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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体収容カセットを備えた記録装置であって、
　本体と、
　開口部を有し、前記本体に装着される媒体収容カセットと、
　前記媒体収容カセットに収容された媒体に記録を実行する記録ヘッドと、
　前記媒体収容カセットが前記本体に装着された状態で、前記開口部を覆うカバーと、を
備え、
　前記媒体収容カセットは、
　　前記媒体を収容する媒体収容部と、
　　前記媒体収容部に対し回動可能に設けられ、回動することにより前記媒体収容部の上
部に位置するとともに媒体を支持する支持面が下向きとなる収容状態と、前記記録ヘッド
で記録され排出された前記媒体を支持するために、回動することにより前記媒体支持面が
上向きとなるとともに前記媒体収容部の外側に前記媒体支持面の少なくとも一部が展開さ
れる展開状態とを取り得る媒体支持トレイと、
　　前記媒体収容部において、引き出されることにより前記媒体収容部の媒体排出方向の
長さを長くする引出部と、を含み、
　前記媒体支持トレイは前記展開状態の際、前記カバーは、前記媒体排出方向の下流側が
高くなるように前記媒体支持トレイの一部に支持され、前記記録ユニットで記録された前
記媒体を、前記媒体支持トレイと共に支持する、
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ことを特徴とする媒体収容カセットを備えた記録装置。
【請求項２】
　媒体収容カセットを備えた記録装置であって、
　本体と、
　開口部を有し、前記本体に装着される媒体収容カセットと、
　前記媒体収容カセットに収容された媒体に記録を実行する記録ヘッドと、
　前記媒体収容カセットが前記本体に装着された状態で、前記開口部を覆うカバーと、を
備え、
　前記媒体収容カセットは、
　　前記媒体を収容する媒体収容部と、
　　前記媒体収容部に対してスライド変位可能に設けられ、スライドすることにより前記
媒体収容部の上部に位置する収納状態と、前記記録ヘッドで記録され排出された前記媒体
を支持するために、前記媒体を支持する媒体支持面が前記媒体収容部の外側に展開される
展開状態と、を取り得る媒体支持トレイと、
　　前記媒体収容部において、引き出されることにより前記媒体収容部の媒体排出方向の
長さを長くする引出部と、を含み、
　前記媒体支持トレイは前記展開状態の際、前記カバーは、前記媒体排出方向の下流側が
高くなるように前記媒体支持トレイの一部に支持され、前記記録ユニットで記録された前
記媒体を、前記媒体支持トレイと共に支持する、
ことを特徴とする媒体収容カセットを備えた記録装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の記録装置において、前記媒体収容カセットの前記引出部は、
前記媒体収容部において媒体排出方向側の壁を構成するとともに、媒体排出方向と交差す
る方向である媒体幅方向の長さが、前記媒体収容部の媒体幅方向の長さより短い、
ことを特徴とする媒体収容カセットを備えた記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の記録装置において、前記媒体収容カセットの前記引出部は、前記媒体
幅方向において前記媒体収容部の中心からずれた位置に配置されている、
ことを特徴とする媒体収容カセットを備えた記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリやプリンター等に代表される記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリやプリンターに代表される記録装置において、装置本体に対して着脱可能
な用紙カセットは従来から広く用いられている。また、その中でも特許文献１や特許文献
２に示されるように、一つの着脱自在な用紙カセットにおいて下段と上段に用紙収容部を
備えた２段式構造のものが知られている。
【０００３】
　また特許文献１、２記載の用紙カセットは、記録の行われた用紙を受ける排紙受け部を
、上段の第２給紙カセットで兼用する様に構成されている。即ち、第２給紙カセットは、
その下側の第１給紙カセットから用紙を送り出す際に邪魔にならない様に後退させた位置
と、当該第２給紙カセットから用紙を送り出す為に前進した位置とを、ユーザー操作によ
って切り換えるように構成されている。そして特に後退位置では、第１給紙カセットから
給紙されて記録が行われた比較的大きめの用紙を、第２給紙カセットに一体的に構成され
た排紙受け部により受けることができる様になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００６－２７３５６５号公報
【特許文献２】特開２００７－９１４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の様に排紙受け部を用紙カセットに設ける構成にあっては、記録装置の本体側に排
紙受け部を支持する支持構造を設ける必要がなく、低コスト化を図ることができるという
メリットがある。しかしながらその反面、以下の様なデメリットもある。
【０００６】
　即ち、排紙受け部が用紙を支持する支持面は、排出される用紙が滑り落ちない様に先端
が上向きとなる傾斜面となっていることが好ましい。しかしながら上述した従来技術の様
に排紙受け部を用紙カセットに設ける構成において用紙を支持する支持面を上向き傾斜と
すると、用紙カセット全体の高さ寸法が増加してしまい、その結果用紙カセットを装着す
る記録装置本体の高さ寸法も増加してしまうことになる。
【０００７】
　本発明はこの様な状況に鑑みなされたものであり、その目的は、排紙される用紙を支持
する支持トレイを備えながらも、高さ寸法を抑制し、更には用紙サイズに応じて用紙収容
領域を容易に拡張できる用紙カセットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する為の、本発明の第１の態様に係る媒体収容カセットは、媒体を収容
する媒体収容部と、前記媒体収容部に対し回動可能に設けられ、回動することにより前記
媒体収容部の上部に位置するとともに媒体を支持する媒体支持面が下向きとなる収納状態
と、回動することにより前記媒体支持面が上向きとなるとともに前記媒体収容部の外側に
前記媒体支持面の少なくとも一部が展開される展開状態とを取り得る媒体支持トレイと、
前記媒体収容部において媒体排出方向側の内壁を構成し、引き出されることにより前記媒
体収容部の媒体排出方向の長さを長くする引出部とを備えて成ることを特徴とする。
【０００９】
　本態様によれば、媒体収容カセットに設けられた媒体支持トレイは、回動することによ
り媒体収容部の上部に位置するとともに媒体を支持する媒体支持面が下向きとなる収納状
態と、前記媒体支持面が上向きとなるとともに前記媒体収容部の外側に前記媒体支持面の
少なくとも一部が展開される展開状態とを取り得るので、前記収納状態と前記展開状態と
で異なる姿勢を設定することができる。その為、前記収納状態において媒体収容カセット
の高さ方向（媒体の積重方向）寸法を抑えることができ、更に前記展開状態において前記
媒体支持トレイの適切な姿勢を確保することができる。
【００１０】
　そして、媒体収容部において媒体排出方向側の内壁を構成する引出部を引き出すことで
、媒体収容部の媒体排出方向の長さを長くできるので、媒体サイズに応じて媒体収容領域
を拡張することが可能となる。
【００１１】
　本発明の第２の態様に係る媒体収容カセットは、媒体を収容する媒体収容部と、前記媒
体収容部に対してスライド変位可能に設けられ、スライドすることにより前記媒体収容部
の上部に位置する収納状態と、媒体を支持する媒体支持面が前記媒体収容部の外側に展開
される展開状態と、を取り得る媒体支持トレイと、前記媒体収容部において媒体排出方向
側の内壁を構成し、引き出されることにより前記媒体収容部の媒体排出方向の長さを長く
する引出部とを備えて成ることを特徴とする。
【００１２】
　本態様によれば、媒体収容カセットに設けられた媒体支持トレイは、スライドすること
により異なる姿勢をとることができる。その為、前記収納状態において媒体収容カセット
の高さ方向（媒体の積重方向）寸法を抑えることができ、更に前記展開状態において前記
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媒体支持トレイの適切な姿勢を確保することができる。
【００１３】
　また、前記媒体支持トレイはスライド変位することにより収納状態と展開状態とを切り
換えるので、媒体収容カセットを記録装置の装置本体に装着したまま、即ち媒体収容カセ
ットを前記装置本体から取り外すことなく、前記媒体支持トレイの状態切換を行うことが
できる。
【００１４】
　そして、媒体収容部において媒体排出方向側の内壁を構成する引出部を引き出すことで
、媒体収容部の媒体排出方向の長さを長くできるので、媒体サイズに応じて媒体収容領域
を拡張することが可能となる。
【００１５】
　本発明の第３の態様は、第１のまたは第２の態様において、前記引出部は、前記媒体収
容部において媒体排出方向側の壁を構成するとともに、媒体排出方向と交差する方向であ
る媒体幅方向の長さが、前記媒体収容部の媒体幅方向の長さより短いことを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、前記引出部は、前記媒体収容部において媒体排出方向側の壁を構成す
るとともに、媒体排出方向と交差する方向である媒体幅方向の引出部の長さが、前記媒体
