
JP 4431961 B2 2010.3.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被記録媒体に画像を記録する画像記録部と、
　前記被記録媒体を収納する収納部と当該収納部の上方に堆積された排紙トレイとを具備
する供給トレイと、
　前記収納部に収納された被記録媒体を前記画像記録部に供給する供給ローラと、
　前記供給ローラの上方に配され、前記画像記録部によって画像が記録された被記録媒体
を前記排紙トレイに排出する排出ローラと、
　前記画像記録部の駆動を制御するための回路基板を有する制御ユニットと、
　前記画像記録部並びに前記制御ユニットを収容可能とする筐体とを備えた画像記録装置
であって、
　前記制御ユニットは前記供給トレイの上方であって、ほぼ前記画像記録部の高さ範囲内
にあり、更に、同画像記録部と並べて配され、
　前記供給トレイは、ほぼ全体が前記筐体に収容されていることを特徴とする画像記録装
置。
【請求項２】
前記画像記録部は被記録媒体の搬送方向と交差する方向に往復動して被記録媒体に画像の
記録を行う記録ヘッドを備え、
　前記制御ユニットは前記記録ヘッドの往復動方向に沿って伸びる横長のほぼ矩形形状を
なすことを特徴とする請求項１に記載の画像記録装置。
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【請求項３】
前記制御ユニットの下方部には、前記供給トレイの側方に位置して、前記筐体に収容され
た電源供給部が配されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の画像記録装
置。
【請求項４】
前記電源供給部に隣接して通信回線に有線接続されるネットワーク基板が設けられ、
　前記ネットワーク基板及び前記電源供給部は共に取りつけ部材に装着されて、ユニット
とされていることを特徴とする請求項３に記載の画像記録装置。
【請求項５】
前記ネットワーク基板及び前記電源供給部は被覆部材によって外周を覆われていることを
特徴とする請求項４に記載の画像記録装置。
【請求項６】
前記制御ユニット上には、記憶媒体を接続可能なコネクタが設けられていることを特徴と
する請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項７】
前記画像記録部並びに前記制御ユニットを収容可能とする筐体を備え、
　前記制御ユニットは前記筐体に対し前記コネクタを前記筐体の前面に対面させた状態で
支持されるとともに、前記筐体には前記コネクタに連なる差し込み口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】
前記制御ユニット上に他の電子機器との間を電気的に接続するための待ち受け側コネクタ
が設けられ、
　前記筐体には一端側が前記待ち受け側コネクタに連なり、他端側が筐体のいずれかの側
面に開口するケーブル出口に連なるケーブル配策溝が設けられていることを特徴とする請
求項７に記載の画像記録装置。
【請求項９】
前記筐体の上面には原稿の画像情報を読み取り可能な画像読み取り部が前記筐体上面の一
側縁部をヒンジとして回動可能に装着されるとともに、同画像読み取り部に操作信号入力
用の回路基板を有する操作ユニットが付設されたものにおいて、前記制御ユニットは前記
筐体における前記ヒンジが設けられた側の側壁に隣接して配されるとともに、前記ヒンジ
部分は前記制御ユニットと前記操作ユニットとの間を繋ぐケーブルの配索経路としてある
ことを特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれかに記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、紙等の被記録媒体に記録を行うプリンタ機能を備えた画像記録装置が知られ
ている（特許文献１）。
　このものは、記録紙に印字を行って画像を形成するプリンタエンジンと、電源基板、エ
ンジン制御用の主基板を主体として構成されている。このうち主基板は画像記録装置の前
後方向に沿って配されているのに対し、プリンタエンジンは画像記録装置の左右方向に沿
って配置されており、主基板とプリンタエンジンとは平面視方向からみた場合に交差して
いる。
【特許文献１】特開２００３－２８９４０６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記構造によれば、主基板とプリンタエンジンは交差しているから、高さ方向で位置を
