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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シート状の被記録媒体を積載可能で、かつ装置本体に対して引き出し及び挿入可能な供給
トレイと、
　当該供給トレイに前記被記録媒体の供給方向に沿って設けられ、その被記録媒体の供給
方向と直交する方向に変位可能な側端部ガイドと、
　前記装置本体内に設けられ前記被記録媒体に対して画像を記録する画像記録手段と、
　前記装置本体内で前記被記録媒体の供給方向と直交する方向に延設された支軸を中心に
揺動可能なアーム部材と、
　当該アーム部材の揺動端側に設けられ前記供給トレイが前記装置本体に挿入されたとき
に、前記供給トレイに積載された最上層の被記録媒体に当接し、それを前記画像記録手段
側に送り出す供給ローラと、
　前記側端部ガイドに設けられ前記供給トレイの底面からの高さが前記被記録媒体の供給
方向に沿って変化するカム部と、
　前記アーム部材と一体的に設けられ、前記供給トレイが前記装置本体に対して引き出し
及び収納される際に前記側端部ガイドのカム部に摺接して変位することで、前記供給ロー
ラが被記録媒体の供給方向における最下流側に配された前記供給トレイの奥壁を乗り越え
るように前記アーム部材を揺動させる従動部とを有することを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
前記供給トレイにおける前記被記録媒体の積載面は前記供給方向の下流側が低くなるよう
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に傾斜している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】
前記アーム部材は、前記供給ローラの両端部に設けられその供給ローラの回転軸を受ける
軸受け部を有した一対の支持アームを備えて構成され、その支持アーム間に前記支軸から
の駆動を前記供給ローラに伝達する動力伝達機構が組み込ま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】
前記側端部ガイドは、前記被記録媒体の幅方向に間隔を隔てて一対設けられると共に、一
方の側端部ガイドから他方の側端部ガイドに向かって延出されて前記被記録媒体の供給方
向に間隔を隔てて対向しその対向部にラックギヤを有するリニアガイドバーを備え、前記
各リニアガイドバー間には前記ラックギヤと噛み合うピニオンギアが前記供給トレイに回
転自在に設けられていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の画像記録
装置。
【請求項５】
前記画像記録手段は前記装置本体内において前記供給トレイの上方に位置するように配置
され、前記供給トレイの前記奥壁は前記供給ローラに押し出された前記被記録媒体の先端
側を上向きに案内するガイド板により構成されていることを特徴とする請求項１から４の
いずれかに記載の画像記録装置。
【請求項６】
前記ガイド板のうち幅方向の中央部分は他よりも手前側に膨出し、その膨出端に重なって
供給された前記被記録媒体を分離するための分離部材が設けられていることを特徴とする
請求項５に記載の画像記録装置。
【請求項７】
前記ガイド板における前記分離部材の幅方向の両側には回転自在な供給補助ローラが設け
られてい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】
前記供給トレイの前部には、前記側端部ガイドを最大幅まで拡げたときにそれらの側端部
ガイドとほぼ面一に連なる固定側壁部が対をなして設けられていることを特徴とする請求
項１から７のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項９】
前記両固定側壁部の上端部には、前記供給トレイに積載された被記録媒体を上方から覆い
、かつ前記画像記録手段から送り出された被記録媒体を支持可能なカバー部が延設されて
いることを特徴とする請求項８に記載の画像記録装置。
【請求項１０】
前記カバー部には幅方向の中央部分に前方に開放する切欠部が形成されていることを特徴
とする請求項９に記載の画像記録装置。
【請求項１１】
前記供給トレイの前部には補助支持部材が前方に引き出し可能に設けられていることを特
徴とする請求項９または１０に記載の画像記録装置。
【請求項１２】
支軸を中心に揺動可能な供給ローラを備えた画像記録装置に使用される供給トレイであっ
て、前記画像記録装置の備えた装置本体に対して引き出し及び挿入可能とされるとともに
、複数のシート状の被記録媒体を積載可能とされ、かつ積載された被記録媒体から一の被
記録媒体を前記供給ローラと協働して前記装置本体側に供給する供給トレイにおいて、
　被記録媒体の供給方向に沿って設けられ、その被記録媒体の供給方向と直交する方向に
変位可能な側端部ガイドと、
　当該側端部ガイドに設けられ、この給紙トレイを前記装置本体に対して引き出し及び挿
入する際に前記供給ローラを揺動させる揺動手段と、
　を備えることを特徴とする供給トレイ。
【請求項１３】
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前記揺動手段は、前記側端部ガイドの上端部に、前記供給トレイの底面からの高さが前記
被記録媒体の供給方向に沿って変化するように形成されたカム部を備えていることを特徴
とする請求項１２に記載の供給トレイ。
【請求項１４】
前記被記録媒体の積載面は前記供給方向の下流側が低くなるように傾斜していることを特
徴とする請求項１２または１３に記載の供給トレイ。
【請求項１５】
前記側端部ガイドは、前記被記録媒体の幅方向に間隔を隔てて一対設けられると共に、一
方の側端部ガイドから他方の側端部ガイドに向かって延出されて前記被記録媒体の供給方
向に間隔を隔てて対向しその対向部にラックギヤを有するリニアガイドバーを備え、前記
各リニアガイドバー間には前記ラックギヤと噛み合うピニオンギアが回転自在に設けられ
ていることを特徴とする請求項１２から１４のいずれかに記載の供給トレイ。
【請求項１６】
前記供給トレイの前記奥壁は前記供給ローラに押し出された前記被記録媒体の先端側を上
向きに案内するガイド板により構成されていることを特徴とする請求項１２から１５のい
ずれかに記載の供給トレイ。
【請求項１７】
前記ガイド板のうち幅方向の中央部分は他よりも手前側に膨出し、その膨出端に重なって
供給された前記被記録媒体を分離するための分離部材が設けられていることを特徴とする
請求項１６に記載の供給トレイ。
【請求項１８】
前記ガイド板における前記分離部材の幅方向の両側には回転自在な供給補助ローラが設け
られていることを特徴とする請求項１７に記載の供給トレイ。
【請求項１９】
前記供給トレイの前部には、前記側端部ガイドを最大幅まで拡げたときにそれらの側端部
ガイドとほぼ面一に連なる固定側壁部が対をなして設けられていることを特徴とする請求
項１２から１８のいずれかに記載の供給トレイ。
【請求項２０】
前記両固定側壁部の上端部には、積載された被記録媒体を上方から覆い、かつ前記装置本
体側から送り出された被記録媒体を支持可能なカバー部が延設されていることを特徴とす
る請求項１９に記載の供給トレイ。
【請求項２１】
前記カバー部には幅方向の中央部分に前方に開放する切欠部が形成されていることを特徴
とする請求項２０に記載の供給トレイ。
【請求項２２】
前記被記録媒体の積載面の前部には前方に引き出し可能な補助支持部材が設けられている
ことを特徴とする請求項２０または２１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、画像記録装置及び供給トレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、プリンタ、複写機、ファクシミリ等の画像記録装置として、装置本体に対し
て着脱可能な供給トレイを備え、この供給トレイに積載されたシート状の被記録媒体を供
給手段により画像記録手段へ供給して、その被記録媒体上に画像を記録するものが知られ
ている。このような画像記録装置として、例えば下記の特許文献１に記載されたものがあ
る。この特許文献１に記載の画像記録装置では、供給手段として、装置本体に設けられた
支軸を中心に回動可能なアーム部材と、そのアーム部材の揺動端に設けられた供給ローラ
とを備えており、供給ローラが供給トレイに積載された最上層の被記録媒体に当接して、
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その被記録媒体を供給ローラの回転により画像記録手段側へ送り出すように構成されてい
る。
【０００３】