収容部の媒体幅方向の長さより短いので、引出部の側方には、隙間が形成される。このた
め、引出部に手指を掛けやすくなり、引出部を容易に引き出すことができる。また、前記
隙間を介して、媒体収容部内の媒体の有無や残量を容易に確認することができる。
【００１７】
　本発明の第４の態様は、第３の態様において、前記引出部は、前記媒体幅方向において
前記媒体収容部の中心からずれた位置に配置されていることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記引出部は、前記媒体幅方向において前記媒体収容部の中心からず
れた位置に配置されているので、前記引出部の側方に形成される隙間を大きく確保するこ
とができ、より容易に引出部を操作することができる。
【００１８】
　本発明の第３の態様は、第１の態様において、前記媒体支持トレイは、前記展開状態に
おいて前記媒体支持面が前記媒体支持トレイの先端に向かって斜め上を向く傾斜面となる
ことを特徴とする。
【００１９】
　本態様によれば、前記媒体支持トレイは、前記展開状態において前記媒体支持面が前記
媒体支持トレイの先端に向かって斜め上を向く傾斜面となるので、前記媒体支持トレイの
上方から排出されて前記媒体支持面に支持される媒体が媒体支持トレイから滑り落ちるこ
とを防止でき、媒体を適切に支持することができる。
【００２０】
　本発明の第４の態様は、第２の態様において、前記媒体支持トレイは、前記展開状態に
おいて前記媒体支持面が前記媒体支持トレイの先端に向かって斜め上を向く傾斜面となる
ことを特徴とする。
【００２１】
　本態様によれば、前記媒体支持トレイは、前記展開状態において前記媒体支持面が前記
媒体支持トレイの先端に向かって斜め上を向く傾斜面となるので、前記媒体支持トレイの
上方から排出されて前記媒体支持面に支持される媒体が媒体支持トレイから滑り落ちるこ
とを防止でき、媒体を適切に支持することができる。
【００２２】
　本発明の第５の態様は、第１のまたは第３の態様において、前記媒体支持トレイは、前
記媒体支持面を形成するトレイ本体部と、前記媒体支持トレイの回動軸線方向において前
記トレイ本体部の両端部に設けられ、前記トレイ本体部から前記媒体支持トレイの回動中
心に向かって延びる形状を成し、前記媒体収容部と回動可能に連結されて前記媒体支持ト
レイの回動中心を形成するアーム部と、を備えて成ることを特徴とする。
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【００２３】
　本態様によれば、前記媒体支持トレイは、その本体部が、回動中心を形成するアーム部
を介して前記媒体収容部に回動可能となっている。即ち、前記展開状態においてトレイ本
体部が回動中心から離れた場所に位置することができる。これにより前記展開状態におい
て、前記媒体収容部の上方を大きく開放することができ、前記媒体収容部に媒体を収容す
る際の作業性が向上する。
【００２４】
　本発明の第６の態様は、第２のまたは第４の態様において、前記媒体支持トレイは、回
動可能であるとともに、前記媒体支持面を形成するトレイ本体部と、前記媒体支持トレイ
の回動軸線方向において前記トレイ本体部の両端部に設けられ、前記トレイ本体部から前
記媒体支持トレイの回動中心に向かって延びる形状を成し、前記媒体収容部と回動可能に
連結されて前記媒体支持トレイの回動中心を形成するアーム部と、を備えて成ることを特
徴とする。
【００２５】
　本態様によれば、前記媒体支持トレイは、その本体部が、回動中心を形成するアーム部
を介して前記媒体収容部に回動可能となっている。即ち、前記展開状態においてトレイ本
体部が回動中心から離れた場所に位置することができる。これにより前記展開状態におい
て、前記媒体収容部の上方を大きく開放することができ、前記媒体収容部に媒体を収容す
る際の作業性が向上する。
【００２６】
　本発明の第７の態様に係る記録装置は、媒体に記録を行う記録ヘッドと、前記記録ヘッ
ドを備えた装置本体に対し着脱可能な、第１、第３、第５の態様のいずれかに係る媒体収
容カセットと、を備え、記録が行われて前記装置本体から排出される媒体が、前記展開状
態にある前記媒体支持トレイによって支持されることを特徴とする。
【００２７】
　本態様によれば、本態様によれば、媒体に記録を行う記録装置において、上記第１、第
３、第５の態様のいずれかと同様な作用効果を得ることができる。
【００２８】
　本発明の第８の態様に係る記録装置は、媒体に記録を行う記録ヘッドと、前記記録ヘッ
ドを備えた装置本体に対し着脱可能な、第２、第４、第６の態様のいずれかに係る媒体収
容カセットと、を備え、記録が行われて前記装置本体から排出される媒体が、前記展開状
態にある前記媒体支持トレイによって支持されることを特徴とする。
【００２９】
　本態様によれば、媒体に記録を行う記録装置において、上記第２、第４、第６の態様の
いずれかと同様な作用効果を得ることができる。
【００３０】
　本発明の第９の態様は、第７の態様において、前記媒体収容部は、装着状態において前
記装置本体の周囲を構成する一の側面から突出した状態となり、前記媒体収容部において
前記一の側面から突出した部分と前記媒体支持トレイとの間に開口部が形成されることを
特徴とする。
【００３１】
　本態様によれば、前記媒体収容部と前記媒体支持トレイとの間に開口部が形成されるこ
とから、前記媒体収容部内の媒体の有無を、前記開口部を介して容易に確認することがで
きる。
【００３２】
　本発明の第１０の態様は、第９の態様において、媒体を排出する排出ローラーと、前記
排出ローラーと前記媒体支持トレイとの間に設けられた、媒体を前記媒体支持トレイに案
内する案内面を形成する中間案内部材とを備えることを特徴とする。
【００３３】
　本態様によれば、本態様によれば、媒体を排出する排出ローラーと前記媒体支持トレイ
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との間に、媒体を前記媒体支持トレイに案内する案内面を形成する中間案内部材を備える
ので、排出される媒体が円滑に前記媒体支持トレイに支持される。
【００３４】
　本発明の第１１の態様は、第１０の態様において、前記中間案内部材は、前記開口部を
覆うカバーを兼ねることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記中間案内部材は、前記開口部を覆うカバーを兼ねるので、前記開
口部内に異物が入り込むことを防止できる。加えて、前記中間案内部材が前記カバーを兼
ねることで、コストアップを抑えることができる。
【００３５】
　本発明の第１２の態様は、第１１の態様において、前記中間案内部材は回動可能に設け
られ、前記媒体支持トレイの姿勢に応じて姿勢変化が可能であることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記中間案内部材は回動可能に設けられ、前記媒体支持トレイの姿勢
に応じて姿勢変化が可能であるので、排出される媒体をより円滑に媒体支持トレイに案内
することができる。
【００３６】
　本発明の第１３の態様は、第８の態様において、前記媒体収容カセットは、装着状態に
おいて前記装置本体の周囲を構成する一の側面から突出した状態となり、前記装置本体に
は、前記媒体収容カセットにおいて前記一の側面から突出した部分の上部を覆うとともに
、前記媒体支持トレイの展開状態において排出される媒体を前記媒体支持トレイに案内す
る中間案内部材が設けられていることを特徴とする。
【００３７】
　本態様によれば、前記中間案内部材により、前記記録装置本体から前記媒体支持トレイ
へと媒体を円滑に排出することができる。
【００３８】
　本発明の第１４の態様は、第１３の態様において、前記案内部材には、前記収納状態に
ある前記媒体支持トレイの一部を露呈させる開口が形成されていることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記案内部材には、前記収納状態にある前記媒体支持トレイの一部を
露呈させる開口が形成されているので、前記媒体支持トレイを引き出す際の把持性が良好
となり、容易に前記媒体支持トレイを引き出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に係る給紙カセットの外観を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る給紙カセットの外観を示す斜視図である。
【図３】右側のアームを拡大して示す拡大図である。
【図４】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図５】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図６】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図７】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図８】本発明に係るプリンターの断面図である。
【図９】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図１０】本発明に係る給紙カセットの外観を示す斜視図である。
【図１１】本発明に係る給紙カセットの外観を示す斜視図である。
【図１２】スタッカを拡大して示す拡大図である。
【図１３】収容部の内側の形状を示す図である。
【図１４】本発明に係る給紙カセットの収納状態から展開状態への遷移を説明する図であ
る。
