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(57)【要約】
【課題】画像読取装置と画像形成装置との間の間隔を確
保しつつ、小型化を図ることができる、胴内排紙型の複
合機を提供する。
【解決手段】複合機１は、胴内排紙型の構成を採用して
いる。画像形成装置２は、フロントドア１５およびマル
チパーパストレイ１８を備えている。フロントドア１５
は、画像形成装置２の筐体１１の一方側の側面に沿った
閉位置とその側面に対して一方側に開いた開位置との間
で移動可能に設けられている。フロントドア１５には、
開口１７が形成されている。マルチパーパストレイ１８
は、開口１７を閉鎖する非使用位置と開口１７を開放す
る使用位置との間で変位可能に設けられている。フロン
トドア１５が閉位置に位置し、マルチパーパストレイ１
８が非使用位置に位置する状態において、マルチパーパ
ストレイ１８の上端面が上側に露出している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートに画像を形成する画像形成装置と、
　前記画像形成装置の上側に配置され、原稿から画像を読み取る画像読取装置と、
　前記画像形成装置と前記画像読取装置との間に設けられ、前記画像形成装置から排出さ
れるシートを受ける排出トレイと
を含む複合機であって、
　前記画像形成装置は、
　　筐体と、
　　前記筐体の一方側の側面に沿った閉位置と前記側面に対して前記一方側に開いた開位
置とのに変位可能に設けられ、シートが通過する開口を有するドアと、
　　前記開口を閉鎖する非使用位置と前記開口を開放する使用位置とに変位可能に設けら
れ、前記使用位置に位置する状態においてシートを支持可能なシートトレイと
を備え、
　　前記ドアが前記閉位置に位置し、かつ、前記シートトレイが前記非使用位置に位置す
る状態において、前記シートトレイの上端面が上側に露出するように構成されている
ことを特徴とする、複合機。
【請求項２】
　請求項１に記載の複合機であって、
　前記シートトレイは、
　　第１方向に延びる第１回動軸を支点に回動可能に設けられ、前記第１方向および前記
第１方向と直交する第２方向の両方向に延びる外面を有する外側トレイと、
　　前記シートトレイが前記非使用位置に位置する状態で前記外側トレイの前記外面に対
して前記一方側と反対側に設けられ、前記第２方向のスライドにより、前記外側トレイに
対して前記外面と直交する直交方向に重なる積重位置と前記外側トレイとの重なりが小さ
くなるよう前記積重位置から引き出された引出位置とに変位する内側トレイと
を含み、
　前記内側トレイは、前記シートトレイが前記非使用位置に位置する状態で前記積重位置
に位置し、前記シートトレイが前記使用位置に位置する状態で前記引出位置に位置する
ことを特徴とする、複合機。
【請求項３】
　請求項２に記載の複合機であって、
　前記内側トレイは、前記内側トレイと一体的に設けられ、前記内側トレイから前記外側
トレイ側に突出する指掛け部を備え、
　前記外側トレイは、前記指掛け部を収容可能な切欠部を備え、
　前記ドアが前記閉位置に位置し、かつ、前記シートトレイが前記非使用位置に位置する
状態において、前記外側トレイの前記切欠部が前記シートトレイの上端部に位置し、かつ
、前記内側トレイの前記指掛け部が前記外側トレイの前記切欠部に収容される指掛け部を
含む
ことを特徴とする、複合機。
【請求項４】
　請求項３に記載の複合機であって、
　前記シートトレイは、前記内側トレイに対して前記外側トレイ側に設けられ、前記内側
トレイに軸支されて、前記直交方向に延びる第２回動軸を中心とする回動により、前記内
側トレイに対して前記直交方向に重なる折りたたみ位置と前記内側トレイとの重なりが小
さくなるよう前記第２方向と交差する方向に延びる展開位置とに変位する回動トレイを含
む
ことを特徴とする、複合機。
【請求項５】
　請求項４に記載の複合機であって、



(3) JP 2019-35823 A 2019.3.7

10

20

30

40

50

　前記回動トレイは、
　　前記内側トレイの前記第１方向の中央に対する一方の第１側に設けられた第１回動ト
レイと、
　　前記内側トレイの前記第１方向の中央に対する前記第１側と反対側の第２側に設けら
れた第２回動トレイとを含み、
　前記第１回動トレイは、前記内側トレイに対して前記第１側に突出する第１突出部を有
し、
　前記第２回動トレイは、前記内側トレイに対して前記第２側に突出する第２突出部を有
している
ことを特徴とする、複合機。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の複合機であって、
　前記シートトレイは、
　　前記指掛け部と一体的に設けられ、前記内側トレイから前記外側トレイ側と反対側に
突出する第１突条部と、
　　前記回動トレイと一体的に設けられ、前記回動トレイから前記外側トレイ側と反対側
に突出する第２突条部とを含み、
　前記第１突条部および前記第２突条部は、それぞれ先端縁が前記第１方向に延びる同一
直線上に配置されるよう構成されている
ことを特徴とする、複合機。
【請求項７】
　請求項２～６のいずれか一項に記載の複合機であって、
　前記シートトレイは、前記外側トレイと前記内側トレイとの間に設けられ、前記第２方
向のスライドにより、前記外側トレイと前記内側トレイとの間に収納される収納位置と前
記外側トレイとの重なりが小さくなるよう前記収納位置から引き出されて露出する露出位
置とに変位する中間トレイを含み、
　前記内側トレイは、前記積重位置で前記収納位置に位置する前記中間トレイに対して前
記直交方向に重なり、前記露出位置に位置する前記中間トレイと前記直交方向に重なる位
置から前記中間トレイとの重なりが小さくなるように引き出されることにより前記引出位
置に変位される
ことを特徴とする、複合機。
【請求項８】
　請求項７に記載の複合機であって、
　前記中間トレイは、前記内側トレイと対向する対向面に対して前記直交方向に間隔を空
けて、前記第２方向に延びるレールを有し、
　前記内側トレイは、前記レールを前記直交方向の両側から挟むように形成されたスライ
ダを有している
ことを特徴とする、複合機。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の複合機であって、
　前記中間トレイの変位に伴って前記中間トレイが前記外側トレイと摺動する部分および
前記内側トレイの変位に伴って前記内側トレイが前記中間トレイと摺動する部分には、複
数の突起が前記第２方向に並べて形成されている
ことを特徴とする、複合機。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の複合機において、
　前記シートトレイが前記使用位置に位置する状態において、前記シートトレイの先端が
前記排出トレイの前記一方側の端縁よりも下側に位置する
複合機。
【請求項１１】
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　請求項２に記載の複合機であって、
　前記シートトレイは、前記ドアが前記閉位置に位置し、かつ、前記シートトレイが前記
非使用位置に位置する状態において、前記第１回動軸よりも下側に延びる第１ストッパを
備え、
　前記第１ストッパは、前記ドアが前記閉位置に位置し、かつ、前記シートトレイが前記
使用位置に位置する状態において、前記ドアに前記シートトレイの前記非使用位置から前
記使用位置への回動方向の上流側から接触する
ことを特徴とする、複合機。
【請求項１２】
