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(57)【要約】
【課題】　単独の記録ヘッドでも連続紙の両面に記録す
ることを可能にし、連続紙を途中で切断することなく連
続紙に両面記録することを可能にする。両面記録専用の
搬送経路を必要としない構成にして装置の小型化および
コスト低減を可能にする。
　【解決手段】　連続紙Ｐを給紙する給紙部１と、連続
紙に画像を記録する記録ヘッド４１と、記録ヘッドと対
向する連続紙の被記録面を表裏反転させる反転手段８５
ａ（８５ｂ）と、給紙された連続紙を給紙部へ巻戻すた
めの巻戻し機構と、を備える。両面記録のときは、表面
に記録した連続紙を巻戻し機構により巻戻した後、反転
手段により連続紙の裏面が記録ヘッドの記録面４１ａと
対向する状態にし、給紙部から連続紙を給紙することで
連続紙の裏面に記録する。
【選択図】  図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続紙を給紙する給紙部と、前記給紙部から給紙される連続紙を搬送する搬送手段と、
連続紙に画像を記録する記録ヘッドと、前記記録ヘッドと対向する連続紙の被記録面を表
裏反転させる反転手段と、給紙された連続紙を給紙部へ巻戻すための巻戻し機構と、を備
え、
　両面記録のときは、表面に記録した連続紙を前記巻戻し機構により巻戻した後、前記反
転手段により該連続紙の裏面が前記記録ヘッドの記録面と対向する状態にし、前記給紙部
から該連続紙を給紙することで該連続紙の裏面に記録することを特徴とする両面記録装置
。
【請求項２】
　前記反転手段は、前記給紙部を反転させることで連続紙の被記録面を表裏反転させるこ
とを特徴とする請求項１記載の両面記録装置。
【請求項３】
　前記反転手段は、前記記録ヘッドを反転させることで連続紙の被記録面を表裏反転させ
ることを特徴とする請求項１記載の両面記録装置。
【請求項４】
　前記記録ヘッドの搬送下流側に、表面を記録した連続紙を収納する収納手段を備えるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の両面記録装置。
【請求項５】
　前記収納手段に収納された連続紙を前記巻戻し機構により前記給紙部へ巻き戻すことを
特徴とする請求項４に記載の両面記録装置。
【請求項６】
　前記連続紙は、前記給紙部内に繰り出し可能に巻回されたロール紙であることを特徴と
する請求項１ないし５のいずれか１項に記載の両面記録装置。
【請求項７】
　前記給紙部の下流側に、前記ロール紙のカールを押込むための押込みローラを有するデ
カール部を備え、表面に記録するときと裏面に記録するときとで、前記押込みローラの押
込み方向を逆向きにすることを特徴とする請求項６記載の両面記録装置。
【請求項８】
　前記記録ヘッドがインクを吐出して記録を行うインクジェット記録ヘッドであることを
特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の両面記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体の表裏両面に記録可能な両面記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、ファクシミリ、複写機等の機能を有する記録装置は、画像情報に基づいて記
録ヘッドにより用紙やプラスチックシート等の記録媒体に画像を記録するように構成され
ている。記録装置として、記録媒体の片面（おもて面）に画像を記録する記録装置の他に
、記録媒体の表裏を自動的に反転させることにより表裏両面に記録可能とした両面記録装
置が使用されている。また、記録媒体として、所定寸法に裁断されたカット紙の他に、ロ
ール紙等の連続紙が使用されている。
【０００３】
　特許文献１には、次のような連続紙の表裏両面に記録する両面記録方法が開示されてい
る。すなわち、連続紙を表裏反転させるＵターン搬送路を設け、同一平面内に位置する第
１および第２の記録手段を上下に配置し、第１の記録手段で表面を記録し、Ｕターン搬送
路で表裏を反転した後に第２の記録手段で裏面に記録する方法が開示されている。また、
特許文献２には、単独の記録手段で両面記録を行う方法がであって、記録手段により表面



