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(57)【要約】
【課題】スキャナ読取部と手差しトレイとの干渉を回避
しつつ、手差しトレイへの用紙のセットを容易に行う。
【解決手段】プリンタ部１１と、プリンタ部１１の上方
に設けたスキャナ読取部１２とを有する複合機１であっ
て、スキャナ読取部１２は、その後端部と記録ケーシン
グ１４の後端部とを連結する第１連結部Ｐ１により回動
可能に設けられており、プリンタ部１１は、シートを下
方から上方へＵターンさせて搬送する湾曲路６５Ａと、
複合機１の背面から６５ＡのＵターン上部分へ通ずる搬
送経路６５Ｂと、複合機１の背面において搬送経路６５
Ｂが開口する位置に設けられた手差しトレイ２０と、を
備えており、手差しトレイ２０は、その下端部と記録ケ
ーシング１４の後端部とを連結する第２連結部Ｐ２によ
り回動可能に設けられ、第１連結部Ｐ１は第２連結部Ｐ
２と略同一の軸心ｋ１を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録ケーシングを備え、シートに画像を記録するプリンタ部と、
　前記プリンタ部の上方に設けられ、原稿に記録された画像を読み取るスキャナ読取部と
、
を有する画像記録装置であって、
　前記スキャナ読取部は、
　当該スキャナ読取部の後端部と前記記録ケーシングの後端部とを回動可能に連結する第
１連結部を介し、当該第１連結部の軸心まわりに回動可能に設けられており、
　前記プリンタ部は、
　前記画像記録装置の背面側においてシートを下方から上方へＵターンさせて搬送する第
１搬送路と、
　前記画像記録装置の背面から前記第１搬送路のＵターン上部分へ通ずる第２搬送路と、
　前記画像記録装置の背面において前記第２搬送路が開口する位置に設けられた手差しト
レイと、
を備えており、
　前記手差しトレイは、
　当該手差しトレイの下端部と前記記録ケーシングの後端部とを回動可能に連結する第２
連結部を介し、当該第２連結部の軸心まわりに回動可能に設けられており、
　前記第１連結部の軸心は、
　前記第２連結部の軸心と、略同一である
ことを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
　請求項１記載の画像記録装置において、
　前記手差しトレイは、
　前記記録ケーシングの背面に沿って起立する第１姿勢と、前記記録ケーシングの背面か
ら外側へ斜め上方へ傾倒する第２姿勢とに、姿勢変化可能に構成されている
ことを特徴とする画像記録装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の画像記録装置において、
　前記スキャナ読取部は、
　前記プリンタ部１１の上部に配置されたフラットベッドスキャナと、前記フラットベッ
ドスキャナの上部に位置する自動原稿搬送装置と、前記フラットベッドスキャナの後端部
と前記自動原稿搬送装置の後端部とを回動可能に連結する左右２つのＡＤＦヒンジとを備
えており、
　前記第１連結部は、
　前記フラットベッドスキャナの左右両側２箇所にそれぞれ備えられており、
　前記スキャナ読取部は、
　２箇所の前記第１連結部の間か若しくは前記２つのＡＤＦヒンジの間に位置し前記手差
しトレイを貫通可能な凹部を、後端部に備えている
ことを特徴とする画像記録装置。
【請求項４】
　請求項３記載の画像記録装置において、
　前記第１搬送路の前記画像記録装置の背面側の壁面を構成する第１壁面部、及び、前記
第２搬送路の前記画像記録装置の背面側の壁面を構成する第２壁面部、を備える、開閉部
材を有し、
　前記開閉部材は、
　当該開閉部材部の下端部と前記記録ケーシングの後端部とを回動可能に連結する第３連
結部を介し、当該第３連結部の軸心まわりに回動可能に設けられるとともに、当該回動時
の回転軌跡の最上部が、前記第２連結部の前記軸心の位置よりも下方となるように、設け
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られている
ことを特徴とする画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートに対して画像を記録する画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、手差しトレイが設けられた画像記録装置が公知である（例えば、特許文献１
参照）。この従来の画像記録装置は、シートに画像を記録するプリンタ部（画像形成部）
と、当該プリンタ部の上方に設けられ、原稿に記録された画像を読み取るスキャナ読取部
（走査ユニット）とを有している。スキャナ読取部により読み取られた原稿の画像を用い
て、プリンタ部が、シートに対し画像の記録を行う。また、スキャナ読取部の端部は、プ
リンタ部の記録ケーシングの端部と連結されている。例えばメンテナンス等を行う際には
、スキャナ読み取り部が画像記録装置の前面側から持ち上げられ、上記連結部を回動中心
として回動する。
【０００３】
　画像記録の際には、シートは、プリンタ部の下部に位置する給紙部から供給され、プリ
ンタ部の背面側部分において下方から上方へＵターンするように搬送される。また、この
画像記録装置では、その背面に手差しトレイ（手差し給紙トレイ）が設けられている。上
記のように給紙部からＵターンさせて搬送するシートの搬送ルートの他、手差しトレイか
ら使用者が手操作でシートを給紙することもできる。この場合、シートは、手差しトレイ
から、当該手差しトレイに続く略直線的な搬送路を介し上記Ｕターン部分の上へと導かれ
る。なお、装置の小型化の観点から、手差しトレイは、その下端部がプリンタ部の記録ケ
ーシングもしくは読取部に回動可能に連結され、不使用時には記録ケーシングもしくは読