　このような構成の装置においては、供給トレイを装置本体に対して着脱する際に、供給
ローラが供給トレイの奥壁に衝突するのを回避する必要がある。そこで、前述の特許文献
１に記載の画像記録装置では、供給トレイに固定配置されている側壁部に所定の傾斜面を
有するカム部を形成し、供給トレイを装置本体から取り外す際に、アーム部材がカム部の
案内によって揺動され、供給ローラが供給トレイの奥壁を乗り越えるように構成されてい
る。
【特許文献１】特開２００２－２４９２４２公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、供給トレイの中には、被記録媒体の供給方向と直交する方向に変位可能な側
端部ガイドを設けて、様々なサイズの被記録媒体を位置決めできるようにしたものがある
。このような側端部ガイドを上述の特許文献１のものの構成に追加しようとした場合には
、使用可能な最大幅まで拡げた状態における側端部ガイドのさらに外側にカム部が形成さ
れた固定の側壁部を設けることになり、その分、供給トレイの幅寸法が大きくなってしま
うという問題がある。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、小型化を図ることの可
能な画像記録装置及び供給トレイ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】
【０００６】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、シート状の被記録媒体を
積載可能で、かつ装置本体に対して引き出し及び挿入可能な供給トレイと、当該供給トレ
イに前記被記録媒体の供給方向に沿って設けられ、その被記録媒体の供給方向と直交する
方向に変位可能な側端部ガイドと、前記装置本体内に設けられ前記被記録媒体に対して画
像を記録する画像記録手段と、前記装置本体内で前記被記録媒体の供給方向と直交する方
向に延設された支軸を中心に揺動可能なアーム部材と、当該アーム部材の揺動端側に設け
られ前記供給トレイが前記装置本体に挿入されたときに、前記供給トレイに積載された最
上層の被記録媒体に当接し、それを前記画像記録手段側に送り出す供給ローラと、前記側
端部ガイドに設けられ前記供給トレイの底面からの高さが前記被記録媒体の供給方向に沿
って変化するカム部と、前記アーム部材と一体的に設けられ、前記供給トレイが前記装置
本体に対して引き出し及び収納される際に前記側端部ガイドのカム部に摺接して変位する
ことで、前記供給ローラが被記録媒体の供給方向における最下流側に配された前記供給ト
レイの奥壁を乗り越えるように前記アーム部材を揺動させる従動部とを有するところに特
徴を有する。
【０００７】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記供給トレイにおける前記被記
録媒体の積載面は前記供給方向の下流側が低くなるように傾斜しているところに特徴を有
する。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１または２に記載のものにおいて、前記アーム部材は、前記
供給ローラの両端部に設けられその供給ローラの回転軸を受ける軸受け部を有した一対の
支持アームを備えて構成され、その支持アーム間に前記支軸からの駆動を前記供給ローラ
に伝達する動力伝達機構が組み込まれているところに特徴を有する。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１から３のいずれかに記載のものにおいて、前記側端部ガイ
ドは、前記被記録媒体の幅方向に間隔を隔てて一対設けられると共に、一方の側端部ガイ
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ドから他方の側端部ガイドに向かって延出されて前記被記録媒体の供給方向に間隔を隔て
て対向しその対向部にラックギヤを有するリニアガイドバーを備え、前記各リニアガイド
バー間には前記ラックギヤと噛み合うピニオンギアが前記供給トレイに回転自在に設けら
れているところに特徴を有する。
【００１０】
　請求項５の発明は、請求項１から４のいずれかに記載のものにおいて、前記画像記録手
段は前記装置本体内において前記供給トレイの上方に位置するように配置され、前記供給
トレイの前記奥壁は前記供給ローラに押し出された前記被記録媒体の先端側を上向きに案
内するガイド板により構成されているところに特徴を有する。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項５に記載のものにおいて、前記ガイド板のうち幅方向の中央
部分は他よりも手前側に膨出し、その膨出端に重なって供給された前記被記録媒体を分離
するための分離部材が設けられているところに特徴を有する。
【００１２】
　請求項７の発明は、請求項６に記載のものにおいて、前記ガイド板における前記分離部
材の幅方向の両側には回転自在な供給補助ローラが設けられているところに特徴を有する
。
【００１３】
　請求項８の発明は、請求項１から７のいずれかに記載のものにおいて、前記供給トレイ
の前部には、前記側端部ガイドを最大幅まで拡げたときにそれらの側端部ガイドとほぼ面
一に連なる固定側壁部が対をなして設けられているところに特徴を有する。
【００１４】
　請求項９の発明は、請求項８に記載のものにおいて、前記両固定側壁部の上端部には、
前記供給トレイに積載された被記録媒体を上方から覆い、かつ前記画像記録手段から送り
出された被記録媒体を支持可能なカバー部が延設されているところに特徴を有する。
【００１５】
　請求項１０の発明は、請求項９に記載のものにおいて、前記カバー部には幅方向の中央
部分に前方に開放する切欠部が形成されているところに特徴を有する。
【００１６】
　請求項１１の発明は、請求項９または１０に記載のものにおいて、前記供給トレイの前
部には補助支持部材が前方に引き出し可能に設けられているところに特徴を有する。
【００１７】
　請求項１２の発明は、支軸を中心に揺動可能な供給ローラを備えた画像記録装置に使用
される供給トレイであって、前記画像記録装置の備えた装置本体に対して引き出し及び挿
入可能とされるとともに、複数のシート状の被記録媒体を積載可能とされ、かつ積載され
た被記録媒体から一の被記録媒体を前記供給ローラと協働して前記装置本体側に供給する
供給トレイにおいて、被記録媒体の供給方向に沿って設けられ、その被記録媒体の供給方
向と直交する方向に変位可能な側端部ガイドと、当該側端部ガイドに設けられ、この給紙
トレイを前記装置本体に対して引き出し及び挿入する際に前記供給ローラを揺動させる揺
動手段とを備えるところに特徴を有する。
【００１８】
　請求項１３の発明は、請求項１２に記載のものにおいて、前記揺動手段は、前記側端部
ガイドの上端部に、前記供給トレイの底面からの高さが前記被記録媒体の供給方向に沿っ
て変化するように形成されたカム部を備えているところに特徴を有する。
【００１９】
　請求項１４の発明は、請求項１２または１３に記載のものにおいて、前記被記録媒体の
積載面は前記供給方向の下流側が低くなるように傾斜しているところに特徴を有する。
【００２０】
　請求項１５の発明は、請求項１２から１４のいずれかに記載のものにおいて、前記側端
部ガイドは、前記被記録媒体の幅方向に間隔を隔てて一対設けられると共に、一方の側端
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部ガイドから他方の側端部ガイドに向かって延出されて前記被記録媒体の供給方向に間隔
を隔てて対向しその対向部にラックギヤを有するリニアガイドバーを備え、前記各リニア
ガイドバー間には前記ラックギヤと噛み合うピニオンギアが回転自在に設けられていると
ころに特徴を有する。
【００２１】
　請求項１６の発明は、請求項１２から１５のいずれかに記載のものにおいて、前記供給
トレイの前記奥壁は前記供給ローラに押し出された前記被記録媒体の先端側を上向きに案
内するガイド板により構成されているところに特徴を有する。
【００２２】
　請求項１７の発明は、請求項１６に記載のものにおいて、前記ガイド板のうち幅方向の
中央部分は他よりも手前側に膨出し、その膨出端に重なって供給された前記被記録媒体を
分離するための分離部材が設けられているところに特徴を有する。
【００２３】
　請求項１８の発明は、請求項１７に記載のものにおいて、前記ガイド板における前記分
離部材の幅方向の両側には回転自在な供給補助ローラが設けられているところに特徴を有
する。
【００２４】
　請求項１９の発明は、請求項１２から１８のいずれかに記載のものにおいて、前記供給
トレイの前部には、前記側端部ガイドを最大幅まで拡げたときにそれらの側端部ガイドと
ほぼ面一に連なる固定側壁部が対をなして設けられているところに特徴を有する。
