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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも奥壁と一対の側壁と底面と、からなるトレイ枠を有し、当該画像記録装置本
体に対して被記録媒体の供給方向に進退動可能に構成され、被記録媒体を収容可能な供給
トレイと、
　前記供給トレイの前記底面に配設され、前記底面上にて前記供給方向と平行な方向に延
出されるとともに、前記供給方向と直交する方向に移動可能に構成され、被記録媒体の前
記供給方向に沿った側縁をガイドする側縁ガイドと、
　前記供給トレイから供給された被記録媒体に画像を記録する画像記録部と、
　前記供給トレイに収容された被記録媒体の最上面に当接し、前記画像記録部へ被記録媒
体を送出する供給ローラと、
　前記供給方向と直交する方向に延出されている支軸を中心軸として揺動可能に構成され
、前記供給ローラを一端側に回転可能に支持したホルダ部と、
　前記ホルダ部から前記供給方向と直交する方向に延出して設けられ、前記底面と対向す
る面を有する係合部材と、
　前記側縁ガイドに設けられ、前記供給トレイの退動時に前記係合部材が摺接可能に係合
し前記ホルダ部を上下動させるガイド被係合部と、
　前記側壁に設けられ、前記供給トレイの退動時に前記側縁ガイドよりも後に前記係合部
材が摺接可能に係合し前記ホルダ部を上下動させる側壁被係合部と、を有することを特徴
とする画像記録装置。
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【請求項２】
　前記ガイド被係合部と前記側壁被係合部とは、前記供給方向と平行な方向において前記
底面からの高さが変化する傾斜を有し、前記ガイド被係合部の前記底面に対する傾斜角度
は、前記側壁被係合部の前記底面に対する傾斜角度よりも小さいことを特徴とする請求項
１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記側縁ガイドは、前記供給方向と直交する方向に隔てられて一対設けられており、
　前記係合部材は、前記底面と向かい合う面内において前記供給方向と直交する方向に、
前記ホルダ部の一方の側方のみから延出しており、
　前記ガイド被係合部は、一対の前記側縁ガイドのうち、前記係合部材が延出する側方領
域に設けられた前記側縁ガイドにのみ設けられ、
　前記側壁被係合部は、一対の前記側壁のうち、前記係合部材が延出する側方領域に設け
られた前記側壁にのみ設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載の画像記
録装置。
【請求項４】
　前記側縁ガイドは、前記供給方向と直交する方向に隔てられて一対設けられており、
　前記係合部材は、前記底面と向かい合う面内において前記供給方向と直交する方向に、
前記ホルダ部の両方の側方から延出し、
　前記ガイド被係合部は一対の前記側縁ガイドの両方に設けられ、
　前記側壁被係合部は一対の前記側壁の両方に設けられることを特徴とする請求項１また
は２に記載の画像記録装置。
【請求項５】
　前記係合部材は、前記側壁被係合部と係合する側壁係合部材と、前記ガイド被係合部と
係合するガイド係合部材と、で構成されることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか
に記載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記ガイド被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよう設
けられ、
　前記側壁被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよう設け
られることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項７】
　前記側壁被係合部は、前記ガイド被係合部よりも前記供給方向において下流側に位置す
ることを特徴とする請求項６に記載の画像記録装置。
【請求項８】
　前記側壁被係合部の前記底面からの高さが前記ガイド被係合部の前記底面からの高さ以
上であり、前記側壁の前記底面からの高さが前記奥壁の前記底面からの高さ以上であり、
前記側壁被係合部は、前記側壁の上方端部まで高くなるよう設けられていることを特徴と
する請求項６または７に記載の画像記録装置。
【請求項９】
　被記録媒体を収容し前記供給トレイに対して積層状態で前記トレイ枠内に配置され、前
記供給方向と平行な方向に移動可能な第２トレイを有し、
　前記供給ローラは、前記第２トレイに収容された被記録媒体の最上面に当接して、前記
画像記録部へ被記録媒体を送出可能であることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか
に記載の画像記録装置。
【請求項１０】
　前記係合部材は、前記側縁ガイドの移動範囲において前記ガイド被係合部と摺接可能に
構成されていることを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項１１】
　画像記録部と、被記録媒体を前記画像記録部に供給する供給ローラと、支軸によって揺
動可能に構成され前記供給ローラを一端側に回転可能に支持したホルダ部と、前記支軸に
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沿って延びて前記ホルダ部に設けられた係合部材と、を有する画像記録装置のフレームに
対して被記録媒体の供給方向と平行な方向において進退動可能に構成され、少なくとも奥
壁と一対の側壁と底面と、からなるトレイ枠を有し、被記録媒体を収容可能な供給トレイ
であって、
　前記供給トレイの前記底面上に配設され、前記底面上にて前記供給方向と平行な方向に
延出されるとともに、前記供給方向と直交する方向に移動可能に構成され、被記録媒体の
前記供給方向に沿った側縁をガイドする側縁ガイドと、
　前記側縁ガイドに設けられ、前記供給トレイの退動時に前記係合部材が摺接可能に係合
し前記ホルダ部を上下動させるガイド被係合部と、
　前記側壁に設けられ、前記供給トレイの退動時に前記側縁ガイドよりも後に前記係合部
材が摺接可能に係合し前記ホルダ部を上下動させる側壁被係合部と、を有することを特徴
とする供給トレイ。
【請求項１２】
　前記ガイド被係合部と前記側壁被係合部とは、前記供給方向と平行な方向において前記
底面からの高さが変化する傾斜を有し、前記ガイド被係合部の前記底面に対する傾斜角度
は、前記側壁被係合部の前記底面に対する傾斜角度よりも小さいことを特徴とする請求項
１１に記載の供給トレイ。
【請求項１３】
　前記ガイド被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよう設
けられ、
　前記側壁被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよう設け
られることを特徴とする請求項１１または１２に記載の供給トレイ。
【請求項１４】
　前記側壁被係合部は、前記ガイド被係合部よりも前記供給方向において下流側に位置す
ることを特徴とする請求項１３に記載の供給トレイ。
【請求項１５】
　前記側壁被係合部の前記底面からの高さが前記ガイド被係合部の前記底面からの高さ以
上であり、前記側壁の前記底面からの高さが前記奥壁の前記底面からの高さ以上であり、
前記側壁被係合部は、前記側壁の上方端部まで高くなるよう設けられていることを特徴と
する請求項１３または１４に記載の供給トレイ。
【請求項１６】
　被記録媒体を収容し前記供給トレイに対して積層状態で前記トレイ枠内に配置され、前
記供給方向と平行な方向に移動可能な第２トレイを有し、前記供給ローラは、前記第２ト
レイに収容された被記録媒体の最上面に当接して、前記画像記録部へ被記録媒体を送出可
能であることを特徴とする請求項１１ないし１５のいずれかに記載の供給トレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被記録媒体を収容可能なトレイを備えた画像記録装置および供給トレイに関
し、詳細には、画像記録装置本体から進退動可能な供給トレイ及びその供給トレイを備え
た画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、記録用紙などの被記録媒体上（以下用紙と称する）に画像を記録する装置として
