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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被記録媒体を搬送する搬送路に設けられるとともに、前記搬送路を遮るように配置され
て搬送される被記録媒体と接触し、または、接触が解除されることによりその回動軸を中
心に回動変位するレバー状部材と、前記レバー状部材の回動変位を検出する検出手段とを
備えた被記録媒体検出装置であって、
　前記レバー状部材が、前記回動軸を中心に、前記搬送路の上流側方向及び下流側方向の
双方向に回動可能に設けられているとともに、搬送される被記録媒体との接触が解除され
た状態における当該レバー状部材の姿勢を保持する姿勢保持手段を有し、
　前記姿勢保持手段が、前記レバー状部材が前記搬送路の下流側方向へ回動する方向に前
記レバー状部材を付勢する第１の付勢手段と、
　前記レバー状部材が前記搬送路の上流側方向へ回動する方向に前記レバー状部材を付勢
する、前記第１の付勢手段より付勢力が大なる第２の付勢手段と、
　前記回動軸の軸線方向に移動可能に設けられた前記レバー状部材の回動面に形成された
段部と係合可能な段部を有する規制部と
　前記レバー状部材を前記規制部に向けて付勢する第３の付勢手段と、を備えて構成され
、
　前記レバー状部材に形成された段部と前記規制部に形成された段部は、前記レバー状部
材が前記搬送路の下流側方向へ回動する際には前記レバー状部材に形成された段部が前記
規制部に形成された段部から離れ、前記レバー状部材が前記搬送路の上流側方向へ回動す
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る際には前記レバー状部材に形成された段部が前記規制部に形成された段部を前記第３の
付勢手段の付勢力に抗して乗り越える位置関係である、
ことを特徴とする被記録媒体検出装置。
【請求項２】
　被記録媒体に記録を行う記録ヘッドを備えた記録装置であって、被記録媒体を搬送する
搬送路に、請求項１に記載の前記被記録媒体検出装置を備えている、
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、被記録媒体を搬送する搬送路に設けられ、被記録媒体の通過を検出する被記
録媒体検出装置およびこれを備えた記録装置に関する。また、本発明は液体噴射装置に関
する。
【０００２】
　ここで、液体噴射装置とは、インクジェット式記録ヘッドが用いられ、該記録ヘッドか
らインクを吐出して被記録媒体に記録を行うプリンタ、複写機およびファクシミリ等の記
録装置に限らず、インクに代えてその用途に対応する液体を前記インクジェット式記録ヘ
ッドに相当する液体噴射ヘッドから被記録媒体に相当する被噴射媒体に噴射して、前記液
体を前記被噴射媒体に付着させる装置を含む意味で用いる。　
　液体噴射ヘッドとして、前記記録ヘッドの他に、液晶ディスプレー等のカラーフィルタ
ー製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ＥＬディスプレーや面発光ディスプレー（ＦＥ
Ｄ）等の電極形成に用いられる電極材（導電ペースト）噴射ヘッド、バイオチップ製造に
用いられる生体有機物噴射ヘッド、精密ピペットとしての試料噴射ヘッド等が挙げられる
。
【背景技術】
【０００３】
　記録装置或いは液体噴射装置の一例としてプリンタがある。プリンタにおいては、被記
録媒体或いは被噴射媒体の一例としての用紙を搬送する用紙搬送路の所定の位置に、用紙
の先端および後端の通過を検出する用紙検出装置を設け、用紙の先端或いは後端の通過を
検出することで、必要な紙送り制御を行う。代表的な用紙検出装置としては、用紙搬送路
に回動可能に設けられるレバー状部材と、当該レバー状部材の回動変位を検出する検出手
段とを備えたものがある。レバー状部材は、用紙との非接触状態では、付勢手段の付勢力
を受けて用紙搬送路に突出し、用紙の通過に伴って用紙と接触すると、回動して用紙搬送
路から退避する。
【０００４】
　引用文献１には、レバー状部材に対して用紙搬送路の下流側から上流側に用紙が送られ