【００２５】
　請求項２０の発明は、請求項１９に記載のものにおいて、前記両固定側壁部の上端部に
は、積載された被記録媒体を上方から覆い、かつ前記装置本体側から送り出された被記録
媒体を支持可能なカバー部が延設されているところに特徴を有する。
【００２６】
　請求項２１の発明は、請求項２０に記載のものにおいて、前記カバー部には幅方向の中
央部分に前方に開放する切欠部が形成されているところに特徴を有する。
【００２７】
　請求項２２の発明は、請求項２０または２１に記載のものにおいて、前記被記録媒体の
積載面の前部には前方に引き出し可能な補助支持部材が設けられているところに特徴を有
する。
【発明の効果】
【００２８】
＜請求項１、１２及び１３の発明＞
　供給トレイを引き出し及び挿入する際に供給ローラを持ち上げるためのカム部（揺動手
段）を側端部ガイドに設けたため、供給トレイの側壁部を省略でき、その分供給トレイの
幅寸法を小さくして装置の小型化を図ることが可能になる。
【００２９】
＜請求項２及び１４の発明＞
　被記録媒体が積載された供給トレイを装置本体から引き出す場合には、被記録媒体をそ
の上面に載った供給ローラの下側から抜き出す必要があり、仮に供給トレイの積載面が水
平面であった場合には、供給トレイを引き出すと共に被記録媒体が供給ローラに引っ掛か
ってしまうおそれがある。これに対し本構成では、供給トレイの積載面が被記録媒体の供
給方向の下流側（後側）が低くなるように傾斜しているため、供給トレイを引き出す際に
は、被記録媒体が上面に載った供給ローラに対して下方へ離間するように引き出される。
従って、被記録媒体が供給ローラに引っ掛かりにくくなり、供給トレイを円滑に引き出す
ことができる。
【００３０】
＜請求項３の発明＞
　アーム部材が供給ローラを支持する一対の支持アームを備え、その支持アーム間に支軸
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からの駆動を供給ローラに伝達する動力伝達機構が組み込まれているため、アーム部材の
構成をコンパクトにすることができる。
【００３１】
＜請求項４及び１５の発明＞
　一対の側端部ガイドがリニアガイドバー及びピニオンギアを介して連動するため、位置
合わせの作業性が良い。
【００３２】
＜請求項５及び１６の発明＞
　供給トレイの奥壁がガイド板になっているため、供給ローラにより押し出された被記録
媒体の先端がこのガイド板によって上向きに案内される。
【００３３】
＜請求項６及び１７の発明＞
　ガイド板のうち膨出した中央部分に分離部材が設けられているため、被記録媒体が確実
に分離部材に当接して分離される。
【００３４】
＜請求項７及び１８の発明＞
　分離部材の両側に供給補助ローラが設けられているため、分離部材により分離された被
記録媒体が供給補助ローラに当接して円滑に搬送される。
【００３５】
＜請求項８及び１９の発明＞
　供給トレイには、変位可能な側端部ガイドだけではなく、その前側に固定側壁部が設け
られているため、手に保持し易い。また固定側壁部は、側端部ガイドとほぼ面一に連なる
位置に設けられているため、供給トレイの幅寸法が大きくならない。
【００３６】
＜請求項９及び２０の発明＞
　供給トレイにカバー部を設けて、供給トレイが排出された被記録媒体を受けるトレイを
兼ねる構成としたため、装置全体がコンパクトになる。
【００３７】
＜請求項１０及び２１の発明＞
　カバー部の幅方向の中央に切欠部が形成されているため、排出された被記録媒体を摘み
出し易い。
【００３８】
＜請求項１１及び２２の発明＞
　補助支持部材を引き出すことで、排出された被記録媒体が落下しないように支持するこ
とができる。また、補助支持部材は不要なときは押し込んでおけるので、邪魔にならない
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　次に本発明の一実施形態を図１から図１２を参照して説明する。
　図１は本実施形態における画像記録装置１の外観斜視図、図２は画像記録装置１の断面
図である。なお、以下の説明においては、上下方向については図２を基準とし、前後方向
については図２の左側を前方とする。
【００４０】
　本実施形態の画像記録装置１は、ファクシミリ機能、プリンタ機能、複写機能、スキャ
ナ機能等を備えた複合機である。この画像記録装置１は、全体として略箱形のケーシング
２を備えており、このケーシング２は上方から視て一辺がＡ４サイズの用紙の長手寸法よ
りも一回り大きな略正方形状をなしている。ケーシング２は、略箱形の装置本体３と、そ
の上面に覆い付けられるカバー体４とに分割して構成されている。カバー体４は、装置本
体３に対して開閉可能とされ、画像を読み取るための読み取りユニット５や操作パネル６
等を備えている。
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【００４１】
　装置本体３には、幅方向の中央部に前方に開口した開口部８が設けられ、その開口部８
の下部が用紙やＯＨＰ用シート等のシート状の被記録媒体（図示せず）を積載する供給ト
レイ９を収納可能なトレイ収納部１０とされている。開口部８の奥側（後側）には、トレ
イ収納部１０の上方に被記録媒体に画像を形成する画像記録手段１１が配置されている。
さらに、画像記録手段１１の奥側には、外側弧状ガイド１３と内側弧状ガイド１４とが設
けられ、両弧状ガイド１３，１４間にはトレイ収納部１０内の供給トレイ９の先端と画像
記録手段１１の後端側とを接続するＵターン状の自由通路１５が構成されている。また、
画像記録手段１１と供給トレイ９との間には、供給トレイ９の被記録媒体を画像記録手段
１１側へ供給する供給手段１６が設けられている。この画像記録装置１においては、図２
に矢印で示すように、供給トレイ９に積載された被記録媒体が、供給手段１６によって自
由通路１５に送られ、自由通路１５を通過して画像記録手段１１に至り、その画像記録手
段１１において所定の画像を記録した後に、供給トレイ９の前部上面に排出されるように
なっている。なお、装置本体３内には、供給手段１６等を駆動する駆動手段（図示せず）
や各部の動作を制御する制御回路（図示せず）等も設けられている。
【００４２】
　次に各部の構成について詳細に説明する。
　まず供給トレイ９について図３及び図４等を参照して説明する。なお、図３は、供給ト
レイ９の平面図であり、図４は、供給トレイ９と装置本体３側に設けられた供給手段１６
の斜視図である。供給トレイ９は、前述のトレイ収納部１０から前方へ水平に引き出すこ
とで装置本体３から取り外し可能とされており、取り外した状態からトレイ収納部１０内
に水平に挿入することで再び装置本体３内に収納可能となっている。供給トレイ９は、長
方形の底板１８を備えており、全体として上方から視た大きさが概ねＡ４サイズ大の薄皿
状をなしている。底板１８は、その上面に被記録媒体を積載可能とされており、その上面
のうち略後半領域が後側積載面１９Ａ、略前半領域が前側積載面１９Ｂとされている。両
積載面１９Ａ，１９Ｂは、ともに後側、即ち被記録媒体の供給方向の下流側が低くなるよ
うに傾斜しており、前側積載面１９Ｂは後側積載面１９Ａよりもさらに傾斜角が大きくさ
れている（図２参照）。
【００４３】
　後側積載面１９Ａ上には、一対の側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌが左右に互いに間隔を隔
てて設けられている。各側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌは、後側積載面１９Ａに沿い、かつ
後側積載面１９Ａの後端よりもやや前方位置から後側積載面１９Ａの前端付近まで延びた
底壁部２１を備えている。各底壁部２１における底板１８の幅方向外側の端部からは、底
壁部２１と同じ長さで、かつ前後方向（即ち被記録媒体の供給方向）に沿ったガイド壁２
２が垂直に立設されている。また、各底壁部２１の底面からは、互いに他方の側端部ガイ
ド２０Ｒ，２０Ｌに向かってリニアガイドバー２３が延設されている。両リニアガイドバ
ー２３は、前後方向に所定間隔を隔てて並行に配置されるとともに、それぞれ底板１８に
左右方向に沿って設けられた溝部２４内に嵌合されている。両側端部ガイド２０Ｒ，２０
Ｌは、底壁部２１を後側積載面１９Ａに摺接させるとともに、リニアガイドバー２３を溝
部２４に沿って摺動させることで左右方向（即ち被記録媒体の供給方向に直交する方向）
に変位可能とされている。また、両リニアガイドバー２３には、互いの対向部にラックギ
ア２５が形成されており、各ラックギア２５はそれぞれ底板１８における幅方向の中央位
置に回転自在に設けられたピニオンギア２６と噛み合っている。このように両側端部ガイ
ド２０Ｒ，２０Ｌは、ラックギア２５とピニオンギア２６とを介して互いに連結されるこ