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ずらして配置する必要がある。従って、その分、装置が嵩高となるから低背化の要請に十
分に応ずることが出来ない。
　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、装置の低背化、小型化
が実現可能な画像記録装置を提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　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、被記録媒体に画像を記録
する画像記録部と、前記被記録媒体を収納する収納部と当該収納部の上方に堆積された排
紙トレイとを具備する供給トレイと、前記収納部に収納された被記録媒体を前記画像記録
部に供給する供給ローラと、前記供給ローラの上方に配され、前記画像記録部によって画
像が記録された被記録媒体を前記排紙トレイに排出する排出ローラと、前記画像記録部の
駆動を制御するための回路基板を有する制御ユニットと、前記画像記録部並びに前記制御
ユニットを収容可能とする筐体とを備えた画像記録装置であって、前記制御ユニットは前
記供給トレイの上方であって、ほぼ前記画像記録部の高さ範囲内にあり、更に、同画像記
録部と並べて配され、前記供給トレイは、ほぼ全体が前記筐体に収容されているところに
特徴を有する。
【０００５】
【０００６】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のものにおいて、前記画像記録部は被記録媒体の搬
送方向と交差する方向に往復動して被記録媒体に画像の記録を行う記録ヘッドを備え、前
記制御ユニットは前記記録ヘッドの往復動方向に沿って伸びる横長のほぼ矩形形状をなす
ところに特徴を有する。
【０００７】
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載のものにおいて前記制御ユニットの下
方部には、前記供給トレイの側方に位置して前記筐体に収容された電源供給部が配されて
いるところに特徴を有する。
【０００８】
　請求項４の発明は、請求項３に記載のものにおいて、前記電源供給部に隣接して通信回
線に有線接続されるネットワーク基板が設けられ、前記ネットワーク基板及び前記電源供
給部は共に取りつけ部材に装着されて、ユニットとされているところに特徴を有する。
【０００９】
　請求項５の発明は、請求項４に記載のものにおいて、前記ネットワーク基板及び前記電
源供給部は被覆部材によって外周を覆われているところに特徴を有する。
【００１０】
　請求項６の発明は、請求項１ないし請求項５のいずれかに記載のものにおいて、前記制
御ユニット上には、記憶媒体を接続可能なコネクタが設けられていることに特徴を有する
。
【００１１】
　請求項７の発明は、請求項６に記載のものにおいて、前記画像記録部並びに前記制御ユ
ニットを収容可能とする筐体を備え、前記制御ユニットは前記筐体に対し前記コネクタを
前記筐体の前面に対面させた状態で支持されるとともに、前記筐体には前記コネクタに連
なる差し込み口が設けられているところに特徴を有する。
【００１２】
　請求項８の発明は、請求項７に記載のものにおいて、前記制御ユニット上に他の電子機
器との間を電気的に接続するための待ち受け側コネクタが設けられ、前記筐体には一端側
が前記待ち受け側コネクタに連なり、他端側が筐体のいずれかの側面に開口するケーブル
出口に連なるケーブル配策溝が設けられているところに特徴を有する。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
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【００１６】
　請求項９の発明は、請求項１ないし請求項８のいずれかに記載のものにおいて、前記筐
体の上面には原稿の画像情報を読み取り可能な画像読み取り部が前記筐体上面の一側縁部
をヒンジとして回動可能に装着されるとともに、同画像読み取り部に操作信号入力用の回
路基板を有する操作ユニットが付設されたものにおいて、前記制御ユニットは前記筐体に
おける前記ヒンジが設けられた側の側壁に隣接して配されるとともに、前記ヒンジ部分は
前記制御ユニットと前記操作ユニットとの間を繋ぐケーブルの配索経路としてあるところ
に特徴を有する。
【発明の効果】
【００１７】
　＜請求項１の発明＞
　請求項１の発明によれば、制御ユニットはほぼ画像記録部の高さ範囲内にあるから画像
