方向に横長の直方体に近い形状をしており、
その重心位置は、幅方向、奥行方向、高さ方向のそれぞれの中央部に近い位置にある。　
　プリンター１において液体収容ユニット６は、装置本体２の装置前面側の装置右側端部
に設けられているので、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３が、プリンター１の奥行
方向における中央部に近く位置するように、液体収容ユニット６の背面側（－Ｙ軸方向）
寄りに設けられている。
【００９４】
　このように、第１の挿通孔２８及び第２の挿通孔３３が、奥行方向において、プリンタ
ー１全体としての重心位置寄りに配置されていることにより、第１の挿通孔２８及び第２
の挿通孔３３に挿入されて施錠状態（図１３の下図）になっている施錠部材４０に外力が
加わった際に、液体収容ユニット６にかかる負荷を低減することができる。　
　プリンター１における液体収容ユニット６の配置は、本実施形態の位置に限られず、例
えば装置左側や装置背面側の他の位置に設けることも可能である。
【００９５】
　尚、本発明は上記実施形態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】
【００９６】
１…プリンター（液体噴射装置）、２…装置本体、３…スキャナーユニット、
４…操作パネル、５…媒体収容部、６…液体収容ユニット、７…筐体、
７ａ…前面、７ｂ…右側面、８…ユニットカバー（第１の開閉体）、
８ａ…前面、８ｂ…右側面、９…媒体排出トレイ、
１０…インクタンク（液体収容部）、１１…注入口カバー（第２の開閉体）、
１２…キャリッジユニット、１３…駆動モーター、１５…従動プーリー、
１６…無端ベルト、１８…インク供給チューブ、２０…記録ヘッド（液体噴射ヘッド）、
２２、２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄ、２２ｅ…キャップ部、
２３…媒体支持部材、２４…搬送ローラー対、２５…回動軸、
２６、２６ａ、２６ｂ、２６ｃ、２６ｄ、２６ｅ…インク注入口、２７…フレーム部材、
２８…第１の挿通孔、３０…係止部、３１…舌片部、３２…固定部、
３３…第２の挿通孔、３４…ネジ孔、３５…誘い部、３６…位置決め凸部、
３８…固定ネジ、３９…曲げ部、４０…施錠部材、４１…差し込み部、４１ａ…基部、
４１ｂ…先端部、４２…錠部、４２ａ…フック部、４２ｂ…嵌合部、４３…ワイヤー、
４４…手掛け部、４６…軸受部、４７…回動軸、４８…位置決め凹部、
５０…ダンパー機構、５１…被ガイド部、５２…ガイド溝、５３…凸部
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【図１１】 【図１２】



(21) JP 2018-89852 A 2018.6.14

【図１３】 【図１４】
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