取部側へ収納可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１１３３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来技術においては、プリンタ部の記録ケーシングに、手差しトレイの下端部が回
動可能に連結されるとともに、スキャナ読取部の端部も回動可能に連結されている。この
とき、スキャナ読取部の回動と手差しトレイの回動とが干渉すると、例えばスキャナ読取
部を持ち上げる前に、いったん手差しトレイを元通り記録ケーシング側に収納する必要が
あり、不便である。これを回避するために、上記従来技術では、手差しトレイをプリンタ
部の記録ケーシングの下部に設置している。しかしながら、このような配置の結果、手差
しトレイの位置が、プリンタ部の上部に設けられるスキャナ読取部から大きく離れた位置
となるので、手差しトレイへの用紙のセットがやりづらくなり、不便であった。
【０００６】
　本発明の目的は、スキャナ読取部と手差しトレイとの干渉を回避しつつ、手差しトレイ
への用紙のセットを容易に行うことができる、画像記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、第１の発明は、記録ケーシングを備え、シートに画像を記
録するプリンタ部と、前記プリンタ部の上方に設けられ、原稿に記録された画像を読み取
るスキャナ読取部と、を有する画像記録装置であって、前記スキャナ読取部は、当該スキ
ャナ読取部の後端部と前記記録ケーシングの後端部とを回動可能に連結する第１連結部を
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介し、当該第１連結部の軸心まわりに回動可能に設けられており、前記プリンタ部は、前
記画像記録装置の背面側においてシートを下方から上方へＵターンさせて搬送する第１搬
送路と、前記画像記録装置の背面から前記第１搬送路のＵターン上部分へ通ずる第２搬送
路と、前記画像記録装置の背面において前記第２搬送路が開口する位置に設けられた手差
しトレイと、を備えており、前記手差しトレイは、当該手差しトレイの下端部と前記記録
ケーシングの後端部とを回動可能に連結する第２連結部を介し、当該第２連結部の軸心ま
わりに回動可能に設けられており、前記第１連結部の軸心は、前記第２連結部の軸心と、
略同一であることを特徴とする。
【０００８】
　本願第１発明の画像記録装置は、プリンタ部を有している。プリンタ部の上方には、原
稿に記録された画像を読み取る、スキャナ読取部が設けられている。スキャナ読取部は、
メンテナンス等のために、通常、プリンタ部に対して回動可能に構成されている。本願第
１発明においては、プリンタ部の記録ケーシングの後端部とスキャナ読取部の後端部とが
第１連結部で連結されることにより、スキャナ読取部は記録ケーシングの後端部に対し回
動可能に連結されている。すなわち、メンテナンス等を行う場合には、画像記録装置の前
面側からスキャナ読取部を持ち上げ、記録ケーシングの後端部の上記第１連結部の軸心を
中心とした円弧軌跡を描くように回動させればよい。スキャナ読取部により読み取られた
原稿の画像を用いて、プリンタ部が、シートに対し画像の記録を行う。画像記録の際には
、シートが、例えばプリンタ部の下部に位置する給紙部から供給され、第１搬送路におい
て背面側から下方から上方へＵターンするように搬送される。
【０００９】
　一方、本願第１発明の画像記録装置では、その背面に手差しトレイが設けられている。
上記のように給紙部から第１搬送路へ導入されるルートの他、手差しトレイから使用者が
手操作でシートを給紙することもできる。この場合、シートは、手差しトレイから、第２
搬送路を介し第１搬送路の上記Ｕターン上部分へと導かれる。手差しトレイは、上記のよ
うに使用者が手操作で給紙するときに限定して使用するものであるため、本願第１発明に
おいては、通常の使用時の邪魔にならないよう、収納可能に設けられている。具体的には
、手差しトレイの下端部と記録ケーシングの後端部とが、第２連結部で連結されることに
より、手差しトレイは記録ケーシングに対し回動可能に連結されている。これにより、使
用者は、手差しトレイによる給紙を行う場合には手差しトレイを回動させて記録ケーシン
グの背面から突出するように引き出すとともに、手差しトレイによる給紙を行わない通常
の場合には、上記とは逆方向に手差しトレイを回動させることで、突出した手差しトレイ
を元通りに記録ケーシングもしくは読取部側に収納することができる。
【００１０】
　ここで、上記したように、プリンタ部の記録ケーシングの後端部には、第２連結部によ
って手差しトレイの下端部が回動可能に連結されるとともに、第１連結部によってスキャ
ナ読取部の後端部も回動可能に連結されている。すなわち、本願第１発明の画像記録装置
は、手差しトレイ及びスキャナ読取部の両方が記録ケーシングの後端部を回転中心として
回動する構造である。このため、手差しトレイの回転中心となる第２連結部の軸心と、ス
キャナ読取部の回転中心となる第１連結部の軸心の位置関係によっては、第１連結部の軸
心を回転中心とするスキャナ読取部の円弧軌跡と、第２連結部の軸心を回転中心とする手
差しトレイの円弧軌跡とが、互いに交差する可能性がある。この場合、スキャナ読取部及
び手差しトレイは、円弧軌跡上の動作位置によっては互いの回動動作を阻害する可能性が
ある。例えば、手差しトレイが上記のように引き出された状態において、メンテナンス等
のためにスキャナ読取部を持ち上げようとしても手差しトレイに干渉して不可能となるお
それがある。この結果、スキャナ読取部を持ち上げる前に、いったん手差しトレイを元通
り記録ケーシング側に収納する必要があり、不便である。
【００１１】
　そこで本願第１発明においては、手差しトレイの回転中心となる第２連結部の軸心と、
スキャナ読取部の回転中心となる第１連結部の軸心とを、略同一である。これにより、第