　請求項２または１１に記載の複合機であって、
　前記筐体は、前記第１回動軸に対して前記一方側と反対側に配置されるフレームを備え
、
　前記ドアは、前記第１回動軸を支点とする回動により、前記閉位置と前記開位置とに変
位し、前記閉位置に位置する状態において、前記第１回動軸よりも下側に延びる第２スト
ッパを備え、
　前記第２ストッパは、前記ドアが前記開位置に位置する状態において、前記フレームに
前記ドアの前記閉位置から前記開位置への回動方向の上流側から接触する
ことを特徴とする、複合機。
【請求項１３】
　請求項２に記載の複合機において、
　前記シートトレイは、前記非使用位置に位置する状態において、前記筐体の前記一方側
の端よりも前記一方側に配置される
ことを特徴とする、複合機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いわゆる胴内排紙型の複合機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、原稿から画像を読み取る画像読取装置と、プリント用紙などのシートに画像を形
成する画像形成装置とを備える複合機が知られている。この複合機では、画像読取装置と
画像形成装置とが上下に配置され、画像読取装置と画像形成装置との間に画像形成済みの
シートを排出する排出トレイが形成される、いわゆる胴内排紙型の構成が広く採用されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１５２１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　胴内排紙型の複合機を小型化、とくに高さを小さくしようとすると、画像読取装置と画
像形成装置との間の開口部の高さも小さくなり、排出トレイからシートを取り出しにくく
なる。
【０００５】
　本発明の目的は、画像読取装置と画像形成装置との間の間隔（開口部の高さ）を確保し
つつ、小型化を図ることができる、胴内排紙型の複合機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る複合機は、シートに画像を形成する画像形成
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装置と、画像形成装置の上側に配置され、原稿から画像を読み取る画像読取装置と、画像
形成装置と画像読取装置との間に設けられ、画像形成装置から排出されるシートを受ける
排出トレイとを含む複合機であって、画像形成装置は、筐体と、筐体の一方側の側面に沿
った閉位置と側面に対して一方側に開いた開位置とのに変位可能に設けられ、シートが通
過する開口を有するドアと、開口を閉鎖する非使用位置と開口を開放する使用位置とに変
位可能に設けられ、使用位置に位置する状態においてシートを支持可能なシートトレイと
を備え、ドアが閉位置に位置し、かつ、シートトレイが非使用位置に位置する状態におい
て、シートトレイの上端面が上側に露出するように構成されていることを特徴とする。
【０００７】
　この複合機は、画像形成装置の上側に画像読取装置が配置され、画像形成装置と画像読
取装置との間に画像形成装置から排出されるシートを受ける排出トレイが設けられる、い
わゆる胴内排紙型の構成を採用している。
【０００８】
　画像形成装置は、ドアおよびシートトレイを備えている。ドアは、画像形成装置の筐体
の一方側の側面に沿った閉位置とその側面に対して一方側に開いた開位置との間で移動可
能に設けられている。ドアには、開口が形成されている。シートトレイは、開口を閉鎖す
る非使用位置と開口を開放する使用位置との間で変位可能に設けられ、使用位置に位置す
る状態においてシートを支持することができる。
【０００９】
　ドアが閉位置に位置し、シートトレイが非使用位置に位置する状態において、シートト
レイの上端面が上側に露出している。これにより、ドアが閉位置に位置する状態において
、非使用位置に位置するシートトレイの上側に筐体またはドアの一部が存在する構成と比
較して、画像形成装置とその上側に配置される画像読取装置との間の間隔（開口部の高さ
）を大きく確保することができる。
【００１０】
　よって、画像読取装置と画像形成装置との間の開口部の高さを確保しつつ、複合機の小
型化を図ることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、胴内排紙型の複合機において、画像読取装置と画像形成装置との間の
間隔を確保しつつ、小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る複合機の斜視図であり、マルチパーパストレイが非使
用位置に位置する状態を示す。
【図２】複合機の斜視図であり、マルチパーパストレイが使用位置に位置する状態を示す
。
【図３】使用位置に位置するマルチパーパストレイの平面図である。
【図４】使用位置に位置するマルチパーパストレイの下面図である。
【図５】使用位置に位置するマルチパーパストレイの斜視図である。
【図６】開かれたカバートレイ上に位置決めトレイ、第１スライドトレイ、第２スライド
トレイ、第１回動トレイおよび第２回動トレイが積み重なった状態のマルチパーパストレ
イを左右方向および上下方向に延びる切断面で切断したときの断面図である。
【図７】カバードトレイの平面図である。
【図８】第１スライドトレイの平面図である。
【図９】第２スライドトレイの平面図である。
【図１０】開かれたカバートレイ上に位置決めトレイ、第１スライドトレイ、第２スライ
ドトレイ、第１回動トレイおよび第２回動トレイが積み重なった状態のマルチパーパスの
前面図である。
【図１１】筐体、フロントドア、ならびに開かれたカバートレイ上に位置決めトレイ、第
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１スライドトレイ、第２スライドトレイ、第１回動トレイおよび第２回動トレイが積み重
なった状態のマルチパーパストレイを上下方向および前後方向に延びる切断面で切断した
ときの断面図である。
【図１２】筐体およびフロントドアを上下方向および前後方向に延びる切断面で切断した
ときの断面図であり、フロントドアが開位置に位置する状態を示す。
【図１３】筐体およびフロントドアを上下方向および前後方向に延びる切断面で切断した
ときの断面図であり、フロントドアが開位置に位置し、カバートレイが開かれて、第１ス
ライドトレイが露出位置に引き出され、第２スライドトレイが引出位置に引き出され、第
１回動トレイおよび第２回動トレイが展開位置に位置する状態を示す。
【図１４】複合機の側面図であり、フロントドアが閉位置に位置し、カバートレイが閉じ
られて、第１スライドトレイが露出位置に引き出され、第２スライドトレイが引出位置に
引き出され、第１回動トレイおよび第２回動トレイが展開位置に位置する状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下では、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１４】
＜複合機＞
　図１および図２には、複合機（ＭＦＰ：Multi-Function Peripheral）１が示されてい
る。複合機１は、画像データに係る画像をプリント用紙などのシートに形成する画像形成
機能（プリント機能）と、原稿の画像を読み取って画像データを生成する画像読取機能（
スキャン機能）とを有する複合機である。複合機１は、画像形成機能のための画像形成装
置２および画像読取機能のための画像読取装置３を備えている。
【００１５】