て来る場合、および上流側から下流側に送られて来る場合の、いずれの向きにも支障をき
たすことのないよう、紙送り方向にのみ回動し得るよう枢支された主レバーの先端に、立
位姿勢への自己復帰習性が付与され、且つ反紙送り方向にのみ回動し得る補助レバーを設
けた紙検出装置が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平８－２５９０３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記引用文献１記載の紙検出装置によれば、いずれの向きの紙送りにも支障をきたすこ
とがないので、例えば紙ジャム処理時にユーザが用紙を上流側から引き抜いた場合でも、
レバー状部材を破損させるといった不具合を回避できる。　
　しかし当該紙検出装置においてレバー状部材は、主レバーと補助レバーの２体構造とな
っていることから、部品精度或いは組立精度の関係上、単一形態のレバー状部材に比べて
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用紙の通過を検出する際の検出精度が劣るとともに、上記のように紙ジャム処理時等に強
い力が加えられると、破損し易いという欠点を有していた。
【０００７】
　一方で近年、ホームＤＰＥと称されるが如く、銀塩写真並の超高画質印刷を家庭で容易
に実現可能なインクジェットプリンタが一般に広く普及しており、そしてこの様なインク
ジェットプリンタにおいては、銀塩写真と同等な出力結果を得る為に印刷用紙の四辺に余
白無しで印刷する所謂縁無し印刷を実行可能に構成されたものが主流となっている。
【０００８】
　縁無し印刷においては、用紙の端部から外れた領域にもインクを吐出することによって
用紙端部に余白無く印刷を行うため、元の画像データの周縁が破棄されるという性質を有
しており、従って縁無し印刷においては画像データの破棄量を極力少なくすること、即ち
打ち捨てるインク量を少なくすることが望まれている。その為には用紙を高精度に位置決
めする必要が生じるが、上記のように２体構造のレバー状部材であると、用紙を高精度に
位置決めすることができない場合が生じてしまう。その一方で従来のように紙送り方向に
のみ回動可能な単一形態のレバー状部材を用いると、紙ジャム処理時にユーザが用紙を上
流側から引き抜いた場合に、レバー状部材を破損させるといった不具合を招く虞がある。
【０００９】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その課題は、単一形態のレバ
ー状部材を用いて高精度に用紙の通過を検出可能であるとともに、ジャム処理時等に用紙
が用紙搬送路の上流側から引き抜かれた場合でもレバー状部材を破損させることのない用
紙検出装置を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様は、被記録媒体を搬送する搬送路に設
けられるとともに、前記搬送路を遮るように配置されて搬送される被記録媒体と接触し、
または、接触が解除されることによりその回動軸を中心に回動変位するレバー状部材と、
前記レバー状部材の回動変位を検出する検出手段とを備えた被記録媒体検出装置であって
、前記レバー状部材が、前記回動軸を中心に、前記搬送路の上流側方向及び下流側方向の
双方向に回動可能に設けられているとともに、搬送される被記録媒体との接触が解除され
た状態における当該レバー状部材の姿勢を保持する姿勢保持手段を有していることを特徴
とする。
【００１１】
　上記態様によれば、レバー状部材は、当該レバー状部材そのものが回動軸を中心に搬送
路の上流側方向及び下流側方向の双方向に回動可能に設けられていることから、ジャム処
理時にユーザが被記録媒体を前記搬送路の上流側から引き抜いた場合でも、レバー状部材
がこれに従って上流側方向（本来の動作方向とは反対側の方向）に回動することができ、
これによってレバー状部材に強い力が加わることによる当該レバー状部材の破損を防止す
ることができる。また、レバー状部材そのものが回動軸を中心に上流側及び下流側の双方