【図１５】本発明に係る給紙カセットの収納状態から展開状態への遷移を説明する図であ
る。
【図１６】本発明に係る給紙カセットの収納状態から展開状態への遷移を説明する図であ
る。
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【図１７】本発明に係る給紙カセットの収納状態から展開状態への遷移を説明する図であ
る。
【図１８】本発明に係る給紙カセットの収納状態から展開状態への遷移を説明する図であ
る。
【図１９】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図２０】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図２１】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図２２】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図２３】本発明に係るプリンターの上側の断面と外観とを示す斜視図である。
【図２４】展開状態の給紙カセットを示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
■■■第１実施形態■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■　
　以下、本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。　
　図１および図２は、本発明の第１実施形態に係る給紙カセット１１の外観を示す斜視図
である。図１は、スタッカ２２を収納した状態である収納状態の給紙カセット１１の外観
を示す斜視図であり、図２は、スタッカ２２を展開した状態である展開状態の給紙カセッ
ト１１の外観を示す斜視図である。
【００４１】
　以下、給紙カセット１１に対して前後の方向をＹ軸で図示し、上下の方向をＺ軸で図示
し、左右の方向をＸ軸で図示する。また、以下、Ｘ軸方向のうち、図１中の左側を単に左
側と称し、Ｘ軸方向のうち、図１中の右側を単に右側と称する。さらに、以下、Ｙ軸方向
のうち、図１中の手前側を単に前側と称し、Ｙ軸方向のうち、図１中の奥側を単に後側と
称する。さらにまた、以下、Ｚ軸方向のうち、図１中の上側を単に上側と称し、Ｚ軸方向
のうち、図１中の下側を単に下側と称する。
【００４２】
　給紙カセット１１は、媒体に記録を行う記録装置の本体に対し着脱可能な媒体収容カセ
ットの一例である。給紙カセット１１は、媒体の一例である用紙を収容する。
【００４３】
　給紙カセット１１は、収容部２１、スタッカ２２、および引出部２４を備える。給紙カ
セット１１の前側には、収容部２１とスタッカ２２との間に開口部２３が形成されている
。収容部２１は、媒体収容部の一例であり、Ｚ軸方向に重ねられた用紙を収容する。給紙
カセット１１が記録装置の一例であるプリンター５１（図４、後述）に装着され、プリン
ター５１が用紙に記録する場合、プリンター５１は、収容部２１から収容されている用紙
を取り出して搬送し、その用紙に記録する。
【００４４】
　スタッカ２２は、媒体支持トレイの一例である。スタッカ２２は、給紙カセット１１が
プリンター５１に装着され、プリンター５１が用紙に記録する場合、記録されて排出され
た用紙を支持する。スタッカ２２には、トレイ本体部３１、アーム３２、引出トレイ３３
、および展開トレイ３４が設けられている。トレイ本体部３１は、トレイ本体部の一例で
あり、収容部２１に対し回動可能に設けられている。トレイ本体部３１の一方の面には、
媒体支持面の一例である支持面４１が形成されている。
【００４５】
　スタッカ２２は、収納状態（図１）と展開状態（図２）とを取り得る。スタッカ２２は
、収納状態にある場合、収容部２１の上部に位置する。また、スタッカ２２が収納状態に
ある場合、用紙を支持する支持面４１が下向きとなる。スタッカ２２が展開状態にある場
合、支持面４１は、上向きとなるとともに収容部２１の外側に展開される。
【００４６】
　スタッカ２２が、収納状態と展開状態とを取り得るので、収納状態と展開状態とで異な
る姿勢（支持面４１が異なる角度）を設定することができる。その為、収納状態において
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支持面４１が収容部２１の底面に対し水平姿勢をとることで、収納状態において給紙カセ
ット１１の高さ方向（媒体の積重方向）寸法を抑えることができ、更に展開状態において
スタッカ２２の適切な姿勢（支持面４１が上向き傾斜）を確保することができる。
【００４７】
　即ちスタッカ２２は、展開状態において支持面４１のＺ軸方向の位置は、Ｙ軸方向の位
置が前に変化するに従い、上に変化する。すなわち、スタッカ２２は、展開状態において
支持面４１がスタッカ２２の先端に向かって斜め上を向く傾斜面となる。これにより、ス
タッカ２２の上方から排出されて支持面４１に支持される用紙がスタッカ２２から滑り落
ちることを防止でき、用紙を適切に支持することができる。
【００４８】
　スタッカ２２は、収納状態から展開状態にされる場合、または展開状態から収納状態に
される場合、ユーザーによってアーム３２を中心に回動させられる。なお、ユーザーとは
、エンドユーザーに限られず、給紙カセット１１を備える記録装置の組立作業またはアフ
ターメンテナンスを行う人など、給紙カセット１１を扱う全ての人を意味する。
【００４９】
　アーム３２は、アーム部の一例であり、収容部２１と回動可能に連結されてスタッカ２
２の回動中心を形成する。例えば、左側のアーム３２の左側と右側のアーム３２の右側と
に円筒状の突起が設けられ、収容部２１にはアーム３２の突起に対応する形状の凹部が設
けられ、その突起が凹部に挿入されることにより、アーム３２は、収容部２１に対して回
動自在とされる。
【００５０】
　図３は、右側のアーム３２を拡大して示す拡大図である。なお、図１乃至図３の線Ａは
、スタッカ２２の回動中心の軸を表す回動軸線を示す。アーム３２は、スタッカ２２の回
動軸線方向においてトレイ本体部３１の両端部に設けられ、トレイ本体部３１からスタッ
カ２２の回動中心に向かって延びる形状とされている。
【００５１】
　このように、スタッカ２２は、トレイ本体部３１が、回動中心を形成するアーム３２を
介して収容部２１に回動可能となっている。即ち、展開状態においてトレイ本体部３１が
回動中心から離れた場所に位置することができる。換言すれば、展開状態においてトレイ
本体部３１が収容部２１から離れた場所に位置することができる。これにより展開状態に
おいて、収容部２１の上方を大きく開放することができ、収容部２１に用紙を収容する際
の作業性が向上する。
【００５２】
　引出トレイ３３は、トレイ本体部３１に収納させるか、またはトレイ本体部３１から引
き出すことができるように形成されている。引出トレイ３３は、トレイ本体部３１に収納
された場合、引出トレイ３３の先端が、トレイ本体部３１の先端（アーム３２が設けられ
ている端部に対向する側の端部の先端）と揃うように形成されている。また、引出トレイ
３３は、展開状態においてトレイ本体部３１から引き出された場合、支持面４１をトレイ
本体部３１の先端側に実質的に伸ばすように形成されている。
【００５３】
　展開トレイ３４は、引出トレイ３３の先端に回動可能に設けられ、引出トレイ３３に収
納させるか、または引出トレイ３３から展開できるように形成されている。展開トレイ３
４は、引出トレイ３３に収納された場合、引出トレイ３３に設けられている、対応する形
状の凹部に入り込む。これにより、引出トレイ３３のトレイ本体部３１への収納またはト
レイ本体部３１から引き出しを阻害しない。
【００５４】
　展開状態において引出トレイ３３がトレイ本体部３１から引き出されて、さらに展開ト
レイ３４が引出トレイ３３から展開されると、展開トレイ３４は、斜め上を向く傾斜面を
形成している引出トレイ３３の先端からさらに上方向を向く傾斜面を形成する。すなわち
、Ｘ軸とＹ軸とがなす水平面と所定の角度で斜め上を向く傾斜面を形成している引出トレ
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イ３３に対して、展開トレイ３４は、引出トレイ３３の傾斜面の角度より大きい角度で斜
め上を向く傾斜面を形成する。これにより、スタッカ２２の上方から排出されて支持面４
１に支持される用紙がトレイ本体部３１の先端から滑り落ちることを防止でき、用紙を適
切に支持することができる。
【００５５】
　引出部２４は、収容部２１の前側（用紙排出方向側：＋Ｙ側）の壁面を構成し、給紙カ
セット１１の前側に設けられ、収容部２１から前側に引き出すことができるように形成さ
れている。給紙カセット１１の長さ（Ｙ軸方向の長さ）より長い用紙を給紙カセット１１
に収容する場合、引出部２４が収容部２１から前側に引き出される。給紙カセット１１の
前側には、収容部２１とスタッカ２２との間に開口部２３が形成されているので、給紙カ
セット１１内の用紙の有無を、開口部２３を介して容易に確認することができる。
【００５６】
　加えて、引出部２４の用紙幅方向の長さ（Ｘ方向長さ）は、収容部２１の用紙幅方向長
さよりも短い。これにより引出部２４の側方には、手指を差し入れることが可能な隙間２
５（図４）が形成された状態となっている。このため、スタッカ２２の状態に拘わらず、
引出部２４に手指を掛けることができ、そして引出部２４のスライド動作を容易に行うこ
とができる。また、給紙カセット１１がプリンター本体に装着された場合でも、引出部２
４の側方に形成された隙間２５を介して、給紙カセット内の用紙の有無や用紙残量を容易