インクジェットプリンタやファクシミリ装置などの画像記録装置が知られている。これら
の装置では、装置本体内に設けられた供給トレイに用紙が収容される。その用紙上面に当
接する供給ローラが回転することによって、画像記録部に向かって用紙を供給している。
【０００３】
　このような構成を持つ画像記録装置として、特許文献１に記載の画像記録装置が知られ
ている。この装置では、装置本体に対して引き出し及び挿入可能に構成された供給トレイ
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を有し、その供給トレイに用紙が収容される。
【０００４】
　そして、用紙を供給するための供給ローラが装置本体に設けられ、収容された用紙の上
面に当接するよう付勢されている。この供給ローラの回転によって、用紙は画像記録部に
向かって供給され、用紙搬送路を通って画像記録部まで搬送される。用紙が画像記録部に
搬送されると、画像が画像記録部によって用紙上に記録される。
【０００５】
　上述した構成の供給トレイを画像記録装置本体から引き出すためには、供給ローラは供
給トレイの奥壁を乗り越え可能に持ちあげられる必要がある。このために、供給ローラを
支持するホルダ部には、係合部材である従動部が設けられて、供給トレイの側壁には、ホ
ルダ部及び供給ローラを上下動させる被係合部であるカム部が設けられている。係合部材
と被係合部とが係合し摺接することで、供給ローラは上下に変位可能となり、供給トレイ
の奥壁を乗り越えられる。
【特許文献１】特開２００７－２２３７８６号公報（図５等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、近年の画像記録装置の需要として、多様な用紙サイズへの対応が挙げられる
。これまでの文書印刷で多用されていたＡ４サイズよりも大きいサイズの用紙を収容する
ためには、トレイサイズの大型化が必要となる。しかし、大きいサイズの用紙を収容する
ために供給トレイを大型にすると、それに伴って供給トレイの幅方向のサイズは長くなる
。
【０００７】
　供給トレイの幅方向が長くなるに応じて、側壁に設けられたカム部から供給ローラまで
の距離も長くなる。被係合部と摺接する係合部材は、供給ローラから被係合部に向かって
延出するようにホルダ部に設けられるため、被係合部から供給ローラまでの距離が長くな
ると、係合部材も長くなる。
【０００８】
　しかしながら、供給トレイを装置本体から引き出す際、係合部材と被係合部とが係合す
ることにより、係合部材には引き出し方向の力が作用することとなる。また、確実に用紙
を供給するために、供給ローラやホルダ部には供給ローラが用紙に当接する方向に付勢力
が働いている。従って、供給トレイの引き出し時に係合部材の両端側に作用する力の方向
が異なることにより、係合部材にはネジレが発生する。
【０００９】
　さらに、トレイサイズの大型化に伴って係合部材が長くなると、供給トレイの引き出し
時に係合部材に生ずるネジレは増大する。そのため、供給トレイが引き出される際に、供
給ローラ及びホルダ部が所定量持ち上がらずに供給トレイの奥壁と干渉し、供給トレイが
引き出されないおそれがある。
【００１０】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、大サイズの用紙を収容可能
でありながら、支障なく画像記録装置本体から進退動可能な供給トレイ、及びその供給ト
レイを備えた画像記録装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的を達成するために、請求項１に記載の画像記録装置は、少なくとも奥壁と一対
の側壁と底面と、からなるトレイ枠を有し、当該画像記録装置本体に対して被記録媒体の
供給方向に進退動可能に構成され、被記録媒体を収容可能な供給トレイと、前記供給トレ
イの前記底面に配設され、前記底面上にて前記供給方向と平行な方向に延出されるととも
に、前記供給方向と直交する方向に移動可能に構成され、被記録媒体の前記供給方向に沿
った側縁をガイドする側縁ガイドと、前記供給トレイから供給された被記録媒体に画像を
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記録する画像記録部と、前記供給トレイに収容された被記録媒体の最上面に当接し、前記
画像記録部へ被記録媒体を送出する供給ローラと、前記供給方向と直交する方向に延出さ
れている支軸を中心軸として揺動可能に構成され、前記供給ローラを一端側に回転可能に
支持したホルダ部と、前記ホルダ部から前記供給方向と直交する方向に延出して設けられ
、前記底面と対向する面を有する係合部材と、前記側縁ガイドに設けられ、前記供給トレ
イの退動時に前記係合部材が摺接可能に係合し前記ホルダ部を上下動させるガイド被係合
部と、前記側壁に設けられ、前記供給トレイの退動時に前記側縁ガイドよりも後に前記係
合部材が摺接可能に係合し前記ホルダ部を上下動させる側壁被係合部と、を有することを
特徴とすることを特徴としている。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像記録装置において、前記ガイド被係合
部と前記側壁被係合部とは、前記供給方向と平行な方向において前記底面からの高さが変
化する傾斜を有し、前記ガイド被係合部の前記底面に対する傾斜角度は、前記側壁被係合
部の前記底面に対する傾斜角度よりも小さいことを特徴としている。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の画像記録装置において、前記側縁
ガイドは、前記供給方向と直交する方向に隔てられて一対設けられており、前記係合部材
は、前記底面と向かい合う面内において前記供給方向と直交する方向に、前記ホルダ部の
一方の側方のみから延出しており、前記ガイド被係合部は、一対の前記側縁ガイドのうち
、前記係合部材が延出する側方領域に設けられた前記側縁ガイドにのみ設けられ、前記側
壁被係合部は、一対の前記側壁のうち、前記係合部材が延出する側方領域に設けられた前
記側壁にのみ設けられていることを特徴としている。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１または２に記載の画像記録装置において、前記側縁
ガイドは、前記供給方向と直交する方向に隔てられて一対設けられており、前記係合部材
は、前記底面と向かい合う面内において前記供給方向と直交する方向に、前記ホルダ部の
両方の側方から延出し、前記ガイド被係合部は一対の前記側縁ガイドの両方に設けられ、
前記側壁被係合部は一対の前記側壁の両方に設けられることを特徴としている。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載の画像記録装置において
、前記係合部材は、前記側壁被係合部と係合する側壁係合部材と、前記ガイド被係合部と
係合するガイド係合部材と、で構成されることを特徴している。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１ないし５のいずれかに記載の画像記録装置において
、前記ガイド被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよう設
けられ、前記側壁被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよ
う設けられることを特徴としている。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の画像記録装置において、前記側壁被係合部
は、前記ガイド被係合部よりも前記供給方向において下流側に位置することを特徴として
いる。
【００１８】
　請求項８に記載の発明は、請求項６または７に記載の画像記録装置において、前記側壁
被係合部の前記底面からの高さが前記ガイド被係合部の前記底面からの高さ以上であり、
前記側壁の前記底面からの高さが前記奥壁の前記底面からの高さ以上であり、前記側壁被
係合部は、前記側壁の上方端部まで高くなるよう設けられていることを特徴としている。
【００１９】
　請求項９に記載の発明は、請求項１ないし８のいずれかに記載の画像記録装置において
、被記録媒体を収容し前記供給トレイに対して積層状態で前記トレイ枠内に配置され、前