とで、常に両ガイド壁２２から底板１８の幅方向中央までの距離が等しくなるように、互
いに連動するようになっている。なお、両側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌを最大幅まで拡げ
たとき（図３の状態）には、両ガイド壁２２間の間隔がほぼＡ４サイズの短手寸法（幅寸
法）に等しくなる。
【００４４】
　また、両側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌにおけるガイド壁２２の前端寄り上端部からは、
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互いに底壁部２１の上方へ張出部２８が延出して設けられている。各張出部２８の後端に
はストッパ２９がほぼ垂直に立設されている。これらのストッパ２９は、後述する排出ロ
ーラ９９の下方に位置しており、排出された被記録媒体が張出部２８上から後方へ移動す
るのを規制する。また、右側の側端部ガイド２０Ｒの前部には、両側端部ガイド２０Ｒ，
２０Ｌを所望の位置に位置決めするための位置調整部３０が設けられている。この位置調
整部３０は、底壁部２１、ガイド壁２２及び張出部２８の各面に沿った断面コの字形状を
なす弾性片３０Ａを有しており、弾性片３０Ａに外力を加えない状態では弾性片３０Ａの
下面に設けられた係止突起（図示せず）が、後側積載面１９Ａ上に左右方向に沿って設け
られた凹凸状のずれ止め部３０Ｂに係止することで、側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌが位置
決めされる。また、弾性片３０Ａの上端に設けられた操作部３０Ｃを摘むことで、弾性片
３０Ａが撓み変形して前述の係止突起とずれ止め部３０Ｂとの係合が解除され、両側端部
ガイド２０Ｒ，２０Ｌを左右方向に変位できるようになる。
　なお、後側積載面１９Ａにおける幅方向の中央には、起立及び倒伏可能な位置決めリブ
３１が前後一対設けられており、この位置決めリブ３１を起立状態とすることで、後側積
載面１９Ａの後端に設けられた後述のガイド板４３との間に、はがきサイズやＬ判サイズ
等の被記録媒体を位置決めできるようになっている。
【００４５】
　底板１８上における前側積載面１９Ｂに対応した領域の両側端位置には、それぞれ前後
方向に沿った固定側壁部３２が垂直に立設されている。これらの固定側壁部３２は、両側
端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌを最大幅まで拡げたときに、各ガイド壁２２とほぼ面一に連な
るように配置されている。また、両固定側壁部３２の上端部には、底板１８上に積載され
た被記録媒体を上方から覆うことの可能なカバー部３３が両固定側壁部３２間を跨ぐよう
に延設されている。このカバー部３３は、両側端部に設けられた嵌合縁部３４を各固定側
壁部３２の上端部に上方から嵌合させることで取り付けられており、両固定側壁部３２に
対して着脱可能とされている。また、カバー部３３は、全体として前側積載面１９Ｂと概
ね並行となるように後下がりに傾斜している。カバー部３３の上面には、その後縁部に沿
って隆起部３５が設けられており、前述した各側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌの張出部２８
の前端が概ね隆起部の高さと同程度の高さ位置となっている。さらに、カバー部３３には
、幅方向の中央部分に前方に開放する切欠部３６が形成されている。
【００４６】
　底板１８における前側積載面１９Ｂには、幅方向中央に前方に開口した長方形の支持部
材収納孔３８が凹設されており、この支持部材収納孔３８内には平面形状が同じく長方形
の板状の補助支持部材３９が装着されている。補助支持部材３９は、前後方向に変位可能
とされており、不使用時には、図２に実線で示すように、全体が支持部材収納孔３８内に
収納され、使用時には、図２に二点鎖線で示すように、支持部材収納孔３８から前方へ所
定長さ引き出されるようになっている。また、補助支持部材３９の前部には、左右に細長
い指掛け孔４０が上下に貫通して設けられており、また支持部材収納孔３８の底面にも指
掛け孔４０に対応した位置に第２指掛け孔４１が設けられている。
【００４７】
　底板１８の後端部には、その全幅にわたってガイド板４３が取り付けられている。この
ガイド板４３は、その前面が上向きに傾斜しており、後述の供給手段１６が底板１８に積
載された複数の被記録媒体をガイド板４３側に押し出すと、そのうち一の被記録媒体が分
離されるとともに、その被記録媒体の先端が上向きに案内されるようになっている。また
、ガイド板４３は、幅方向（左右方向）の中央部が前方に膨出するように若干湾曲してお
り、その中央部の膨出端に重なるように金属製の分離部材４４が取り付けられている。こ
の分離部材４４は、上下に所定間隔で並んだ複数の歯部を有するとともに、各歯部の先端
がわずかにガイド板４３の前面から突出しており、供給手段１６によって押し出された複
数の被記録媒体がこれらの歯部の先端に当接することで一の被記録媒体が分離されるよう
になっている。さらに、ガイド板４３の中央の膨出端には、分離部材４４の幅方向の両側
上端部に、回転自在な一対の供給補助ローラ４５が設けられている。
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【００４８】
　右側の側端部ガイド２０Ｒには、供給トレイ９を装置本体３に対して引き出し及び挿入
する際に、供給ローラ５２及びアーム部材５３を揺動させるカム部６０（本発明の「揺動
手段」）が設けられている。カム部６０は、側端部ガイド２０Ｒにおけるガイド壁２２の
後部上端部に、底板１８の底面からの高さが前後方向に沿って変化するように設けられて
おり、図６に示すように、後下がりに傾斜した斜面６０Ａと、後上がりに傾斜した斜面６
０Ｂと、底板１８の底面からの高さがほぼ一定の水平部６０Ｃとが前方から後方へ順に連
なることで形成されている。なお、水平部６０Ｃはガイド壁２２のほぼ後端まで形成され
ており、ガイド板４３の上端部と同程度の高さを有している。
【００４９】
　次に被記録媒体の供給手段１６について図２及び図５等を参照して説明する。なお、図
５は、供給手段１６の斜視図である。
　装置本体３内には、供給トレイ９の後部上方位置に、左右方向に細長い箱形のフレーム
４７が設けられており、このフレーム４７内に回転可能な支軸４８が左右方向（被記録媒
体の供給方向と直交する方向）に延設され、供給手段１６全体がこの支軸４８によって支
持されている。支軸４８は、ほぼ供給トレイ９の幅方向の中央から右端にわたる範囲に配
置されている。また、この支軸４８における供給トレイ９の幅方向外側の端部、より詳細
には底板１８の側端よりやや外側の端部位置には大ギア４９が取り付けられている。この
大ギア４９は図示しない駆動手段に連結されており、駆動手段の動力により支軸４８が回
転されるようになっている。また、支軸４８のもう一方の端部には、支軸４８とほぼ同径
の小ギア５０が取り付けられている。
【００５０】
　支軸４８における供給トレイ９の幅方向中央側の端部には、供給ローラ５２を支持する
アーム部材５３が取り付けられている。アーム部材５３は、支軸４８から径方向外側へ延
出し、かつ左右に離間して平行に配された一対の支持アーム５４を備えている。両支持ア
ーム５４の先端（揺動端）の間には、供給ローラ５２が挟まれて配置されるとともに、供
給ローラ５２の回転軸が支持アーム５４に設けられた軸受け部５５に支持されることで、
供給ローラ５２が左右方向を軸として回転可能に保持されている。また、両支持アーム５
４間には、支軸４８の小ギア５０と供給ローラ５２の有するギア部５２Ａとを連結する４
つの動力伝達ギア５６（本発明の「動力伝達機構」に相当）が支持アーム５４の延長方向
に連なって組み込まれており、駆動手段によって支軸４８が回転されると、その回転力が
４つの動力伝達ギア５６を介して供給ローラ５２に伝達されるようになっている。なお、
４つの動力伝達ギア５６のうち小ギア５０に直接噛み合った動力伝達ギア５６Ａはいわゆ
るワンウェイギアであって、支軸４８側からの回転力を供給ローラ５２側に伝達し、供給
ローラ５２側からの回転力は支軸４８側に伝達しないように構成されている。
【００５１】
　アーム部材５３は、供給ローラ５２の回転軸が支軸４８よりも下がった後下がりの傾斜
姿勢から、供給ローラ５２の回転軸が支軸４８の中心とほぼ同じ高さとなる水平姿勢まで
揺動可能であり、アーム部材５３が水平姿勢になったときには、アーム部材５３及び供給
ローラ５２の大部分がフレーム４７内に収容される。複数の被記録媒体を積載した供給ト
レイ９がトレイ収納部１０の正規の取付位置に装着されたときには、アーム部材５３の揺
動端が自重により下がって供給ローラ５２が最上層の被記録媒体の上面に載る。この状態