　画像形成装置２は、略直方体形状の筐体１１を備えている。筐体１１には、一側面１２
と上面１３とに跨がって、筐体１１の内外を連通する開口部１４が設けられている。
【００１６】
　なお、以下の説明で使用するため、一側面１２側を複合機１の「前側」と規定し、その
反対側を「後側」と規定する。これにより、一側面１２は、筐体１１の前面となる。そし
て、複合機１を「前側」から見た状態を基準に、複合機１の左右を規定する。
【００１７】
　筐体１１には、フロントドア１５（ドアの一例）が支持されている。フロントドア１５
は、開口部１４を閉鎖する閉位置と、閉位置から前側に開いて開口部１４を開放する開位
置とに変位可能に設けられている。
【００１８】
　筐体１１の底部には、給紙トレイ１６が抜き差し可能に設けられている。言い換えれば
、筐体１１の底部の装着位置には、給紙トレイ１６がその装着位置から前側に引出可能に
装着されている。給紙トレイ１６は、複数枚のプリント用紙などのシートを積み重なった
状態で支持可能に構成されている。
【００１９】
　また、フロントドア１５には、図２に示されるように、シートが通過する開口１７が形
成されている。そして、フロントドア１５には、マルチパーパストレイ１８（シートトレ
イの一例）が支持されている。マルチパーパストレイ１８は、フロントドア１５の前面に
沿って延びて開口１７を閉鎖する非使用位置と、非使用位置から前側に倒伏して開口１７
を開放する使用位置とに変位可能に設けられている。マルチパーパストレイ１８は、使用
位置に位置する状態において、複数枚のシートを積み重なった状態で支持可能に構成され
ている。
【００２０】
　シートに画像が形成されるときには、給紙トレイ１６またはマルチパーパストレイ１８
から筐体１１内にシートが１枚ずつ送り出され、筐体１１内をそのシートが搬送される。
シートが筐体１１内を搬送される間に、筐体１１内に収容されている画像形成部（図示せ
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ず）により、シートに画像（カラー画像またはモノクロ画像）が形成される。画像形成部
による画像形成の方式は、電子写真方式であってもよいし、インクジェット方式であって
もよい。筐体１１の上面１３は、排紙トレイ１９（排出トレイの一例）の少なくとも一部
を構成している。画像が形成されたシートは、排紙トレイ１９上に排出される。排紙トレ
イ１９に排出されたシートは、上下に積み重なった状態で排紙トレイ１９に支持される。
【００２１】
　画像読取装置３は、画像形成装置２の上側に配置されている。画像読取装置３は、画像
読取部（図示せず）を収容する本体部２１と、ＡＤＦ（Auto Document Feeder：自動原稿
搬送装置）２２とを備えている。本体部２１の上面には、コンタクトガラス（図示せず）
が設けられている。ＡＤＦ２２は、そのコンタクトガラスを露出させる位置と被覆する位
置との間で開閉可能に設けられている。
【００２２】
　画像読取装置３では、フラットベッド方式およびＡＤＦ方式の両方式による画像の読み
取りが可能である。フラットベット方式による画像の読み取りの際には、ＡＤＦ２２が一
旦開かれて、コンタクトガラス上に原稿が読取対象面をコンタクトガラス側に向けて載置
された後、ＡＤＦ２２が閉じられる。そして、ＡＤＦ２２により原稿が上側から覆われた
状態で、原稿の読取対象面の画像が読み取られる。一方、ＡＤＦ方式による画像の読み取
りの際には、ＡＤＦ２２の原稿セット位置に原稿が載置される。原稿セット位置から原稿
が１枚ずつ送り出され、その原稿がコンタクトガラス上に向けて搬送される。原稿がコン
タクトガラス上を通過する際、画像読取部により、原稿のコンタクトガラスとの接触面の
画像が読み取られる。画像読取後の原稿は、ＡＤＦ２２の上面の原稿排出位置に排出され
る。
【００２３】
＜マルチパーパストレイ＞
　マルチパーパストレイ１８は、図３に示されるように、カバートレイ３１（外側トレイ
の一例）、位置決めトレイ３２、第１スライドトレイ３３（中間トレイの一例）、第２ス
ライドトレイ３４（内側トレイの一例）、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６
を備えている。
【００２４】
　なお、以下の説明で使用される方向は、マルチパーパストレイ１８のカバートレイ３１
が開いた位置での方向である。
【００２５】
＜カバートレイ＞
　カバートレイ３１は、マルチパーパストレイ１８の基端部である。カバートレイ３１は
、図４および図５に示されるように、略矩形板状をなしている。カバートレイ３１の基端
側（マルチパーパストレイ１８が開いた状態での後側）の端部には、左軸部４１および右
軸部４２（第１回動軸の一例）が形成されている。左軸部４１は、カバートレイ３１の左
側面から左側に突出している。右軸部４２は、左軸部４１と共通の軸線を有し、カバート
レイ３１の右側面から右側に突出している。左軸部４１および右軸部４２が筐体１１に回
動可能に保持されることにより、カバートレイ３１は、左軸部４１および右軸部４２を支
点として、筐体１１に揺動可能に支持されている。
【００２６】
　カバートレイ３１の外面（下面）４３は、図４に示されるように、平面に形成されてい
る。この外面４３は、図１に示されるように、フロントドア１５の前面を構成し、フロン
トドア１５が閉位置に位置し、マルチパーパストレイ１８が非使用位置に位置する状態で
は、筐体１１の前面の一部を構成する。
【００２７】
　カバートレイ３１の内面（上面）４４には、図５、図６および図７に示されるように、
左右方向の中央部に、左ガイドレール４５および右ガイドレール４６が形成されている。
左ガイドレール４５および右ガイドレール４６は、それぞれカバートレイ３１の左右方向
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の中央を挟んだ左側および右側に設けられ、互いに平行をなして左右方向と直交する方向
（前後方向）に延びる突条をなしている。
【００２８】
　左ガイドレール４５は、内面４４から垂直に立ち上がる垂直部４７と、垂直部４７の上
端から左側に突出する２個の規制部４８とを有している。
【００２９】
　右ガイドレール４６は、内面４４から垂直に立ち上がる垂直部４９と、垂直部４９の上
端から左側に突出する２個の規制部５０とを有している。
【００３０】
　左ガイドレール４５の垂直部４７の右側面には、図７に示されるように、多数の突起５
１が並べて設けられることによる凹凸が形成されている。また、規制部４８の先端面には
、図５に示されるように、多数の突起５２が並べて設けられることによる凹凸が形成され
ている。
【００３１】
　カバートレイ３１の左端部および右端部には、図６および図７に示されるように、それ
ぞれ前後方向に細長く延びる板状の端規制部５３，５４が形成されている。カバートレイ
３１の内面４４と端規制部５３，５４との間には、間隔が開けられている。
【００３２】
　また、左ガイドレール４５および右ガイドレール４６の先端側の端部間には、図７に示
されるように、膨出部５５が形成され、基端側の各端部間には、膨出部５６が形成されて
いる。膨出部５５，５６は、いずれも側面視台形状をなしている。
【００３３】
＜位置決めトレイ＞
　位置決めトレイ３２は、図２および図３に示されるように、カバートレイ３１よりも小
サイズの略矩形板状をなし、カバートレイ３１の内面４４に対して隙間を開けて積み重な
っている。
【００３４】
　位置決めトレイ３２には、左右方向の中央部を挟んだ左右両側に、それぞれ左右方向に