記録装置の低背化を図る上で好適な構成である。また、この発明によれば、収納部と排出
トレイは上下方向に堆積した状態で配されているから更に、低背化が図られる。
【００１８】
　＜請求項２の発明＞
　請求項２の発明によれば、制御ユニットは記録ヘッドの往復動方向に沿った形状である
から、奥行き或いは幅方向に関しても小型化が図られる。
　＜請求項３の発明＞
　請求項３の発明によれば、供給トレイの側方は空きスペースが出来るが、そこには電源
供給部が配されている。このように空きスペースを有効に利用することで装置の小型化が
図られる。また、電源供給部は制御ユニットの直ぐ下に位置しているから接続ケーブルも
短くて済む。
【００１９】
　＜請求項４の発明＞
　請求項４の発明によれば、ネットワーク基板及び電源供給部はユニットとされているか
ら取り扱い易い。具体的には、組立性、分解性、仕様展開（１００Ｖ或いは２００Ｖ）が
容易となる。
　＜請求項５の発明＞
　請求項５の発明によれば、漏電等に起因して万が一発火等が起きたとしても、被覆部材
が発火の拡がりを抑制するよう機能する。
【００２０】
　＜請求項６・７の発明＞
　請求項６又は７の発明によれば、コネクタは制御ユニットに直付けされているから、ハ
ーネスを必要としない。そのため、コストの低減、組立性向上、品質の安定を図ることが
出来る。また、筐体の前面に差し込み口が開口しているから、記憶媒体の取り付けも簡単
に出来る。
【００２１】
　＜請求項８の発明＞
　制御ユニットが筐体の前面に配されている場合には、パソコン等の電子機器と制御ユニ
ットとの間を電気的に接続するケーブルが待ち受け側コネクタを介して筐体の内部に配索
される。この場合、ケーブルが筐体内部で遊んでしまうと、開閉の際に蓋と筐体との間に
挟まれてケーブルが傷つけられる虞がある。請求項８の発明によれば、ケーブルはケーブ
ル配索溝に沿って配索されるから、このような事態を未然に回避することが出来る。
【００２２】
【００２３】
【００２４】
　＜請求項９の発明＞
　請求項９の発明によれば、ヒンジ部分がケーブルの配索経路となっているから読み取り
部の開閉（ヒンジを中心とする回動動作）に伴ってケーブルに無理な引っ張り力が作用す
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ることが少ない。また、制御ユニットはヒンジに隣接された構成であるからでケーブルの
配索経路も最短で済む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の一実施形態を図１ないし図１２を参照して説明する。
　図１は本実施形態に適用された複合機（本発明の画像記録装置に相当する）１０の斜視
図であって、この複合機１０はファクシミリ機能に加え、通話機能を有し、更に、パーソ
ナルコンピュータ等の接続によるスキャナ機能、プリンタ機能を備えている。尚、以下の
説明において、図１の手前側を前側とし、左右方向に関しても図１の向きを基準に説明す
る。
【００２６】
　複合機１０はプリンタを構成する各装置を内部に収容するケース本体（本発明の筐体に
相当する）２１の上部側にフラットベット式のスキャナ装置（本発明の画像読み取り部に
相当する）１３０を配してなる。スキャナ装置１３０の前部側には操作用のキーやタッチ
パネルを備え、電話番号の入力操作等を行うための操作パネル１４０が配されている。
【００２７】
　スキャナ装置１３０はケース本体２１の上面の側縁（図２における左側の側縁）に設け
られるヒンジ２４を介してケース本体２１に接続されており、図１に示すようにケース本
体２１の上部に重なった姿勢から、図２に示すようにヒンジ２４を中心として横開きする
ようになっている。また、ケース本体２１側には図示しない保持具が設けられている。保
持部はスキャナ装置１３０の底面に係止することで、スキャナ装置１３０を横開き姿勢に
保持するよう機能する。
【００２８】
　ケース本体２１の側壁（図２における左側）の外面側には送受話器本体（以下、親機と
する）Ｄが配されており、通話が可能となっている。このように親機Ｄをケース本体２１
の左側に配すことで、例えばジャム時の記録紙除去、インクカートリッジの交換等を行う
場合には、左手で親機Ｄを持って通話相手から除去、交換方法に関して指示を受けつつ、
右手で作業を行うことが出来るようになっている。本実施形態において親機Ｄは、スキャ
ナ装置１３０が横開き姿勢にあるときに、同スキャナ装置１３０と干渉をしない範囲内、
すなわち製品のばらつき等を考慮してもスキャナ装置１３０との間に隙間が保有される設