(3) JP 2011-116080 A 2011.6.16

10

20

30

40

50

に記録された連続紙を途中で切断して一時的に巻き取り、巻き取られた連続紙を再度繰り
出して記録手段により裏面に記録する記録装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１５４２４５号公報
【特許文献２】特開平１１－２４９３４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上下に配置した複数の記録ヘッドを用いる両面記録装置では、記録ヘッ
ドの数が多くなるためにコストが嵩んだり、広い設置スペースを必要とし装置が大型にな
るなどの課題がある。また、記録部分を切断して一時的に巻取った連続紙を記録手段へ再
導入する両面記録装置では、記録媒体の先後端に搬送グリップ等のために非画像領域が必
要となり、記録媒体の無駄が生じるという課題がある。さらに、記録媒体を記録手段へ再
度導入するための裏面専用の搬送経路が必要になり、構成が複雑になるという課題もある
。
【０００６】
　本発明はこのような技術的課題に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、単独の
記録ヘッドにより連続紙の両面に記録する場合でも、記録媒体を途中で切断することなく
連続して表面および裏面に記録することができる両面記録装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る両面記録装置は、連続紙を給紙する給紙部と、前記給紙部から給紙される
連続紙を搬送する搬送手段と、連続紙に画像を記録する記録ヘッドと、前記記録ヘッドと
対向する連続紙の被記録面を表裏反転させる反転手段と、給紙された連続紙を給紙部へ巻
戻すための巻戻し機構と、を備え、両面記録のときは、表面に記録した連続紙を前記巻戻
し機構により巻戻した後、前記反転手段により該連続紙の裏面が前記記録ヘッドの記録面
と対向する状態にし、前記給紙部から該連続紙を給紙することで該連続紙の裏面に記録す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、単独の記録ヘッドにより連続紙の両面に記録する場合でも、記録媒体
を途中で切断することなく連続して表面および裏面に記録することができる両面記録装置
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係る両面記録装置の構成を示す説明図
【図２】給紙部の斜視図
【図３】給紙部を１８０度反転させるための反転機構の断面図
【図４】給紙部を反転機構によって１８０度反転させる状態を示し、（ａ）は表面記録の
ときの側面図、（ｂ）は裏面記録のときの側面図
【図５】斜行補正部の平面図
【図６】図１の両面記録装置において裏面記録を行うときの状態を示す説明図
【図７】第１の実施形態に係る両面記録装置の動作のフローチャート
【図８】一実施形態に係る両面記録装置の制御部を動作部と共に示すブロック図
【図９】第２の実施形態に係る両面記録装置の構成を示す説明図
【図１０】記録ヘッドを１８０度反転させるための反転機構の断面図
【図１１】記録ヘッドを反転機構によって１８０度反転させる状態を示し、（ａ）は表面
記録のときの側面図、（ｂ）は裏面記録のときの側面図記録ヘッドを反転機構によって１
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８０度反転させるときの前後の状態を示す側面図
【図１２】第２の実施形態に係る記録部の状態を示す斜視図であり、（ａ）は表面記録を
しているときを、（ｂ）は裏面記録のために上段搬送パスで搬送するときを、（ｃ）は裏
面記録をしているときを示す。
【図１３】図９の両面記録装置において裏面記録を行うときの状態を示す説明図