記供給方向と平行な方向に移動可能な第２トレイを有し、前記供給ローラは、前記第２ト
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レイに収容された被記録媒体の最上面に当接して、前記画像記録部へ被記録媒体を送出可
能であることを特徴としている。
【００２０】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１ないし９のいずれかに記載の画像記録装置におい
て、前記係合部材は、前記側縁ガイドの移動範囲において前記ガイド被係合部と摺接可能
に構成されていることを特徴としている。
【００２１】
　請求項１１に記載の供給トレイは、画像記録部と、被記録媒体を前記画像記録部に供給
する供給ローラと、支軸によって揺動可能に構成され前記供給ローラを一端側に回転可能
に支持したホルダ部と、前記支軸に沿って延びて前記ホルダ部に設けられた係合部材と、
を有する画像記録装置のフレームに対して被記録媒体の供給方向と平行な方向において進
退動可能に構成され、少なくとも奥壁と一対の側壁と底面とからなるトレイ枠を有し、被
記録媒体を収容可能な供給トレイであって、前記供給トレイの前記底面上に配設され、前
記底面上にて前記供給方向と平行な方向に延出されるとともに、前記供給方向と直交する
方向に移動可能に構成され、被記録媒体の前記供給方向に沿った側縁をガイドする側縁ガ
イドと、前記側縁ガイドに設けられ、前記供給トレイの退動時に前記係合部材が摺接可能
に係合し前記ホルダ部を上下動させるガイド被係合部と、前記側壁に設けられ、前記供給
トレイの退動時に前記側縁ガイドよりも後に前記係合部材が摺接可能に係合し前記ホルダ
部を上下動させる側壁被係合部と、を有することを特徴としている。
【００２２】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の供給トレイにおいて、前記ガイド被係
合部と前記側壁被係合部とは、前記供給方向と平行な方向において前記底面からの高さが
変化する傾斜を有し、前記ガイド被係合部の前記底面に対する傾斜角度は、前記側壁被係
合部の前記底面に対する傾斜角度よりも小さいことを特徴としている。
【００２３】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１１または１２に記載の供給トレイにおいて、前記
ガイド被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよう設けられ
、前記側壁被係合部は、前記底面からの高さが前記供給方向に向かって高くなるよう設け
られることを特徴としている。
【００２４】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１３に記載の供給トレイにおいて、前記側壁被係合
部は、前記ガイド被係合部よりも前記供給方向において下流側に位置することを特徴とし
ている。
【００２５】
　請求項１５に記載の発明は、請求項１３または１４に記載の供給トレイにおいて、前記
側壁被係合部の前記底面からの高さが前記ガイド被係合部の前記底面からの高さ以上であ
り、前記側壁の前記底面からの高さが前記奥壁の前記底面からの高さ以上であり、前記側
壁被係合部は、前記側壁の上方端部まで高くなるよう設けられていることを特徴としてい
る。
【００２６】
　請求項１６に記載の発明は、請求項項１１ないし１５のいずれかに記載の供給トレイに
おいて、被記録媒体を収容し前記供給トレイに対して積層状態で前記トレイ枠内に配置さ
れ、前記供給方向と平行な方向に移動可能な第２トレイを有し、前記供給ローラは、前記
第２トレイに収容された被記録媒体の最上面に当接して、前記画像記録部へ被記録媒体を
送出可能であることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１に記載の画像記録装置及び請求項１１に記載の供給トレイによれば、供給ロー
ラを一端に有するホルダ部に設けられた係合部材と、供給トレイの退動時に係合部材が摺
接可能に係合しホルダ部を上下動させるガイド被係合部と、同様に供給トレイの退動時に
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側縁ガイドよりも後に前記係合部材が摺接可能に係合しホルダ部を上下動させる側壁被係
合部とが設けられている。装置本体から供給トレイが引き出されると、係合部材はガイド
被係合部と側壁被係合部との両者に摺接し、係合部材が設けられたホルダ部及び供給ロー
ラが持ちあげられる。
【００２８】
　この時、引き出し方向の力は、側壁より供給ローラに近い側縁ガイドの位置で先に係合
部材に作用する。ガイド被係合部は、用紙幅方向において側壁被係合部よりも供給ローラ
に近い。すなわち、ガイド被係合部は、側壁被係合部よりも、ホルダ部および供給ローラ
に作用している下方向への付勢力の作用位置に近い。係合部材のうち、ガイド被係合部と
係合する部分がこの引き出し方向の力を先に分担するため、係合部材にネジレが生じ難く
、供給ローラは確実に持ちあげられる。従って、供給トレイは、画像記録装置本体から円
滑に進退動可能となる。
【００２９】
　請求項２に記載の画像記録装置及び請求項１２に記載の供給トレイによれば、ガイド被
係合部と側壁被係合部とは、底面からの高さが変化する傾斜を有し、ガイド被係合部の底
面に対する傾斜角度は、側壁被係合部の傾斜角度よりも小さい。従って、供給トレイを装
置本体から引き出す際に、ガイド被係合部と係合部材との係合角度は小さくなり、係合部
材とガイド被係合部とが食いつくことなく、円滑かつ確実に係合部材が摺接できる。
【００３０】
　請求項３に記載の画像記録装置によれば、ガイド被係合部および側壁被係合部が、ホル
ダ部の一方の側方からのみ延出している係合部材に摺接する構成であるため、ホルダ部及
び係合部材の構成の簡易化が可能となり、部品の製造コスト低減及び装置組み付けの容易
化が可能となる。
【００３１】
　請求項４に記載の画像記録装置によれば、係合部材はホルダ部の両方の側方から延出し
、一対の側縁ガイドのそれぞれにガイド被係合部が設けられ、一対の側壁のそれぞれに側
壁被係合部が設けられる。そのため、係合部材は供給ローラを挟んだ２点で側壁被係合部
と係合し、ガイド被係合部とも供給ローラを挟んだ２点で係合する。従って、使用者が供
給トレイを引き出す時に、引き出し方向の力が供給ローラの両側に位置する被係合部に分
担され、供給ローラの持ちあげが引き出し操作に対して応答性良く行われる。
【００３２】
　請求項５に記載の画像記録装置によれば、係合部材が側壁係合部材とガイド係合部材と
の２部材で構成されるため、側壁係合部材とガイド係合部材とがそれぞれ異なる大きさや
形状に構成されることが可能である。従って、ガイド被係合部および側壁被係合部の各々
は、他の被係合部の配置位置に制限されることなく、任意の位置に配置されることが可能
となる。
【００３３】
　請求項６に記載の画像記録装置及び請求項１３に記載の供給トレイによれば、側壁被係
合部とガイド被係合部とは共に供給方向に向かって高くなるため、供給方向と逆方向に供
給トレイを引き出すという一つの操作のみで、供給ローラおよびホルダ部を持ちあげるこ
とが可能となる。
【００３４】
　請求項７に記載の画像記録装置及び請求項１４に記載の供給トレイによれば、側壁被係
合部はガイド被係合部よりも供給方向下流側に位置しているため、確実にガイド被係合部
が側壁被係合部よりも先に係合部材と係合できる。従って、係合部材のネジレが確実に防
止できる。
【００３５】
　請求項８に記載の画像記録装置及び請求項１５に記載の供給トレイによれば、側壁被係
合部はガイド被係合部以上の高さであり、側壁は奥壁以上の高さであり、側壁被係合部は
側壁の上方端部まで高い。そのため、係合部材が側壁被係合部と摺接することで、供給ロ
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ーラおよびホルダ部が供給トレイの奥壁を乗り越えられる高さまで確実に持ちあげられる
。従って、供給トレイは画像記録装置本体から完全に引き出される。
【００３６】
　請求項９に記載の画像記録装置及び請求項１６に記載の供給トレイによれば、被記録媒
体が第２トレイにも収容されるため、種々のサイズの被記録媒体を収容可能となる。また
、供給ローラが第２トレイに収容された用紙の最上面に当接可能であり、第２トレイに収