向に回動するので、レバー状部材を二体構造とすることで上流側及び下流側の双方向に回
動可能に構成する場合のように、部品精度或いは組立精度の関係で被記録媒体の先端或い
は後端の通過を検出する精度を低下させることがないとともに、強度の低下も防止するこ
とができる。
【００１２】
　更に、レバー状部材は上流側及び下流側の双方向に回動可能に設けられているが、搬送
される被記録媒体との接触が解除された状態においては姿勢保持手段によってその姿勢が
保持されるので、被記録媒体との接触が解除された状態であるにもかかわらず上流側方向
或いは下流側方向に回動してしまうことを防止することができ、即ち誤検出を防止するこ
とができる。
【００１３】
　本発明の第２の態様は、上記第１の態様において、前記姿勢保持手段が、前記レバー状
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部材が前記搬送路の下流側方向へ回動する方向に前記レバー状部材を付勢する第１の付勢
手段と、前記レバー状部材が前記搬送路の上流側方向へ回動する方向に前記レバー状部材
を付勢する、前記第１の付勢手段より付勢力が大なる前記第２の付勢手段と、前記回動軸
の軸線方向に移動可能に設けられた前記レバー状部材の回動面に形成された凹凸形状と係
合可能に設けられるとともに、前記レバー状部材の前記搬送路の上流側方向への回動を規
制し、且つ前記レバー状部材の前記搬送路の下流側方向への回動は許容する凹凸形状を備
える規制部と、前記レバー状部材を前記規制部に向けて付勢する第３の付勢手段と、を備
えて構成されていることを特徴とする。本態様によれば、前記姿勢保持手段が、前記第１
乃至第３の付勢手段および前記規制部を備えて構成されていることから、前記姿勢保持手
段を構造簡単にして且つ低コストに構成することができる。
【００１４】
　本発明の第３の態様は、被記録媒体に記録を行う記録ヘッドを備えた記録装置であって
、被記録媒体を搬送する搬送路に、上記第１のまたは第２の態様に記載の前記被記録媒体
検出装置を備えていることを特徴とする。本態様によれば、記録装置において上記第１の
または第２の態様と同様な作用効果を得ることができる。
【００１５】
　本発明の第４の態様は、被噴射媒体に液体噴射を行う液体噴射ヘッドと、被噴射媒体を
搬送する搬送路に設けられるとともに、前記搬送路を遮るように配置されて搬送される被
噴射媒体と接触し、または、接触が解除されることによりその回動軸を中心に回動変位す
るレバー状部材及び、前記レバー状部材の回動変位を検出する検出手段を備えた被噴射媒
体検出装置と、を備えた液体噴射装置であって、前記レバー状部材が、前記回動軸を中心
に、前記搬送路の上流側方向及び下流側方向の双方向に回動可能に設けられているととも
に、搬送される被噴射媒体との接触が解除された状態における当該レバー状部材の姿勢を
保持する姿勢保持手段が設けられていることを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。以下では先ず、本発明の一実施形態に係
る「記録装置」、「液体噴射装置」の一例としてのインクジェットプリンタ（以下「プリ
ンタ」と略称する）１の構成について図１を参照しながら概説する。ここで、図１はプリ
ンタ１の用紙搬送路の側断面図である。尚、以下では用紙搬送路（副走査方向）の上流側
（図１の右側）を単に「上流側」と言い、用紙搬送路の下流側（図１の左側）を単に「下
流側」と言うこととする。
【００１７】
　プリンタ１は、装置後部に「被記録媒体」、「被噴射媒体」の一例としての記録用紙Ｐ
を傾斜姿勢で複数枚セット可能な給送装置２を備えている。給送装置２は、ホッパ１０と
、給送ローラ１１と、アイドルローラ１４と、摩擦分離材１３と、戻しレバー１２と、更
に例示したこれら以外の種々の構成要素を備えている。ホッパ１０は記録用紙Ｐを傾斜姿
勢に支持するとともに、揺動支点１０ａを中心にカム機構（図示せず）によって揺動駆動
され、給送ローラ１１に記録用紙Ｐを圧接させる姿勢と、離間させる姿勢とを切換可能と
なっている。
【００１８】
　給送ローラ１１は側面視略Ｄ形の形状を成し、外周にはゴム材が巻回され、図示しない