から、供給ローラ５２を図２の反時計回り方向に回転させることによって、被記録媒体を
後方に押し出し、その被記録媒体の先端側を前述したガイド板４３に押し付けることで一
の被記録媒体を分離し、自由通路１５側に送るようになっている。なお、供給トレイ９の
後側積載面１９Ａ上には、被記録媒体のない状態で供給ローラ５２に当接可能な位置に被
記録媒体に対する摩擦係数の大きいコルク板５７が貼り付けられており、これにより供給
トレイ９に積載される被記録媒体の最後の一枚を供給ローラ５２により容易に送り出せる
ようにしている。
【００５２】
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　供給手段１６には、供給トレイ９を装置本体３に対して引き出し及び挿入する際に、カ
ム部６０及びガイド板４３と協働して、供給ローラ５２及びアーム部材５３を揺動させる
従動部６１が設けられている。この従動部６１は、アーム部材５３における支軸４８側の
支持アーム５４の下端部から支軸４８に沿って延出して一体的に設けられ、全体として支
持アーム５４の下端面とほぼ面一な板状をなしている。供給トレイ９が正規の取付位置に
取り付けられた状態において、アーム部材５３と反対側の従動部６１の端部は、ほぼ供給
トレイ９の側端位置まで延出しているので、従動部６１は、側端部ガイド２０Ｒの左右方
向の位置に関わらず、そのガイド壁２２の上方に位置するようになっている。また、従動
部６１の後縁部６１Ａは、やや上向きに折り曲げられており、支軸４８の中心からこの後
縁部６１Ａまでの距離は、支軸４８の中心から供給ローラ５２の回転軸までの距離の半分
弱となっている。後に詳述するように、この従動部６１は、供給トレイ９を引き出し及び
挿入する際に、その下面がカム部６０またはガイド板４３に摺接することで上下に変位し
、アーム部材５３が揺動されるようになっている。
【００５３】
　次に外側弧状ガイド１３について図７から図１２を参照して説明する。図７は、画像記
録装置１の一部を拡大した断面図、図８は、外側弧状ガイド１３を斜め後上方から見た斜
視図、図９は外側弧状ガイド１３を斜め前下方から見た斜視図、図１０は外側弧状ガイド
１３の側面図、図１１は外側弧状ガイド１３を取り外した状態の画像記録装置１の一部を
示す斜視図、図１２は外側弧状ガイド１３を取り付けた状態の画像記録装置１の一部を示
す斜視図である。
【００５４】
　外側弧状ガイド１３は、画像記録手段１１の後方、供給トレイ９の後端部の上方位置に
取り付けられており、ケーシング２の後面に開口して設けられたガイド取付孔６３を通し
て着脱可能とされている（図２を併せて参照）。外側弧状ガイド１３の全体はケーシング
２内に収容され、外側弧状ガイド１３の後端部はケーシング２の後面とほぼ一致している
。外側弧状ガイド１３は、幅方向に長く略弧状に湾曲した本体部６４を備えており、その
本体部６４には被記録媒体を案内する外側案内面６５が自由通路１５に面して形成されて
いる。この外側案内面６５は、左右方向について供給トレイ９とほぼ同範囲にわたって形
成されている。また、外側案内面６５における上流側の端部は、ガイド板４３の上端部に
位置しており、外側案内面６５の下流側の端部は、後述する画像記録手段１１の被記録媒
体挿入口９５を構成するレジストローラ９３及び従動ローラ９４の直前に位置している。
外側案内面６５は、上流側の端部付近ではほぼ垂直であり、そこから下流側に向かうにつ
れて、次第に前方に傾斜し、水平になった後に、前下がりに傾斜して下流側の端部に至る
ような略弧状をなしている。なお、外側案内面６５のうち下流側の端部近傍は平坦面にな
っている。外側案内面６５には、被記録媒体を搬送する方向に沿った複数のリブ６６が幅
方向に所定間隔で並んで突出して設けられている。また、外側案内面６５のうち下流側端
部付近は、幅方向の中央部分が自由通路１５側へ張り出しており、そのため幅方向の中央
側のリブ６６Ａは他の位置のリブ６６に比べて自由通路１５側への張り出し寸法が大きく
なっている。
【００５５】
　本体部６４には、外側案内面６５における幅方向の中央部であって、張出部分よりも下
流側に取付凹部６７が凹設されており、その取付凹部６７に湾曲した板状の抵抗低減部６
８が取り付けられている。外側弧状ガイド１３は、本体部６４及び抵抗低減部６８を含め
て全体が合成樹脂材からなり、抵抗低減部６８は、被記録媒体に対する摩擦抵抗が他の部
分を構成する合成樹脂材よりも小さい合成樹脂材によって形成されている。具体的には、
抵抗低減部６８は、例えばポリアセタール樹脂（ＰＯＭ）等から形成され、他の部分は例
えばポリスチレン樹脂（ＰＳ）等から形成される。抵抗低減部６８の表面には、本体部６
４の外側案内面６５に概ね倣った形状の案内面６９が形成され、その案内面６９には、本
体部６４における前述の張出部分に設けられたリブ６６Ａに連なって、被記録媒体の搬送
方向に沿った複数のリブ７０が突出して設けられている。なお、抵抗低減部６８のリブ７
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０は、上流側端部付近の突出寸法が本体部６４側のリブ６６Ａ上端部の突出寸法よりもや
や小さくされている。これにより、成形誤差等に起因して抵抗低減部６８側のリブ７０の
下端が本体部６４側のリブ６６Ａよりも突出したために、下方から送られる被記録媒体の
先端が抵抗低減部６８側のリブ７０に引っ掛かるような事態が防止される。また、抵抗低
減部６８の案内面６９には、下流側端部付近の幅方向中央位置に、後述するレジセンサ８
８の有する検知片９０の先端を受け入れ可能な検知片受入孔７１が凹設されている。この
検知片受入孔７１は、被記録媒体の搬送方向に沿って細長く、その幅方向両側の開口縁部
には他のリブ７０とほぼ同じ張り出し寸法を有する検知補助リブ７２が設けられている。
【００５６】
　本体部６４の両側端には、その上端部に前後方向に延びた側板部７４が設けられている
。この側板部７４の前端位置は、外側案内面６５における下流側の端部の位置とほぼ一致
しており、さらにその側板部７４の前端には前方へ突出した上下一対の係合爪７６Ａを有
する位置決め係合部７６が設けられている。この位置決め係合部７６における一対の係合
爪７６Ａ間には、後述するレジストローラ９３の軸支部９３Ａを嵌合可能となっている。
【００５７】
　また、各側板部７４には、その外側面に位置決め係合部７６の係合爪７６Ａ間から後方
へ延びたガイド溝７７が形成されている。一方、装置本体３には、外側弧状ガイド１３の
両側位置に一対の側壁７８が設けられており（図１１参照、なお同図においては手前側の
側壁７８は示されていないが、奥側のものと概ね対称的な構成である）、各側壁７８には
それぞれガイド溝７７に係合可能なガイド突起７９が設けられている。このガイド突起７
９とガイド溝７７とは、外側弧状ガイド１３を装置本体３に対して取り付ける際に、外側
弧状ガイド１３を正規の取付位置に案内する機能を有している。なお、ガイド溝７７は、
終端部を除く部分の溝幅がガイド突起７９の外径に比べてやや大きくされ、終端部の溝幅
はガイド突起７９が緊密に嵌まるように溝幅が縮小している。
【００５８】
　また、各側板部７４の後端には、ロック部８０が後方に延出して設けられている。この
ロック部８０は、左右方向に撓み変形可能とされるとともに、その先端部が外側方に張り
出しており、この先端部を各側壁７８に凹設された被係止部８１に係合させることで、外
側弧状ガイド１３が正規の取付位置にロックされるようになっている。また、各ロック部
８０の先端部からは、外側弧状ガイド１３の幅方向の内側へ向けてコの字状に湾曲した解
除操作部８２が延出して形成されており、この解除操作部８２によりロック部８０を被係
止部８１に対する係合を解除する方向に変位操作できるようにされている。また、本体部
６４の後面には、板状の把持部８３が左右一対後方へ延出して設けられており、各把持部
８３の先端部が解除操作部８２の先端と所定間隔を隔てて対向するように配置されている
。この把持部８３を解除操作部８２と同時に摘むことで、外側弧状ガイド１３の着脱を行
うことができるようになっている。
【００５９】
　内側弧状ガイド１４は、装置本体３内に外側弧状ガイド１３に対して間隔を隔てて配置
されており、外側弧状ガイド１３に対向する面が内側案内面８５となっている。内側案内
面８５は、上流側（後側）が外側弧状ガイド１３の外側案内面６５よりも曲率の大きな凸
状の弧状面となっており、下流側（前側）がほぼ水平な平坦面になっている。内側案内面
８５における上流側端部（下端部）は、外側案内面６５の上流側端部よりも上方に位置し
ており、その幅方向の中央には左右一対の供給補助ローラ８６が回転自在に取り付けられ
ている。また、内側案内面８５には、被記録媒体の搬送方向に沿った複数のリブ８７が前
側と後側とに分かれて、かつ幅方向に所定間隔で並んで突出して設けられている。