容された用紙は、記録部へ送出されるため、多種サイズの被記録媒体に画像を記録可能と
なる。また、第２トレイは供給トレイの枠内に積層状態で配置されるため、第２トレイを
備えても供給トレイは薄型で構成できる。
【００３７】
　請求項１０に記載の画像記録装置によれば、係合部材は、移動可能に構成されている側
縁ガイドの移動範囲においてのみガイド被係合部と摺接可能となる構成であるため、側縁
ガイドが移動できない範囲においては係合部材が必要ないため、係合部材の大きさを小さ
くできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　［第１の実施形態］
　以下に、本発明を多機能型の画像記録装置に適用した第１の実施形態について、添付図
面を参照しながら説明する。図１は本実施形態の画像記録装置１の外観斜視図である。こ
の画像記録装置１は、いわゆる多機能装置であり、スキャナ機能、プリンタ機能、コピー
機能、ファクシミリ機能などの各種機能を有している。本実施形態では、プリンタ機能以
外の機能は任意のものであり、スキャナ機能やコピー機能を有さない、単機能のプリンタ
として実施されてもよい。なお、以下の説明において図１の画像記録装置１の手前側を前
側とし、左右方向、前後方向、および上下方向を規定する。
【００３９】
　＜外観的構成＞
　図１に示すように画像記録装置１は略直方体形のケーシング２と、そのケーシング２の
上部に配置された原稿読取部３と、ケーシング２の前方上部に配置された操作部４とを備
えている。ケーシング２の前面には開口部５が形成されている。その開口部５には、供給
トレイ６が進退可能に装着される。供給トレイ６は、被記録媒体としての用紙を堆積状態
で収容した第１供給トレイ１０と、その第１供給トレイ１０の上方に積層状に配置され、
用紙を堆積状態で収容する第２供給トレイ１１とから構成される。供給トレイ６の詳細な
構成については後述する。
【００４０】
　原稿読取部３は、コピー機能やファクシミリ機能において原稿の画像を読み取るもので
ある。その原稿読取部３は、ケーシング２の後端側に回動可能に支持され、上下開閉可能
となっている。原稿読取部３は、図示しない原稿載置用のガラス板と原稿カバー体とを備
え、原稿カバー体はガラス板を覆うよう上下開閉可能に構成されている。図示しない原稿
読取用スキャナはガラス板の下方に配置される。この構成により、ユーザが原稿カバー体
を上方に開けてガラス板上に原稿を載置した状態で、原稿読取用スキャナが原稿を読み取
る。
【００４１】
　操作部４は、ケーシング２の上部前方に配置され、各種操作ボタンを備えた操作パネル
と操作手順や実行中の処理の状態を表示する液晶ディスプレイとを備えている。操作ボタ
ンとしてはストップボタンやスタートボタンが含まれ、ユーザがこれらの操作ボタンを押
下することによって、各種操作が行われる。また、画像記録装置１の設定状態や各種の操
作メッセージなどが必要に応じて液晶ディスプレイに表示される。
【００４２】
　＜内部的構成＞
　次に、図２を参照して、画像記録装置１の内部的構成の詳細について説明する。図２は



(9) JP 4930476 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

画像記録装置１の供給トレイ６、給紙機構７及び記録部８の側断面図である。本実施形態
の記録部８は、本発明の画像記録部に相当する。
【００４３】
　図２に示すように、図１における画像記録装置１本体の開口部５に供給トレイ６が装着
された状態では、給紙機構７が供給トレイ６の後端側の上方に配置される。記録部８は、
供給トレイ６および給紙機構７の上方に配置される。図２中の矢印Ｘは用紙の供給方向を
示し、本発明における被記録媒体の供給方向に相当する。供給トレイ６に収容された用紙
は、給紙機構７によって供給方向Ｘへ供給され、用紙搬送路９を通り、記録部８に向かっ
て矢印Ｓで示す搬送方向へ搬送される。給紙機構７の詳細な構成については後述する。
【００４４】
　記録部８では、一対のガイド部材８２、８３が図示しない本体フレームに固定されてい
る。ガイド部材８２、８３は、図１における左右方向に延びた板状となっていて、キャリ
ッジ８１は、ガイド部材８２、８３によって摺接可能に支持されている。キャリッジ８１
の下面には、記録ヘッド８４が下向きに設けられており、プラテン８５が、記録ヘッド８
４の下面と対向するように両ガイド部材８２、８３の間に配設されている。レジストロー
ラ対８６は、用紙の搬送方向Ｓにおいてプラテン８５の上流側に配置され、排紙ローラ対
８７がプラテン８５の下流側に配置されている。
【００４５】
　レジストローラ対８６は、用紙搬送路９を通って搬送されてきた用紙を記録ヘッド８４
の下面に送る。記録ヘッド８４は搬送されてきた用紙に画像を記録し、排紙ローラ対８７
は画像が記録された用紙を、第２供給トレイ１１の上面に設けられた排紙受け部６１上に
排出する。プラテン８５は、搬送される用紙と記録ヘッド８４との間隔が一定になるよう
に用紙を支持する。
【００４６】
　（給紙機構の構成）
　次に給紙機構７の構成について、図３および図４を参照しながら詳述する。図３は給紙
機構７の斜視図であり、図４は供給トレイ６の上方に給紙機構７が配置された状態を示し
ている。
【００４７】
　図３において、給紙機構７は、駆動軸７１と、ホルダ部７２と、一対の供給ローラ７３
と、駆動伝達機構７４とを有する。駆動軸７１は、右方向から左方向へ延びるに従って中
心軸一定で段階的に直径が小さく形成される。駆動軸７１は、供給方向Ｘと直交方向であ
る左右方向に延出し、画像記録装置１の内部に設けられた図示しない本体フレームに回転
可能に支持されている。駆動軸７１の右側の一端側にはギヤ７５が取り付けられており、
ギヤ７５は、画像記録装置１本体に設けられたギヤ列などの公知の連結駆動機構を介して
駆動モータと連結している。
【００４８】
　図３における駆動軸７１の左側には、ホルダ部７２が揺動可能に形成されている。駆動
伝達機構７４はギヤ列からなり、ホルダ部７２内において駆動軸７１と供給ローラ７３と
を連結している。従って、駆動モータからの駆動は、ギヤ７５、駆動軸７１、駆動伝達機
構７４を介して供給ローラ７３まで伝達される。本実施形態の駆動軸７１、ホルダ部７２
および供給ローラ７３は、本発明の支軸、ホルダ部および供給ローラに相当する。
【００４９】
　ホルダ部７２の右側方からは、係合部材７６が駆動軸７１に沿って延出している。ホル
ダ部７２および係合部材７６は合成樹脂材で成形される。係合部材７６は薄い板状であり
、ホルダ部７２と一体に構成される。図４に示すように、係合部材７６は、供給方向Ｘと
直交する左右方向に延出し、底面と対向する面を有している。つまり、係合部材７６の板
状の広い面と第１供給トレイの底面１２とは、その面同士が直交せず、対向するよう設定
されている。本実施形態の係合部材７６は、本発明の係合部材に相当する。
【００５０】
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　図４において、ホルダ部７２及び供給ローラ７３は、供給トレイ６の左右方向である幅
方向において略中央に配置されるため、係合部材７６の延出方向の長さは、供給トレイ６
の幅方向における長さの略半分である。
【００５１】
　コイルバネ７７が、図４では省略されているが、図３において駆動軸７１の左側端部に
巻装されている。コイルバネ７７の一端はホルダ部７２に係止され、他端は本体フレーム
に係止される。ホルダ部７２は、コイルバネ７７によって下方向に付勢され、供給ローラ
７３は、供給トレイ６内に積載された用紙の最上面に圧着する。供給ローラ７３は、駆動
モータからの動力の伝達によって回転し、用紙を記録部８に向かって一枚ずつ供給する。
　（供給トレイの構成）
　次に供給トレイ６の構成について、図４、図５および図６を参照して詳述する。図５は
、給紙機構７を取り外した状態における供給トレイ６の一部拡大図である。
【００５２】
　図４において、供給トレイ６は第１供給トレイ１０と第２供給トレイ１１とから構成さ
れている。第２供給トレイ１１は第１供給トレイ１０の上方に配置されている。第２供給
トレイ１１の前方部分には、排紙受け部６１が形成されており、記録部８にて画像が記録
された用紙を上面にて受ける排紙部として機能する。本実施形態の供給トレイ６、第１供
給トレイ１０、第２供給トレイ１１は、本発明の供給トレイ、第１トレイ、第２トレイに
相当する。
【００５３】
　第１供給トレイ１０は、底面１２と、把出部１３と、左右両側壁１４、１５と、奥壁１