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１連結部の軸心を回転中心とするスキャナ読取部の円弧軌跡と、第２連結部の軸心を回転
中心とする手差しトレイの円弧軌跡とは、互いに中心が同一の同心円状の軌跡となり、交
差することがない。この結果、例えば、スキャナ読取部の後端部に、手差しトレイの円弧
軌跡の半径相当分の高さの回避空間を形成しておくことで、スキャナ読取部が第１連結部
を中心とする上記円弧軌跡で回動するとき、上記回避空間内に手差しトレイを確実に進入
させることが可能となる。これにより、メンテナンス等のために上記のようにスキャナ読
取部を持ち上げるときにおいても、手差しトレイはスキャナ読取部の当該回動動作を阻害
することがなくなる。このようにして、スキャナ読取部への干渉を回避しつつ手差しトレ
イをスキャナ読取部の比較的近くに配置することができるので、使用者は、手差しトレイ
への用紙のセットを容易かつ簡単に行うことができる。この結果、使用者の利便性を向上
することができる。
【００１２】
　第２発明は、上記第１発明において、前記手差しトレイは、前記記録ケーシングの背面
に沿って起立する第１姿勢と、前記記録ケーシングの背面から外側へ斜め上方へ傾倒する
第２姿勢とに、姿勢変化可能に構成されていることを特徴とする。
【００１３】
　手差しトレイを使用しないときには、手差しトレイを第１姿勢とし記録ケーシングの背
面に沿って起立させることで、使用者による使用の邪魔にならないようにすることができ
る。
【００１４】
　第３発明は、上記第１又は第２発明において、前記スキャナ読取部は、前記プリンタ部
１１の上部に配置されたフラットベッドスキャナと、前記フラットベッドスキャナの上部
に位置する自動原稿搬送装置と、前記フラットベッドスキャナの後端部と前記自動原稿搬
送装置の後端部とを回動可能に連結する左右２つのＡＤＦヒンジとを備えており、前記第
１連結部は、前記フラットベッドスキャナの左右両側２箇所にそれぞれ備えられており、
前記スキャナ読取部は、２箇所の前記第１連結部の間か若しくは前記２つのＡＤＦヒンジ
の間に位置し前記手差しトレイを貫通可能な凹部を、後端部に備えていることを特徴とす
る。
【００１５】
　これにより、スキャナ読取部の後端部に設けた凹部の内側の空間を、前述の手差しトレ
イの円弧軌跡の半径相当分の高さの回避空間として、利用することが可能となる。この結
果、スキャナ読取部が第１連結部を中心とする上記円弧軌跡で回動するとき、当該回避空
間内に手差しトレイを確実に進入させることができるので、メンテナンス等のために上記
のようにスキャナ読取部を持ち上げるときに手差しトレイがスキャナ読取部の当該回動動
作を阻害するのを確実に防止できる。また、スキャナ読取部を持ち上げない通常の状態に
おいて、スキャナ読取部の左右両側の２つの第１連結部の間か若しくは左右両側のＡＤＦ
ヒンジの間に手差しトレイを収納することができる。すなわち、スキャナ読取部から突出
した形状となる２つの第１連結部や２つのＡＤＦヒンジの間に生まれる余剰空間を活用し
、手差しトレイを収納することで、装置全体の大型化を防止することができる。
【００１６】
　第４発明は、上記第３発明において、前記第１搬送路の前記画像記録装置の背面側の壁
面を構成する第１壁面部、及び、前記第２搬送路の前記画像記録装置の背面側の壁面を構
成する第２壁面部、を備える、開閉部材を有し、前記開閉部材は、当該開閉部材部の下端
部と前記記録ケーシングの後端部とを回動可能に連結する第３連結部を介し、当該第３連
結部の軸心まわりに回動可能に設けられるとともに、当該回動時の回転軌跡の最上部が、
前記第２連結部の前記軸心の位置よりも下方となるように、設けられていることを特徴と
する。
【００１７】
　これにより、スキャナ読取部や手差しトレイに干渉することなく開閉部材を確実に回動
させる構造を、実現可能となる。この結果、使用者は、第１搬送路や第２搬送路において
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シート詰まり（いわゆるジャム）等の不具合が生じた場合に、スキャナ読取部や手差しト
レイの回動状態に関係なく、直ちに開閉部材を開いて、迅速に上記不具合の解消を図るこ
とができる。この結果、使用者の利便性が向上する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、スキャナ読取部と手差しトレイとの干渉を回避しつつ、手差しトレイ
への用紙のセットを容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態による複合機の外観斜視図である。
【図２】複合機の外観背面図である。
【図３】スキャナ読取部及び手差しトレイ及びジャム処理カバーを開いた状態を表す複合
機の外観斜視図である。
【図４】スキャナ読取部及び手差しトレイの回動挙動を説明するための、図２中Ａ-Ａ断
面による鉛直断面図である。
【図５】プリンタ部の内部構造を模式的に示す縦断面図である。
【図６】ジャム処理カバーの回動挙動を説明するための、図２中Ｂ－Ｂ断面による鉛直断
面図である。
【図７】複合機の左側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しつつ説明する。
【００２１】
　図１は、本実施形態による画像記録装置である、複合機１０の外観を示す斜視図である
。また、図２は、複合機１０の外観背面図であり、図３は、スキャナ読取部１２２（後述
）を開いた状態を表す複合機１０の外観斜視図である。
【００２２】
　なお、以下の説明においては、複合機１０が使用可能に設置された状態（図１の状態）
を基準として上下方向７を定義し、操作パネル１２１が設けられている側を手前側（正面
）として前後方向８を定義し、複合機１０を手前側（正面）から見て左右方向９を定義す