【図１４】第２の実施形態に係る両面記録装置の動作のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を具体的に説明する。なお、各図面を通して同
一符号は同一または対応部分を示すものである。
　〔第１の実施形態〕
　図１は第１の実施形態に係る両面記録装置の構成を示す説明図である。本実施形態に係
る両面記録装置は記録媒体として連続紙を用いる両面記録用の記録装置である。また、こ
こでは、記録装置がインクジェット記録装置である場合を例示する。図１において、Ｐは
記録媒体としての連続紙であるロール紙、１は連続紙を給紙する給紙部、２は連続紙のカ
ールを矯正するデカール部、３は連続紙の斜行を補正する斜行補正部、４は連続紙に画像
を記録する記録部、５は記録した連続紙を一時的に保管したり排紙する収納部である。こ
の両面記録装置は、給紙部１、デカール部２、斜行補正部３、記録部４および収納部５を
備えている。
【００１１】
　給紙部１は給紙ローラ１２を有し、給紙ローラ１２によってスプール６６に巻回された
連続紙であるロール紙を繰り出し、デカール部２へ向けて矢印ａ方向に搬送する。デカー
ル部２は、押込みローラ対２１、２２と、その上流側に配された上流ローラ対２３、２４
と、その下流側に配された下流ローラ対２５、２６とを備えている。上流ローラ対２３、
２４および下流ローラ対２５、２６で挟持されたロール紙を、ロール紙のカールに対抗し
て押込みローラ対２１、２２により該カール部を押込むことにより、該ロール紙のカール
を矯正する。デカール部２を搬送されたロール紙Ｐは、斜行補正部３を通して矢印ｂおよ
び矢印ｃ方向に搬送された後、記録部４へ搬送される。記録部４へ搬送されたロール紙は
、主搬送ローラ４２および従動ローラにより記録ヘッド４１と対向する位置へ送り込まれ
る。記録部４で記録されたロール紙Ｐは、搬送ローラ４４および従動ローラを通して、搬
送下流側に配された収納部５へ矢印ｄ方向に送り込まれる。なお、記録媒体であるロール
紙（連続紙）Ｐの材質は、紙、プラスチックシート、フィルム、印画紙、布など、画像記
録が可能なものであれば良い。
【００１２】
　本実施形態では、記録ヘッド４１として、画像情報に基づいてノズルから記録媒体へイ
ンクを吐出して画像を記録するインクジェット記録ヘッドが使用されている。記録ヘッド
４１の記録媒体と対向する記録面４１ａには複数のノズルからなるノズル列が設けられて
いる。主搬送ローラ４２によるロール紙Ｐの搬送に同期して記録ヘッド４１からのインク
を吐出することにより、画像を記録していく。記録ヘッド４１の搬送下流側に配された収
納部５は、記録部４から送り込まれる連続紙を一時的に保管する巻取り収納手段５１と、
記録終了後に連続紙を所定サイズに切断する排紙カッタ５２と、切断されて排出されるカ
ット紙を保管するスタッカと、を備えている。巻取り収納手段５１は、ガイドローラ６２
により矢印ｆ方向に方向変換されて搬送されてくる連続紙Ｐをスプール６３上に巻回して
一時的に収納する収納手段である。
【００１３】
　記録装置には、ＣＰＵ、メモリおよびＩ／Ｏ回路等を備えたコントローラからなる制御
部８０が設けられている。制御部８０は、内部メモリに予め格納された制御プログラムに
従い、駆動モータや各種装置の動作を制御する。これにより、記録媒体Ｐの給紙および搬
送の動作を制御するとともに、画像情報に基づいて記録ヘッド４１を制御することにより
記録媒体Ｐに画像を転写していく。また、制御部８０は、後述する両面記録の動作や反転
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機構８５ａ、８５ｂの動作を制御する他、記録装置全体の動作やそのタイミングを制御す
るものである。
【００１４】
　図２は給紙部１の上方から見た斜視図である。図３は給紙部を１８０度反転させるため
の反転機構８５ａの断面図である。図２および図３において、１１はロール紙（連続紙）
Ｐを繰り出し可能にスプール６６上に巻回したロール紙収納手段である。給紙部１の出口