延びるガイド溝６１，６２が厚さ方向に貫通して形成されている。位置決めトレイ３２上
には、一対のシート幅ガイド６３が設けられている。一対のシート幅ガイド６３は、それ
らの間の中央を基準に、それぞれガイド溝６１，６２に沿って互いに同じ移動量で近接／
離間可能に構成されている。一対のシート幅ガイド６３の間隔は、マルチパーパストレイ
１８上に支持されるシートの左右方向の幅に合わせて調節される。そして、シートは、一
対のシート幅ガイド６３間に前側から差し込まれて、マルチパーパストレイ１８上に中央
基準で載置される。
【００３５】
＜第１スライドトレイ＞
　第１スライドトレイ３３は、図３および図４に示されるように、カバートレイ３１より
も小サイズの略矩形板状をなしている。第１スライドトレイ３３の左右方向の中央部には
、図６および図８に示されるように、中央ガイド部７１，７２（レールの一例）が設けら
れている。中央ガイド部７１，７２は、それぞれカバートレイ３１の左ガイドレール４５
および左ガイドレール４５を左右両側および上側から覆う断面形状（断面略コ字状）に形
成されている。これにより、第１スライドトレイ３３は、中央ガイド部７１，７２がそれ
ぞれ左ガイドレール４５および左ガイドレール４５に案内されつつ、第１スライドトレイ
３３がカバートレイ３１と位置決めトレイ３２との間に収納される収納位置と、その収納
位置よりも前側の位置であってカバートレイ３１と位置決めトレイ３２との間から露出す
る露出位置との間でスライド可能となっている。
【００３６】
　また、中央ガイド部７１，７２には、図６に示されるように、それぞれ被規制部７３，
７４が形成されている。カバートレイ３１に対する第１スライドトレイ３３の前後方向（
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スライド方向）の位置にかかわらず、被規制部７３は、左ガイドレール４５の規制部４８
のいずれかに下側から対向し、被規制部７４は、右ガイドレール４６の規制部５０のいず
れかに下側から対向する。さらに、第１スライドトレイ３３の左端部および右端部は、そ
れぞれカバートレイ３１の内面４４と端規制部５３，５４との間に入り込んでいる。その
ため、被規制部７３，７４にそれぞれカバートレイ３１の規制部４８が上側から対向し、
第１スライドトレイ３３の左端部および右端部にそれぞれカバートレイ３１の端規制部５
３，５４が上側から対向する。これにより、第１スライドトレイ３３がカバートレイ３１
に対して上側に離間することが抑制されている。
【００３７】
　被規制部７３，７４の下面、つまりカバートレイ３１との対向面には、図４に示される
ように、多数の突起７５が並べて設けられることによる凹凸が形成されている。また、第
１スライドトレイ３３の左端部および右端部の下面には、多数の突起７６が並べて設けら
れることによる凹凸が形成されている。第１スライドトレイ３３の左端部および右端部の
上面にも、図８に示されるように、多数の突起７７が並べて設けられることによる凹凸が
形成されている。さらに、左側の中央ガイド部７１の右側面には、左ガイドレール４５の
垂直部４７と同様に、多数の突起が並べて設けられることによる凹凸が形成されている。
【００３８】
　中央ガイド部７１，７２の間の中央部分７８は、図６に示されるように、中央ガイド部
７１，７２の左右方向外側の部分、つまり左側の中央ガイド部７１の左側の部分および右
側の中央ガイド部７１の右側よりも薄肉化されている。
【００３９】
　その薄肉化された中央部分７８の後端部には、図８に示されるように、爪部７９が設け
られている。爪部７９は、中央部分７８における左右方向に互いに間隔を開けた２箇所を
中央部分７８の後端縁から前側に延びるスリット状に切り欠くことにより、そのスリット
状の切欠の間の部分として形成されている。そのため、爪部７９の先端部（前端部）は、
遊端になっている。爪部７９の先端部には、下側に凸となる凸部が形成されている。
【００４０】
　第１スライドトレイ３３が収納位置に位置する状態では、爪部７９の凸部がカバートレ
イ３１の膨出部５６の後側に位置する。また、第１スライドトレイ３３が露出位置に位置
する状態では、爪部７９の凸部がカバートレイ３１の膨出部５５の前側に位置する。凸部
が膨出部５５，５６を跨いで移動される際には、爪部７９が弾性変形しつつ、凸部が膨出
部５５，５６に乗り上げ、凸部が膨出部５５，５６を乗り越えると、爪部７９が復元する
。これにより、第１スライドトレイ３３が収納位置および露出位置からスライド開始され
る際の操作、ならびに第１スライドトレイ３３が収納位置および露出位置に戻される際の
操作にクリック感を出すことができる。また、第１スライドトレイ３３を収納位置および
露出位置に保持することができる。
【００４１】
　また、中央部分７８には、側面視台形状の膨出部８１，８２が形成されている。膨出部
８１は、爪部７９の前側に位置している。膨出部８２は、中央部分７８の前端部に位置し
ている。
【００４２】
　また、中央ガイド部７１，７２の上端部には、図６に示されるように、それぞれ２個の
規制部８３，８４が前後方向に間隔を開けて形成されている。規制部８３は、左側の中央
ガイド部７１から左側に突出し、前後方向に延びている。規制部８３の先端面には、カバ
ートレイ３１の規制部４８と同様に、多数の突起が並べて設けられることによる凹凸が形
成されている。規制部８４は、右側の中央ガイド部７２から右側に突出し、前後方向に延
びている。
【００４３】
　第１スライドトレイ３３の左端部および右端部には、それぞれ左ガイド部８５および右
ガイド部８６が設けられている。左ガイド部８５は、第１スライドトレイ３３の上面から
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上側に立ち上がり、右側に屈曲して延びる断面略Ｌ字状をなしている。右ガイド部８６は
、第１スライドトレイ３３の上面から上側に立ち上がり、左側に屈曲して延びる断面略Ｌ
字状をなしている。
【００４４】
＜第２スライドトレイ＞
　第２スライドトレイ３４は、図３および図４に示されるように、第１スライドトレイ３
３よりも小サイズの略矩形板状をなしている。第２スライドトレイ３４の左右方向の中央
部には、中央ガイド部９１，９２（スライダの一例）が設けられている。中央ガイド部９
１，９２は、図６に示されるように、それぞれ第１スライドトレイ３３の中央ガイド部７
１，７２を左右両側および上側から覆う断面形状（断面略コ字状）に形成されている。ま
た、第２スライドトレイ３４の左端部および右端部には、それぞれ左ガイド部９３および
右ガイド部９４が設けられている。左ガイド部９３および右ガイド部９４は、左右方向お
よび前後方向に延びる板状をなし、それぞれ第１スライドトレイ３３の上面と左ガイド部
８５および右ガイド部８６との間に入り込んでいる。これにより、第２スライドトレイ３
４は、中央ガイド部９１，９２がそれぞれ第１スライドトレイ３３の中央ガイド部７１，
７２に案内され、左ガイド部９３および右ガイド部９４がそれぞれ第１スライドトレイ３
３の左ガイド部８５および右ガイド部８６に案内されつつ、第２スライドトレイ３４が第
１スライドトレイ３３の上側に重なる積重位置と、その積重位置から第１スライドトレイ
３３との重なりが小さくなるよう前側に引き出された引出位置との間でスライド可能とな
っている。
【００４５】
　なお、第１スライドトレイ３３が収納位置に位置し、第２スライドトレイ３４が積重位
置に位置することにより、第２スライドトレイ３４がカバートレイ３１上に重なる。この
ときの第２スライドトレイ３４の位置が積重位置とされてもよい。
【００４６】