る。
【００２３】
　図１、図２、及び図３に示すように、複合機１０は、高さ（上下方向７の長さ）に対し
て横幅（左右方向９の長さ）及び奥行き（前後方向８の長さ）が大きい薄型の直方体に概
ね形成されている。複合機１０は、ファクシミリ機能、プリンタ機能、スキャナ機能、及
びコピー機能などの各種の機能を有している。これら各機能に関連して、複合機１０の上
部に画像読取部１２が設けられ、複合機１０の下部に（この例ではインクジェット記録方
式の）プリンタ部１１が設けられている。プリンタ部１１は、正面及び背面に開口が形成
された記録ケーシング（筐体）１４を有する。この記録ケーシング１４内にプリンタ部１
１の各構成要素が配設されている。なお、本実施形態では、プリンタ機能として片面画像
記録機能のみ有している複合機１０を例にとって説明するが、複合機１０は両面画像記録
機能を有していてもよい。
【００２４】
＜画像読取部１２の構成＞
　図４は、スキャナ読取部１２２及び手差しトレイの回動挙動を説明するための、図２中
Ａ－Ａ断面による鉛直断面図である。図４及び前述の図１～図３に示すように、画像読取
部１２は、プリンタ部１１の上部に配設され、装置上面の前方側に配置された操作パネル
１２１と、原稿に記録された画像を読み取るスキャナ読取部１２２と、を備えている。ス
キャナ読取部１２２は、下部すなわちプリンタ部１１側に位置するフラットベッドスキャ
ナ（ＦＢＳ：Ｆｌａｔ　Ｂｅｄ　Ｓｃａｎｎｅｒ）１２２Ｄと、このＦＢＳ１２２Ｄの上
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部に位置する自動原稿搬送装置（ＡＤＦ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅ
ｅｄｅｒ）１２２Ａと、それらＦＢＳ１２２Ｄの後端部とＡＤＦ１２２Ａの後端部とを回
動可能に連結するヒンジ部（ＡＤＦヒンジ）１２２Ｅとを備えている。
【００２５】
　そして、図３に示すように、スキャナ読取部１２２は、ＦＢＳ１２２Ｄの後端部と記録
ケーシング（筐体）１４の後端部とを回動可能に連結する第１連結部Ｐ１を介し、当該第
１連結部Ｐ１の軸心ｋ１まわりに半径Ｒの円弧軌跡ｘ１に沿って回動可能（図４参照）に
設けられている。この第１連結部Ｐ１は、複合機１０の左右両側２箇所に設けられている
。
【００２６】
　スキャナ読取部１２２はまた、上記２つの第１連結部Ｐ１，Ｐ１の間に位置し、手差し
トレイ２０（後述）を貫通可能な凹部１２２Ｂを、後端部に備えている（図３参照）。こ
の凹部１２２Ｂによって、スキャナ読取部１２２の後端部に、手差しトレイ２０の円弧軌
跡ｘ２の半径ｒ相当分の高さの回避空間Ｓ（図３参照）が形成される。
【００２７】
　複合機１０の上面の前方側であって、スキャナ読取部１２２の正面側の上面には、プリ
ンタ部１１やスキャナ読取部１２２を操作するための、各種操作ボタンや液晶表示部から
構成されている上記操作パネル１２１が設けられている。複合機１０は、操作パネル１２
１からの指示入力によって動作する。各種操作ボタンは、例えば、プリンタ部１１やスキ
ャナ読取部１２２の動作を開始するためのスタートボタンと、動作の停止や設定の終了を
行うためのストップボタン、ファクシミリ機能を選択するためのＦＡＸボタン、スキャナ
機能を選択するためのスキャナボタン、コピー機能を選択するためのコピーボタンなどの
モード選択ボタンと、コピー枚数やスキャナ読取部１２２による読取解像度などを入力す
るためのダイヤルボタンと、その他の各種設定ボタンなどの複数の入力キーとから構成さ
れる。
【００２８】
＜プリンタ部１１の構成＞
　図５は、プリンタ部１１の内部構造を模式的に示す縦断面図である。この図５及び前述
の図１～図４において、プリンタ部１１の正面の開口（図示せず）から記録ケーシング１
４の内部側へ連続するように収容室が区画されている。この収容室に給紙カセット７８（
図１～図４では図示省略）が装着されている。給紙カセット７８は、正面の開口から記録
ケーシング１４内に前後方向８に挿抜可能に構成されている。給紙カセット７８は、各種
サイズの記録用紙を保持可能である。なお、本実施形態では、１つの給紙カセット７８の
みを装着可能な複合機１０を例にとって説明しているが、複合機１０は複数の給紙カセッ
ト７８を装着可能であってもよい。例えば、複合機１０は、第１給紙カセットと、その上
方で前後方向８へスライド可能な第２給紙カセットとを有していてもよい。
【００２９】
　プリンタ部１１の背面１４Ａには、凹部Ｄが設けられている。図１及び図３に示される
ように、凹部Ｄは、右側面１４ＡＡ、左側面１４ＡＢ、及び奥面１４ＡＣを備えている。
図５に示されるように、凹部の奥面１４ＡＣの下部には、プリンタ部１１の背面に形成さ
れた開口（以下、背開口１３という。）が設けられている。
【００３０】
　図１乃至図５に示されるように、凹部Ｄには、手差しトレイ２０が開閉可能に配置され
ている。図１は、手差しトレイ２０が閉じられた状態を示しており、図２、図３、図４、
及び図５は、手差しトレイ２０が開けられた状態が示されている。手差しトレイ２０は、
開けられた状態において、各種サイズの記録用紙を載置可能である。なお、手差しトレイ
２０の構成については後に詳述する。
【００３１】
　次に、図５を参照しながら、プリンタ部１１の構成をさらに詳しく説明する。なお、図
５では、給紙カセット７８の前方側（紙面右側）の図示を省略している。図５において、
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プリンタ部１１は、給紙カセット７８に加えて、給紙カセット７８から記録用紙をピック
アップして給紙（給送）する給送部１５と、給送部１５によって給紙された記録用紙にイ
ンク滴を吐出して記録用紙に画像を形成するインクジェット記録方式の記録部２４などを