６とで構成される。本実施形態の底面１２と左右両側壁１４、１５と奥壁１６とは、それ
ぞれ本発明の底面、側壁、奥壁に相当する。奥壁１６は、両側壁１４、１５の供給方向下
流側端部、すなわち後方側端部にそれぞれ連結されており、内面側に公知の弾性分離パッ
ドを備え、分離傾斜板として機能する。
【００５４】
　第２供給トレイ１１は、第１供給トレイ１０のトレイ枠内領域に積層状態で配置されて
いる。すなわち、第２供給トレイ１１は、第１供給トレイ１０に対して積み重なった状態
で、第１供給トレイ１０の側壁１４、１５と奥壁１６と底面１２とからなるトレイ枠で囲
まれる空間内の上方領域に、はまりこむよう配置される。
【００５５】
　第２供給トレイ１１は、第１供給トレイ１０の側壁１４、１５に摺接可能に支持され、
供給方向Ｘと平行な方向に進退可能となっている。第２供給トレイ１１は、進退動可能に
構成されており、使用しないときには図４の状態のように前方向に位置しており、使用す
るときには後方向にスライドする。
【００５６】
　第２供給トレイ１１は、第１供給トレイ１０とは異なり、ハガキまたはＬ版等の小さい
サイズの用紙を複数枚収容する。第２供給トレイ１１を使用するときには、ホルダ部７２
および供給ローラ７３は駆動軸７１を中心に揺動して上方向に持ちあげられる。供給ロー
ラ７３は、第２供給トレイ１１に収容された用紙と当接し、収容された用紙は、供給ロー
ラ７３の回転によって、記録部８に向かって供給される。第２供給トレイ１１の具体的な
構成については、特許文献１に記載されている供給トレイと同様であるため、詳細な説明
は省略する。
【００５７】
　第１供給トレイ１０内において、一対の側縁ガイド１７、１８が、左右両側壁１４、１
５の間で底面１２に配設される。側縁ガイド１７、１８の各々は供給方向Ｘに平行な方向
に延出している。公知のラック・ピニオン機構によって連結され、供給方向Ｘと直交する
左右方向に連動して移動可能であり、被記録媒体の供給方向に沿った側縁をガイドする。
この側縁ガイド１７、１８は、第１供給トレイ１０の上方に配置される第２供給トレイ１
１と干渉しない程度の高さに構成されている。本実施形態の側縁ガイド１７、１８は、本
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発明の側縁ガイドに相当する。
【００５８】
　図４に示すように、係合部材７６がホルダ部７２の右側方から側壁１４の配置位置まで
延出している。本実施形態におけるこの延出領域は、本発明の係合部材が延出する側方領
域に相当する。
【００５９】
　側壁１４の後方上端部には、係合部材７６と摺接可能に係合しホルダ部７２を上下動さ
せる側壁被係合部１４１が設けられている。図５に示すように、側壁被係合部１４１は、
側壁下降部１４１ａと側壁上昇部１４１ｂとで構成される。側壁下降部１４１ａは、側壁
上端部１４Ａ１から供給方向Ｘの下流側に向かって、底面１２からの高さが低くなるよう
構成される。側壁上昇部１４１ｂは、側壁下降部１４１ａの最も低い位置から側壁上端部
１４Ｂ１まで、供給方向Ｘの下流側に向かって底面１２からの高さが高くなるよう構成さ
れる。このように側壁被係合部１４１は、底面１２からの高さが用紙の供給方向Ｘに沿っ
て変化するよう形成されている。
【００６０】
　図４に示すように、係合部材７６の延出領域には、側縁ガイド１７が配置されており、
この側縁ガイド１７の後方上端部には、係合部材７６と摺接可能に係合しホルダ部７２を
上下動させるガイド被係合部１７１が設けられている。側壁被係合部１４１およびガイド
被係合部１７１は、それぞれ滑らかな斜面を有している。
【００６１】
　図５に示すように、ガイド被係合部１７１は、ガイド下降部１７１ａとガイド上昇部１
７１ｂとで構成される。ガイド下降部１７１ａは、ガイド上端部１７Ａ１から供給方向Ｘ
の下流側に向かって、底面１２からの高さが低くなるよう構成される。ガイド上昇部１７
１ｂは、ガイド下降部１７１ａの高さが最も低い位置からガイド上端部１７Ｂ１まで、供
給方向Ｘの下流側に向かって底面１２からの高さが高くなるよう構成される。このように
ガイド被係合部１７１は、底面１２からの高さが供給方向Ｘに沿って変化するよう形成さ
れている。
【００６２】
　図６（Ａ）は、図５に示す側壁被係合部１４１およびガイド被係合部１７１を部分的に
拡大して示す側面図である。図６（Ａ）において、側壁上昇部１４１ｂとガイド上昇部１
７１ｂとが、各上昇部の高さがそれぞれ最も低い部分から供給方向Ｘの下流側に位置する
底面１２となす角のうち、各上昇部から反時計回り方向の角を傾斜角度とする。ガイド上
昇部１７１ｂの底面１２に対する傾斜角度β１は、側壁上昇部１４１ｂの底面１２に対す
る傾斜角度α１よりも小さく設定されている。すなわち、ガイド上昇部１７１ｂの傾斜は
、側壁上昇部１４１ｂの傾斜よりも傾きが緩やかである。
【００６３】
　さらに、側壁被係合部１４１の側壁上昇部１４１ｂの高さが最も低い位置は、ガイド被
係合部１７１のガイド上昇部１７１ｂの高さが最も低い位置よりも、供給方向Ｘにおいて
下流側に位置している。すなわち、ガイド被係合部１７１のガイド上昇部１７１ｂは、側
壁被係合部１４１の側壁上昇部１４１ｂよりも供給方向Ｘにおいて上流側の位置から延び
て、側壁上端部１７Ｂ１まで上昇している。側壁被係合部１４１の側壁上昇部１４１ｂは
、ガイド被係合部１７１のガイド上昇部１７１ｂよりも供給方向Ｘにおいて下流側の位置
まで延びて、側壁上端部１４Ｂ１まで上昇している。
【００６４】
　また、側壁被係合部１４１の側壁上昇部１４１ｂの高さが最も低い位置の、底面１２か
らの高さは、ガイド被係合部１７１のガイド上昇部１７１ｂの高さが最も低い位置の、底
面１２からの高さよりも低い。
【００６５】
　上記構成によって、側壁被係合部１４１とガイド被係合部１７１とは、側面視において
交差する点Ｐを有する。図６（ｂ）は、図６（ａ）における点Ｐ周辺の拡大図である。点
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Ｐよりも供給方向Ｘにおいて上流側では、ガイド上昇部１７１ｂの底面１２からの高さは
、側壁上昇部１４１ｂの底面１２からの高さよりも高い。そして、点Ｐよりも供給方向Ｘ
において下流側では、側壁上昇部１４１ｂの底面１２からの高さは、ガイド上昇部１７１
ｂの底面１２からの高さよりも高い。
【００６６】
　従って、後述する供給トレイ６の引き出し操作時に、ガイド被係合部１７１は側壁被係
合部１４１よりも先に係合部材７６と係合可能となる。本実施形態における側壁１４およ
び側壁被係合部１４１のうち、供給方向Ｘにおいて点Ｐより下流側に位置し係合部材７６
と摺接する部分が、本発明の側壁被係合部に相当する。本実施形態におけるガイド被係合
部１７１のガイド上昇部１７１ｂのうち、供給方向Ｘにおいて点Ｐより上流側に位置し係
合部材７６と摺接する部分が、本発明のガイド被係合部に相当する。
【００６７】
　＜供給トレイおよび給紙機構の係合動作＞
　次に、図７から図１５を参照して、供給トレイ６が画像記録装置１の開口部５に対して
引き出される際または挿入される際の、供給トレイ６と給紙機構７との位置関係について
詳述する。図７から図１５は、供給トレイ６の側壁被係合部１４１およびガイド被係合部
１７１と係合部材７６との係合状態の推移を模式的に示す。
【００６８】
　（引き出し操作時の係合動作）
　図７は供給トレイ６が画像記録装置１に装着されている装着状態を示す。この状態では
係合部材７６は側壁被係合部１４１の側壁上昇部１４１ｂおよびガイド被係合部１７１の
ガイド上昇部１７１ｂと接触していない。ホルダ部７２および係合部材７６は、駆動軸７
１を支軸として供給方向Ｘの上流側よりも下流側が下がった姿勢に保たれ、供給ローラ７
３は供給トレイ６内に積載された用紙に圧着したままである。
【００６９】
　図８は、供給トレイ６が前方向である図中Ｙ方向にわずかに引き出された引き出し開始
の状態を示す。まず、係合部材７６がガイド被係合部１７１のガイド上昇部１７１ｂと係
合する。この時、側壁被係合部１４１の側壁上昇部１４１ｂは係合部材７６と係合してい
ない。従って、引き出し方向の力は、係合部材７６の中で、ガイド被係合部１７１ｂと係
合する部分に作用する。供給トレイ６の幅方向において、ガイド被係合部１７１が設けら
れた側縁ガイド１７は、側壁被係合部１４１が設けられた側壁１４よりも給紙機構７に近
いため、ネジレが係合部材７６に生じ難い。