定とした上で、なるべく上側に装着されている。このように親機Ｄをなるべくケース本体
２１の上部側に配置するのは、親機Ｄを使用する場合の使用性を考慮したものである。
【００２９】
　また、図１に示すようにケース本体２１の後部側の右側縁部には通信ユニット８１が縦
向きに装着されている。通信ユニット８１は合成樹脂製のケーシング８２を備え、内部に
通信基板８３が収容されている。この通信基板８３は他の送受信器（以下、子機とする）
との間を無線接続するためのものであって、送受信用のアンテナ８３Ａを有している。
【００３０】
　このように、複合機１０には直付けの親機Ｄとコードレスの子機とが設けられており、
用途に応じてこれら両送受話器（親機、子機）を選択的に使用でき、更には、これら両送
受話器間において通話も出来るようになっている。詳細には後述するが、ケース本体２１
のコーナ部のうち通信基板８３が配されてコーナ部２１Ｂと対角をなすコーナー部２１Ａ
には、各装置の駆動を電気的に制御するためのメイン基板（本発明の回路基板に相当）６
１が配されている。このように、メイン基板６１と通信基板８３とを離間させて配置する
ことで、メイン基板６１にノイズがのらないようにしてある。
【００３１】
　次に、プリンタ装置２０について説明する。
　本実施形態のプリンタ装置２０はインクジェット式であって、おおまかには記録紙に画
像を記録する記録ユニット（本発明の画像記録部に相当する、図５参照）４１、記録ユニ
ット４１に記録紙（本発明の被記録媒体に相当）を供給する供給部３１、メイン基板６１
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から構成されている。
【００３２】
　まず、供給部３１について説明すると、図１に示すようにケース本体２１の中央下部に
は前後に貫通するトレイ収納部２２が設けられており、そこには、供給トレイ３２が前方
より脱抜可能に嵌め合わされている。供給トレイ３２は合成樹脂製であって板状をなすと
ともに、前部側の左右両縁部からはアーチ型をなすガイド片３３が設けられており、トレ
イ上にセットされた記録紙の上方を覆うようになっている。このガイド片３３は記録紙の
左右方向に関する位置決め機能並びに、排出トレイとしての機能も有している（後述）。
　装着状態において供給トレイ３２はその全体が、トレイ収納部２２内に収納され供給ト
レイ３２の先端位置とトレイ収納部２２の前端位置とがほぼ合致するようになっている。
また、この状態においてガイド片３３の上面部とトレイ収納部２２の天井壁２２Ａとの間
には、隙間が設けられている（図５参照）。
【００３３】
　図５に示すように、トレイ収納部２２の奥面側には弧状をなすＵターン用のプレート３
５が装着されている。一方、次述するエンジンフレーム４５には、供給ローラ３７がアー
ム３６を介して下方に垂れた状態で軸支されている。この供給ローラ３７は図示しない連
結軸を介して駆動源となるモータに接続されるとともに、供給トレイ３２上に載置された
記録紙の上面に当接するようになっている。　　　
【００３４】
　そのため、モータを介して供給ローラ３７が駆動すると供給トレイ３２より記録紙がプ
リンタ装置２０の前側から奥側（図５に示すＲ方向）に１枚ずつ送り出される。そして、
送り出された記録紙はＵターン用のプレート２８を介して、下側から上側に１８０度反転
される。その後、反転された記録紙はＵターン用のプレート３５の前部に配されるレジス
トローラ３８Ａ及びこれに従動して回転する従動ローラ３８Ｂによって前方、すなわち記
録ユニット４１へと送り出される。
【００３５】
　記録ユニット４１は記録ヘッド４２Ａを有するキャリッジ４２、プラテン４４、モータ
に接続されたタイミングベルト４９、並びにこれらを支持するためのエンジンフレーム４
５を主体として構成されている。エンジンフレーム４５はケース本体２１の後部側であっ
て供給トレイ３２の上方に配されている。エンジンフレーム４５は金属製であって、図４
に示すように箱型をなす本体部４５Ａの上部側にケース本体２１の左右方向に伸びる一対
のガイドプレート４６、４７を装着してなる。本体部４５Ａには供給ローラ３７のアーム
３６が回動自在に軸止されるとともにプラテン４４、廃液フォーム４４Ａが取りつけられ
ている。
【００３６】
　ガイドプレート４６、４７はいずれも金属製であって前後に並んで配されている。キャ
リッジ４２は両ガイドプレート４６、４７間を前後に架設するようにして装着される。こ
の装着状態においてはキャリッジ４２に形成される各摺動突部（図示せず）が、前側のガ