備えている。これらが記録ケーシング１４内に設けられている。なお、記録部２４は、イ
ンクジェット方式に限られず、電子写真方式や感熱記録方式などが適用可能である。
【００３２】
＜搬送路６５＞
　プリンタ部１１の内部には、給紙カセット７８及び手差しトレイ２０から記録部２４を
経て排紙保持部７９に至る搬送路６５が形成されている。搬送路６５は、給紙カセット７
８の先端（後方側の端部）から記録部２４に至る間に形成された第１搬送路としての湾曲
路６５Ａと、手差しトレイ２０の先端（前方側の端部）から湾曲路６５Ａとの合流点３６
に至る間に形成された第２搬送路としての搬送経路６５Ｂと、記録部２４から排紙保持部
７９に至る間に形成された排紙路６５Ｃとを備えている。なお、排紙保持部７９は、給紙
カセット７８と一体に構成されていてもよく、あるいはプリンタ部１１のフレームなどに
固定されたものであってもよい。
【００３３】
　図５に示されるように、湾曲路６５Ａは、給紙カセット７８に設けられた分離傾斜板２
２の上端付近から記録部２４に渡って延設された湾曲状の通路である。記録用紙は、給紙
カセット７８から後方に向けて搬送される。記録用紙は、装置の背面側において、湾曲路
６５Ａによって装置の下方から上方へＵターンされる。その後、記録用紙は、前方に向け
て搬送される。湾曲路６５Ａは、所定間隔を隔てて互いに対向する外側ガイド部１８及び
内側ガイド部１９によって区画されている。なお、外側ガイド部１８は、湾曲路６５Ａの
複合機１０背面側の壁面を構成する第１壁面部として機能している。なお、外側ガイド部
１８及び内側ガイド部１９、さらに、後述する第１下側ガイド部８０、第１上側ガイド部
８１、第２上側ガイド部８２、第２下側ガイド部８３、第３上側ガイド部８４は、いずれ
も、図５の紙面垂直方向（図１の左右方向９）へ延びている。
【００３４】
　搬送経路６５Ｂは、プリンタ部１１の上記背開口１３から湾曲路６５Ａとの合流点３６
に渡って延設された（この例では略直線状の）通路である。記録用紙は、複合機１０のユ
ーザによって、手差しトレイ２０に担持されつつ、背開口１３から前方に向けて挿入され
る。記録用紙は、搬送経路６５Ｂを介して、第１搬送ローラ６０とピンチローラ６１との
ニップ位置６０Ａに挿入される。
【００３５】
　搬送経路６５Ｂは、所定間隔を隔てて互いに対向する第１下側ガイド部８０及び第１上
側ガイド部８１によって区画されている。なお、第１下側ガイド部８０は、搬送経路６５
Ｂの複合機１０背面側の壁面を構成する第２壁面部として機能している。第１上側ガイド
部８１の搬送方向の下流側（以下、単に「下流側」と略称する。）には、第２上側ガイド
部８２が設けられている。ここで、搬送方向とは、記録用紙が搬送路６５を搬送させる向
き（図５において矢印付きの二点鎖線で示される向き）を指す。第２上側ガイド部８２は
、第１上側ガイド部８１の先端（前方側の端部）と合流点３６の上側近傍を結ぶように延
設されており、手差しトレイ２０から挿入された記録用紙を、合流点３６を介してニップ
位置６０Ａへ導く。
【００３６】
＜記録部２４＞
　図５に示されるように、記録部２４は、給紙カセット７８の上方に配置されている。記
録部２４は、図５の紙面垂直方向（主走査方向）に延出されたガイドレール（図示せず）
に沿って往復動するように構成されている。記録部２４の下方にプラテン４２が設けられ
ている。プラテン４２は、記録部２４によって画像記録が行われる際に、記録用紙を水平
に支持するものである。記録部２４は、主走査方向への往復移動過程において、図示しな
いインクカートリッジから供給されたインクをノズル３９から微小なインク滴としてプラ
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テン４２上を搬送される記録用紙に吐出する。これにより、記録用紙に画像が記録される
。
【００３７】
　湾曲路６５Ａの終端と記録部２４との間には、第１搬送ローラ６０及びピンチローラ６
１が設けられている。これらは対をなしている。ピンチローラ６１は、第１搬送ローラ６
０の下方に配置されており、図示しないバネなどの弾性部材によって第１搬送ローラ６０
のローラ面に圧接されている。第１搬送ローラ６０及びピンチローラ６１は、湾曲路６５
Ａ及び搬送経路６５Ｂを搬送してきた記録用紙を狭持してプラテン４２上へ送る。
【００３８】
　また、記録部２４と排紙路６５Ｃの始端との間には、第２搬送ローラ６２及び拍車ロー
ラ６３が設けられている。これらは対をなしている。拍車ローラ６３は、第２搬送ローラ
６２の上方に配置されており、自重若しくはバネなどによって第２搬送ローラ６２のロー
ラ面に圧接されている。第２搬送ローラ６２及び拍車ローラ６３は、記録済みの記録用紙
を狭持してさらに下流側（排紙保持部７９側）へ搬送する。
【００３９】
　第１搬送ローラ６０及び第２搬送ローラ６２は、搬送用モータ（図示せず）から駆動伝
達機構を介して回転駆動力が伝達されて回転される。第１搬送ローラ６０及び第２搬送ロ
ーラ６２は、画像記録時に間欠駆動される。そのため、記録用紙は、所定の改行幅で送ら
れながら画像記録がなされる。
【００４０】
＜給送部１５＞
　給送部１５は、給紙カセット７８に収容された記録用紙を湾曲路６５Ａへ向けて搬送す
るためのものであり、給紙ローラ２５と、給紙アーム２６と、駆動伝達機構２７とを備え
ている。給紙ローラ２５は、給紙カセット７８の上側に配置されている。給紙ローラ２５
は、給紙カセット７８に収容された記録用紙をピックアップして湾曲路６５Ａへ給紙する
ものであり、給紙アーム２６の先端に回転自在に軸支されている。給紙ローラ２５は、給
紙用モータ（図示せず）の回転力が駆動伝達機構２７を介して伝達されると回転駆動され
る。なお、駆動伝達機構２７は、給紙アーム２６に軸支されており、概ね給紙アーム２６
の延出方向に沿って直線状に並ぶ複数のギヤで構成されている。なお、給紙ローラ２５は