【００７０】
　図９は、供給トレイ６がＹ方向にさらに引き出された引き出し途中の第１状態を示す。
供給トレイ６が引き出されるに伴い、係合部材７６はガイド上昇部１７１ｂとの係合角度
θ１を小さくしつつ、供給方向Ｘの下流側に向かって上昇するガイド上昇部１７１ｂに沿
って上方へ摺接する。係合部材７６とガイド上昇部１７１ｂとが摺接するに従って、ホル
ダ部７２および供給ローラ７３は、駆動軸７１を支軸として時計回り方向に揺動して上方
向に持ちあげられる。
【００７１】
　図１０は、図９に示す引き出し途中の第１状態より、供給トレイ６がＹ方向にさらに引
き出された引き出し途中の第２の状態を示す。供給トレイ６がＹ方向に引かれ、係合部材
７６がガイド被係合部１７１と摺接し続けると、係合部材７６は点Ｐを通過し、側壁被係
合部１４１の側壁上昇部１４１ｂと係合する。係合部材７６と側壁被上昇部１４１ｂとが
摺接するに従って、ホルダ部７２および供給ローラ７３は駆動軸７１を支軸として時計回
り方向に揺動してさらに上方向に持ちあげられる。
【００７２】
　図１１は、図１０に示す引き出し途中の第２状態より、供給トレイ６がＹ方向にさらに
引き出された引き出し途中の第３状態を示す。図１２は、図１１に示す引き出し途中の第
３状態より供給トレイ６がＹ方向にさらに引き出された時に、供給ローラ７３の持ちあげ
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が完了した状態を示す。
【００７３】
　供給トレイ６が図１０に示した状態からＹ方向に引かれると、図１１に示すように係合
部材７６はそのまま側壁上昇部１４１ｂと係合し続け、図１２に示すように係合部材７６
は側壁上昇部１４１ｂの上端部である側壁上端部１４Ｂ１まで上昇する。係合部材７６の
上昇に従って、ホルダ部７２および供給ローラ７３も駆動軸７１を支軸として揺動し、側
壁被上端部１４Ｂ１の高さまで持ちあげられる。側壁１４の底面１２からの高さは、奥壁
１６の底面からの高さ以上としているため、ホルダ部７２および供給ローラ７３は、奥壁
１６を乗り越えられる高さに持ちあげられることになる。
【００７４】
　図１２に示す状態からさらに供給トレイ６がＹ方向に引き出されると、図１３に示すよ
うにホルダ部７２および供給ローラ７３が奥壁１６を乗り越える。そのまま供給トレイ６
が引き出され続けることで、図１４に示すように給紙機構７全体が奥壁１６を乗り越え続
け、図１５のように供給トレイ６は画像記録装置１から完全に引き出されることとなる。
【００７５】
　（挿入操作時の係合動作）
　一方、供給トレイ６が画像記録装置１の開口部５に対して挿入される場合、まず、図１
３および図１４に示すように、供給トレイ６の奥壁１６および側壁上端部１４Ｂ１が給紙
機構７の係合部材７６と接する。供給ローラ７３およびホルダ部７２は、奥壁１６を乗り
越え可能な高さまで押し上げられる。その後は上述の引き出し動作と逆に進行し、図７に
示す様に、ホルダ部７２および係合部材７６は、駆動軸７１を支軸として供給方向上流側
よりも下流側が下がった姿勢に下降し、供給ローラ７３は供給トレイ６内に積載された用
紙に圧着する。
【００７６】
　以上説明したように、供給ローラ７３を持ちあげるために、ガイド被係合部１７１が供
給トレイ６の側縁ガイド１７に設けられ、側壁被係合部１４１がガイド被係合部１７１よ
りも供給方向下流側に位置するよう側壁１４に設けられ、両被係合部１４１、１７１は、
給紙機構７の係合部材７６と係合可能に構成される。供給トレイ６が画像記録装置１本体
に対して引き出される際には、係合部材７６はガイド被係合部１７１と先に係合し、その
係合部分に先に引き出し方向の力が作用する。バネ７７により付勢されているホルダ部７
２および供給ローラ７３に近い位置で引き出し方向の力が作用するため、係合部材７６に
ネジレが生じ難い。
【００７７】
　また、ガイド上昇部１７１ｂの底面に対する傾斜角度β１は側壁上昇部１４１ｂの底面
に対する傾斜角度α１よりも小さく構成されている。係合部材７６は、ガイド上昇部１７
１ｂと係合した後に、側壁上昇部１４１ｂと係合するが、係合部材７６と側壁上昇部１４
１ｂとが係合する時点では、給紙機構７全体が駆動軸７１を支軸としてある程度上方へ揺
動している。従って、係合部材７６は、先に傾斜の緩やかなガイド上昇部１７１ｂと係合
し、その後に係合角度θ１が小さくなった状態で側壁上昇部１４１ｂと係合することから
、ガイド被係合部１７１および側壁被係合部１４１に食いつくことがない。
【００７８】
　係合部材７６はガイド被係合部１７１と係合した後に、側壁被係合部１４１と係合する
。側壁被係合部１４１は、側壁上端部１４Ｂ１まで形成されており、側壁１４の底面１２
からの高さは、奥壁の底面１２からの高さ以上であるため、ホルダ部７２および供給ロー
ラ７３は奥壁を乗り越え可能な高さまで持ちあげられる。
【００７９】
　上述したように供給トレイ６および給紙機構７が構成されるため、供給トレイ６は給紙
機構７に引っ掛かることなく、画像記録装置１本体から円滑に進退動可能となっている。
【００８０】
　［第２の実施形態］
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　（供給トレイおよび給紙機構の構成）
　本発明の第２の実施形態における供給トレイおよび給紙機構の構成について、図１６お
よび図１７を参照して詳述する。図１６は、供給トレイ６上方に給紙機構７を配置した状
態における一部拡大図であり、図１７は供給トレイ６において給紙機構７の係合部材７６
と係合する側壁被係合部１４１およびガイド被係合部１７１を部分的に拡大して示す側面
図の模式図である。第２の実施形態は、供給トレイと給紙機構とが係合する構成が異なる
他は、第１の実施形態と同様の構成であるので、以下異なる部分についてのみ詳述する。
【００８１】
　図１６に示すように、給紙機構７のホルダ部７２の右側方からは、係合部材７６が駆動
軸７１に沿って延出している。本実施形態では、係合部材７６は、ガイド係合部材７６１
と側壁係合部材７６２との２部材で構成されている。ガイド係合部材７６１は、ホルダ部
７２の右側方から側壁１４に当接しない位置まで延出し、ガイド被係合部１７２と係合可
能に構成されている。
【００８２】
　側壁係合部材７６２は、ガイド係合部材７６１の右端部に固定され、側壁被係合部１４
２と係合可能に構成されている。駆動軸７１と直交する方向において、駆動軸７１からの
側壁係合部材７６２の自由端までの長さは、駆動軸７１からガイド係合部材７６１の自由
端までの長さの半分以下の長さに設定されている。本実施形態のガイド係合部材７６１と
側壁係合部材７６２とは、本発明のガイド係合部材および側壁係合部材に相当する。
【００８３】
　図１６に示すように、係合部材７６はホルダ部７２の右側方から側壁１４の配置位置ま
で延出しており、側壁１４の後方上端部には、側壁被係合部１４２が設けられている。図
１７に示すように、側壁被係合部１４２は、側壁下降部１４２ａと側壁上昇部１４２ｂと
で構成される。側壁下降部１４２ａは、側壁上端部１４Ａ２から供給方向Ｘの下流側に向
かって、底面１２からの高さが低くなるよう構成される。側壁上昇部１４２ｂは、側壁下
降部１４２ａの最も低い位置から供給方向Ｘの下流側の側壁上端部１４Ｂ２に向かって、
底面１２からの高さが高くなるよう構成される。このように側壁被係合部１４２は、底面
１２からの高さが用紙の供給方向Ｘに沿って変化するよう定められている。
【００８４】
　係合部材７６の延出領域には、側縁ガイド１７が配置されており、この側縁ガイド１７
の後方上端部には、ガイド被係合部１７２がガイド係合部材７６１と係合可能に設けられ
ている。図１７に示すように、ガイド被係合部１７２は、ガイド下降部１７２ａとガイド
上昇部１７２ｂとで構成される。ガイド下降部１７２ａは、ガイド上端部１７Ａ２から供
給方向Ｘの下流側に向かって、底面１２からの高さが低くなっている。ガイド上昇部１７
２ｂは、ガイド下降部１７２ａの最も低い位置から供給方向Ｘの下流側のガイド上端部１
７Ｂ２に向かって、底面１２からの高さが高くなっている。このようにガイド被係合部１
７１は、底面１２からの高さが用紙の供給方向Ｘに沿って変化するよう定められている。
【００８５】
　図１７において、側壁被係合部１４２の底面１２からの高さは、ガイド被係合部１７２
の底面１２からの高さよりも高い。側壁上昇部１４２ｂとガイド上昇部１７２ｂとが、各
上昇部の高さがそれぞれ最も低い部分から供給方向Ｘの下流側に位置する底面１２となす