イドプレート４６の後部並びに後側のガイドプレート４７の前部に当接する（以下、摺動
部４６Ａ、４７Ａとする）。
　モータ、ひいてはタイミングベルト４９が駆動されると、各摺動突部が各摺動部４６Ａ
、４７Ａに沿って摺動するとともにキャリッジ４２はプリンタ装置２０の左右方向に沿っ
て往復動する。これにより、供給部３１を介して記録ユニット４１に送られた記録紙上に
は記録ヘッド４２Ａにより画像が記録される。
【００３７】
　図５に示すように、トレイ収納部２２の中央部であって、エンジンフレーム４５の前部
側には排出ローラ５３が設けられている。この排出ローラ５３は図示しない連動手段を介
して前記モータと接続されており、画像が記録された記録紙をガイド片３３上に排出する
。このように、記録紙を供給する部分と排出される部分とが上下に堆積されている。しか
も、専用の排出トレイを設けておらず、ガイド片３３が排出トレイの機能を果たしている
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。従って、装置全体の低背化が可能となる。
【００３８】
　また、図６に示すように供給トレイ３２の右側方（同図において上側）には記録ヘッド
クリーニング用のメンテナンス機構Ｍ及びカートリッジホルダ５５が前後に並んで配され
ている。カートリッジホルダ５５は上向きに開口する箱型をなすとともに、内部には４色
分のインクカートリッジ５６が収容されている。これら各インクカートリッジ５６と記録
ヘッド４２Ａとの間が送液チューブ５７によって繋がれており、記録ヘッド４２Ａからイ
ンクが吐出されるとインクカートリッジ５６から記録ヘッド４２Ａにインクが供給される
ようになっている。このように、記録ヘッド４２Ａとインクカートリッジ５６を分離して
配置することで、装置全体の低背化を図るようにしている（図４参照）。
【００３９】
　一方、供給トレイ３２の左側方（図６における下側）には電源供給部９１並びにネット
ワーク基板９５が配されるようになっている。そして、ケース本体２１の前部側であって
供給トレイ３２の上方位置は平らな座面部２５（図５参照）とされており、そこにはメイ
ン基板６１が配置されている。
　メイン基板６１は記録ヘッド４２Ａの駆動方向に沿って伸びる横長のほぼ矩形形状をな
すとともに、後述する鉄板製のシールドケース７０によって覆われている。装着状態にお
いて、メイン基板６１はほぼ記録ユニット４１を構成するキャリッジ４２、記録ヘッド４
２Ａの設けられた高さ範囲内（図６に示すＡ寸法内）にある。このようにメイン基板６１
と記録ユニット４１を同じ高さ範囲内で並べて配置すれば、上下に積み重ねて配置する場
合に比較して、装置の低背化を図ることができる。
【００４０】
　メイン基板６１上には電子部品Ｉ並びに各種コネクタが装着されている。より具体的に
説明すると、図７における手前側に設けられる２つのコネクタは共にメディアカード接続
用のコネクタ６２、６３である。これらコネクタ６２、６３はメイン基板６１に対して各
種のメディアカード（本発明の記憶媒体に相当する）１５０が嵌合される嵌合面６２Ａ、
６３Ａを前方に向けた状態で装着されている。
【００４１】
　一方、ケース本体２１の前面には、図１０に示すように前面カバー２７が装着されるよ
うになっている。この前面カバー２７にはコネクタ６２、６３の嵌合面６２Ａ、６３Ａに
連なる差し込み口２７Ａ、２７Ｂが開口している。この差し込み口２７Ａ、２７Ｂよりメ
ディアカード１５０を差し込むと、メディアカード１５０がコネクタ６２、６３に嵌め合
わされてメイン基板６１に対して電気的に接続されるようになっている。
【００４２】
　このように、コネクタ６２、６３はメイン基板６１に直付けされているから、ハーネス
を必要としない。そのため、コストの低減、組立性向上、品質の安定を図ることが出来る
。また、前面カバー２７の前面に差し込み口２７Ａ、２７Ｂが開口しているから、メディ
アカード１５０の取り付けも簡単に出来る。尚、コネクタ６２、６３が本発明の記憶媒体
を接続可能なコネクタに相当するものである。
【００４３】
　また、メイン基板６１の奥側の右側部には、パソコン等の外部機器接続用のＵＳＢコネ
クタ６６及びＬＡＮ接続用のＬＡＮコネクタ６５が併設されるとともに、基板奥側のやや
左側部寄りの位置にはネットワーク基板接続用のコネクタ６７が取りつけられている。詳
細な説明については割愛するが、基板上にはこれらコネクタの他にも複数のコネクタが基
板の外縁に沿って設けられている。
【００４４】