、基軸２８を回動中心軸として回転し、給紙カセット７８に収容された記録用紙の上面に
圧接可能である。
【００４１】
＜レジストセンサ１１０＞
　図５に示されるように、湾曲路６５Ａには、湾曲路６５Ａを搬送される記録用紙、又は
、手差しトレイ２０から搬送経路６５Ｂを介して挿入される記録用紙の先端位置を検知す
るためのレジストセンサ１１０が設けられている。レジストセンサ１１０は、例えば、検
出子１１２Ａ，１１２Ｂを有する回転体と、発光素子（例えば発光ダイオード）及びこの
発光素子から発光された光を受光する受光素子（例えばフォトトランジスタ）を有するフ
ォトインタラプタ等の光センサ１１１とにより構成されている。回転体は、支軸１１３を
中心に回転可能に設けられている。検出子１１２Ａは支軸１１３から外側ガイド部１８を
超えて湾曲路６５Ａへ突出している。回転体１１２に外力が加えられていない状態で、検
出子１１２Ｂは光センサ１１１の発光素子から受光素子に至る光路に進入して、この光路
を通る光を遮断している。
【００４２】
＜ジャム処理カバー１４Ｂ＞
　本実施形態では、上記外側ガイド部１８及び下側ガイド部８０は、図５に示すように、
開閉部材としてのジャム処理カバー１４Ｂに一体的に備えられている。図６は、ジャム処
理カバーの回動挙動を説明するための、図２中Ｂ－Ｂ断面による鉛直断面図である。ジャ
ム処理カバー１４Ｂは、当該ジャム処理カバー１４Ｂの下端部と記録ケーシング（筐体）
１４の後端部とを回動可能に連結する第３連結部Ｐ３を介し、当該第３連結部Ｐ３の軸心
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ｋ３まわりに回転軌跡ｘ３を描くように回動可能に設けられる。
【００４３】
　排紙路６５Ｃは、記録部２４よりも下流側に設けられた第２下側ガイド部８３と第３上
側ガイド部８４とによって区画されている。排紙路６５Ｃは、第２搬送ローラ６２によっ
て搬送された画像記録済の記録用紙の下面を支持しつつ、下流側へ案内する。第３上側ガ
イド部８４は、第２下側ガイド部８３よりも上方に配置されている。第３上側ガイド部８
４と第２下側ガイド部８３とは、記録用紙が通過可能な所定間隔を隔てて互いに対向する
ように配置されている。
【００４４】
＜手差しトレイ２０及びシートガイド２１＞
　図７（ａ）及び図７（ｂ）は、いずれも複合機１０の左側面図である。図７（ａ）は手
差しトレイ２０が閉じられた状態を表し、図７（ｂ）は手差しトレイが開かれた状態を表
している。これら図７（ａ）、図７（ｂ）、及び前述の図１～図６に示されるように、手
差しトレイ２０は、概ね平板形状に構成されており、複合機１０の背面において搬送経路
６５Ｂが開口する位置、すなわち、奥面１４ＡＣの後方側に設けられている。手差しトレ
イ２０は、Ａ４サイズをはじめとする各種サイズの記録用紙を一枚載置可能である。
【００４５】
　そして、手差しトレイ２０は、当該手差しトレイ２０の下端部と前記記録ケーシング１
４の後端部とを回動可能に連結する第２連結部Ｐ２を介し、半径ｒの円弧軌跡ｘ２に沿っ
て回動可能に設けられている。第２連結部Ｐ２と第１連結部Ｐ１との間に、共通のヒンジ
部材（ＦＢヒンジ）１２２Ｃが設けられており、この結果、図１、図２、図３、図４、及
び図６に示すように、上記第２連結部Ｐ２の軸心は、上述した第１連結部Ｐ１の軸心ｋ１
と、略同一である。したがって、以下、第１連結部Ｐ１の軸心Ｋ１、第２連結部Ｐ２の軸
心ｋ１、のように共通の符号で称する。なお、前述のジャム処理カバー１４Ｂの回動時の
回転軌跡ｘ３の最上部は、上記第２連結部Ｐ２の軸心ｋ１の位置よりも下方となるように
設けられている。
【００４６】
　なお、第２連結部Ｐ２は、例えば、手差しトレイ２０の基端部（下方側の端部）におい
て、載置板２０１の右側面から右側へ延びる右回動軸（図示せず）と、載置板２０１の左
側面から左側へ延びる左回動軸２０１Ａ（図５参照）とを備えている。右回動軸は、右側
面１４ＡＡにおける右回動軸に対向する位置に設けられた孔に挿入されている。左回動軸
は、左側面１４ＡＢにおける左回動軸に対向する位置に設けられた孔に挿入されている。
つまり、手差しトレイ２０は、その基端部が右回動軸及び左回動軸２０１Ａに支持されて
おり、右回動軸及び左回動軸２０１Ａを回動中心軸として回動可能に構成されている。言
い換えれば、手差しトレイ２０の右回動軸及び左回動軸２０１Ａは、スキャナ読取部１２
２のＦＢＳ１２２Ｄの２つの第１連結部Ｐ１，Ｐ１と、略同一の軸心ｋ１を備えている。
【００４７】
　上述より、手差しトレイ２０は、図５において破線の矢印で示されるように回動可能で
ある。手差しトレイ２０は、回動することによって、プリンタ部１１に対して閉じられた
姿勢（図５中の破線及び図７（ａ）に示す第１姿勢）と開かれた姿勢（図５中の実線及び
図７（ｂ）に示す第２姿勢）をとる。すなわち、図７（ｂ）に示されるように、手差しト
レイ２０は、第２姿勢をとっているとき、背面１４Ａからさらに後方側へ斜め上方に傾倒
している。一方、図７（ａ）に示されるように、手差しトレイ２０は、第１姿勢をとって
いるとき、背面１４Ａに沿って起立する。載置板２０１において記録用紙が載置される面
は、奥面１４ＡＣと対向する。
【００４８】
＜シートガイド２１＞
　図２，図３、図５、図７（ａ）、及び図７（ｂ）に示されるように、手差しトレイ２０
と奥面１４ＡＣの間には、記録用紙が当接される当接板と、当接板の左右方向９の両端部
から立設された側板と、当接板の上方側の端部とを有するシートガイド２１が設けられて
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いる。
【００４９】
　図３、図７（ａ）、及び図７（ｂ）に示されるように、右側面１４ＡＡには、奥面１４
ＡＣ近傍を上下方向７に延びるＵ字形状のレール溝２１３が設けられている。レール溝２