角のうち、各上昇部から反時計回り方向の角を傾斜角度とする。ガイド上昇部１７２ｂの
底面１２に対する傾斜角度β２は、側壁上昇部１４２ｂの底面１２に対する傾斜角度α２
よりも小さく設定されている。すなわち、ガイド上昇部１７２ｂの傾斜は、側壁上昇部１
４２ｂの傾斜よりも傾きが緩やかである。
【００８６】
　（供給トレイおよび給紙機構の動作）
　次に、図１８から図２６を参照して、供給トレイ６が画像記録装置１の開口部５に対し
て引き出されるまたは挿入される際の、供給トレイ６と給紙機構７との位置関係について
詳述する。図１８から図２６は、供給トレイ６の側壁被係合部１４２およびガイド被係合
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部１７２と係合部材７６との係合状態の推移を模式的に示す。
【００８７】
　（引き出し操作時の係合動作）
　図１８は供給トレイ６が画像記録装置１に装着されている装着状態を示す。この状態で
はガイド係合部材７６１と側壁ガイド部材７６２とは、側壁被係合部１４２の側壁上昇部
１４２ｂおよびガイド被係合部１７２のガイド上昇部１７２ｂと接触していない。ホルダ
部７２および係合部材７６は、駆動軸７１を支軸として供給方向Ｘの上流側よりも下流側
が下がった姿勢に保たれ、供給ローラ７３は供給トレイ６内に積載された用紙に圧着した
ままである。
【００８８】
　図１９は、画像記録装置１から供給トレイ６が前方向である図中Ｙ方向にわずかに引き
出された引き出し開始の状態を示す。まず、ガイド係合部材７６１がガイド被係合部１７
２のガイド上昇部１７２ｂと係合する。この時、側壁被係合部１４２の側壁上昇部１４２
ｂは、側壁係合部材７６２と係合していない。従って、引き出し方向の力は、ガイド係合
部材７６１の中でガイド被係合部１７２ｂと係合する部分に作用する。供給トレイ６の幅
方向において、ガイド被係合部１７２が設けられた側縁ガイド１７は、側壁被係合部１４
２が設けられた側壁１４よりも給紙機構７に近いため、ネジレが係合部材７６に生じ難い
。
【００８９】
　図２０は、供給トレイ６がＹ方向にさらに引き出された引き出し途中の第１状態を示す
。供給トレイ６が引き出されるに伴い、ガイド係合部材７６１はガイド上昇部１７２ｂと
の係合角度θ２を小さくしつつ、供給方向Ｘの下流側に向かって上昇するガイド上昇部１
７２ｂに沿って、上方へ摺接する。ガイド係合部材７６１とガイド上昇部１７２ｂとが摺
接するに従って、ホルダ部７２および供給ローラ７３は、駆動軸７１を支軸として時計回
りに方向に揺動して上方向に持ちあげられる。
【００９０】
　図２１は、図２０に示す引き出し途中の第１状態より、供給トレイ６がＹ方向にさらに
引き出された引き出し途中の第２の状態を示す。ガイド係合部材７６１がガイド上昇部１
７２ｂと摺接し続けると、図２１に示すように側壁係合部材７６２が側壁被係合部１４２
の側壁上昇部１４２ｂと係合する。この時、ガイド係合部材７６１は、ガイド上昇部１７
２ｂもしくは側縁ガイド上端部１７Ｂ２と当接している。側壁係合部材７６２と側壁被係
合部１４２とが摺接するにしたがって、ホルダ部７２および供給ローラ７３は駆動軸７１
を支軸として、時計回り方向に揺動し、さらに上方向に持ちあげられる。
【００９１】
　図２２は、図２１に示す引き出し途中の第２状態より、供給トレイ６がＹ方向にさらに
引き出された引き出し途中の第３状態を示す。図２３は、図２２に示す引き出し途中の第
３状態より、供給トレイ６がＹ方向にさらに引き出された時に、供給ローラ７３の持ちあ
げが完了した状態を示す。
【００９２】
　供給トレイ６が図２１に示した状態からＹ方向に引かれると、図２２に示すように側壁
係合部材７６２はそのまま側壁上昇部１４２ｂと係合し続け、図２３に示すように側壁係
合部材７６２は側壁上昇部１４２ｂの上端部である側壁上端部１４Ｂ２まで上昇する。側
壁係合部材７６２の上昇に従って、ホルダ部７２および供給ローラ７３も駆動軸７１を支
軸として揺動し、側壁被上端部１４Ｂ２の高さまで持ちあげられる。側壁１４の底面１２
からの高さは、奥壁１６の底面１２からの高さ以上としているため、ホルダ部７２および
供給ローラ７３は、奥壁１６を乗り越えられる高さに持ちあげられることになる。
【００９３】
　その状態でさらに供給トレイ６がＹ方向に引き出されると、図２４に示すようにホルダ
部７２および供給ローラ７３が奥壁１６を乗り越える。そのまま供給トレイ６が引き出さ
れ続けることで、図２５に示すように給紙機構７全体が奥壁１６を乗り越え続け、図２６
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のように供給トレイ６は画像記録装置１から完全に引き出されることとなる。
【００９４】
　（挿入操作時の係合動作）
　一方、供給トレイ６を開口部５に対して画像記録装置１に挿入する場合、まず、図２５
および図２６に示す様に、供給トレイ６の奥壁１６及び側壁１４の上端部１４Ｂ２が給紙
機構７の側壁係合部材７６２と接し、供給ローラ７３およびホルダ部７２が、奥壁１６を
乗り越えるだけの高さまで上方へ押し上げられる。その後は上述の引き出し動作と逆に進
行し、図１８に示す様に、ホルダ部７２および係合部材７６は、駆動軸７１を支軸として
供給方向上流側よりも下流側が下がった姿勢に下降し、供給ローラ７３は供給トレイ６内
に積載された用紙に圧着する。
【００９５】
　以上のように、係合部材７６がガイド係合部材７６１と側壁係合部材７６２の２部材で
構成されることによって、ガイド係合部材７６１と側壁係合部材７６２とでそれぞれ異な
る大きさや形状に構成されることが可能である。それに伴い、側壁被係合部１４２および
ガイド被係合部１７２の配置位置は制限されることがない。従って、側壁被係合部１４２
およびガイド被係合部１７２の各々は、任意の位置に形成され、給紙機構７の配置および
第１供給トレイ１０の構造も比較的制限なく設計されることが可能になる。
【００９６】
　［他の実施形態］
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば第１の実施形態において
、係合部材７６は、最初にガイド被係合部１７１に係合し、続いて側壁被係合部１４１と
ガイド被係合部１７１との両方に同時に係合して、ホルダ部７２および供給ローラ７３を
持ちあげるよう構成してもよい。すなわち、ガイド上昇部１７１ｂは、点Ｐよりも供給方
向Ｘの上流側では傾斜角度β１に設定され、点Ｐよりも供給方向Ｘの下流側では、側壁上
昇部１４１ｂの傾斜角度α１と同じ角度に設定される。図２７に、本形態における供給ト
レイの一部を拡大した点Ｐ周辺の模式図を示す。
【００９７】
　図２７に示すように、ガイド上昇部１７１ｂは、供給方向Ｘにおいて点Ｐより上流側に
位置する第１ガイド上昇部１７１ｂ１と、供給方向Ｘにおいて点Ｐより下流側に位置する
第２ガイド上昇部１７１ｂ２とで構成される。第２ガイド上昇部１７１ｂ２は、側壁上昇
部１４１ｂと同じ傾斜角度に設定されており、第１ガイド上昇部１７１ｂ１は、第２ガイ
ド上昇部１７１ｂ２よりも傾斜角度が小さい。
【００９８】
　上記のとおり両被係合部が形成されると、供給トレイ６の引き出し時には、係合部材７
６が点Ｐよりも供給方向Ｘの上流側に位置するときには、ガイド上昇部１７１ｂ１とのみ
摺接する。係合部材７６が点Ｐに到達し、さらに摺接し続けると、点Ｐよりも供給方向Ｘ
の下流側においては、係合部材７６はガイド上昇部１７１ｂ２と側壁上昇部１４１ｂとの
両方に係合し摺接する。
【００９９】
　つまり、供給トレイ６の引き出し操作時に側壁被係合部１４１と係合部材７６が係合す
る初期段階において、係合部材７６は、側壁上昇部１４１ｂとガイド上昇部１７１ｂの両
方と同時に係合し摺接可能となる。従って、係合部材７６に作用する引き出し方向の力は
、側壁被係合部１４１とガイド被係合部１７１とにそれぞれ分担され、係合部材７６と各
被係合部との間の摺接による摩擦力が小さくなる。これにより、供給トレイ６の引き出し
操作において、供給トレイ６の円滑な引き出しが可能となる。
【０１００】
　また、係合部材はホルダ部の両側に設けられ、供給トレイの側壁にそれぞれ側壁被係合
部が設けられ、側縁ガイドにそれぞれガイド被係合部が設けられていてもよい。供給トレ
イが引き出される際には、引き出す力が供給ローラの両側に位置する各被係合部によって
分担されるため、供給ローラの持ちあげが応答性良く行われる。