近傍に配された給紙ローラ１２にはロール紙Ｐを介して従動回転する給紙コロ１３が押圧
されており、給紙ローラ１２が回転することでロール紙をデカール部２へ給送する。給紙
ローラ１２の軸部には、正転（送り出し）するときは駆動を伝達し、逆転（巻き戻し）す
るときは空転して駆動を伝達しない給紙クラッチギア１４が設けられている。
【００１５】
　１５は、ロール紙収納手段１１のスプール６６の軸部１１１に設けられたクラッチギア
である。このクラッチギア１５は、給紙ローラ１２が逆転するとき軸部１１１へ駆動を伝
達し、正転するときは空転して駆動を伝達しない。１９はロール紙収納手段１１のスプー
ル６６を支持する給紙シャーシであり、１７は給紙シャーシ１９を支持している給紙ステ
ージである。給紙部１には、スプール６６を逆方向に回転駆動することにより、一旦給紙
した連続紙Ｐを給紙部１へ巻戻すための巻戻し機構が設けられている。
【００１６】
　図３において、給紙部１のベース０１には、給紙ステージ１７が軸部１７ａを中心に回
動可能に取り付けられている。１８２は給紙部１を１８０度反転させるための反転機構８
５ａの駆動源である反転モータ、１８３は反転モータ１８２のモータギアである。給紙ス
テージ１７の回動中心と同心位置に給紙ステージギア１８４が固定されており、モータギ
ア１８３が給紙ステージギア１８４に噛み合っており、反転モータ１８２の回転により給
紙ステージ１７を回動させることができる。１８５は給紙ステージギア１８４に取付けら
れたエンコーダスケールであり、１８１はベース０１に取付けられたエンコーダセンサで
ある。スケール１８５およびセンサ１８１で給紙ステージ１７の位置情報を読み取って制
御部８０で位置制御することにより、給紙ステージ１７が１８０度反転したときの位置決
めを行うことができる。このような構成により、反転機構８５ａは、記録ヘッド４１の記
録面４１ａと対向する連続紙Ｐの被記録面（画像形成面）を表裏反転させる反転手段を構
成している。
【００１７】
　図５は図１中の矢印（ア）方向から見た斜行補正部３の平面図である。図５中では、斜
行状態で搬送されてきた連続紙をＰ´で示し、斜行補正された連続紙をＰで示す。Ｍは斜
行補正のために連続紙に作用させるモーメントである。連続紙Ｐは、裏面を底面ガイド３
１で案内されながら搬送される。連続紙Ｐは、一方の側端縁を上流側基準コロ３２と下流
側基準コロ３３に突き当てることにより斜行を補正される。連続紙Ｐを挟んで反対側には
、連続紙を基準コロ３２、３３に押圧するための押圧ユニット６５が配されている。押圧
ユニット６５は、底面ガイド３１に垂直に固定された中心ピン３７と、中心ピン３７を中
心に揺動可能な揺動部材３５と、底面ガイド３１と揺動部材３５との間に張架された引張
りばね３６と、揺動部材３５に垂直軸を中心に回転自在に軸支された押圧コロ３４とを備
えている。引張りばね３６により押圧コロ３４を連続紙の側端縁に付勢することにより、
他側の側端縁を基準コロ３２、３３に押し付けることで、連続紙の斜行を補正する。
【００１８】
　図８は一実施形態に係る両面記録装置の制御部８０を動作部と共に示すブロック図であ
る。制御部８０はコントローラからなる記録装置の主制御部である。主制御部８０は、マ
イクロコンピュータ形態のＣＰＵ６０１と、プログラムや所要テーブルやその他の固定デ
ータを格納したＲＯＭ６０３と、画像データを展開する領域や作業用の領域等を設けたＲ
ＡＭ６０５とを備えている。記録装置は、画像情報の供給源となるホスト装置６１０に接
続されている。このホスト装置６１０の形態は、記録に係る画像データ等の作成、処理等
を行うコンピュータであっても良いし、画像読み取り用のリーダ部であっても良い。コン
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トローラ８０とホスト装置６１０は、画像データ、コマンドおよびステータス信号などを