　また、中央ガイド部９１，９２には、それぞれ被規制部９５，９６が形成されている。
第１スライドトレイ３３に対する第２スライドトレイ３４の前後方向（スライド方向）の
位置にかかわらず、被規制部９５は、第１スライドトレイ３３の規制部８３のいずれかに
下側から対向し、被規制部９６は、第１スライドトレイ３３の規制部８４のいずれかに下
側から対向する。そのため、被規制部９５，９６にそれぞれ第１スライドトレイ３３の規
制部８３，８４が上側から対向し、第２スライドトレイ３４の左端部および右端部にそれ
ぞれ第１スライドトレイ３３の左ガイド部８５および右ガイド部８６が上側から対向する
。これにより、第２スライドトレイ３４が第１スライドトレイ３３に対して上側に離間す
ることが抑制されている。
【００４７】
　被規制部９５，９６の下面、つまり第１スライドトレイ３３との対向面には、第１スラ
イドと例３３の被規制部７３，７４と同様に、多数の突起が並べて設けられることによる
凹凸が形成されている。また、第２スライドトレイ３４の左端部および右端部の下面には
、第１スライドトレイ３３の左端部および右端部と同様に、多数の突起が並べて設けられ
ることによる凹凸が形成されている。第２スライドトレイ３４の左端部および右端部の上
面にも、第１スライドトレイ３３の左端部および右端部と同様に、多数の突起が並べて設
けられることによる凹凸が形成されている。
【００４８】
　中央ガイド部９１，９２の間の後端部には、図９に示されるように、爪部９７が設けら
れている。爪部９７は、第２スライドトレイ３４における左右方向に互いに間隔を開けた
２箇所を前後方向に延びるスリット状に切り欠き、そのスリット状の切欠の後端部間をそ
れらに跨がるようにスリット状に切り欠くことにより、スリット状の切欠に左右および後
ろを囲まれる部分として形成されている。そのため、爪部９７の先端部（前端部）は、遊
端になっている。爪部９７の先端部には、下側に凸となる凸部が形成されている。
【００４９】
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　第２スライドトレイ３４が積重位置に位置する状態では、爪部９７の凸部が第１スライ
ドトレイ３３の膨出部８１の後側に位置する。また、第２スライドトレイ３４が引出位置
に位置する状態では、爪部９７の凸部が第１スライドトレイ３３の膨出部８２の前側に位
置する。凸部が膨出部８１，８２を跨いで移動される際には、爪部９７が弾性変形しつつ
、凸部が膨出部８１，８２に乗り上げ、凸部が膨出部８１，８２を乗り越えると、爪部９
７が復元する。これにより、第２スライドトレイ３４が積重位置および引出位置からスラ
イド開始される際の操作、ならびに第２スライドトレイ３４が積重位置および引出位置に
戻される際の操作にクリック感を出すことができる。また、第２スライドトレイ３４を積
重位置および引出位置に保持することができる。
【００５０】
＜回動トレイ＞
　２個の第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６は、図３、図４および図５に示さ
れるように、第２スライドトレイ３４の前端部に中央ガイド部９１，９２を挟んで左右方
向に対称に設けられて、第２スライドトレイ３４に回動可能に軸支されている。
【００５１】
　具体的には、第２スライドトレイ３４の前端部の下面には、図４に示されるように、カ
バー１０１，１０２が取り付けられている。そして、第２スライドトレイ３４の下面とカ
バー１０１，１０２との間には、図４に破線で示されるように、中央ガイド部９１から左
側および中央ガイド部９２から右側に等しい距離を開けた位置に、それぞれ回動軸１０３
，１０４が形成されている。
【００５２】
　左側の第１回動トレイ３５は、一方向に延びる板状をなし、その長手方向の一端部に回
動軸１０３が遊びを有して挿通され、第２スライドトレイ３４とカバー１０１とにより挟
持されることにより、回動軸１０３を支点に回動可能に設けられている。そして、その回
動により、第１回動トレイ３５は、回動軸１０３から左側に延びて、第２スライドトレイ
３４に下側から重なる折りたたみ位置と、第２スライドトレイ３４との重なりが小さくな
るよう左前側に延びる展開位置とに変位する。
【００５３】
　右側の第２回動トレイ３６は、一方向に延びる板状をなし、その長手方向の一端部に回
動軸１０４が遊びを有して挿通され、第２スライドトレイ３４とカバー１０２とにより挟
持されることにより、回動軸１０４を支点に回動可能に設けられている。そして、その回
動により、第２回動トレイ３６は、回動軸１０４から左側に延びて、第２スライドトレイ
３４に下側から重なる折りたたみ位置と、第２スライドトレイ３４との重なりが小さくな
るよう右前側に延びる展開位置とに変位する。
【００５４】
　第１回動トレイ３５の前端には、図５に示されるように、上突条部１０５（第２突条部
の一例）および下突条部１０６が一体に形成されている。上突条部１０５は、第１回動ト
レイ３５の左端部の前端縁から上側に突出し、その左端部は、第１回動トレイ３５の左端
を越えて左側に突出している。下突条部１０６は、第１回動トレイ３５の前端縁の全域か
ら下側に突出し、その左端部は、第１回動トレイ３５の左端を越えて左側に上突条部１０
５と同じ位置まで突出している。また、下突条部１０６の右端部は、図４に示されるよう
に、後側に屈曲して前側に折り返されたＶ字状をなしている。
【００５５】
　第２回動トレイ３６の前端には、図５に示されるように、上突条部１０７（第２突条部
の一例）および下突条部１０８が一体に形成されている。上突条部１０７は、第２回動ト
レイ３６の右端部の前端縁から上側に突出し、その右端部は、第２回動トレイ３６の右端
を越えて右側に突出している。下突条部１０８は、第２回動トレイ３６の前端縁の全域か
ら下側に突出し、その右端部は、第２回動トレイ３６の右端を越えて右側に上突条部１０
７と同じ位置まで突出している。また、下突条部１０８の左端部は、図４に示されるよう
に、後側に屈曲して前側に折り返されたＶ字状をなしている。
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【００５６】
　カバー１０１，１０２には、前端部における左右方向中央側の端部に、それぞれ略矩形
状に切り欠かれた切欠部１１１，１１２が形成されている。
【００５７】
　第１回動トレイ３５が折りたたみ位置に位置する状態では、第１回動トレイ３５の上突
条部１０５が第２スライドトレイ３４の前端縁に当接し、下突条部１０６がカバー１０１
に当接する。これにより、第１回動トレイ３５が折りたたみ位置を越えて第２スライドト
レイ３４とカバー１０１との間に入り込むことはない。第１回動トレイ３５が折りたたみ
位置から展開位置に向けて回動すると、下突条部１０６のＶ字状に屈曲した右端部がカバ
ー１０１の切欠部１１１に当接する。この当接により、第１回動トレイ３５が折りたたみ
位置から展開位置を越えて回動することが規制される。
【００５８】
　第２回動トレイ３６についても同様に、第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置す
る状態では、第２回動トレイ３６の上突条部１０７が第２スライドトレイ３４の前端縁に
当接し、下突条部１０８がカバー１０２に当接する。これにより、第２回動トレイ３６が
折りたたみ位置を越えて第２スライドトレイ３４とカバー１０２との間に入り込むことは
ない。第２回動トレイ３６が折りたたみ位置から展開位置に向けて回動すると、下突条部
１０８のＶ字状に屈曲した左端部がカバー１０２の切欠部１１２に当接する。この当接に