　図７に示すように、シールドケース７０はメイン基板６１の上方を取り囲むアッパケー
ス７１と、メイン基板６１の下方を取り囲むロアケース７３とから構成されている。ロア
ケース７３はほぼメイン基板６１の形状に倣った矩形状をなす一方、アッパケース７１は
外周の後部、並びに右側部が大きく内側に切り欠かれている。この切り欠かれた部分は、
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装着状態においてコネクタを露出させ挿抜を行うための逃がしである。
【００４５】
　以上のことから、メイン基板６１はコネクタ部分を除くほぼ全体が両ケース７１、７３
によって覆われることとなる。また、これら両ケース７１、７３の外縁部分には側方に張
り出す突縁７１Ａ、７３Ａが複数形成されているが、これは、両ケース７１、７３をねじ
止めするための取り付け縁である。
　尚、シールドケース７０並びにメイン基板６１及びその実装品が本発明の制御ユニット
に相当し、コネクタ６５、６６が本発明の待ち受け側コネクタに相当する。
【００４６】
　このように、メイン基板６１をシールドケース７０によって覆うことで電波等の電磁波
に起因するノイズ対策としている。ところで、ノイズの障害源としては主として電源供給
部９１、通信基板８３が挙げられるが、このうち通信基板８３はアンテナ８３Ａを備えて
おり、そこからは電波の送受信が行われるため特に強いノイズ源となる。そのため、両基
板６１、８３が近接した配置にあるとメイン基板６１がノイズを受け正常に機能しなくな
る恐れがあるが、本実施形態ではケース本体前側の左コーナ部２１Ａにメイン基板６１を
配する一方、通信基板８３をこれとは対角をなす位置、すなわちケース本体後部の右コー
ナ部２１Ｂに配している。従って、メイン基板６１が通信基板８３から離れて位置するこ
ととなるから通信基板８３からの影響を受け難く、ノイズ対策として有効であり、正常な
通信機能が果たされる。
【００４７】
　また、図３に示すように、スキャナ装置１３０の前部側には基板収容部１４５が設けら
れており、そこには操作基板８６が収容されている。この操作基板８６はメイン基板６１
のほぼ真上に位置するとともに、両基板６１、８６間がケーブル８７によって電気的に接
続されている。このケーブル８７はスキャナ装置１３０のヒンジ２４を配索経路としてい
る。このような構成とすることで、スキャナ装置１３０全体の開閉に伴ってケーブル８７
に無理な引っ張り力が作用することが低減される。また、メイン基板６１はヒンジ２４に
隣接された構成であるからでケーブル８７の配索経路も最短で済む。
【００４８】
　次に、図８を参照してネットワーク基板９５並びに電源供給部９１について説明する。
　電源供給部９１は縦長なブロック状をなすとともに、内部に電源回路を実装した電源基
板９２を収容しており商用のＡＣ電源からＣＰＵ、メモリ等の電源として使用されるＤＣ
５Ｖと、モータ等のアクチュエータを作動させるためのＤＣ３０Ｖを発生させるようにな
っている。電源基板９２とメイン基板６１との間、或いは電源基板９２とモータとの間は
それぞれ電線（図示せず）によって接続されており、電源基板９２で発生した電圧がメイ
ン基板６１、モータに対してそれぞれ印加されるようになっている。
【００４９】
　一方、ネットワーク基板９５は電話回線を通じて有線通信を行うための基板であって、
本実施形態においては２つのモジュラーコネクタ９６、すなわち電話回線接続用、外付け
送受話器用のモジュラーコネクタを備えてなる。これにより、他のファクシミリ装置との
データ通信及び、外付け送受話器を使用しての通話が可能となる。
【００５０】
　ところで、図８及び図９に示すように、電源供給部９１、ネットワーク基板９５は共に
金属製の取り付け板（本発明の取り付け部材に相当する）１０１に装着されてユニット化
（以下、電源ユニット１００とする）されている。取り付け板１０１はケース本体２１の
前後方向に伸びる平板状をなす基部１０２を備えるとともに、その後端側から側縁部にか
けて側壁１０３を設けている。
【００５１】
　取り付け板１０１に対しては前側に電源供給部９１が装着され、後部側にネットワーク
基板９５が装着されるとともに、これら電源供給部９１及びネットワーク基板９５にそれ
ぞれ専用の保護カバー（本発明の被覆部材に相当する）１０５、１０８が設けられている
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。
【００５２】
　各保護カバー１０５、１０８は金属製であって、電源供給部９１並びにネットワーク基