、インタフェース（Ｉ／Ｆ）６１２を介して送受信可能に接続されている。
【００１９】
　操作部６２０は、操作者による入力指示を受容するスイッチ群からなり、電源スイッチ
６２２や切換スイッチ６２６等を有する。切換スイッチ６２６は、例えば、片面記録ジョ
ブ（表面記録工程）と両面記録ジョブ（表面記録工程、裏面記録工程）の切換を指示する
ためのジョブ切換スイッチ６２６などで構成される。センサ部６３０は、装置の状態を検
出するための各種のセンサ６３１、６３２、６３３、６３４、６３５を備えている。制御
部８０に接続されたヘッドドライバ６４０は、記録データに応じて記録ヘッド４１の各ノ
ズルの電気熱変換体等のエネルギー発生体を駆動する。ヘッドドライバ６４０には、記録
データを各エネルギー発生体に対応させて整列させるシフトレジスタ、適宜のタイミング
でラッチするラッチ回路、駆動タイミング信号に同期して各エネルギー発生体を作動させ
る論理回路素子などが設けられている。また、ヘッドドライバ６４０には、記録媒体上の
ドット形成位置を調整するために吐出タイミングを適切に設定するタイミング設定部など
も設けられている。
【００２０】
　記録ヘッド４１の近傍にはサブヒータ６４２が設けられている。サブヒータ６４２は、
インクの吐出特性を安定させるために記録ヘッドの温度を調整するものであり、例えば記
録ヘッド４１の基板上に形成された電気熱変換体であっても良いし、記録ヘッド４１の本
体に取付けられ発熱体であっても良い。６６０は給紙モータ１００７を駆動するためのモ
ータドライバであり、記録媒体Ｐは給紙モータ１００７で回転駆動される給紙ローラ１２
により記録装置内に給紙される。６７０は搬送モータ１００８を駆動するためのモータド
ライバであり、記録媒体Ｐは搬送モータ１００８の駆動により搬送される。また、記録デ
ータのインク吐出総ドット数や記録したシート枚数に応じた搬送モータ１００８の駆動も
行われる。
【００２１】
　図７は第１の実施形態に係る両面記録装置の動作のフローチャートである。次に、図１
、図２、図５および図７を用いて、連続紙Ｐの片面記録ジョブにおける表面（おもて面）
記録工程を説明する。片面記録ジョブにおける表面記録工程では、給紙部１に収納されて
いる連続紙Ｐは、当初、図２に示すように、先端部が給紙ローラ１２と給紙コロ１３のニ
ップに挟持された待機状態にある。記録ジョブが開始されると、不図示の駆動源の駆動が
給紙クラッチギア１４に伝達されることで給紙ローラ１２が回転される。これにより、ロ
ール紙Ｐはデカール部２へ給紙される（図１中の矢印ａ方向）。このとき、ロールクラッ
チギア１５は軸部１１１に対して空転し、ロール紙収納手段１１も空転する。
【００２２】
　デカール部２では、デカール上流ローラ対２３、２４のニップとデカール下流ローラ対
２５、２６のニップでロール紙Ｐを挟持し、デカール押込みローラ対２１、２２をカール
に対抗して押込むことによりロール紙Ｐの巻き癖カールを矯正する。カール矯正されたロ
ール紙Ｐは斜行補正部３へ搬送される（図１中の矢印ｂ方向）。図５に示すように、斜行
しているロール紙Ｐ´（鎖線）が斜行補正部３へ搬送されてくると、押圧ユニット６５に
よりロール紙の側端縁を基準コロ３２、３３に押し付けることにより斜行が補正される。
このとき、押圧ユニット６５によりロール紙Ｐ´の右側端縁を押圧してモーメントＭを発
生させ、左側端縁を基準コロ３２、３３に突き当てることでロール紙Ｐで示すように斜行
が補正される。
【００２３】
　斜行補正されたロール紙Ｐは、記録部４へ搬送された（図１中の矢印ｃ方向）後、主搬
送ローラ４２により記録ヘッド４１と対向する記録開始位置へ送り込まれ、さらに下流側
の搬送ローラ４４のニップに挟持される。記録部４では、主搬送ローラ４２による搬送に
同期して、記録ヘッド４１からインクを吐出することによりロール紙に画像を記録してい
く。記録されたロール紙Ｐは収納部５へ搬送される（図１中の矢印ｄ方向）。記録部４に