に確認することができる。
【００５７】
　また、引出部２４は、用紙幅方向において収容部２１の中心からずれた位置に配置され
ているので（本実施例では図において左側）、引出部２４の側方に形成される隙間２５を
大きく確保することができ、より容易に引出部２４を操作することができる。
【００５８】
　尚、引出部２４は、収容部２１に収容できる用紙サイズを大きくするためのものである
ため、収容部２１の内壁を構成しなくても良く、例えば用紙後端を支持するエッジガイド
の役割を果たす構成であればよい。
【００５９】
　図４乃至図７は、給紙カセット１１を備えるプリンター５１の上側の断面と外観とを示
す斜視図である。図４は、収納状態の給紙カセット１１が装着されているプリンター５１
の上側の断面と外観とを示す斜視図であり、図５は、収納状態の給紙カセット１１が引き
出されたプリンター５１の上側の断面と外観とを示す斜視図である。図６は、引き出され
た給紙カセット１１が展開状態とされたプリンター５１の上側の断面と外観とを示す斜視
図であり、図７は、展開状態の給紙カセット１１が装着されたプリンター５１の上側の断
面と外観とを示す斜視図である。
【００６０】
　プリンター５１は、記録装置の一例であり、給紙カセット１１に収容された用紙に文字
や画像などを記録する。プリンター５１には、給紙カセット１１、本体６１、カバー６２
、およびキャリッジ６３が設けられている。プリンター５１の本体６１には、カバー６２
およびキャリッジ６３に加えて、用紙を搬送する搬送部（不図示）やユーザーによって操
作される操作パネル（不図示）、全体を制御する制御部（不図示）などが設けられている
。本体６１は、装置本体の一例である。カバー６２は、中間案内部材及びカバーの一例で
あり、本体６１の開口部であって、給紙カセット１１が装着される開口部に回動自在に設
けられている。カバー６２は、本体６１に給紙カセット１１が装着された場合、給紙カセ
ット１１の開口部２３を覆う。
【００６１】
　キャリッジ６３は、インクなどによって用紙に文字または画像を描画する記録ヘッド（
後述する）などを備え、記録を実行する場合、一例として図示しないモーターの動力によ
ってＸ軸方向に移動する。
【００６２】
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　例えば、プリンター５１を使用しない場合、図４に示されるように、給紙カセット１１
は収納状態とされ、収納状態の給紙カセット１１がプリンター５１に装着される。プリン
ター５１を使用しようとする場合または給紙カセット１１に用紙を収容しようとする場合
、まず、図５に示されるように、収納状態の給紙カセット１１がプリンター５１から引き
出され、さらに、図６に示されるように、引き出された給紙カセット１１が展開状態とさ
れる。
【００６３】
　すなわち、プリンター５１から引き出された給紙カセット１１のスタッカ２２は、ユー
ザーによってアーム３２を中心に回動させられ、支持面４１が上向きとなり、収容部２１
の外側に展開される。また、引出トレイ３３は、ユーザーによってトレイ本体部３１から
引き出される。さらに、展開トレイ３４は、ユーザーによって回動させられて引出トレイ
３３から展開される。この場合、アーム３２によって、トレイ本体部３１が回動中心から
離れた場所に位置させられるので、図６に示されるように、収容部２１の上側が大きく開
放され、収容部２１に用紙を容易に収容することができる。
【００６４】
　なお、給紙カセット１１に用紙を収容し、プリンター５１を使用しない場合、給紙カセ
ット１１は、収納状態に戻されて、図４に示されるように、収納状態の給紙カセット１１
がプリンター５１に装着される。
【００６５】
　プリンター５１を使用しようとする場合、図７に示されるように、展開状態の給紙カセ
ット１１がプリンター５１に装着される。給紙カセット１１は、装着状態において本体６
１の周囲を構成する一の側面から突出した状態となり、給紙カセット１１において一の側
面から突出した部分には、収容部２１とスタッカ２２との間に開口部２３が形成され、本
体６１に設けられているカバー６２は、開口部２３を覆う。
【００６６】
　収容部２１とスタッカ２２との間に開口部２３が形成され、本体６１には、開口部２３
を覆うカバー６２が設けられていることから、給紙カセット１１内の媒体の有無を、開口
部２３を介して容易に確認することができる。加えて、この開口部２３にはカバー６２が
設けられることから、開口部２３内に異物が入り込むことを防止できる。
【００６７】
　記録が行われて本体６１から排出される用紙は、展開状態にあるスタッカ２２によって
支持される。
【００６８】
　また、展開状態の給紙カセット１１がプリンター５１に装着されると、カバー６２の上
面８１は、カバー６２の先端部（Ｙ軸方向の前側の端部）がトレイ本体部３１の支持面４
１に支えられて持ち上げられ、先端に向かって斜め上を向く傾斜面となる。すなわち、カ
バー６２の上面８１は、スタッカ２２の展開状態において、排出される用紙をスタッカ２
２に案内する案内面を形成する。
【００６９】
　図８は、展開状態の給紙カセット１１が装着されたプリンター５１の、Ｚ軸およびＹ軸
で規定される平面における断面図である。記録ヘッド１０１は、記録手段の一例であり、
用紙に記録を行う。より詳細には、記録ヘッド１０１は、キャリッジ６３の底面側、すな
わち、搬送部によって搬送される用紙側に設けられ、インクなどによって用紙に文字また
は画像を描画する。ローラー１０２は、前向き（図８中の右向き）に送り経路を介して用
紙を搬送する場合、図示せぬ駆動部によって図８中の時計方向に回転させられる。ローラ
ー１０３は、ローラー１０２に接するように配置され、前向きに送り経路を介して用紙を
搬送する場合、ローラー１０２によって図８中の反時計方向に回転させられる。ローラー
１０２およびローラー１０３は、用紙を挟み、記録ヘッド１０１およびローラー１０４に
送る。
【００７０】
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　ローラー１０４は、記録ヘッド１０１によって記録された用紙を前向き（図８中の右向
き）に搬送する場合、図示せぬ駆動部によって図８中の時計方向に回転させられる。ロー
ラー１０４は、用紙を挟んで対向するローラー（不図示）に接するように配置される。ロ
ーラー１０４は、対向するローラーと記録された用紙を挟み、展開状態にあるスタッカ２
２に送る。展開状態にあるスタッカ２２は、搬送されてきた用紙を支持する。
【００７１】
　ローラー１０２およびローラー１０３が用紙を挟む点とローラー１０４および対向する
ローラーが用紙を挟む点とを結んだ直線は、スタッカ２２のトレイ本体部３１の支持面４
１と交差する。このようにすることで、厚紙である用紙に記録する場合、用紙の後端部が
ローラー１０２およびローラー１０３を通過しても、ローラー１０４および対向するロー
ラーとスタッカ２２のトレイ本体部３１の支持面４１とが用紙を支えることになり、用紙
と記録ヘッド１０１との距離が維持されて、用紙が記録ヘッド１０１に接することなく、
記録の質を低下させることなく、記録が可能になる。
【００７２】
　また、展開状態の給紙カセット１１がプリンター５１に装着されると、カバー６２の先
端部が支持面４１に持ち上げられて、カバー６２は、排出される用紙をスタッカ２２に案
内する案内面を形成する。より詳細には、カバー６２の先端部が支持面４１に持ち上げら
れて、カバー６２の上面８１の傾斜角は、斜め上を向く支持面４１の傾斜角とほぼ同じと
なり、これによって、カバー６２の上面８１と支持面４１とが一体の面を形成する。すな
わち、カバー６２は、スタッカ２２の展開状態において、スタッカ２２が備える支持面４
１を本体６１側に向けて延長する。カバー６２は、スタッカ２２の展開状態において、排
出される用紙をスタッカ２２に案内する案内面を形成するので、排出される用紙が円滑に
スタッカ２２に支持される。
【００７３】
　このように、カバー６２は回動可能に設けられ、スタッカ２２の姿勢に応じて姿勢変化
が可能とされている。カバー６２は回動可能に設けられ、スタッカ２２の姿勢に応じて姿
勢変化が可能であるので、排出される用紙をより円滑にスタッカ２２に案内することがで
きる。
【００７４】
　図９は、収納状態の給紙カセット１１が引き出され、引出部２４が収容部２１から前側
に引き出されたプリンター５１の上側の断面と外観とを示す斜視図である。引出部２４が
収容部２１から前側に引き出されると、収容部２１とスタッカ２２との間の開口部２３が
Ｙ軸方向に大きくなり、開口部２３から容易に用紙を収容部２１に収容することが可能に
なる。また、給紙カセット１１の長さ（Ｙ軸方向の長さ）より長い用紙を給紙カセット１
１に収容することができる。
【００７５】
　尚、引出部２４はスタッカ２２からは独立してスライドできる。このため、引出部２４
の操作に際してスタッカ２２の操作を行う必要がなく、操作性が容易となる。加えて、給
紙カセット１１全体を引き出すことなく、引出部２４を延長し、用紙をセットできるので
、この点においても操作性が良好である。
【００７６】
　なお、記録装置の一例として、プリンター５１をあげたが、これに限らず、印刷装置、
複写機、またはファクシミリ装置その他の装置である記録装置であってもよい。
【００７７】
　このように、給紙カセット１１には、用紙を収容する収容部２１と、収容部２１に対し
回動可能に設けられ、回動することにより収容部２１の上部に位置するとともに用紙を支
持する支持面４１が下向きとなる収納状態と、支持面４１が上向きとなるとともに収容部