より、第２回動トレイ３６が折りたたみ位置から展開位置を越えて回動することが規制さ
れる。
【００５９】
　図４に示されるように、第１回動トレイ３５は、接触部２０１を備える。第２回動トレ
イ３６は、接触部２０２を備える。第１スライドトレイ３３は、接触部２１１，２１２を
備える。
【００６０】
　第１回動トレイ３５が展開位置にある状態から第２スライドトレイ３４が第１スライド
トレイ３３に押し込まれると、第１回動トレイ３５の接触部２０１が第１スライドトレイ
３３の接触部２１１に接触して前側に押される。その結果、第１回動トレイ３５は、回動
軸１０３周りに回動して折りたたみ位置へ変位する。同様に、第２回動トレイ３６が展開
位置にある状態から第２スライドトレイ３４が第１スライドトレイ３３に押し込まれると
、第２回動トレイ３６の接触部２０２が第１スライドトレイ３３の接触部２１２に接触し
て前側に押され、第２回動トレイ３６が回動軸１０４周りに回動して折りたたみ位置へ変
位する。
【００６１】
＜マルチパーパストレイの使用態様＞
　第２スライドトレイ３４の前端には、図５に示されるように、上突条部１２１および下
突条部１２２（第１突条部の一例）が一体に形成されている。上突条部１２１は、第２ス
ライドトレイ３４の前端縁における第１回動トレイ３５の上突条部１０５および第２回動
トレイ３６の上突条部１０７がそれぞれ当接する部分の間の部分から上側に突出している
。上突条部１２１の厚みは、第１回動トレイ３５の上突条部１０５および第２回動トレイ
３６の上突条部１０７の厚みと同じに設計されている。下突条部１２２は、第２スライド
トレイ３４の前端縁の中央部から下側に突出している。下突条部１２２の厚みは、第１回
動トレイ３５の下突条部１０６および第２回動トレイ３６の下突条部１０８の厚みと同じ
に設計されている。
【００６２】
　そして、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置する状
態では、図１０に示されるように、第２スライドトレイ３４の上突条部１２１の左側に、
第１回動トレイ３５の上突条部１０５が一直線上に並び、上突条部１２１の右側に、第２
回動トレイ３６の上突条部１０７が一直線上に並ぶ。第２スライドトレイ３４の下突条部
１２２の左側には、第１回動トレイ３５の下突条部１０６が一直線上に並び、下突条部１
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２２の右側には、第２回動トレイ３６の下突条部１０８が一直線上に並ぶ。
【００６３】
　また、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置する状態
では、図３に二点鎖線で示されるように、第１回動トレイ３５の上突条部１０５および下
突条部１０６の各左端部からなる左突出部１２３（第１突出部の一例）が第１スライドト
レイ３３の左端部の左ガイド部８５と対向し、第２回動トレイ３６の上突条部１０７およ
び下突条部１０８の各右端部からなる右突出部１２４（第２突出部の一例）が第１スライ
ドトレイ３３の右端部の右ガイド部８６と対向する。
【００６４】
　そして、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置し、第
２スライドトレイ３４が積重位置に位置する状態では、左突出部１２３が第１スライドト
レイ３３の前端縁および左ガイド部８５と当接し、右突出部１２４が第１スライドトレイ
３３の前端縁および右ガイド部８６と当接する。これにより、第１スライドトレイ３３の
左ガイド部８５が左突出部１２３に覆い隠され、右ガイド部８６が右突出部１２４に覆い
隠される。そのため、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に
位置し、第２スライドトレイ３４が積重位置に位置する状態における意匠性が優れている
。
【００６５】
　また、カバートレイ３１の左前端には、その前端縁から上側に突出する壁状部１２５が
形成されている。壁状部１２５は、第１回動トレイ３５の上突条部１０５および下突条部
１０６と同じ厚みに設計されている。
【００６６】
　第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置し、第２スライ
ドトレイ３４が積重位置に位置し、第１スライドトレイ３３が収納位置に位置する状態で
は、図１０に示されるように、第１回動トレイ３５の上突条部１０５および下突条部１０
６、第２回動トレイ３６の上突条部１０７および下突条部１０８、ならびに第２スライド
トレイ３４の上突条部１２１および下突条部１２２が第１回動トレイ３５の前端縁上に位
置し、第１回動トレイ３５の上突条部１０５および下突条部１０６が壁状部１２５の右側
に位置する。これにより、第１回動トレイ３５の上突条部１０５および下突条部１０６、
第２回動トレイ３６の上突条部１０７および下突条部１０８、第２スライドトレイ３４の
上突条部１２１および下突条部１２２、ならびにカバートレイ３１の壁状部１２５の各前
面は、面一をなして、左右方向に細長い矩形状の平面を形成する。
【００６７】
　そして、フロントドア１５が閉位置に位置し、マルチパーパストレイ１８が非使用位置
に位置する状態では、第１回動トレイ３５の上突条部１０５および下突条部１０６、第２
回動トレイ３６の上突条部１０７および下突条部１０８、第２スライドトレイ３４の上突
条部１２１および下突条部１２２、ならびにカバートレイ３１の壁状部１２５の各前面に
より形成される平面は、筐体１１の上面１３と面一をなし、その上面１３とともに排紙ト
レイ１９を構成する。
【００６８】
　また、第２スライドトレイ３４の上突条部１２１および下突条部１２２には、一段凹ん
だ凹部１２６がそれらに跨がって形成されている。そして、凹部１２６の下側には、下突
条部１２２から下側に突出して左右方向に延びる突条が指掛け部１２７として形成されて
いる。また、カバートレイ３１の前端の中央部には、図７に示されるように、後側に矩形
状に切り欠かれた切欠部１２８が形成されている。第１回動トレイ３５および第２回動ト
レイ３６が折りたたみ位置に位置し、第２スライドトレイ３４が積重位置に位置し、第１
スライドトレイ３３が収納位置に位置する状態では、図１０に示されるように、指掛け部
１２７がカバートレイ３１の切欠部１２８に嵌まる。
【００６９】
　フロントドア１５が閉位置に位置し、マルチパーパストレイ１８が非使用位置に位置す



(14) JP 2019-35823 A 2019.3.7

10

20

30

40

50

る状態から、指掛け部１２７に使用者の手指が掛けられて、指掛け部１２７が前側に引き
寄せられると、第２スライドトレイ３４の下突条部１２２がカバートレイ３１の前端縁上
に乗っているので、指掛け部１２７に加えられた力がカバートレイ３１に伝達され、カバ
ートレイ３１、位置決めトレイ３２、第１スライドトレイ３３、第２スライドトレイ３４
、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が一体となって、カバートレイ３１の左
軸部４１および右軸部４２を支点に前側に倒伏する。
【００７０】
　カバートレイ３１の左後端部１２９および右後端部１３０（第１ストッパの一例）は、
図７および図１１に示されるように、それぞれ左軸部４１および右軸部４２よりも後側に
延出している。フロントドア１５が閉位置に位置する状態で、マルチパーパストレイ１８
が非使用位置から前側に倒伏されると、図１１に示されるように、右後端部１３０がフロ