【００６０】
　この内側弧状ガイド１４の内側案内面８５と外側弧状ガイド１３の外側案内面６５との
間には、前述のようにＵターン状の自由通路１５が構成されている。両弧状ガイド１３，
１４の案内面６５，８５間の間隔は、概ね上流側（自由通路１５の入口側）が大きく、下
流側へ行くに従って徐々に小さくなっている。そして、その案内面６５，８５間の間隔は
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、下流側端部の近傍を除いて、被記録媒体の厚みに比べて十分大きくされており、自由通
路１５内の被記録媒体の厚さ方向の変位を許容するようになっている。また、下流側端部
の近傍では、案内面６５，８５間の間隔、厳密には両案内面６５，８５のリブ６６，８７
の先端位置の間隔は比較的小さくされており、自由通路１５から抜け出た被記録媒体の先
端部がレジストローラ９３及び従動ローラ９４の構成する被記録媒体挿入口９５に対して
正確に位置決めされるようになっている。このように、供給ローラ５２からレジストロー
ラ９３に至るまでの被記録媒体の搬送路中には、ピンチローラのように被記録媒体を緊密
に挟んで搬送する手段は設けられていない。
【００６１】
　内側弧状ガイド１４の下側（内側案内面８５の反対面側）には、幅方向の中央位置に、
被記録媒体の先端及び後端を検知するためのレジセンサ８８が設けられている。このレジ
センサ８８は、左右方向に延びた取付軸８９周りに回動可能な検知片９０を備えており、
この検知片９０はバネ部材（図示せず）によって図７の時計回り方向に付勢されている。
また、内側弧状ガイド１４の上面における幅方向中央には貫通孔９１が設けられ、そこか
ら検知片９０の先端部が自由通路１５内へ突出しており、その検知片９０の先端部が自由
通路１５内において被記録媒体に干渉しない場合には、外側弧状ガイド１３の検知片受入
孔７１内に受け入れられる（非干渉位置という、図７の実線参照）。また、検知片９０の
先端部が被記録媒体に干渉した場合には、検知片９０は下側に退避する（干渉位置という
、図７の二点鎖線参照）。また、レジセンサ８８は、検知片９０の位置を検出するフォト
インタラプタ（図示せず）を備えている。
【００６２】
　次に画像記録手段１１について図２、図７及び図１１等を参照して説明する。画像記録
手段１１の上流側端部（後端）には、レジストローラ９３が左右方向に延びて設けられて
いる。レジストローラ９３の両端部に装置本体３側に固着された軸支部９３Ａが設けられ
、両軸支部９３Ａ間に駆動手段からの動力により回転可能な回転部９３Ｂが設けられてい
る。またレジストローラ９３の回転部９３Ｂの下方には、レジストローラ９３に従動して
回転可能な複数の従動ローラ９４が設けられている。レジストローラ９３及び従動ローラ
９４の間には、被記録媒体挿入口９５が構成されており、前述した自由通路１５の下流側
端部がこの被記録媒体挿入口９５に接続されている。
【００６３】
　画像記録手段１１には、従動ローラ９４の下流側（前側）に被記録媒体を下側から支持
するプラテン９６が設けられている。また、画像記録手段１１の上部には、記録ヘッド９
７を搭載したキャリッジ９８が設けられ、このキャリッジ９８がプラテン９６の上方を左
右方向に沿って移動するとともに、記録ヘッド９７がプラテン９６上の被記録媒体に対し
てインクを吐出して画像を記録するようになっている。また、プラテン９６の下流側には
、左右方向に延びた排出ローラ９９が設けられている。この排出ローラ９９は、レジスト
ローラ９３と連動して回転駆動されることで記録ヘッド９７により画像が記録された被記
録媒体を前述した供給トレイ９上に排出する。
【００６４】
　以上が本実施形態の構成であり、次にその作用を説明する。
　装置本体３内に収納された供給トレイ９に被記録媒体を積載させる場合には、まず供給
トレイ９をトレイ収納部１０から前方に引き出す。このとき、支持部材収納孔３８内に収
納された補助支持部材３９の指掛け孔４０と底板１８の第２指掛け孔４１とに指を掛けて
手前に引くようにすることで、供給トレイ９を容易に引き出すことができる。
　ここで、予め被記録媒体が積載された状態の供給トレイ９を引き出す場合には、被記録
媒体をその上面に載った供給ローラ５２の下側から抜き出す必要がある。仮に供給トレイ
９の後側積載面１９Ａが水平面であった場合には、供給トレイ９を引き出すと共に被記録
媒体が供給ローラ５２に引っ掛かってしまうおそれがある。これに対し本実施形態では、
供給トレイ９の後側積載面１９Ａが被記録媒体の供給方向の下流側（後側）が低くなるよ
うに傾斜しているため、供給トレイ９を引き出す際には、被記録媒体が上面に載った供給
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ローラ５２に対して下方へ離間するように引き出される。従って、被記録媒体が供給ロー
ラ５２に引っ掛かりにくくなり、供給トレイ９を円滑に引き出すことができる。
【００６５】
　次に供給トレイ９を引き出す際の供給手段１６の動作について説明する。供給トレイ９
が正規の取付位置にあるときには、供給ローラ５２が被記録媒体の上面または底板１８の
後側積載面１９Ａに当接した状態であり、従動部６１はカム部６０の斜面６０Ａの上方に
離間した位置にある（図６（Ａ）参照）。この状態から供給トレイ９が前方に引き出され
ると、従動部６１の後縁部６１Ａがカム部６０の斜面６０Ｂに当接して、この斜面６０Ｂ
に摺接しつつ上昇し、これに伴ってアーム部材５３が同図の反時計回り方向に揺動し、供
給ローラ５２が持ち上げられる（図６（Ｂ）参照）。供給トレイ９がさらに前方に引き出
されると、従動部６１の後縁部６１Ａがカム部６０の斜面６０Ｂを越え、続いて従動部６
１が水平部６０Ｃの上面に乗り上げて、アーム部材５３がほぼ水平姿勢になる（図６（Ｃ
）参照）。そして、供給ローラ５２がガイド板４３の上端部に当接して、ガイド板４３と
の摩擦により回転しつつガイド板４３を乗り越える。供給ローラ５２がガイド板４３を越
えると、ガイド板４３の上端部がアーム部材５３の下面に当接して、アーム部材５３に対
して摺接しつつ支軸４８側へ移動する（図６（Ｄ）参照）。そして、ガイド板４３の上端
部がアーム部材５３の下面から前方へ抜け出ると、供給ローラ５２が自重によって下降す
る（図６（Ｅ）参照）。
【００６６】
　このように供給トレイ９を着脱する際に供給ローラ５２を持ち上げるためのカム部６０
を側端部ガイド２０Ｒに設けたため、供給トレイ９の側壁部を省略でき、その分供給トレ
イ９の幅寸法を小さくして装置の小型化を図ることが可能になる。
　また、供給トレイ９には、変位可能な側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌだけではなく、その
前側に固定側壁部３２が設けられているため、手に保持し易い。また固定側壁部３２は、
側端部ガイド２０Ｒとほぼ面一に連なる位置に設けられているため、供給トレイ９の幅寸
法が大きくならない。
【００６７】
　こうして、供給トレイ９を装置本体３から取り外したら、使用する被記録媒体を積載面
１９Ａ，１９Ｂ上に重ねて載置する。Ａ４サイズやＢ５サイズ等の被記録媒体を使用する
場合は、その被記録媒体を供給トレイ９の前方からカバー部３３の下側を通して奥側のガ
イド板４３に当接する位置まで差し入れる。このとき、カバー部３３には切欠部３６が設
けられているため、Ａ４サイズより小さい大きさの被記録媒体（例えばＢ５サイズ）でも
奥まで容易に差し入れることができる。また、Ｂ５サイズよりも小さいはがきサイズやＬ
判サイズ等の被記録媒体を使用する場合には、対応する位置決めリブ３１を立ててその位
置決めリブ３１とガイド板４３との間にその被記録媒体を載置するようにする。
【００６８】
　続いて、被記録媒体の両側端がそれぞれガイド壁２２に一致していない場合には、両側
端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌの位置を左右方向に調整して、ガイド壁２２を被記録媒体の両
側端に一致させる。このとき、右側の側端部ガイド２０Ｒを幅方向に変位させれば、左側
の側端部ガイド２０Ｌも連動するため、位置合わせの作業性が良い。こうして両ガイド壁
２２を被記録媒体の両側端位置に合わせると、被記録媒体が供給トレイ９における幅方向
中央に位置決めされる。
【００６９】
　次に、被記録媒体を積載した供給トレイ９を装置本体３に収納する。供給トレイ９を装
置本体３の前方からトレイ収納部１０内へ水平に挿入すると、まずガイド板４３の上端部
が従動部６１及びアーム部材５３に当接し、従動部６１及びアーム部材５３がガイド板４
３に乗り上げて、供給ローラ５２が上昇するとともに、アーム部材５３がほぼ水平姿勢に
なるまで揺動する（図６（Ｄ）参照）。この状態から供給トレイ９がさらに奥側へ押し込