２１の外側に支持面４１の少なくとも一部が展開される展開状態とを取り得るスタッカ２
２とを設けることができる。
【００７８】
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　給紙カセット１１に設けられたスタッカ２２が、回動することにより収容部２１の上部
に位置するとともに用紙を支持する支持面４１が下向きとなる収納状態と、支持面４１が
上向きとなるとともに収容部２１の外側に支持面４１が展開される展開状態とを取り得る
ので、収納状態と展開状態とで異なる姿勢を設定することができる。その為、収納状態に
おいて給紙カセット１１の高さ方向（用紙の積重方向）寸法を抑えることができ、更に展
開状態においてスタッカ２２の適切な姿勢を確保することができる。
【００７９】
　そして、引出部２４を引き出すことで、収容部２１の用紙排出方向（Ｙ方向）の長さを
長くできるので、用紙サイズに応じて用紙収容領域を拡張することが可能となる。
【００８０】
　引出部２４は、収容部２１において用紙排出方向側の壁を構成するとともに、用紙排出
方向と交差する方向である用紙幅方向（Ｘ方向）の長さが、収容部２１の用紙幅方向の長
さより短い。これにより引出部２４の側方には、隙間２５が形成される。このため、引出
部２４に手指を掛けやすくなり、引出部２４を容易に引き出すことができる。また、隙間
２５を介して、収容部２１内の用紙の有無や残量を容易に確認することができる。
【００８１】
　引出部２４は、用紙幅方向において収容部２１の中心からずれた位置に配置されている
。これにより引出部２４の側方に形成される隙間２５を大きく確保することができ、より
容易に引出部２４を操作することができる。
【００８２】
　スタッカ２２を、展開状態において支持面４１がスタッカ２２の先端に向かって斜め上
を向く傾斜面とすることができる。スタッカ２２が、展開状態において支持面４１がスタ
ッカ２２の先端に向かって斜め上を向く傾斜面となるので、スタッカ２２の上方から排出
されて支持面４１に支持される用紙がスタッカ２２から滑り落ちることを防止でき、用紙
を適切に支持することができる。
【００８３】
　スタッカ２２に、支持面４１を形成するトレイ本体部３１と、スタッカ２２の回動軸線
方向においてトレイ本体部３１の両端部に設けられ、トレイ本体部３１からスタッカ２２
の回動中心に向かって延びる形状を成し、収容部２１と回動可能に連結されてスタッカ２
２の回動中心を形成するアーム３２とを設けることができる。スタッカ２２のトレイ本体
部３１が、回動中心を形成するアーム３２を介して収容部２１に回動可能となっている。
即ち、展開状態においてトレイ本体部３１が回動中心から離れた場所に位置することがで
きる。これにより展開状態において、収容部２１の上方を大きく開放することができ、収
容部２１に用紙を収容する際の作業性が向上する。
【００８４】
　プリンター５１に、用紙に記録を行う記録ヘッド１０１と、記録ヘッド１０１を備えた
本体６１に対し着脱可能な給紙カセット１１と、を設け、記録が行われて本体６１から排
出される用紙が、展開状態にあるスタッカ２２によって支持されるようにすることができ
る。この場合、上記と同様な作用効果を得ることができる。
【００８５】
　給紙カセット１１が、装着状態において本体６１の周囲を構成する一の側面から突出し
た状態となり、給紙カセット１１において一の側面から突出した部分には、収容部２１と
スタッカ２２との間に開口部２３が形成される。また、本体６１には、開口部２３を覆う
カバー６２を設けることができる。収容部２１とスタッカ２２との間に開口部２３が形成
されていることから、給紙カセット１１内の用紙の有無を、開口部２３を介して容易に確
認することができる。加えて、この開口部２３にはカバー６２が設けられることから、開
口部２３内に異物が入り込むことを防止できる。
【００８６】
　カバー６２は、用紙搬送経路において排出ローラーとしてのローラー１０４と、媒体支
持トレイとしてのスタッカ２２との間に設けられている。カバー６２に、スタッカ２２の
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展開状態において、排出される用紙をスタッカ２２に案内する案内面としての上面８１を
形成させることができる。カバー６２が、スタッカ２２の展開状態において、中間案内部
材として、排出される用紙をスタッカ２２に案内する上面８１を形成するので、排出され
る用紙が円滑にスタッカ２２に支持される。
【００８７】
　カバー６２が回動可能に設けられ、スタッカ２２の姿勢に応じて姿勢変化を可能とする
ことができる。カバー６２が回動可能に設けられ、スタッカ２２の姿勢に応じて姿勢変化
が可能であるので、排出される用紙をより円滑にスタッカ２２に案内することができる。
【００８８】
　カバー６２は、用紙をスタッカ２２に案内する案内面（上面８１）を形成する中間案内
部材を兼ねるので、開口部２３内に異物が入り込むことを防止できる。加えて、中間案内
部材がカバーを兼ねることで、コストアップを抑えることができる。
【００８９】
　尚、給紙カセット１１は本実施形態ではプリンター本体に対し着脱可能であるが、プリ
ンター本体１１に対し一体に設けられ、即ちプリンター本体に用紙を収容する収容部２１
が一体に設けられた構成においても適用可能である。その場合、スタッカ２２は、上記実
施形態と同様に、回動可能に設けられる。
【００９０】
■■■第２実施形態■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　以下、本発明の第２実施形態を図面に基づいて説明する。　
　図１０および図１１は、本発明の第２実施形態に係る給紙カセット２１１の外観を示す
斜視図である。図１０は、スタッカ２２２を収納した状態である収納状態の給紙カセット
２１１の外観を示す斜視図であり、図１１は、スタッカ２２２を展開した状態である展開
状態の給紙カセット２１１の外観を示す斜視図である。
【００９１】
　以下、給紙カセット２１１に対して前後の方向をＹ軸で図示し、上下の方向をＺ軸で図
示し、左右の方向をＸ軸で図示する。また、以下、Ｘ軸方向のうち、図１０中の左側を単
に左側と称し、Ｘ軸方向のうち、図１０中の右側を単に右側と称する。さらに、以下、Ｙ
軸方向のうち、図１０中の手前側を単に前側と称し、Ｙ軸方向のうち、図１０中の奥側を
単に後側と称する。さらにまた、以下、Ｚ軸方向のうち、図１０中の上側を単に上側と称
し、Ｚ軸方向のうち、図１０中の下側を単に下側と称する。
【００９２】
　給紙カセット２１１は、媒体に記録を行う記録装置の本体に対し着脱可能な媒体収容カ
セットの一例である。給紙カセット２１１は、媒体の一例である用紙を収容する。
【００９３】
　給紙カセット２１１は、収容部２２１、スタッカ２２２、および引出部２２３を備える
。収容部２２１は、媒体収容部の一例であり、Ｚ軸方向に重ねられた用紙を収容する。給
紙カセット２１１が記録装置の一例であるプリンター２９１（図１９、後述）に装着され
、プリンター２９１が用紙に記録する場合、プリンター２９１は、収容部２２１から収容
されている用紙を取り出して搬送し、その用紙に記録する。
【００９４】
　図１２は、スタッカ２２２を拡大して示す拡大図である。スタッカ２２２は、媒体支持
トレイの一例である。スタッカ２２２は、給紙カセット２１１がプリンター２９１に装着
され、プリンター２９１が用紙に記録する場合、記録された用紙を支持する。スタッカ２
２２は、収納状態（図１０）と展開状態（図１１）とを取り得る。スタッカ２２２には、
トレイ本体部２３１、アーム２３２、引出トレイ２３３、および展開トレイ２３４が設け
られている。トレイ本体部２３１は、トレイ本体部の一例である。トレイ本体部２３１の
上側の面には、媒体支持面の一例である支持面２４１が形成されている。支持面２４１は
、用紙を支持する。
【００９５】
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　スタッカ２２２は、収容部２２１に対して前後方向に移動できるように設けられている
。すなわち、スタッカ２２２は、収容部２２１に対しスライド変位可能に設けられている
。また、スタッカ２２２は、収容部２２１に対して、スタッカ２２２のスライド領域の任
意の位置において回動可能に設けられている。なお、図１０乃至図１２の線Ｂは、スタッ
カ２２２の回動中心の軸を表す回動軸線を示す。
【００９６】
　スタッカ２２２は、収納状態にある場合、収容部２２１の上部に位置する。このとき、
支持面２４１は収容部２２１の底面に対して略水平である。展開状態にあるスタッカ２２
２において支持面２４１のＺ軸方向の位置は、Ｙ軸方向の位置が前に変化するに従い、上
に変化する。すなわち、スタッカ２２２は、展開状態にある場合、用紙を支持する支持面
２４１が先端部に向かって斜め上を向く傾斜面となる。また、スタッカ２２２が展開状態
にある場合、支持面２４１は、収容部２２１の外側に展開される。これにより、スタッカ
２２２の上方から排出されて支持面２４１に支持される用紙がスタッカ２２２から滑り落
ちることを防止でき、用紙を適切に支持することができる。
【００９７】
　スタッカ２２２は、スライドすることにより異なる姿勢（支持面２４１が異なる角度）
をとることができる。その為、収納状態において支持面２４１が収容部２２１の底面に対
し水平姿勢をとることで、収納状態において給紙カセット２１１の高さ方向（媒体の積重
方向）寸法を抑えることができ、更に展開状態においてスタッカ２２２の適切な姿勢を確
保することができる。
【００９８】
　スタッカ２２２はスライド変位することにより収納状態と展開状態とを切り換えるので