モータによって用紙給送時にのみ選択的に回転駆動される。用紙給送時には、給送ローラ
１１はその円弧部分によって給送ローラ１１に圧接した記録用紙Ｐの最上位のものを下流
側へ給送し、用紙給送が終了すると、下流側の搬送駆動ローラ２１による用紙搬送動作の
際に搬送負荷を生じさせない様、図示する様に側面視略Ｄ形の形状における平坦部が摩擦
分離材１３と対向する様に駆動制御される。尚、符号１４で示すローラは自由回転可能な
アイドルローラであり、搬送中の記録用紙Ｐが給送ローラ１１に接して搬送負荷を生じさ
せない様、搬送中の記録用紙Ｐと接して従動回転する。
【００１９】



(5) JP 4640584 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

　給送ローラ１１と対向する位置には摩擦分離材１３が設けられている。摩擦分離材１３
は用紙給送時に給送ローラ１１の円弧部分と圧接して圧接点を形成し、これにより、給送
されるべき最上位の記録用紙Ｐと、重送されようとする次位以降の記録用紙Ｐとを分離す
る。また、給送ローラ１１と対向する位置には紙戻しレバー１２が設けられている。紙戻
しレバー１２は揺動支点１２ａを中心に揺動可能に設けられ、給送ローラ１１の１回転動
作中に、図１に示す待機状態から記録用紙Ｐの給送経路を開放する様に一旦倒れ、そして
再び図１に示す様に起き上がることにより、重送されようとした次位以降の記録用紙Ｐを
ホッパ１０上に戻す。
【００２０】
　以上が給送装置２であり、給送装置２の下流側には、給送ローラ１１と搬送駆動ローラ
２１との間に、「レバー状部材」としてのレバー１５と、「検出手段」としての検出部１
６とを備えて構成された、「被記録媒体（被噴射媒体）検出装置」としての紙検出器１７
が設けられている。レバー１５は回動軸１５ａを中心に、用紙搬送路を側視して時計回り
方向および反時計回り方向に回動可能に設けられ、且つ、上部の接触端１５ｂが、給送さ
れる記録用紙Ｐと接触可能に構成されている。
【００２１】
　レバー１５の回動変位を検出する検出部１６は光学センサであり、レバー１５の回動軸
１５ａから下側に延びる接触端１５ｃが図示する様に検出部１６に入り込むことにより、
発光部から受光部へ向かう光が遮断され、記録用紙Ｐの未通過状態が検出される。そして
、レバー１５が、記録用紙Ｐの通過に伴って回動すると、接触端１５ｃが検出部１６から
外れ、これにより、記録用紙Ｐ先端の通過を検出することができる様になっている。また
、記録用紙Ｐ後端が通過すると、再び接触端１５ｃが検出部１６に入り込み、これにより
、記録用紙Ｐ後端の通過を検出可能となる。尚、紙検出器１７については後に詳述する。
【００２２】
　次に、紙検出器１７の下流側には、搬送駆動ローラ２１と搬送従動ローラ２２とが設け
られている（以下当該ローラ対を適宜「搬送ローラ」と言う）。搬送駆動ローラ２１は図
示しないモータによって回転駆動され、搬送従動ローラ２２は、搬送駆動ローラ２１に圧
接して従動回転する。そして、給送ローラ１１によって給送された記録用紙Ｐは当該搬送
ローラにニップされ、インクジェット記録ヘッド（以下「記録ヘッド」と言う）２６の下
へと搬送される。
【００２３】
　搬送従動ローラ２２を軸支する搬送従動ローラホルダ２０の下流側端部には、自由回転
可能なガイドローラ２３が設けられている。ガイドローラ２３は、記録用紙Ｐのプラテン
２８からの浮き上がりを防止する為のローラであり、これにより、記録用紙Ｐと記録ヘッ
ド１４との距離が一定に保たれ、記録品質の低下やヘッド擦れを防止する。
【００２４】
　次に、搬送ローラの下流側には、記録ヘッド２６とプラテン２８とが上下に対向する様
に設けられている。記録ヘッド２６はキャリッジ２５の底部に設けられ、液体の一例とし
てのインク滴を記録用紙Ｐに向けて吐出（噴射）することにより、記録（印刷）を実行す
る。キャリッジ２５は主走査方向に延びるキャリッジガイド板２７によって主走査方向に
案内されつつ、図示しないモータの動力によって主走査方向に駆動される。
【００２５】
　プラテン２８は、記録用紙Ｐを下から支持することにより、記録用紙Ｐと記録ヘッド２