まれると、従動部６１がカム部６０の水平部６０Ｃに乗り上げ、続いて供給ローラ５２が
ガイド板４３の上端部に当接してこれを乗り越える（図６（Ｃ）参照）。そして、従動部
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６１がの後縁部６１Ａがカム部６０の斜面６０Ｂを下るとともに供給ローラ５２が下降し
（図６（Ｂ）参照）、供給ローラ５２は積載面１９Ａ，１９Ｂ上に積載された被記録媒体
の上面に当接し、従動部６１はカム部６０から浮き上がる。ここで、供給トレイ９におけ
る被記録媒体の後側積載面１９Ａが被記録媒体の供給方向の下流側（後端側）が低くなる
ように傾斜しているため、被記録媒体が供給ローラ５２を下方から押し上げるようにして
供給ローラ５２の下方に差し込まれる。そのため、被記録媒体の積載面が水平である場合
に比べて、被記録媒体が供給ローラ５２に引っ掛かりにくくなり、被記録媒体の位置ずれ
が生じることを防ぐことができる。供給トレイ９が正規の取付位置（図６（Ａ）に示す位
置）まで挿入されると供給トレイ９の取り付けが完了する。
【００７０】
　次に被記録媒体に対して画像を記録する際の動作について説明する。
　まず駆動手段からの動力により大ギア４９が回転駆動され、その回転が動力伝達ギア５
６を介して供給ローラ５２に伝達される。これにより、供給ローラ５２が図７の反時計回
り方向に回転すると、積載面１９Ａ，１９Ｂ上の被記録媒体が後方へ押し出されてガイド
板４３に押し当てられる。ここで、ガイド板４３は中央部分が前方側に膨出しているため
、ガイド板４３に押し付けられた被記録媒体の先端部が、中央部が若干高くなるような湾
曲姿勢を取りつつ、上向きに案内される。そして、被記録媒体の先端中央部が、ガイド板
４３の膨出端に設けられた分離部材４４の歯部に当接して、最上層の一枚が分離される。
こうして、上向きに案内された被記録媒体はガイド板４３の上端部における分離部材４４
の幅方向の両側に設けられた供給補助ローラ４５に当接しつつ、その上方の自由通路１５
側に送られる。
【００７１】
　ガイド板４３から上向きに送り出された被記録媒体の先端部は、外側弧状ガイド１３の
外側案内面６５における上流側端部付近に当接する。ここで、外側弧状ガイド１３の上流
側端部付近においては、複数のリブ６６のうち幅方向の中央側のリブ６６Ａが自由通路１
５側への張り出し寸法が大きくなるようにされているため、ガイド板４３により湾曲姿勢
となった被記録媒体の先端部における幅方向中央部がリブ６６Ａに当接し、幅方向両端部
は後方に逃がされる。従って、被記録媒体の先端部と外側弧状ガイド１３との当接によっ
て、被記録媒体の幅方向中央部がガイド板４３から浮き上がることが防止されるため、被
記録媒体と供給補助ローラ４５との接触を保つことができる。
【００７２】
　こうして、自由通路１５内に送り出された被記録媒体の先端部は主として外側案内面６
５の中央側のリブ６６Ａに摺接しつつ上方へ案内される。続いて、被記録媒体の先端部の
中央部が抵抗低減部６８のリブ７０に当接する。被記録媒体の先端部の中央部が抵抗低減
部６８のリブ７０に摺接しつつ下流側へ案内されるとともに、幅方向両端部も外側案内面
６５のリブ６６に摺接して、徐々に被記録媒体の先端部の姿勢が真っ直ぐに矯正され、被
記録媒体の先端部が前方へ向けて案内される。
【００７３】
　このように、外側弧状ガイド１３の幅方向中央には被記録媒体に対する摩擦抵抗が小さ
い抵抗低減部６８が設けられているため、被記録媒体が搬送路上で引っ掛かることなく円
滑に下流側へ案内される。なお、外側弧状ガイド全体を被記録媒体に対する摩擦抵抗の小
さい樹脂によって形成した場合には、成形精度が出しにくかったり、コスト高になること
がある。しかし、本実施形態では、特に被記録媒体の接触圧の大きい中央部分に接触抵抗
の小さい樹脂部材を用いることで、被記録媒体に対する摩擦抵抗を低減しつつ、成形精度
の低下やコスト高を回避することができる。
【００７４】
　被記録媒体の先端部が自由通路１５内に突出したレジセンサ８８の検知片９０に当接す
ると、検知片９０は被記録媒体に押圧されて下方（干渉位置、図７の二点鎖線参照）に押
し込まれ、これにより被記録媒体の先端が検知片９０の位置まで到達したことが検出され
る。ここで、検知部受入孔７１の幅方向両側の開口縁部には、検知補助リブ７２が突出し
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て設けられているため、検知片９０の付勢力によって押圧された被記録媒体が検知片９０
の反対側から一対の検知補助リブ７２により支持され、もって被記録媒体が検知部受入孔
７１の内側に凹むことが防止される。これにより、検知片９０の干渉位置と非干渉位置と
の間の変位量を十分に確保することができるため、被記録媒体の検出の正確性を高めるこ
とができる。
【００７５】
　検知片９０との当接位置を通過した被記録媒体の先端部は、自由通路１５から出てレジ
ストローラ９３と従動ローラ９４との間の被記録媒体挿入口９５に到達する。ここで、外
側弧状ガイド１３における外側案内面６５の下流側端部付近は平坦面となっているため、
被記録媒体の先端部が正確に被記録媒体挿入口９５に向かう。
　レジストローラ９３は、レジセンサ８８により被記録媒体の先端を検出した時点では、
逆方向（図７の反時計回り方向）に回転駆動され、所定時間後に正方向（図７の時計回り
方向）に回転駆動されるように制御されている。被記録媒体の先端部が両ローラ９３，９
４間の被記録媒体挿入口９５に到達した時点では、レジストローラ９３が逆方向に回転し
ているため、両ローラ９３，９４間には進入できず、ここで被記録媒体の傾きが矯正され
る。
【００７６】
　そして、所定のタイミングでレジストローラ９３が正方向に回転すると、被記録媒体の
先端部が両ローラ９３，９４間に噛まれて、被記録媒体が前方へ引っ張られる。ここで、
被記録媒体が比較的柔軟性の高い材質のもの（例えば薄手の印刷用紙、ＯＨＰ用シート等
）であった場合には、被記録媒体の先端部が前方に引っ張られると、外側弧状ガイド１３
のリブ６６，７０に沿った姿勢であった被記録媒体が、例えば図７にＰ１で示すように、
内側弧状ガイド１４側へ変位して内側案内面８５に沿った姿勢となる。そして、この状態
からレジストローラ９３が回転されると、被記録媒体Ｐ１は、供給補助ローラ８６により
下流側に送られるとともに、内側案内面８５のリブ８７に摺接しつつ被記録媒体挿入口９
５内に引き込まれる。
【００７７】
　また、被記録媒体が比較的柔軟性の低い材質のもの（例えば厚紙、はがき等）であった
場合には、被記録媒体の先端部がレジストローラ９３により前方に引っ張られると、その
被記録媒体が内側弧状ガイド１４側に変位するが、内側案内面８５に沿う姿勢まで至らず
に、例えば図７にＰ２で示すように、前述の被記録媒体Ｐ１の場合よりも外側弧状ガイド
１３寄りの位置に変位する。即ち柔軟性の低い材質の被記録媒体Ｐ２は、自由通路１５内
において、柔軟性の高い材質の被記録媒体Ｐ１の場合に比べて、曲がりの少なくなるよう
な姿勢をとる。そして、この状態からレジストローラ９３が回転されると、被記録媒体Ｐ
２は、自由通路１５内でレジストローラ９３からの引張り力や被記録媒体Ｐ２の柔軟性等
の諸条件に応じて自由な姿勢を取りつつ、被記録媒体挿入口９５内に引き込まれる。
【００７８】
　ここで、仮に被記録媒体が搬送路上で常に一定の姿勢（曲がり具合）で搬送される構成
としたときには、被記録媒体に対してレジストローラ、供給ローラ等の搬送手段から引張
り力や押出し力がかかった場合に、被記録媒体の材質によっては被記録媒体が無理に曲げ
られることになり、搬送手段に負荷がかかることがある。これに対し、本実施形態では、
外側弧状ガイド１３と内側弧状ガイド１４との間に被記録媒体の厚み方向の変位を許容す
る自由通路１５を設けたため、被記録媒体の姿勢に自由度があり、従って搬送手段にかか
る負荷を軽減でき、ピンチローラ等を使用しなくても円滑な搬送が可能になる。これによ
り、装置の構造が簡略化され、小型化やコストダウンを図ることができる。
【００７９】
　こうして、被記録媒体挿入口９５を通過した被記録媒体がレジストローラ９３の回転に
よりプラテン９６上に送り出されると、記録ヘッド９７によりプラテン９６上の被記録媒
体に所定の画像が記録される。そして、プラテン９６上を通過した被記録媒体は排出ロー
ラ９９により前方へ搬送され、供給トレイ９の張出部２８及びカバー部３３の上面に排出
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される。このように供給トレイ９が画像記録手段１１から排出された被記録媒体を受ける
排出トレイを兼ねているため、装置全体がコンパクトになっている。また、カバー部３３
及び張出部２８は、後側が低くなるように傾斜しているため、それらの上面に排出された