、給紙カセット２１１を記録装置の装置本体に装着したまま、即ち給紙カセット２１１を
装置本体から取り外すことなく、スタッカ２２２の状態切換を行うことができる。
【００９９】
　スタッカ２２２は、スタッカ２２２のスライド領域の任意の位置において回動可能であ
るので、スタッカ２２２のスライド位置と姿勢の組み合わせの自由度が向上する。一例と
して、収容部２２１に用紙を収容する為にスタッカ２２２を収納位置から展開位置に向け
てスライドさせる際、スタッカ２２２が邪魔になる場合であっても、スタッカ２２２を回
動させることで、スタッカ２２２を上方に逃がすことができ、作業性良好に用紙を収容す
ることができる。
【０１００】
　スタッカ２２２は、ユーザーによってアーム２３２を中心に回動させられる。なお、ユ
ーザーとは、エンドユーザーに限られず、給紙カセット２１１を備える記録装置の組立作
業またはアフターメンテナンスを行う人など、給紙カセット２１１を扱う全ての人を意味
する。アーム２３２は、アーム部の一例であり、収容部２２１と回動可能に連結されてス
タッカ２２２の回動中心を形成する。アーム２３２は、スタッカ２２２の回動軸線方向に
おいてトレイ本体部２３１の両端部に設けられ、トレイ本体部２３１からスタッカ２２２
の回動中心に向かって延びる形状とされている。
【０１０１】
　左側のアーム２３２の左側と右側のアーム２３２の右側とのそれぞれに円筒状の突起で
ある回転支点２５１が設けられている。また、トレイ本体部２３１の下側の面の左側およ
び右側には、それぞれ、「被支持部」としての回転止め２５２ａ～２５２ｃが設けられて
いる。回転止め２５２は、トレイ本体部２３１の前面からＹ軸に平行の所定の長さの第１
の直線状の第１部分２５２ａと、第１部分につながり奥に向かうにつれて下がる第２の直
線状の第２の部分２５２ｂと、第２の部分につながりＺ軸に平行の所定の長さの第３の直
線状の第３の部分２５２ｃとからなる。
【０１０２】
　図１３は、収容部２２１の内側の形状を示す図である。収容部２２１の内側の側面のう
ち、Ｚ軸およびＹ軸に規定される面と平行の側面には、ガイドレール２７１および「角度
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規制部」としての回転止め２７２が設けられている。ガイドレール２７１は、Ｙ軸方向に
直線的に伸びた凹部であって、回転支点２５１が回転可能に挿入できる形状の凹部として
形成される。ガイドレール２７１に回転支点２５１が挿入されることにより、アーム２３
２は、収容部２２１に対してＹ軸方向に移動することができ、かつ、Ｙ軸方向への移動可
能な範囲の任意の位置で、収容部２２１に対して回動自在となる。
【０１０３】
　回転止め２７２は、Ｚ軸方向に伸びる突起状に形成され、回転止め２５２を支持するこ
とにより、スタッカ２２２の姿勢を規定させる。
【０１０４】
　このように、スタッカ２２２が、支持面２４１を形成するトレイ本体部２３１と、スタ
ッカ２２２の回動軸線方向においてトレイ本体部２３１の両端部に設けられ、トレイ本体
部２３１からスタッカ２２２の回動中心に向かって延びる形状を成し、収容部２２１と回
動可能に連結されてスタッカ２２２の回動中心を形成するアーム２３２とを備える。
【０１０５】
　従って、スタッカ２２２は、トレイ本体部２３１が、回動中心を形成するアーム２３２
を介して収容部２２１に回動可能となっている。即ち、展開状態においてトレイ本体部２
３１が回動中心から離れた場所に位置することができる。換言すれば、展開状態において
トレイ本体部２３１が収容部２２１から離れた場所に位置することができる。これにより
展開状態において、収容部２２１の上方を大きく開放することができ、収容部２２１に用
紙を収容する際の作業性が向上する。
【０１０６】
　スタッカ２２２には、スタッカ２２２の回動中心を形成するとともに、収容部２２１に
設けられたガイドレール２７１によってスタッカ２２２のスライド方向に案内される回転
支点２５１と、展開状態において収容部２２１に形成された回転止め２７２により支持さ
れてスタッカ２２２の姿勢を規定する回転止め２５２とが設けられている。従って、簡易
な構成でスタッカ２２２をスライドさせ、更に回動させることができる。
【０１０７】
　引出トレイ２３３は、トレイ本体部２３１に収納させるか、またはトレイ本体部２３１
から引き出すことができるように形成されている。引出トレイ２３３は、トレイ本体部２
３１に収納された場合、引出トレイ２３３の先端が、トレイ本体部２３１の先端（アーム
２３２が設けられている端部に対向する側の端部の先端）と揃うように形成されている。
また、引出トレイ２３３は、展開状態においてトレイ本体部２３１から引き出された場合
、引出トレイ２３３の上面が支持面２４１とほぼ面一となり、支持面２４１をトレイ本体
部２３１の先端側に実質的に伸ばすように形成されている。
【０１０８】
　展開トレイ２３４は、引出トレイ２３３の先端に回動可能に設けられ、引出トレイ２３
３に収納させるか、または引出トレイ２３３から展開できるように形成されている。展開
トレイ２３４は、引出トレイ２３３に収納された場合、引出トレイ２３３に設けられてい
る、対応する形状の凹部に入り込む。これにより、引出トレイ２３３のトレイ本体部２３
１への収納またはトレイ本体部２３１から引き出しを阻害しない。
【０１０９】
　展開状態において引出トレイ２３３がトレイ本体部２３１から引き出されて、さらに展
開トレイ２３４が引出トレイ２３３から展開されると、展開トレイ２３４は、斜め上を向
く傾斜面を形成している引出トレイ２３３の先端からさらに上方向を向く傾斜面を形成す
る。すなわち、Ｘ軸とＹ軸とがなす水平面と所定の角度で斜め上を向く傾斜面を形成して
いる引出トレイ２３３に対して、展開トレイ２３４は、引出トレイ２３３の傾斜面の角度
より大きい角度で斜め上を向く傾斜面を形成する。これにより、スタッカ２２２の上方か
ら排出されて支持面２４１に支持される用紙がトレイ本体部２３１の先端から滑り落ちる
ことを防止でき、用紙を適切に支持することができる。
【０１１０】
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　引出部２２３は、収容部２２１の前側（用紙排出方向側：＋Ｙ側）の壁面を構成し、給
紙カセット２１１の前側に設けられ、収容部２２１から前側に引き出すことができるよう
に形成されている。給紙カセット２１１の長さ（Ｙ軸方向の長さ）より長い用紙を給紙カ
セット２１１に収容する場合、引出部２２３が収容部２２１から前側に引き出される。
【０１１１】
　尚、引出部２２３の用紙幅方向の長さ（Ｘ方向長さ）は、収容部２２１の用紙幅方向長
さよりも短い。これにより引出部２２３の側方には、手指を差し入れることが可能な隙間
２２５（図１９、図２０）が形成された状態となっている。このため、スタッカ２２２の
状態に拘わらず、引出部２２３に手指を掛けることができ、そして引出部２２３のスライ
ド動作を容易に行うことができる。また、給紙カセット２１１がプリンター本体に装着さ
れた場合でも、引出部２２３の側方に形成された隙間２２５を介して、給紙カセット内の
用紙の有無や用紙残量を容易に確認することができる。
【０１１２】
　また、引出部２２３は、用紙幅方向において収容部２２１の中心からずれた位置に配置
されているので（本実施例では図において左側）、引出部２２３の側方に形成される隙間
２２５を大きく確保することができ、より容易に引出部２２３を操作することができる。
【０１１３】
　尚、引出部２２３は、収容部２２１に収容できる用紙サイズを大きくするためのもので
あるため、収容部２２１の内壁を構成しなくても良く、例えば用紙後端を支持するエッジ
ガイドの役割を果たす構成であればよい。
【０１１４】
　このように、給紙カセット２１１には、用紙を収容する収容部２２１と、収容部２２１
に対してスライド変位可能に設けられ、スライドすることにより収容部２２１の上部に位
置する収納状態と、用紙を支持する支持面２４１が先端部に向かって斜め上を向く傾斜面
となるとともに収容部２２１の外側に支持面２４１が展開される展開状態と、を取り得る
スタッカ２２２とが設けられている。給紙カセット２１１に設けられたスタッカ２２２は
、スライドすることにより異なる姿勢をとることができる。
【０１１５】
　また、給紙カセット２１１には、用紙を収容する収容部２２１と、収容部２２１に対し
てスライド変位可能であるとともに、スライド領域の任意の位置において回動可能に設け
られた、用紙を支持する支持面２４１を有するスタッカ２２２とが設けられている。スタ
ッカ２２２は、スタッカ２２２のスライド領域の任意の位置において回動可能であるので
、スタッカ２２２のスライド位置と姿勢の組み合わせの自由度が向上する。
【０１１６】
　次に、図１４乃至図１８を参照して、給紙カセット２１１の収納状態から展開状態への
遷移について説明する。図１４は、Ｚ軸およびＹ軸に規定される平面と平行の面における
、収納状態の給紙カセット２１１の断面図である。スタッカ２２２は、収納状態にある場
合、収容部２２１の上部に位置する。より詳細には、スタッカ２２２のトレイ本体部２３
１の前面が、給紙カセット２１１の前面と面一となるように、スタッカ２２２は、収容部
２２１の上に配置される。
【０１１７】
　収納状態において、引出トレイ２３３の先端に回動可能に設けられている展開トレイ２
３４は、引出トレイ２３３に収納されている。また、収納状態において、展開トレイ２３
４を収納している引出トレイ２３３は、トレイ本体部２３１に収納されている。
【０１１８】
　ユーザーによって、給紙カセット２１１からスタッカ２２２が前に引き出されると、図