６との間のギャップを規定する。プラテン２８において記録ヘッド２６と対向する面には
、凹部２８ａが形成されている。これは、記録用紙Ｐに余白無く印刷を行う為のものであ
り、記録用紙Ｐの端部にインク滴を吐出する際に、記録用紙Ｐ端部から外れた部分にもイ
ンク滴を吐出し、そして凹部２８ａへと打ち捨てることにより、所謂縁無し印刷が実行さ
れる。尚、凹部２８ａには、インク滴を吸収するインク吸収材２９が配設されている。凹
部２８ａに打ち捨てられたインク滴は図示しない排出孔から下部へ排出され、そしてプラ
テン２８の下部には、この排出されたインク滴を受ける廃液トレイ３０が設けられている
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。廃液トレイ３０の内部には廃液吸収材３１が設けられ、廃液トレイ３０内のインク廃液
を確実に保持する。
【００２６】
　記録ヘッド２６の下流側には、第１排出駆動ローラ３６と、第１排出従動ローラ３７と
、第２排出駆動ローラ３８と、第２排出従動ローラ３９とが設けられている。第１排出駆
動ローラ３６及び第２排出駆動ローラ３８は図示しない駆動モータによって回転駆動され
、第１排出従動ローラ３７は、第１排出駆動ローラ３６に接して従動回転する。そして、
記録が行われた記録用紙Ｐは、第１排出駆動ローラ３６と第１排出従動ローラ３７とによ
ってニップされることにより、図示しないスタッカへ向けて排出される。尚、第２排出駆
動ローラ３８及び第２排出従動ローラ３９は、第１排出駆動ローラ３６及び第１排出従動
ローラ３７から送り出された記録用紙Ｐの後端を、図示しないスタッカに向けて確実に落
とす機能を果たす。
【００２７】
　以上がプリンタ１の大略構成であり、以下図２乃至図５を参照しながら紙検出器１７に
ついて詳説する。ここで図２は紙検出器１７の斜視図、図３は同側面図、図４及び図５は
紙検出器１７を下方から見た平面図であり、図４はレバー１５が記録用紙Ｐと接触してい
ない状態（立位姿勢にある状態）を、図５はレバー１５が上流側方向に回動した状態を示
している。
【００２８】
　図２及び図３に示すように、レバー１５は、回動軸１５ａと、回動軸１５ａから上側の
接触端１５ｂと、回動軸１５ａから下側の被検出端１５ｃと、「第１の付勢手段」として
の引っ張りコイルばね４０を掛止するばね掛止部１５ｄと、「第２の付勢手段」としての
引っ張りコイルばね４１を掛止するばね掛止部１５ｅと、が樹脂成形によって一体的に（
単一体として）形成されて成る。
【００２９】
　回動軸１５ａは、用紙搬送路の下側に設けられた紙案内部材１８（図１）に回動可能に
軸支され、これによってレバー１５そのものが、用紙搬送路を側視して上流側方向及び下
流側方向の双方向に回動可能に軸支される（詳細は後述）。尚、レバー１５が下流側方向
に回動するとは、図３の符号１５ｂ’で示すように接触端１５ｂが下流側方向に回動する
（倒れる）場合のレバー１５の回動を意味し、レバー１５が上流側方向に回動するとは、
図３の符号１５ｂ’’で示すように接触端１５ｂが上流側方向に回動する（倒れる）場合
のレバー１５の回動を意味する。
【００３０】
　被検出端１５ｃは、レバー１５が記録用紙Ｐと接触しない状態において、回動軸１５ａ
からほぼ真っ直ぐ下に延び、その下端部が、レバー１５が記録用紙Ｐと接触しない状態に
おいては検出部１６に入り込み、レバー１５が記録用紙Ｐと接触して回動することにより
、検出部１６から外れる。
【００３１】
　ばね掛止部１５ｄ、１５ｅはフック形状を成し、ばね掛止部１５ｄは用紙搬送路の上流
側（図３の右側）に、ばね掛止部１５ｅは用紙搬送路の下流側（図３の左側）に形成され
ていて、それぞれ引っ張りコイルばね４０、４１の一端が掛止する。引っ張りコイルばね
４１、４１の他端は図示しないばね掛止部に掛止し、これによってレバー１５は、給送装
置２から送られてくる記録用紙Ｐと接触して下流側に回動する場合（図３において符号１
５ｂ’）には、引っ張りコイルばね４１の付勢力に抗して回動することになる。
【００３２】
　また、紙ジャム処理時等に記録用紙Ｐが上流側から引き抜かれることで上流側に回動す