ントドア１５の所定部１３１に下側から接触する。また、左後端部１２９についても、図
示されないが、フロントドア１５の所定部に下側から接触する。これにより、カバートレ
イ３１の左後端部１２９および右後端部１３０は、マルチパーパストレイ１８の回動量を
規制するストッパの機能を果たす。
【００７１】
　マルチパーパストレイ１８は、非使用位置から前側に倒伏されて、第１回動トレイ３５
および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置し、第２スライドトレイ３４が積重位
置に位置し、第１スライドトレイ３３が収納位置に位置する状態においても使用すること
ができる。その状態では、葉書などの小サイズのシートが位置決めトレイ３２と第２スラ
イドトレイ３４の上突条部１２１とに跨がって支持される。
【００７２】
　Ｂ５サイズなどの中サイズのシートは、マルチパーパストレイ１８が非使用位置から前
側に倒伏された後、第１スライドトレイ３３が収納位置から露出位置に引き出され、第２
スライドトレイ３４が積重位置から引出位置に引き出された状態で、位置決めトレイ３２
、第１スライドトレイ３３および第２スライドトレイ３４に跨がって支持される。
【００７３】
　第１スライドトレイ３３が収納位置から露出位置に引き出され、第２スライドトレイ３
４が積重位置から引出位置に引き出された状態からさらに、第１回動トレイ３５および第
２回動トレイ３６が折りたたみ位置から展開位置に変位されて、マルチパーパストレイ１
８が使用位置に位置する状態では、Ａ４サイズなどの大サイズのシートを位置決めトレイ
３２、第１スライドトレイ３３、第２スライドトレイ３４、第１回動トレイ３５および第
２回動トレイ３６上に支持することができる。
【００７４】
　マルチパーパストレイ１８が使用位置に位置する状態では、図２に示されるように、マ
ルチパーパストレイ１８が筐体１１から前側に延び、その先端が排紙トレイ１９の前端縁
よりも下側の位置に位置している。これにより、排紙トレイ１９に排出された画像形成済
みのシートがマルチパーパストレイ１８に支持されているシートに接触することを抑制で
き、画像形成済みのシートがマルチパーパストレイ１８上のシートにつられて筐体１１内
に送り込まれることを抑制できる。
【００７５】
＜フロントドアの開位置＞
　フロントドア１５は、図１２に示されるように、マルチパーパストレイ１８の回動軸、
つまりカバートレイ３１の左軸部４１および右軸部４２を支点に、閉位置と開位置とに変
位する。フロントドア１５には、フロントドア１５が閉位置に位置する状態で左軸部４１
および右軸部４２から下側に延びる延部１３２（第２ストッパの一例）が形成されている
。そして、フロントドア１５が閉位置に位置する状態では、延部１３２が筐体１１に設け
られたフレーム１３３に下側から接触する。これにより、延部１３２は、フロントドア１
５の回動量を規制するストッパの機能を果たす。
【００７６】
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　図１１と図１２とを比較して理解されるように、フロントドア１５の回動量は、マルチ
パーパストレイ１８の回動量よりも小さい。そのフロントドア１５の回動量は、図１３に
示されるように、フロントドア１５が開位置に位置し、マルチパーパストレイ１８が使用
位置に位置する状態にされても、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が複合機
１の設置面に接触しないように設定されている。
【００７７】
＜作用効果＞
　以上のように、複合機１は、画像形成装置２の上側に画像読取装置３が配置され、画像
形成装置２と画像読取装置３との間に画像形成装置２から排出されるシートを受ける排紙
トレイ１９が設けられる、いわゆる胴内排紙型の構成を採用している。
【００７８】
　画像形成装置２は、フロントドア１５およびマルチパーパストレイ１８を備えている。
フロントドア１５は、画像形成装置２の筐体１１の一方側の側面に沿った閉位置とその側
面に対して一方側に開いた開位置との間で移動可能に設けられている。フロントドア１５
には、開口１７が形成されている。マルチパーパストレイ１８は、開口１７を閉鎖する非
使用位置と開口１７を開放する使用位置との間で変位可能に設けられ、使用位置に位置す
る状態においてシートを支持することができる。
【００７９】
　フロントドア１５が閉位置に位置し、マルチパーパストレイ１８が非使用位置に位置す
る状態において、マルチパーパストレイ１８の上端面が上側に露出している。これにより
、フロントドア１５が閉位置に位置する状態において、非使用位置に位置するマルチパー
パストレイ１８の上側に筐体１１またはフロントドア１５の一部が存在する構成と比較し
て、画像形成装置２とその上側に配置される画像読取装置３との間の間隔を大きく確保す
ることができる。
【００８０】
　よって、画像読取装置３と画像形成装置２との間の開口部の高さを確保しつつ、複合機
１の小型化を図ることができる。
【００８１】
　マルチパーパストレイ１８は、カバートレイ３１および第２スライドトレイ３４を備え
ている。第２スライドトレイ３４は、カバートレイ３１上に重なる積重位置と、カバート
レイ３１との重なりが小さくなるよう積重位置から引き出された引出位置とに変位可能に
設けられている。そのため、第２スライドトレイ３４を積重位置から引出位置にスライド
させることにより、マルチパーパストレイ１８の面積を拡大することができ、より大きい
サイズのシートをマルチパーパストレイ１８に支持させることができる。
【００８２】
　また、マルチパーパストレイ１８は、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６を
備えている。第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６は、第２スライドトレイ３４
に重なる折りたたみ位置と、第２スライドトレイ３４との重なりが小さくなるよう延びる
展開位置とに変位可能に設けられている。そのため、第１回動トレイ３５および第２回動
トレイ３６を展開位置に位置させることにより、マルチパーパストレイ１８の面積をさら
に拡大することができ、より大きいサイズのシートをマルチパーパストレイ１８に支持さ
せることができる。
【００８３】
　さらに、マルチパーパストレイ１８は、第１スライドトレイ３３を備えている。第１ス
ライドトレイ３３は、カバートレイ３１と位置決めトレイ３２との間に収納される収納位
置と、その収納位置よりも前側の位置であってカバートレイ３１と位置決めトレイ３２と
の間から露出する露出位置との間でスライド可能となっている。そのため、第１スライド
トレイ３３を露出位置に位置させることにより、マルチパーパストレイ１８の面積をさら
に拡大することができ、より大きいサイズのシートをマルチパーパストレイ１８に支持さ
せることができる。
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【００８４】
　第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置し、第２スライ
ドトレイ３４が積重位置に位置する状態では、第１回動トレイ３５の左突出部１２３が第
１スライドトレイ３３の前端縁および左ガイド部８５と当接し、第２回動トレイ３６の右
突出部１２４が第１スライドトレイ３３の前端縁および右ガイド部８６と当接する。これ
により、第１スライドトレイ３３の左ガイド部８５が左突出部１２３に覆い隠され、右ガ