１５に示されるように、回転支点２５１がガイドレール２７１に沿って前側に移動し、ま
た、回転止め２５２における第１部分２５２ａ（トレイ本体部２３１の前面からＹ軸に平
行の所定の長さの第１の直線状の部分）を回転止め２７２が支えるので、スタッカ２２２
は、収容部２２１に対してほぼ平行に前に移動することになる。
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【０１１９】
　ユーザーによって、スタッカ２２２がさらに前に引き出されると、図１６に示されるよ
うに、回転止め２７２が回転止め２５２における第２部分２５２ｂ（第１部分２５２ａに
つながり奥に向かうにつれて下がる第２の直線状の部分）に当たる。回転止め２５２にお
ける第２部分２５２ｂが奥に向かうにつれて下がっており、また、回転支点２５１がガイ
ドレール２７１に沿って前側に移動し、上下方向の位置が維持されるので、スタッカ２２
２は、前側が上になるように斜めになり、用紙を支持する支持面２４１は、先端部に向か
って斜め上を向く傾斜面となる。
【０１２０】
　ユーザーによって、図１６に示される位置からスタッカ２２２がさらに前に引き出され
ると、図１７に示されるように、回転止め２５２における第２部分５２ｂの奥側の位置を
回転止め２７２が支え、また、回転支点２５１がガイドレール２７１に沿って前側に移動
し、上下方向の位置が維持されるので、スタッカ２２２の傾斜は、さらに深くなる。
【０１２１】
　ユーザーによって、図１７に示される位置からスタッカ２２２がさらに前に引き出され
ると、図１８に示されるように、回転止め２５２における第３部分２５２ｃ（第２の部分
２５２ｂにつながりＺ軸に平行の所定の長さの第３の直線状の部分）に回転止め２７２が
嵌り、回転止め２７２が回転止め２５２の第３部分２５２ｃを支え、また、回転支点２５
１がガイドレール２７１によって上下方向の位置が維持され、さらに、ガイドレール２７
１の前側に回転支点２５１が当たる。
【０１２２】
　従って、スタッカ２２２が、前側が上になるように斜めになり、支持面２４１が、先端
部に向かって斜め上を向く傾斜面となる姿勢で、スタッカ２２２が安定することになる。
ここで、ユーザーによって、引出トレイ２３３が、トレイ本体部２３１から引き出され、
さらに、展開トレイ２３４が、回動させられて引出トレイ２３３から展開させられる。　
　このようにして、図１８に示されるように、給紙カセット２１１は、展開状態とされる
。
【０１２３】
　次に、給紙カセット２１１が装着されるプリンターについて説明する。　
　図１９乃至図２２は、給紙カセット２１１を備えるプリンター２９１の上側の断面と外
観とを示す斜視図である。図１９は、収納状態の給紙カセット２１１が装着されているプ
リンター２９１の上側の断面と外観とを示す斜視図であり、図２０は、収納状態の給紙カ
セット２１１が引き出されたプリンター２９１の上側の断面と外観とを示す斜視図である
。図２１は、引き出された給紙カセット２１１のスタッカ２２２が回動させられて開かれ
たプリンター２９１の上側の断面と外観とを示す斜視図であり、図２２は、展開状態の給
紙カセット２１１が装着されたプリンター２９１の上側の断面と外観とを示す斜視図であ
る。
【０１２４】
　プリンター２９１は、記録装置の一例であり、給紙カセット２１１に収容された用紙に
文字や画像などを記録する。プリンター２９１には、給紙カセット２１１、本体３０１、
カバー３０２、キャリッジ３０３、および記録ヘッド３０４が設けられている。プリンタ
ー２９１の本体３０１には、カバー３０２、キャリッジ３０３、および記録ヘッド３０４
に加えて、用紙を搬送する搬送部（不図示）やユーザーによって操作される操作パネル（
不図示）、全体を制御する制御部（不図示）などが設けられている。
【０１２５】
　本体３０１は、装置本体の一例である。カバー３０２は、案内部材の一例であり、本体
３０１の開口部であって、給紙カセット２１１が装着される開口部に設けられている。カ
バー３０２は、本体３０１に給紙カセット２１１が装着された場合、給紙カセット２１１
において本体３０１の側面から突出した部分の上部を覆う。カバー３０２には、収納状態
にあるスタッカ２２２の一部を露呈させる切り欠き（開口）３１１が形成されている。す
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なわち、カバー３０２の前側の先端部には、上から見て矩形状の切り欠き３１１が形成さ
れ、開口形状が形成されている。これにより、スタッカ２２２を引き出す際の把持性が良
好となり、容易にスタッカ２２２を引き出すことができる。
【０１２６】
　キャリッジ３０３は、インクなどによって用紙に文字または画像を描画する記録ヘッド
３０４などを備え、記録を実行する場合、一例として図示しないモーターの動力によって
Ｘ軸方向に移動する。記録ヘッド３０４は、記録手段の一例であり、用紙に記録を行う。
より詳細には、記録ヘッド３０４は、キャリッジ３０３の底面側、すなわち、搬送部によ
って搬送される用紙側に設けられ、インクなどによって用紙に文字または画像を描画する
。
【０１２７】
　例えば、プリンター２９１を使用しない場合、図１９に示されるように、給紙カセット
２１１は収納状態とされ、収納状態の給紙カセット２１１がプリンター２９１に装着され
る。プリンター２９１を使用しようとする場合または給紙カセット２１１に用紙を収容し
ようとする場合、まず、図２０に示されるように、収納状態の給紙カセット２１１がプリ
ンター２９１から引き出される。
【０１２８】
　さらに、給紙カセット２１１に用紙を収容しようとする場合、図２１に示されるように
、引き出された給紙カセット２１１のスタッカ２２２が、その先端が上向きになるように
回動させられて開かれる。これにより、収容部２２１の上方が大きく開放されるので、収
容部２２１の上から用紙を容易に収容することができ、収容部２２１に用紙を収容する際
の作業性が向上する。
【０１２９】
　プリンター２９１を使用しようとする場合、給紙カセット２１１が展開状態とされる。
すなわち、ユーザーによって、その先端が斜め前上向きになるように回動させられてスタ
ッカ２２２が前に引き出されると、スタッカ２２２は、前側が上になるように斜めになり
、用紙を支持する支持面２４１は、先端部に向かって斜め上を向く傾斜面となる。このと
き、スタッカ２２２は、収容部２２１の外側に展開される。さらに、ユーザーによって、
引出トレイ２３３が、トレイ本体部２３１から引き出され、さらに、展開トレイ２３４が
、回動させられて引出トレイ２３３から展開させられる。
【０１３０】
　給紙カセット２１１は、装着状態において本体３０１の周囲を構成する一の側面から突
出した状態となる。カバー３０２は、給紙カセット２１１において一の側面から突出した
部分の上部を覆う。記録が行われて本体３０１から排出される用紙は、展開状態にあるス
タッカ２２２によって支持される。カバー３０２は、スタッカ２２２の展開状態において
排出される用紙をスタッカ２２２に案内する。カバー３０２により、本体３０１からスタ
ッカ２２２へと用紙を円滑に排出することができる。
【０１３１】
　図２３は、引き出された給紙カセット２１１のスタッカ２２２が回動させられて開かれ
、引出部２２３が収容部２２１から前側に引き出されたプリンター２９１の上側の断面と
外観とを示す斜視図である。引出部２２３が収容部２２１から前側に引き出されると、収
容部２２１の上方が大きく開放されるとともに、Ｙ軸方向に大きく開放されるので、容易
に用紙を収容部２２１に収容することが可能になる。また、給紙カセット２１１の長さ（
Ｙ軸方向の長さ）より長い用紙を給紙カセット２１１に収容することができる。
【０１３２】
　また、引出部２２３はスタッカ２２２からは独立してスライドできる。このため、引出
部２２３の操作に際してスタッカ２２２の操作を行う必要がなく、操作性が容易となる。
加えて、給紙カセット２１１全体を引き出すことなく、引出部２２３を延長し、用紙をセ
ットできるので、この点においても操作性が良好である。
【０１３３】
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　なお、以上において一例として１つの回転止め２７２を設ける場合について説明したが
、これに限らず、図２４に示されるように、例えば、Ｙ軸方向に所定の距離だけ離して、
回転止め２７２－１および２７２－２を設けるようにしてもよい。この場合、トレイ本体
部２３１の下側の面の左側および右側に設けられている回転止め２５２を回転止め２７２
－１が支える場合と、回転止め２５２を回転止め２７２－２が支える場合とで、展開され
たスタッカ２２２の先端の位置を例えば図中に示される距離Ｂだけ上下方向に変えること
ができる。
【０１３４】
　すなわち、用紙を支持する支持面２４１の傾斜角を変更することができる。このように
、回転止め２７２が複数設けられ、回転止め２５２が係合する回転止め２７２を切り換え
ることで、スタッカ２２２の姿勢が切り換え可能とされる。回転止め２７２が複数設けら
れ、回転止め２５２が係合する回転止め２７２を切り換えることで、スタッカ２２２の姿
勢が切り換え可能であるので、用紙の種類やサイズに応じて適切な姿勢を設定することが
できる。
【０１３５】
　また、記録装置の一例として、プリンター２９１をあげたが、これに限らず、印刷装置
、複写機、またはファクシミリ装置その他の装置である記録装置であってもよい。
【０１３６】
　以上のように、給紙カセット２１１には、用紙を収容する収容部２２１と、収容部２２
１に対してスライド変位可能に設けられ、スライドすることにより収容部２２１の上部に