る場合（図３において符号１５ｂ’’）には、引っ張りコイルばね４０の付勢力に抗して
回動することになる。即ち、引っ張りコイルばね４０は、レバー１５が下流側方向へ回動
する方向に当該レバー１５を付勢し、引っ張りコイルばね４１は、レバー１５が上流側方
向へ回動する方向に当該レバー１５を付勢する。
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【００３３】
　接触端１５ｂは、図３に示すように給送装置２から送られてくる（上流側から下流側に
進む）記録用紙Ｐの先端が当接する当接面Ａと、記録用紙Ｐのうら面と接する接触面（平
坦面）Ｂと、紙ジャム処理時等に上流側から引き抜かれる記録用紙Ｐの先端が当接する当
接面Ｃとを備え、図示する様に略逆Ｌ字形の形状を成す様に形成されている。
【００３４】
　ここで、接触端１５ｂは、図示するように回動軸１５ａから真っ直ぐに上方に延びるの
ではなく、一旦下流側に向けて斜め上方に延びた後に、ほぼ真っ直ぐ上方に延び、そして
その先端が下流側に向けて折れ曲がることで、略逆Ｌ字形の形状を成す様に形成されてい
る。つまり、記録用紙Ｐとの非接触状態において、接触面Ｂが、回動軸１５ａに対して下
流側に位置する様に形成されているので、レバー１５の揺動角度を小さく抑えることがで
き、レバー１５の配置スペースを小さくすることができる。
【００３５】
　また、当接面Ａが、用紙搬送路をほぼ垂直に横切る様に設けられていることから、記録
用紙Ｐの先端が当接面Ａのどの部分に当接しても、レバー１５は殆ど同じタイミングで回
動し、従って記録用紙Ｐ先端の通過タイミングにばらつきが生じることがなく、記録用紙
Ｐの通過を正確に検出することができる。
【００３６】
　更に、記録用紙Ｐの後端が搬送駆動ローラ２１（図１）の上流側近傍に到達した状態で
は、記録用紙Ｐの後端が上方に反り返る様な状態となるので、この様な状態の記録用紙Ｐ
後端に、接触端１５ｂが下から接触し、しかも引っ張りコイルばね４１の付勢力によって
記録用紙Ｐ後端を上方に持ち上げる様な力を記録用紙Ｐ後端に付与することから、接触端
１５ｂが記録用紙Ｐ後端から外れ易い状態となっている。しかし、接触端１５ｂの頂部が
、平坦面から成る接触面Ｂによって成されているので、記録用紙Ｐと面接触することによ
り、レバー１５の状態が安定し、記録用紙Ｐ後端が通過する際にも、不適切な位置で接触
端１５ｂが外れることがなく、記録用紙Ｐ後端の通過を正確に検出することができる。
【００３７】
　加えて、接触端１５ｂは、その先端が下流側を向くような略逆Ｌ字形の形状に形成され
ている為、記録用紙Ｐへ与える力の成分がより一層用紙搬送路と直交する方向に向かい、
これによって接触端１５ｂが更に記録用紙Ｐ後端から外れ難くなり、この様な作用効果に
より、記録用紙Ｐ後端の通過をより一層正確に検出することが可能となる。　
　更に加えて、本実施形態においては、レバー１５を用紙搬送路の下から上に突出する様
に設けていることから、接触端１５ｂは記録用紙Ｐのうら面と接触し、これにより、記録
面にダメージを与えることがない。
【００３８】
　続いてレバー１５を立位姿勢（図３に示す姿勢）に保持する姿勢保持手段１７について
説明する。図４及び図５に示すように、レバー１５の回動軸１５ａには、レバー１５を挟
むようにストッパ４６と規制部４５とが配設されている。このストッパ４６と規制部４５
は、回動軸１５ａが軸通するとともに、レバー１５が回動しても、これにつられて回動し
ないように図示しないフレーム部材に固定的に設けられている。
【００３９】
　ストッパ４６と規制部４５との間においてレバー１５は回動軸１５ａの軸線方向（図４
及び図５の左右方向）に移動可能となっており、更にストッパ４６とレバー１５との間に
は圧縮バネ４２が設けられて、これによってレバー１５の回動面Ｄが規制部４５に圧接す
るように設けられている。
【００４０】
　レバー１５において回動面Ｄには「凹凸形状」としての段部１５ｆが形成されていて、
規制部４５において回動面Ｄと対向する側には、段部１５ｆとちょうど嵌合する「凹凸形
状」としての段部４５ａが形成されている。段部１５ｆと段部４５ａの嵌合形状は、レバ