被記録媒体が前方に落下することが防止される。
【００８０】
　また、Ａ４サイズ等のカバー部３３及び張出部２８の長さ寸法よりも大きな被記録媒体
に画像を記録する際には、予め補助支持部材３９を前方に引き出しておくことで、カバー
部３３の前端から垂れた被記録媒体の端部を補助支持部材３９によって支持させることが
でき、被記録媒体が前方に落下することが防止される。なお、この補助支持部材３９は、
使用しない場合には、支持部材収納孔３８内に収納しておけるので、邪魔にならない。
　さらに、排出された被記録媒体がカバー部３３の前端からはみ出ないような大きさであ
った場合には、カバー部３３に設けた切欠部３６を利用して被記録媒体の端部を上下から
摘むことで、供給トレイ９を装置本体３から引き出すことなく、容易に被記録媒体を取り
出すことができる。
【００８１】
　次にジャム（紙詰まり）処理等の際に外側弧状ガイド１３を装置本体３に対して着脱す
る手順について説明する。外側弧状ガイド１３を取り外すには、まずガイド取付孔６３よ
り、外側弧状ガイド１３の外面（後面）に設けられた左右の解除操作部８２及び把持部８
３をそれぞれ同時に指で摘み、解除操作部８２を把持部８３側に押し付ける。すると、ロ
ック部８０が幅方向の内側に撓んで被係止部８１に対する係合が解除されるため、解除操
作部８２及び把持部８３をそのまま摘みつつ後方に引く。これにより、位置決め係合部７
６のレジストローラ９３の軸支部９３Ａに対する係合が解除され、その状態から外側弧状
ガイド１３をさらに引くことで、ガイド突起７９がガイド溝７７から離脱して、外側弧状
ガイド１３を外部に取り外すことができる。こうして外側弧状ガイド１３を装置本体３か
ら取り外すと、自由通路１５の片面が開放される。なお自由通路１５には、ピンチローラ
など、被記録媒体を緊密に挟む部材が設けられていないので、詰まった被記録媒体の除去
作業を簡単に行うことができる。
【００８２】
　取り外した外側弧状ガイド１３を再び装置本体３に装着する場合には、左右の解除操作
部８２及び把持部８３をそれぞれ同時に指で摘み、解除操作部８２を把持部８３側に押し
付けつつ、外側弧状ガイド１３を後方からガイド取付孔６３内へ挿入する。すると、ガイ
ド突起７９がガイド溝７７内に係合して外側弧状ガイド１３が案内されるため、外側弧状
ガイド１３が傾くことが防止される。外側弧状ガイド１３が正規の取付位置に接近すると
、レジストローラ９３の軸支部９３Ａが各位置決め係合部７６の有する一対の両係合爪７
６Ａを外側に若干撓み変形させつつ両係合爪７６Ａ間に進入して嵌合状態となる。そして
、解除操作部８２及び把持部８３から指を離すと、解除操作部８２が復元変形すると共に
、ロック部８０が被係止部８１に係合して、外側弧状ガイド１３が正規の取付位置にロッ
クされる。
【００８３】
　このように、解除操作部８２を把持部８３と同時に摘むことにより、ロック部８０の係
合解除操作と外側弧状ガイド１３の着脱とを同時に行うことができるため、作業性が良い
。
　また、外側弧状ガイド１３の位置決め係合部７６をレジストローラ９３の回転軸に嵌合
することができるため、外側弧状ガイド１３のレジストローラ９３に対する位置決め精度
を高めることができる。従って、被記録媒体の先端をレジストローラ９３に噛まれる位置
へ正確に案内することができる。
【００８４】
　以上のように本実施形態によれば、供給トレイ９を引き出し及び挿入する際に供給ロー
ラ５２を持ち上げるためのカム部６０（揺動手段）を側端部ガイド２０Ｒに設けたため、
供給トレイ９の側壁部を省略でき、その分供給トレイ９の幅寸法を小さくして装置の小型
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化を図ることが可能になる。
【００８５】
　また、被記録媒体が積載された供給トレイを引き出す場合には、被記録媒体をその上面
に載った供給ローラの下側から抜き出す必要があり、仮に供給トレイの積載面が水平面で
あった場合には、供給トレイを引き出すと共に被記録媒体が供給ローラに引っ掛かってし
まうおそれがある。これに対し本実施形態では、供給トレイ９の後側積載面１９Ａが被記
録媒体の供給方向の下流側（後側）が低くなるように傾斜しているため、供給トレイ９を
引き出す際には、被記録媒体が上面に載った供給ローラ５２に対して下方へ離間するよう
に引き出される。従って、被記録媒体が供給ローラ５２に引っ掛かりにくくなり、供給ト
レイ９を円滑に引き出すことができる。
【００８６】
　また、アーム部材５３が供給ローラ５２を支持する一対の支持アーム５４を備え、その
支持アーム５４間に支軸４８からの駆動を供給ローラ５２に伝達する動力伝達ギア５６が
組み込まれているため、アーム部材５３の構成をコンパクトにすることができる。
【００８７】
　また、一対の側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌがリニアガイドバー２３及びピニオンギア２
６を介して連動するため、位置合わせの作業性が良い。
【００８８】
　また、供給トレイ９の奥壁がガイド板４３になっているため、供給ローラ５２により押
し出された被記録媒体の先端がこのガイド板４３により上向きに案内されて画像記録手段
１１側へ供給される。
【００８９】
　また、ガイド板４３のうち膨出した中央部分に分離部材４４が設けられているため、被
記録媒体が確実に分離部材４４に当接して分離される。
【００９０】
　また、分離部材４４の両側に供給補助ローラ４５が設けられているため、分離部材４４
により分離された被記録媒体が供給補助ローラ４５に当接して円滑に搬送される。
【００９１】
　また、供給トレイ９には、変位可能な側端部ガイド２０Ｒ，２０Ｌだけではなく、その
前側に固定側壁部３２が設けられているため、手に保持し易い。また固定側壁部は、側端
部ガイドとほぼ面一に連なる位置に設けられているため、供給トレイの幅寸法が大きくな
らない。
【００９２】
　また、供給トレイ９にカバー部３３を設けて、供給トレイ９が排出された被記録媒体を
受けるトレイを兼ねる構成としたため、画像記録装置１全体がコンパクトになる。
【００９３】
　また、カバー部３３の幅方向の中央に切欠部３６が形成されているため、排出された被
記録媒体を摘み出し易い。
【００９４】
　また、補助支持部材３９を引き出すことで、排出された被記録媒体が落下しないように
支持することができる。また、補助支持部材３９は不要なときは押し込んでおけるので、
邪魔にならない。
【００９５】
＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱
しない範囲内で種々変更して実施することができる。
（１）　上記実施形態では、装置本体に対して供給トレイを着脱可能としたものを例示し
たが、本発明は、装置本体から引き出すことは可能であるものの、装置本体から取り外す
ことはできない供給トレイにも適用することができる。即ち、被記録媒体を補充するため
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に、供給トレイの大部分を装置本体から引き出し、被記録媒体を供給トレイに補充した後
に再び供給トレイを装置本体に挿入することができるものであれば、本発明を適用するこ
とができるのである。従って、装置本体に対して引き出し及び挿入可能な供給トレイとは
、装置本体に対して着脱可能な供給トレイのみならず、着脱不能な供給トレイをも含むも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の一実施形態における画像記録装置の斜視図
【図２】画像記録装置の断面図
【図３】供給トレイの平面図
【図４】供給トレイ及び供給手段の斜視図
【図５】供給手段の斜視図
【図６】（Ａ）～（Ｅ）供給トレイ及び供給手段の動作を示す側面図
【図７】画像記録装置の部分拡大断面図
【図８】外側弧状ガイドの後面斜視図
【図９】外側弧状ガイドの前面斜視図
【図１０】外側弧状ガイドの側面図
【図１１】外側弧状ガイドを取り外した状態の画像記録装置の一部を示す斜視図
【図１２】外側弧状ガイドを取り付けた状態の画像記録装置の一部を示す斜視図
【符号の説明】
【００９７】
１…画像記録装置
３…装置本体
９…供給トレイ
１１…画像記録手段
１６…供給手段
１９Ａ…後側載置面（載置面）
２０Ｒ，２０Ｌ…側端部ガイド
２３…リニアガイドバー
２５…ラックギア
２６…ピニオンギア
３２…固定側壁部
３３…カバー部
３６…切欠部
３９…補助支持部材
４３…ガイド板（奥壁）
４４…分離部材
４５…供給補助ローラ
４８…支軸
５２…供給ローラ
５３…アーム部材
５４…支持アーム
５５…軸受け部
５６…動力伝達ギア（動力伝達機構）
６０…カム部（揺動手段）
６１…従動部
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