位置する収納状態と、用紙を支持する支持面２４１の少なくとも一部が収容部２２１の外
側に展開される展開状態と、を取り得るスタッカ２２２とが設けられている。給紙カセッ
ト２１１に設けられたスタッカ２２２は、スライドすることにより異なる姿勢をとること
ができる。その為、収納状態において給紙カセット２１１の高さ方向（媒体の積重方向）
寸法を抑えることができ、更に展開状態においてスタッカ２２２の適切な姿勢を確保する
ことができる。スタッカ２２２はスライド変位することにより収納状態と展開状態とを切
り換えるので、給紙カセット２１１を記録装置の装置本体に装着したまま、即ち給紙カセ
ット２１１を装置本体から取り外すことなく、スタッカ２２２の状態切換を行うことがで
きる。
【０１３７】
　そして、収容部２２１において引出部２２３を引き出すことで、収容部２２１の用紙排
出方向（Ｙ方向）の長さを長くできるので、用紙サイズに応じて用紙収容領域を拡張する
ことが可能となる。
【０１３８】
　引出部２２３は、収容部２２１において用紙排出方向側の壁を構成するとともに、用紙
排出方向と交差する方向である用紙幅方向（Ｘ方向）の長さが、収容部２２１の用紙幅方
向の長さより短い。これにより引出部２２３の側方には、隙間２２５が形成される。この
ため、引出部２２３に手指を掛けやすくなり、引出部２２３を容易に引き出すことができ
る。また、隙間２２５を介して、収容部２２１内の用紙の有無や残量を容易に確認するこ
とができる。
【０１３９】
　引出部２２３は、用紙幅方向において収容部２２１の中心からずれた位置に配置されて
いる。これにより引出部２２３の側方に形成される隙間２２５を大きく確保することがで
き、より容易に引出部２２３を操作することができる。
【０１４０】
　そしてスタッカ２２２の展開状態において、支持面２４１が先端部に向かって斜め上を
向く傾斜面となる。これにより、排出される用紙が支持面２４１から滑り落ちることを防
ぎ、用紙を適切に支持することができる。
【０１４１】
　スタッカ２２２は、スタッカ２２２のスライド領域の任意の位置において回動可能に設
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けられている。従って、スタッカ２２２は、スタッカ２２２のスライド領域の任意の位置
において回動可能であるので、スタッカ２２２のスライド位置と姿勢の組み合わせの自由
度が向上する。一例として、収容部２２１に用紙を収容する為にスタッカ２２２を収納位
置から展開位置に向けてスライドさせる際、スタッカ２２２が邪魔になる場合であっても
、スタッカ２２２を回動させることで、スタッカ２２２を上方に逃がすことができ、作業
性良好に用紙を収容することができる。
【０１４２】
　スタッカ２２２は、支持面２４１を形成するトレイ本体部２３１と、スタッカ２２２の
回動軸線方向においてトレイ本体部２３１の両端部に設けられ、トレイ本体部２３１から
スタッカ２２２の回動中心に向かって延びる形状を成し、収容部２２１と回動可能に連結
されてスタッカ２２２の回動中心を形成するアーム２３２と、を備える。スタッカ２２２
は、そのトレイ本体部２３１が、回動中心を形成するアーム２３２を介して収容部２２１
に回動可能となっている。即ち、展開状態においてトレイ本体部２３１が回動中心から離
れた場所に位置することができる。これにより展開状態において、収容部２２１の上方を
大きく開放することができ、収容部２２１に用紙を収容する際の作業性が向上する。
【０１４３】
　スタッカ２２２は、スタッカ２２２の回動中心を形成するとともに、収容部２２１に設
けられたガイドレール２７１によってスタッカ２２２のスライド方向に案内される回転支
点２５１と、展開状態において収容部２２１に形成された回転止め２７２により支持され
てスタッカ２２２の姿勢を規定する回転止め２５２とを備える。簡易な構成でスタッカ２
２２をスライドさせ、更に回動させることができる。
【０１４４】
　回転止め２７２を複数設け、回転止め２５２が係合する回転止め２７２を切り換えるこ
とで、スタッカ２２２の姿勢を切り換え可能とすることができる。回転止め２７２が複数
設けられ、回転止め２５２が係合する回転止め２７２を切り換えることで、スタッカ２２
２の姿勢を切り換え可能であるので、用紙の種類やサイズに応じて適切な姿勢を設定する
ことができる。
【０１４５】
　また、給紙カセット２１１には、用紙を収容する収容部２２１と、収容部２２１に対し
てスライド変位可能であるとともに、スライド領域の任意の位置において回動可能に設け
られた、用紙を支持する支持面２４１を有するスタッカ２２２とが設けられている。スタ
ッカ２２２は、スタッカ２２２のスライド領域の任意の位置において回動可能であるので
、スタッカ２２２のスライド位置と姿勢の組み合わせの自由度が向上する。一例として、
収容部２２１に用紙を収容する為にスタッカ２２２を収納位置から展開位置に向けてスラ
イドさせる際、スタッカ２２２が邪魔になる場合であっても、スタッカ２２２を回動させ
ることで、スタッカ２２２を上方に逃がすことができ、作業性良好に用紙を収容すること
ができる。
【０１４６】
　プリンター２９１に、用紙に記録を行う記録ヘッド３０４と、記録ヘッド３０４を備え
た本体３０１に対し着脱可能な給紙カセット２１１と、を設け、記録が行われて本体３０
１から排出される用紙を、展開状態にあるスタッカ２２２によって支持することができる
。
【０１４７】
　給紙カセット２１１は、装着状態において本体３０１の周囲を構成する一の側面から突
出した状態となり、本体３０１に、給紙カセット２１１において一の側面から突出した部
分の上部を覆うとともに、スタッカ２２２の展開状態において排出される用紙をスタッカ
２２２に案内する中間案内部材としてのカバー３０２を設けることができる。このように
することで、カバー３０２により、本体３０１からスタッカ２２２へと用紙を円滑に排出
することができる。
【０１４８】
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　カバー３０２は、用紙搬送経路において排出ローラー（不図示）、媒体支持トレイとし
てのスタッカ２２２との間に設けられている。カバー３０２に、収納状態にあるスタッカ
２２２の一部を露呈させる切り欠き（開口）３１１を形成することができる。カバー３０
２には、収納状態にあるスタッカ２２２の一部を露呈させる切り欠き３１１が形成され、
開口形状が構成されているので、スタッカ２２２を引き出す際の把持性が良好となり、容
易にスタッカ２２２を引き出すことができる。
【０１４９】
　尚、本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲
内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることは言
うまでもない。
【符号の説明】
【０１５０】
　１１　給紙カセット、２１　収容部、２２　スタッカ、２３　開口部、２４　引出部、
３１　トレイ本体部、３２　アーム、３３　引出トレイ、３４　展開トレイ、４１　支持
面、５１　プリンター、６１　本体、６２　カバー、６３　キャリッジ、８１　上面、１
０１　記録ヘッド、１０２　ローラー、１０３　ローラー、１０４　ローラー、
２１１　給紙カセット、２２１　収容部、２２２　スタッカ、２２３　引出部、２３１　
トレイ本体部、２３２　アーム、２３３　引出トレイ、２３４　展開トレイ、２４１　支
持面、２５１　回転支点、２５２　回転止め、２７１　ガイドレール、２７２、２７２－
１、２７２－２　回転止め、２９１　プリンター、３０１　本体、３０２　カバー、３０
３　キャリッジ、３０４　記録ヘッド、３１１　切り欠き

【図１】 【図２】



(22) JP 6123456 B2 2017.5.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(23) JP 6123456 B2 2017.5.10

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(24) JP 6123456 B2 2017.5.10

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(25) JP 6123456 B2 2017.5.10

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(26) JP 6123456 B2 2017.5.10

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(27) JP 6123456 B2 2017.5.10

【図２３】 【図２４】



(28) JP 6123456 B2 2017.5.10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－２３５２７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０９１６７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２４４９９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－２０６７３７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６５Ｈ　　　１／００－　３／６８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