板９５の露出部分を取り囲むような略箱形をなしており、装着状態においては、取り付け
板１０１とともに電源供給部９１並びにネットワーク基板９５のほぼ全体を取り囲むよう
になっている。
　ネットワーク基板用の保護カバー１０８のうち、モジュラーコネクタ９６と対面する位
置にはそれぞれ逃がし孔１０８Ａが形成されるとともに、電源供給部９１と対面する側面
には長円状の開口１０８Ｂが設けられている。この開口１０８Ｂからはメイン基板接続用
の電線（図示せず）が引き出されるようになっている。一方、電源供給部９１用の保護カ
バー１０５には複数のパンチ孔１０６が設けられているが、これは電源供給部９１によっ
て発生する熱が内部に籠もらないように通気するためのものである。
【００５３】
　このように、保護カバー１０５、１０８によって両基板９１、９５を取り囲むことで基
板９１、９５の保護を図っている。加えて、万が一漏電等によってこれら基板９１、９５
が発火した場合であっても、保護カバー１０５、１０８が発火の拡がりを抑制（防止）す
るよう機能する。また、詳細には図示していないが、このような保護カバーはメイン基板
６１における奥側左側部寄りのコネクタ、すなわちネットワーク基板接続用のコネクタ６
７にも設けられている。
【００５４】
　一方、ケース本体２１の底面であって、図９における手前側には電源ユニット１００と
ほぼ同じ大きさの開口（図示せず）がケース本体２１の前後方向に沿って設けられており
、そこから電源ユニット１００がケース本体２１内に装着されるようになっている。この
ようにケース本体２１の底面側から取り付けを行う構成とすることで、メンテナンスを行
う際に他の装置等を取り外さなくても、電源ユニット１００のみを取り外すことが出来る
ようになっている。また、仕様展開（１００Ｖ或いは２００Ｖ）が容易に出来る。
【００５５】
　ケース本体２１の側壁のうちネットワーク基板９５のモジュラコネクタ９６と対面する
部分には逃がし孔２１Ｄが設けられるとともに、その後方には、電源コード引きだし用の
コード引きだし口２１Ｆが開口している。装着状態においては、逃がし孔２１Ｄがモジュ
ラコネクタ９６の前面に位置するようになっており、そこからモジュラジャックが差し込
めるようになっている。
　更に、装着状態においては、電源供給部９１がメイン基板６１のほぼ真下に位置するよ
うになっている。このような配置とすることで、メイン基板６１と電源基板９２との間を
繋ぐ電線の全長が短くなる。
【００５６】
　また、図６に示すように、電源供給部９１とネットワーク基板９５との間には、親機Ｄ
の使用・未使用を検知するためのセンサ基板９８が装着されている。
【００５７】
　図１０における１１０はプリンタ装置２０全体の上面を覆う本体カバーである。本体カ
バー１１０は合成樹脂製であって、ケース本体２１の開口上面をほぼ閉止可能な大きさに
形成されている。本体カバー１１０の後部側には複数の通気孔１１１が設けられるととも
に、カバーの幅方向に沿って開口１１２が設けられている。この開口１１２からはキャリ
ッジ４２の上端側が露出するようになっている。本体カバー１１０の前側の右側部であっ
て、インクカートリッジ５６と対向する部分には、ホルダ５５に装着された４つのカート
リッジ５６を一括して挿通させるようなカートリッジ口１１４が開口している。
【００５８】
　また、カートリッジ口１１４の側方（図１０における上側）には、ケーブル配索用の座
面１１６が設けられている。この座面１１６は本体カバー１１０の他の面との間に段差を
もって形成されている。この段差部分のうちメイン基板６１のコネクタ６５、６６と対面
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する部分は開口しており、そこはコネクタ差し込み口１１７とされている。
【００５９】
　また、座面１１６の奥側からは、本体カバー１１０の右側壁面に沿うようにしてケーブ
ル配索溝１２０が形成されている。このケーブル配索溝１２０は樋状をなすとともに本体
カバー１１０の後端に達している。装着状態においては座面１１６のコネクタ差し込み口
１１７がメイン基板６１の各コネクタ６５、６６に連なり、ケーブル配索溝１２０の後端
部分がケース本体２１の奥壁に設けられるケーブル出口２９と丁度合致するようになって
いる。
【００６０】
　そのため、図１１に示すように、本体カバー１１０をケース本体２１に装着したままの
状態でケーブルＷの配索が可能となる。また、配索されたケーブルＷはケーブル配索溝１
２０内に収容されるから、スキャナ装置１３０の開閉を行う際に、ケース本体２１とスキ