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【０１０１】
　また、側壁１４は奥壁１６以上の高さである必要はなく、供給トレイ６の引き出し時に
おいて、ホルダ部７２および供給ローラ７３が、奥壁１６を乗り越えられる高さまで持ち
あげられればよい。その持ちあげの最終の高さが奥壁１６の高さよりも低く、供給ローラ
７３と奥壁１６とが接触しても、ある程度まで持ちあげられていれば、供給ローラ７３が
奥壁１６と接触しつつ回転しながら奥壁１６を乗り越えるので、ホルダ部７２および供給
ローラ７３は奥壁１６を乗り越えることが可能となる。
【０１０２】
　また、上述した実施形態では、係合部材の形状は、ホルダ部から一直線に延出するよう
構成され、ガイド被係合部と接触可能となっているが、これに限定されるものではない。
係合部材はガイド被係合部と接触可能であればよく、側縁ガイドの移動範囲外での部分に
おいては、係合部材が設けられていなくてもよい。
【０１０３】
　また、上述した実施形態では側壁被係合部およびガイド被係合部は滑らかな斜面で形成
されているが、係合部材と摺接可能に係合しホルダ部を持ちあげられれば良いのであって
、斜面だけでなく段差があってもよい。
【０１０４】
　さらに、上述した実施形態では、第２供給トレイが第１供給トレイ上に設けられている
が、第２供給トレイを備えない第１供給トレイのみの供給トレイとして本発明が実施され
てもよい。第２供給トレイを備えない場合には、供給トレイの側縁ガイドの底面からの高
さは制限されないため、サイドガイドの底面からの高さは、側壁の底面からの高さと同じ
にできる。
【０１０５】
　サイドガイドの底面からの高さと、側壁の底面からの高さとが同じに構成されると、ガ
イド被係合部と側壁被係合部とが同時に係合部材と係合可能となる。即ち、ガイド被係合
部は、側壁被係合部と協働して、ホルダ部および供給ローラの高さが奥壁を乗り越えられ
る高さとなるまで持ちあげることができる。これにより、ガイド被係合部と側壁被係合部
とが同時に係合部材と係合するため、引き出し方向の力はガイド被係合部と側壁被係合部
とに分散され、より円滑に供給トレイを引き出すことができる。
また、上段トレイである第２供給トレイは、用紙を収容可能な供給トレイとして構成され
ているが、これに限定されるものではない。上段トレイは下段トレイにはまり込んで用紙
を収容する構成であればよく、排紙される記録済みの用紙の排紙トレイや、両面記録時の
反転経路として構成されても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明の第１実施形態である画像記録装置の外観斜視図である。
【図２】第１実施形態における給紙機構および記録部の拡大側断面図である。
【図３】第１実施形態における給紙機構の斜視図である。
【図４】第１実施形態における供給トレイに給紙機構を配置した状態を示す。
【図５】第１実施形態における供給トレイの一部拡大図である。
【図６】第１実施形態における供給トレイの一部を拡大した模式図である。
【図７】第１実施形態における供給トレイが画像記録装置に装着されている状態の、給紙
機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図８】第１実施形態における供給トレイが、装着状態からわずかに引き出された引き出
し開始状態の、給紙機構および供給トレイの係合動作時を示す模式図である。
【図９】本発明の第１実施形態における供給トレイが引き出し開始状態よりもさらに引き
出された第１状態の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図１０】第１実施形態における供給トレイが引き出された第１状態よりもさらに引き出
された第２状態の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図１１】第１実施形態における供給トレイが引き出された第２状態よりもさらに引き出
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された第３状態の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図１２】第１実施形態における供給トレイが引き出された第３状態よりもさらに引き出
されて給紙機構の持ちあげが完了した時の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す
模式図である。
【図１３】第１実施形態における給紙機構の持ちあげが完了してさらに供給トレイが引き
出された時の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図１４】第１実施形態における給紙機構が供給トレイを乗り越えたときの、給紙機構お
よび供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図１５】第１実施形態における供給トレイが完全に引き出された時の、給紙機構および
供給トレイの係合動作を示す。
【図１６】本発明の第２実施形態における供給トレイと給紙機構とを配置した状態の一部
拡大図である。
【図１７】第２実施形態における供給トレイの断面図の一部を拡大した模式図である。
【図１８】第２実施形態における供給トレイが画像記録装置に装着されている状態の、給
紙機構および供給トレイの係合動作を模式図である。
【図１９】第２実施形態における供給トレイが、装着状態からわずかに引き出された引き
出し開始状態の、給紙機構および供給トレイの係合動作時を示す模式図である。
【図２０】第２実施形態における供給トレイが引き出し開始状態よりもさらに引き出され
た第１状態の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図２１】第２実施形態における供給トレイが引き出された第２状態よりもさらに引き出
された第３状態の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図２２】第２実施形態における供給トレイが引き出された第３状態よりもさらに引き出
されて給紙機構の持ちあげが完了した時の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す
模式図である。
【図２３】第２実施形態における供給トレイが引き出された第３状態よりもさらに引き出
されて給紙機構の持ちあげが完了した時の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す
模式図である。
【図２４】第２実施形態における給紙機構の持ちあげが完了してさらに供給トレイが引き
出された時の、給紙機構および供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図２５】第２実施形態における給紙機構が供給トレイを乗り越えたときの、給紙機構お
よび供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図２６】第２実施形態における供給トレイが完全に引き出された時の、給紙機構および
供給トレイの係合動作を示す模式図である。
【図２７】本発明の他の実施形態における供給トレイの一部を拡大した模式図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　画像記録装置
　５　開口部
　６　供給トレイ
　７　給紙機構
　８　記録部
　１０　第１供給トレイ
　１１　第２供給トレイ
　１２　底面
　１３　把出部
　１４、１５　左右側壁
　１４Ａ１、１４Ａ２、１４Ｂ１、１４Ｂ２　側壁上端部
　１６　奥壁
　１７、１８　側縁ガイド
　１７Ａ１、１７Ａ２、１７Ｂ１、１７Ｂ２　ガイド上端部
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　７１　駆動軸
　７２　ホルダ部
　７３　供給ローラ
　７６　係合部材
　８４　記録ヘッド
　１４１、１４２　側壁被係合部
　１４１ａ、１４２ａ　側壁下降部
　１４１ｂ、１４２ｂ　側壁上昇部
　１７１、１７２　ガイド被係合部
　１７１ａ、１７２ａ　ガイド下降部
　１７１ｂ、１７２ｂ　ガイド上昇部
　７６１　ガイド係合部材
　７６２　側壁被係合部材
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