１３にはシートガイド２１の右上軸２１１Ａが挿入される。これにより、シートガイド２
１がレール溝２１３によって上下方向７へスライド可能に支持される。
【００５０】
　手差しトレイ２０の載置板２０１の先端部（上方側の端部）と基端部（下方側の端部）
の間（例えば先端部と基端部の中間）における左右方向８の両端部には、凸形状の軸支部
２０４が立設されている。軸支部２０４には、シートガイド２１の右下軸２１１Ｂ及び左
下軸に対向する位置において、左右方向９の孔又は穴が設けられている。右下軸２１１Ｂ
及び左下軸は、軸支部２０４に設けられた孔又は穴に挿入される。つまり、シートガイド
２１は、右下軸２１１Ｂ及び左下軸を中心軸として回転可能に、軸支部２０４によって軸
支されている。
【００５１】
　手差しトレイ２０は、第２姿勢から第１姿勢に移行するとき、右回動軸及び左回動軸２
０１Ａを回動中心軸として回動する。すると、軸支部２０４は前方へ移動する。これによ
り、シートガイド２１は、右下軸２１１Ｂ及び左下軸を中心軸として回転するとともに、
シートガイド２１の右上軸２１１Ａ及び左上軸は、レール溝２１３の上部にスライドする
。これにより、手差しトレイ２０が第１姿勢をとっているとき、シートガイド２１は、手
差しトレイ２０と奥面１４ＡＣの間において、背面１４Ａに沿って起立する姿勢をとる（
図５に破線で示す第３姿勢）。当接板２１１において記録用紙が当接される面は、載置板
２０１と対向する。
【００５２】
　なお、第１姿勢の手差しトレイ２０と第３姿勢のシートガイド２１は、前後方向８に所
定の間隔が設けられるように配置される。これにより、載置板２０１に立設される後述の
幅調整ガイド２２がシートガイド２１に当接することが防止される。
【００５３】
　手差しトレイ２０は、第１姿勢から第２姿勢に移行するとき、右回動軸及び左回動軸２
０１Ａを回動中心軸として回動する。すると、軸支部２０４は後方へ移動する。これによ
り、シートガイド２１は、右下軸２１１Ｂ及び左下軸を中心軸として回転するとともに、
シートガイド２１の右上軸２１１Ａ及び左上軸は、レール溝２１３の下部にスライドする
。これにより、手差しトレイ２０が第２姿勢をとっているとき、シートガイド２１は、奥
面１４ＡＣから載置板２０１へ傾倒する姿勢をとる（図５に実線で示す第４姿勢）。
【００５４】
　以上より、シートガイド２１は、手差しトレイ２０が第１姿勢をとっているときに第３
姿勢となり、手差しトレイ２０が第２姿勢をとっているときに第４姿勢となるように、手
差しトレイ２０に連動して姿勢変化される。
【００５５】
＜幅調整ガイド２２＞
　図３、図４、図７（ａ）、及び図７（ｂ）に示されるように、載置板２０１における記
録用紙の載置面には、記録用紙が挿入される方向に沿って、複合機１０へ挿入される記録
用紙の幅を調整するための一対の幅調整ガイド２２が立設されている。
【００５６】
　幅調整ガイド２２は、第２姿勢で間隙が形成される位置より後方側において間隙より長
い部分と、第２姿勢で間隙が形成される位置より前方側において間隙より短い部分とで構
成されている。
【００５７】
　幅調整ガイド２２は、載置板２０１における記録用紙の載置面において、左右方向９に
スライド可能に支持されている。詳細には、幅調整ガイド２２は、複合機１０へ挿入可能
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な記録用紙の最大サイズに対応する位置と最小サイズに対応する位置との間でスライドす
る。
【００５８】
　幅調整ガイド２２が、載置板２０１に載置された記録用紙のサイズと合致する位置にス
ライドされているとき、一対の幅調整ガイド２２は当該記録用紙の端に当接する。詳細に
は、右側の幅調整ガイド２２の左側面が当該記録用紙の右端に当接し、左側の幅調整ガイ
ド２２の右側面が当該記録用紙の左端に当接する。
【００５９】
＜実施形態の効果＞
　以上説明したように、本実施形態の複合機１０においては、プリンタ部１１の上方にス
キャナ読取部１２２が設けられている。そしてスキャナ読取部１２２のＦＢＳ１２２Ｄの
後端部がプリンタ部１１の記録ケーシング１４の後端部と第１連結部Ｐ１で連結されるこ
とで、スキャナ読取部１２２は記録ケーシング１４の後端部に対し回動可能に連結されて
いる。メンテナンス等を行うときには、複合機１０の前面側からスキャナ読取部１２２を
持ち上げ、記録ケーシング１４の後端部の上記第１連結部Ｐ１の軸心ｋ１を中心とした円
弧軌跡ｘ１を描くように回動させる（図４参照）。また、スキャナ読取部１２２により読
み取られた原稿の画像を用いて、プリンタ部１１が、シートに対し画像の記録を行う。画
像記録の際には、シートが、プリンタ部１１の下部に位置する給紙カセット７８から供給
され、湾曲路６５Ａにおいて背面側から下方から上方へＵターンするように搬送される。
【００６０】
　一方、本実施形態の複合機１０では、その背面に手差しトレイ２０が設けられている。
上記のように給紙カセット７８から湾曲路６５Ａへ導入されるルートの他、手差しトレイ
２０からユーザが手操作でシートを給紙することもできる。この場合、シートは、手差し
トレイ２０から、搬送経路６５Ｂを介し湾曲路６５Ａの上記Ｕターン部分へと導かれる。
手差しトレイ２０は、上記のようにユーザが手操作で給紙するときに限定して使用するも
のであるため、通常の使用時の邪魔にならないよう、収納可能である。すなわち、前述し
たように、手差しトレイ２０の下端部と記録ケーシング１４の後端部とが、第２連結部Ｐ
２で連結されることにより、手差しトレイ２０は記録ケーシング１４に対し回動可能に連
結されている。これにより、ユーザは、手差しトレイ２０による給紙を行う場合には手差
しトレイ２０を回動させて記録ケーシング１４の背面から突出するように引き出し、上記
第２姿勢とするとともに、手差しトレイ２０による給紙を行わない通常の場合には、上記