ャナ装置１３０との間にケーブルＷが挟まれてケーブルＷを傷付けるといった事態を未然
に防止することが出来る。また、装着状態においてはカートリッジ口１１４から各インク
カートリッジ５６が露出するようになっているから、本体カバー１１０を装着したままの
状態で、インクカートリッジ５６を取り替えることも出来る。
【００６１】
　次に上カバー１３８の開閉により原稿を設置して原稿の画像を読みとるスキャナ装置１
３０ついて簡単に説明する。スキャナ装置１３０は原稿台ガラス１３１、読み取りユニッ
ト１３３、スライダ１３５を主体として構成されている。原稿が載置される原稿台ガラス
１３１の下面側には、コンタクトイメージセンサ等の読み取りセンサを備えた読み取りユ
ニット１３３が配されている。この原稿台ガラス１３１と読み取りユニット１３３との間
には前後一対のスライダ１３５が装着されており、これにて読み取りユニット１３３は複
合機１０の幅方向、すなわち図１における左右方向にスライド自在となる。また、読み取
りユニット１３３の中央の下端部には下向きに開口する嵌合孔１３３Ａが設けられ、そこ
に、複合機１０の幅方向に沿って伸びるガイド軸１３７が嵌め合わされている。このガイ
ド軸１３７は読み取りユニット１３３のスライド動作を案内するためのものである。
【００６２】
　本実施形態によれば、メイン基板６１は供給トレイ３２の上方にあって、ほぼ記録ユニ
ット４１の高さ範囲内にあり、更に、同記録ユニット４１と並べて配されている。このよ
うにメイン基板６１と記録ユニット４１を並べて配置すれば、上下に積み重ねて配置する
場合に比較して、装置の低背化を図ることができる。　加えて、記録紙を供給する部分と
排出される部分とが上下に堆積されているからから、更なる装置の低背化が実現される。
更に、供給トレイ３２は装着状態においては、ほぼ全体がトレイ収納部２２内に収納され
装置外への飛び出しがない。従って、奥行き方向に関しても装置の小型化が図られる。
【００６３】
　また、装置の小型化を進めるとケース本体２１内には、種々の電子部品等が近接した状
態で配置されることとなる。
　仮に、メイン基板６１と通信基板８３とが近接しているとメイン基板６１がノイズを受
けやすくなるが、メイン基板６１はケース本体２１の前側の左隅に配される一方、通信基
板８３はこれとは対角をなす部位、すなわちケース本体２１の後側の右隅に配置されてお
り、両基板６１、８３は離間した配置となっている。そのため、ノイズ対策に有効である
。
【００６４】
　＜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。
【００６５】
　（１）本実施形態によれば、シールドケース７０によってメイン基板６１の上下両面を
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取り囲む構成としたが、いずれか一方側の面のみを取り囲むものであってもよい。
【００６６】
　（２）本実施形態によれば、電源ユニット１００を覆う保護カバー１０５、１０８を金
属製としたが、難燃性の合成樹脂製であってもよい。
【００６７】
　（３）本実施形態によれば、供給トレイ３２のガイド片３３によって排出トレイを兼用
させたが、専用の排出トレイを設けてもよい。
【００６８】
　（４）本実施形態によれば、記録紙が排出される部分と供給トレイ３２を上下に堆積さ
せる構成としたが、供給トレイ３２或いは排出される部分の上方にメイン基板６１が配置
されていればよく、例えば、供給トレイ３２と排出される部分とが位置ずれ、或いは分離
して配置されるものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の一実施形態に係る複合機の斜視図
【図２】スキャナ装置を開けた状態を表す正面図
【図３】操作基板の収容位置を表す斜視図
【図４】プリンタ装置を後方からみた斜視図
【図５】複合機の垂直断面図
【図６】各基板の配置を表す図
【図７】シールドケースの分解斜視図
【図８】プリンタ装置に電源ユニットを装着する前の状態を表す斜視図
【図９】電源ユニットの分解斜視図
【図１０】本体カバー並びにプリンタ装置の斜視図
【図１１】プリンタ装置の平面図
【図１２】図１１におけるＡ－Ａ線断面図
【符号の説明】
【００７０】
　３２...供給トレイ（供給部）
　４１...記録ユニット（画像記録部）
　６１...メイン基板（回路基板）
　８３...通信基板
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