イド部８６が右突出部１２４に覆い隠される。そのため、第１回動トレイ３５および第２
回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置し、第２スライドトレイ３４が積重位置に位置す
る状態における意匠性が優れている。
【００８５】
　第２スライドトレイ３４には、指掛け部１２７が形成されている。また、カバートレイ
３１の前端の中央部には、切欠部１２８が形成されている。第１回動トレイ３５および第
２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置し、第２スライドトレイ３４が積重位置に位置
し、第１スライドトレイ３３が収納位置に位置する状態では、指掛け部１２７がカバート
レイ３１の切欠部１２８に嵌まる。フロントドア１５が閉位置に位置し、マルチパーパス
トレイ１８が非使用位置に位置する状態から、指掛け部１２７に手指を掛けて、指掛け部
１２７が前側に引き寄せることにより、カバートレイ３１、位置決めトレイ３２、第１ス
ライドトレイ３３、第２スライドトレイ３４、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ
３６を一体で前側に倒伏させることができる。そのため、その倒伏の際にマルチパーパス
トレイ１８が撓むことを抑制できる。
【００８６】
　マルチパーパストレイ１８は、非使用位置から前側に倒伏させて、第１回動トレイ３５
および第２回動トレイ３６が折りたたみ位置に位置し、第２スライドトレイ３４が積重位
置に位置し、第１スライドトレイ３３が収納位置に位置する状態で使用することができる
。この状態では、第２スライドトレイ３４の上突条部１２１の左側に、第１回動トレイ３
５の上突条部１０５が一直線上に並び、上突条部１２１の右側に、第２回動トレイ３６の
上突条部１０７が一直線上に並ぶ。そのため、マルチパーパストレイ１８では、葉書など
の小サイズのシートを位置決めトレイ３２と第２スライドトレイ３４の上突条部１２１と
に跨がって支持することができ、また、シートを第１回動トレイ３５の上突条部１０５、
第２回動トレイ３６の上突条部１０７および第２スライドトレイ３４の上突条部１２１に
跨がって支持することもできる。
【００８７】
　第１スライドトレイ３３は、中央ガイド部７１，７２を備えている。第２スライドトレ
イ３４は、中央ガイド部９１，９２を備えている。中央ガイド部９１，９２は、第１スラ
イドトレイ３３の中央ガイド部７１，７２を左右両側および上側から覆う断面形状に形成
されている。そして、中央ガイド部９１，９２には、それぞれ被規制部９５，９６が形成
されている。被規制部９５は、中央ガイド部７１に形成された規制部８３に下側から対向
し、被規制部９６は、中央ガイド部７２に形成された規制部８４のいずれかに下側から対
向する。これにより、規制部８３，８４は、それぞれ中央ガイド部９１，９２に上下両側
から挟まれている。そのため、第１スライドトレイ３３と第２スライドトレイ３４との接
続部分の強度が増し、第１スライドトレイ３３および第２スライドトレイ３４が撓むこと
を抑制できる。
【００８８】
　また、第１スライドトレイ３３の変位に伴って第１スライドトレイ３３がカバートレイ
３１と摺動する部分および第２スライドトレイ３４の変位に伴って第２スライドトレイ３
４が第１スライドトレイ３３と摺動する部分には、多数の突起が並べて設けられることに
よる凹凸が形成されている。これにより、第１スライドトレイ３３および第２スライドト
レイ３４の変位時の摺動抵抗を小さくでき、摺動による音鳴りの発生を抑制できる。
【００８９】
　フロントドア１５には、左軸部４１および右軸部４２から先端側と反対側に延びる延部
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１３２が形成されている。そして、フロントドア１５が閉位置に位置する状態では、延部
１３２が筐体１１に設けられたフレーム１３３に下側から接触する。これにより、フロン
トドア１５の回動量を規制することができる。また、延部１３２が大きい強度を有するフ
レーム１３３に当てられるので、延部１３２のサイズをフロントドア１５が閉位置に位置
する状態における前後方向または左右方向に大きくして上下方向に小さくすることができ
る。その結果、複合機１の上下方向のサイズを小型化することができる。
【００９０】
　また、マルチパーパストレイ１８は、非使用位置に位置する状態において、その上端面
が上側に露出するとともに、筐体１１の前端よりも前側に配置される。これにより、図１
４に示されるように、カバートレイ３１が筐体１１の前面に沿って閉じられた状態で、第
１スライドトレイ３３を収納位置から露出位置に引き出し、第２スライドトレイ３４を積
重位置から引出位置に引き出し、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６を折りた
たみ位置から展開位置に変位させることができる。そして、その状態からカバートレイ３
１を前側に開くことができる。もちろん、カバートレイ３１を前側に開いてから、第１ス
ライドトレイ３３を収納位置から露出位置に引き出し、第２スライドトレイ３４を積重位
置から引出位置に引き出し、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６を折りたたみ
位置から展開位置に変位させることもできる。よって、ユーザにとって使い勝手がよい。
また、第１スライドトレイ３３が露出位置に引き出され、第２スライドトレイ３４が引出
位置に引き出され、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が展開位置に位置する
状態のまま、カバートレイ３１を開いた状態から閉じることもできる。そして、かかる操
作が行われても、マルチパーパストレイ１８が筐体１１に衝突せず、マルチパーパストレ
イ１８の破損を生じない。
【００９１】
＜変形例＞
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、他の形態で実施することも
できる。
【００９２】
　たとえば、第１回動トレイ３５および第２回動トレイ３６が省略されるなど、マルチパ
ーパストレイ１８の構成は適宜変更されてもよい。
【００９３】
　その他、前述の構成には、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を
施すことが可能である。
【符号の説明】
【００９４】
　１：複合機
　２：画像形成装置
　３：画像読取装置
　１１：筐体
　１５：フロントドア
　１７：開口
　１８：マルチパーパストレイ
　１９：排紙トレイ
　３１：カバートレイ
　３３：第１スライドトレイ
　３４：第２スライドトレイ
　３５：第１回動トレイ
　３６：第２回動トレイ
　５１，５２，７５，７６，７７：突起
　７１，７２：中央ガイド部
　９１，９２：中央ガイド部
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　１０５，１０７：上突条部
　１２１：上突条部
　１２２：下突条部
　１２３：左突出部
　１２４：右突出部
　１２７：指掛け部
　１２８：切欠部
　１２９：左後端部
　１３０：右後端部
　１３１：所定部
　１３２：延部
　１３３：フレーム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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