ー１５の上流側方向への回動を規制し、且つ下流側方向への回動は許容するような凹凸形
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状であり、即ちレバー１５が下流側方向へ回動する場合にはレバー１５は規制部４５から
規制力を受けないが、レバー１５が上流側方向へ回動する場合には、図５に示すように圧
縮ばね４２の付勢力に抗して段部１５ｆが段部４５ａの斜面を乗り越える必要があるので
、レバー１５は上流側方向への回動に際して規制部４５から規制（所定の力）を受ける様
になっている。
【００４１】
　尚、引っ張りコイルばね４１の付勢力は、引っ張りコイルばね４０の付勢力よりも大な
るように設定されており、これによって図４に示すような段部１５ｆと段部４５ａとの嵌
合状態が保持される、即ちレバー１５の立位姿勢が保持されるようになっている。以上に
より、引っ張りコイルばね４０、４１と、圧縮ばね４２と、規制部４５は、レバー１５の
姿勢を保持する姿勢保持手段４７を構成する。
【００４２】
　以上のように構成された紙検出器１７においては、上述の通りレバー１５は回動軸１５
ａを中心に用紙搬送路の上流側方向及び下流側方向の双方向に回動可能に設けられている
ことから、ジャム処理時にユーザが記録用紙Ｐを上流側から引き抜いた場合でも、レバー
１５がこれに従って上流側方向（本来の動作方向とは反対側の方向）に回動することがで
き、これによってレバー１５に強い力が加わることによる当該レバー１５の破損を防止す
ることができる。
【００４３】
　また、レバー１５そのものが回動軸１５ａを中心に上流側及び下流側の双方向に回動す
るので、レバー１５を二体構造とすることで上流側及び下流側の双方向に回動可能に構成
する場合のように、部品精度或いは組立精度の関係で記録用紙Ｐの先端或いは後端の通過
を検出する精度を低下させることがないとともに、強度の低下も防止することができる。
特に、記録用紙Ｐを高精度に位置決めすることができることで、記録用紙Ｐの始端や終端
に縁無し印刷を行う場合にあっては、始端や終端の画像の破棄量を極めて少なくすること
ができる。
【００４４】
　更に、レバー１５は上流側及び下流側の双方向に回動可能に設けられているが、搬送さ
れる記録用紙Ｐとの接触が解除された状態においては姿勢保持手段４７によってその姿勢
が保持されるので、上流側或いは下流側のいずれの方向に回動した場合にも図３に示す立
位姿勢に復帰することとなり、記録用紙Ｐとの接触が解除された状態であるにもかかわら
ず上流側方向或いは下流側方向に回動してしまうことを防止することができ、即ち記録用
紙Ｐの先端或いは後端の通過を誤検出することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明に係るプリンタの用紙搬送路の側断面図。
【図２】本発明に係る紙検出器の斜視図。
【図３】本発明に係る紙検出器の側面図
【図４】本発明に係る紙検出器を下から見た平面図。
【図５】本発明に係る紙検出器を下から見た平面図。
【符号の説明】
【００４６】
１　インクジェットプリンタ、２　給送装置、１０　ホッパ、１１　給送ローラ、１２　
紙戻しレバー、１３　摩擦分離材、１４　アイドルローラ、１５　レバー、１５ａ　回動
軸、１５ｂ　接触端、１５ｃ　被検出端、１５ｄ、１５ｅ　ばね掛止部、１５ｆ　段部、
１６　検出部、１７　紙検出器、２０　搬送従動ローラホルダ、２１　搬送駆動ローラ、
２２　搬送従動ローラ、２３　ガイドローラ、２５　キャリッジ、２６　記録ヘッド、２
７　キャリッジガイド板、２８　プラテン、２９　インク吸収材、３０　廃液トレイ、３
１　廃液吸収材、３３　フレーム、３６　第１排出駆動ローラ、３７　第１排出従動ロー
ラ、３８　第２排出駆動ローラ、３９　第２排出従動ローラ、４０、４１　引っ張りコイ
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ルばね、４２　圧縮ばね、４５　規制部、４５ａ　段部、４６　ストッパ、Ｐ　記録用紙

【図１】 【図２】
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