とは逆方向に手差しトレイ２０を回動させることで、突出した手差しトレイ２０を元通り
に記録ケーシング１４側に収納し上記第１姿勢とすることができる。
【００６１】
　ここで、プリンタ部１１の記録ケーシング１４の後端部には、第２連結部Ｐ２によって
手差しトレイ２０の下端部が回動可能に連結されるとともに、第１連結部Ｐ１によってス
キャナ読取部１２２の後端部も回動可能に連結されている。手差しトレイ２０の回転中心
となる第２連結部Ｐ２の軸心と、スキャナ読取部１２２の回転中心となる第１連結部Ｐ１
の軸心との位置関係によっては、スキャナ読取部１２２及び手差しトレイ２０は、互いの
回動動作を阻害する可能性がある。例えば、手差しトレイ２０が上記のように引き出され
た状態において、メンテナンス等のためにスキャナ読取部１２２を持ち上げようとしても
手差しトレイ２０に干渉して不可能となるおそれがある。
【００６２】
　これに対応して、本実施形態では、図４に示すように、手差しトレイ２０の回転中心と
なる第２連結部Ｐ２と、スキャナ読取部１２２の回転中心となる第１連結部Ｐ１の軸心ｋ
１とが、略同一の軸心ｋ１を備える。これにより、第１連結部Ｐ１の軸心ｋ１を回転中心
とするスキャナ読取部１２２の半径Ｒの円弧軌跡ｘ１と、第２連結部Ｐ２の軸心ｋ１を回
転中心とする手差しトレイ２０の半径ｒの円弧軌跡ｘ２とは、互いに中心が同一の同心円
状の軌跡となり、交差することがない。
【００６３】
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　これにより、メンテナンス等のためにスキャナ読取部１２２を持ち上げるときにおいて
も、手差しトレイ２０はスキャナ読取部１２２の当該回動動作を阻害することがなくなる
。このようにして、スキャナ読取部１２２への干渉を回避しつつ手差しトレイ２０をスキ
ャナ読取部１２２の比較的近くに配置することができるので、ユーザは、手差しトレイ２
０への用紙のセットを容易かつ簡単に行うことができる。この結果、ユーザの利便性を向
上することができる。
【００６４】
　また、本実施形態では特に、手差しトレイ２０が、記録ケーシング１４の背面に沿って
起立する第１姿勢と、記録ケーシング１４の背面から外側へ斜め上方へ傾倒する第２姿勢
とに、姿勢変化可能に構成されている。これにより、手差しトレイ２０を使用しないとき
には、手差しトレイ２０を第１姿勢とし記録ケーシング１４の背面に沿って起立させるこ
とで、ユーザによる使用の邪魔にならないようにすることができる。
【００６５】
　また、本実施形態では特に、複合機１０の左右両側に、２箇所の第１連結部Ｐ１，Ｐ１
がそれぞれ備えられており、スキャナ読取部１２２は、２箇所の第１連結部Ｐ１，Ｐ１の
間に位置し手差しトレイ２０を貫通可能な凹部１２２Ｂを、後端部に備えている。これに
より、スキャナ読取部１２２の後端部に設けた凹部１２２Ｂの内側の空間を、前述の手差
しトレイ２０の円弧軌跡ｘ２の半径ｒ相当分の高さの回避空間Ｓとして、利用することが
できる（図３及び図４参照）。この結果、スキャナ読取部１２２が第１連結部Ｐ１を中心
とする半径Ｒの上記円弧軌跡ｘ１で回動するとき、当該回避空間Ｓ内に手差しトレイ２０
を確実に進入させることができる。したがって、メンテナンス等のために上記のようにス
キャナ読取部１２２を持ち上げるときに手差しトレイ２０がスキャナ読取部１２２の当該
回動動作を阻害するのを確実に防止できる。また、スキャナ読取部１２２を持ち上げない
通常の状態において、スキャナ読取部１２２の左右両側の２箇所の第１連結部Ｐ１，Ｐ１
の間に手差しトレイ２０を収納することができる（図７（ａ）参照）。すなわち、スキャ
ナ読取部１２２から突出した形状となる２つの第１連結部Ｐ１，Ｐ１の間に生まれる余剰
空間を活用し、手差しトレイ２０を収納することで、装置全体の大型化を防止することが
できる。
【００６６】
　また、本実施形態では特に、湾曲路６５Ａの複合機１０の背面側の壁面を構成する外側
ガイド部１８、及び、搬送経路６５Ｂの複合機１０の背面側の壁面を構成する第１下側ガ
イド部８０を備えるジャム処理カバー１４Ｂを有している。そして、このジャム処理カバ
ー１４Ｂが、第３連結部Ｐ３を介し軸心まわりに回動可能に設けられるとともに、当該回
動時の回転軌跡ｘ３の最上部が、第２連結部Ｐ２の軸心ｋ１の位置よりも下方となるよう
に設けられている（図６参照）。これにより、スキャナ読取部１２２や手差しトレイ２０
に干渉することなくジャム処理カバー１４Ｂを確実に回動させる構造を、実現することが
できる。この結果、ユーザは、湾曲路６５Ａや搬送経路６５Ｂにおいてシート詰まり（い
わゆるジャム）等の不具合が生じた場合に、スキャナ読取部１２２や手差しトレイ２０の
回動状態に関係なく、直ちにジャム処理カバー１４Ｂを開いて、迅速に上記不具合の解消
を図ることができる。この結果、ユーザの利便性が向上する。
【００６７】
　その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々
の変更が加えられて実施されるものである。
【符号の説明】
【００６８】
１０　　　複合機（画像記録装置）
１１　　　プリンタ部
１２　　　画像読取部
１４　　　記録ケーシング（筐体）
１４Ｂ　　ジャム処理カバー（開閉部材）
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２０　　　手差しトレイ
２１　　　シートガイド
２２　　　幅調整ガイド
６５Ａ　　湾曲路（第１搬送路）
６５Ｂ　　搬送経路（第２搬送路）
１２２　　スキャナ読取部
１２２Ｂ　凹部
１２２Ｃ　ＦＢヒンジ
１２２Ｅ　ＡＤＦヒンジ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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