(7) JP 2011-116080 A 2011.6.16

10

20

30

40

50

おける記録動作は、記録ヘッドを搬送方向と交差する方向に主走査させるシリアル方式で
あっても良いし、記録媒体の幅をカバーする長尺の記録ヘッドの副走査のみで連続的に画
像を形成するライン方式であっても良い。シリアル方式では、主走査による１記録パス分
の記録と所定ピッチの搬送とを交互に繰り返しながら記録していく。
【００２４】
　記録ヘッド４１（記録部４）の搬送下流側に配された収納部５では、記録されたロール
紙Ｐを排紙カッタ５２により所定の長さに切断し、切り放されたカット紙をスタッカ５３
に積載していく。一方、切断されたロール紙Ｐは、不図示の駆動源で給紙部１の巻戻し機
構により、その先端が給紙ローラ１２の下流側近傍に達するまで巻戻される。この場合の
巻戻し機構としては、ロール紙Ｐを巻回しているスプール６６を逆転駆動する機構が使用
される。すなわち、不図示の駆動源によりロールクラッチギア１５（図２）を駆動してロ
ール紙収容手段１１を巻戻し方向に回転させることにより、先端が給紙ローラ１２の下流
近くの待機位置まで巻戻される（図１中の矢印ｅ方向）。これによって、片面記録ジョブ
が終了する。なお、この巻戻し動作のとき、給紙クラッチギア１４と給紙ローラ１２との
間は空転する。
【００２５】
  次に、図１および図７を用いて、両面記録ジョブにおける表面（おもて面）記録工程を
説明する。両面記録ジョブにおける表面記録工程では、まず、給紙部１で待機している連
続紙であるロール紙Ｐがデカール部２（図１中の矢印ａ方向）、斜行補正部３（図１中の
矢印ｂ方向）、記録部４（図１中の矢印ｃ方向）へと搬送される。このとき、記録部４で
、記録ヘッド４１により連続紙の表面に対する画像記録が行われる。これは、上述の片面
記録ジョブの場合と同様である。両面記録の場合は、こうして表面記録されたロール紙Ｐ
は、収納部５へ搬送されると、ガイドローラ６２により巻取り収納手段５１の方向へ案内
され、一旦巻取り収納手段５１により巻取られる（図１中の矢印ｆ方向）。そして、一連
の表面記録工程が終了すると、給紙部１の巻戻し機構により、ロール紙Ｐの先端が給紙ロ
ーラ１２の下流近く（待機位置）に戻るまで巻戻す。巻き戻した状態では、ロール紙Ｐの
表面記録された領域が給紙部１のスプール６６上に収納されている。
【００２６】
　図４は給紙部１を反転機構８５ａによって１８０度反転させる状態を示す側面図であり
、（ａ）は表面記録時の状態を示し、（ｂ）は裏面記録時の状態を示す。図６は図１の両
面記録装置において裏面記録を行うときの状態を示す説明図である。次に、図３、図４、
図６および図７を用いて、両面記録ジョブにおける裏面記録工程を説明する。表面を記録
され、給紙部１に巻戻されて収納されたロール紙Ｐの画像記録面（表面）は図３に示す反
転機構８５ａによって１８０度反転させられる。反転モータ１８２の駆動が給紙ステージ
１７へ伝達されると、ベース０１の軸受部０１ａに軸支された給紙ステージ１７が軸部１
７ａを中心に回転する。給紙ステージ１７の回転により給紙部１が図４に示すように１８
０度回転することで、記録ヘッド４１の記録面（ノズル面）４１ａと対向するロール紙Ｐ
の被記録面の表裏が反転する。
【００２７】
　上記の反転機構８５ａは、記録ヘッド４１の記録面４１ａと対向する連続紙Ｐの被記録
面（画像形成面）を表裏反転させる反転手段を構成している。そして、本実施形態では、
両面記録のとき、表面に記録した連続紙を巻戻し機構により給紙部１へ巻戻した後、この
反転手段により給紙部１の向きを反転させることで連続紙の被記録面を表裏反転させる。
これにより、連続紙の裏面が記録ヘッド４１の記録面４１ａと対向する状態にし、一旦巻
き戻した連続紙を再度給紙することで連続紙の裏面に記録するように構成されている。
【００２８】
　反転機構８５ａにより１８０度（表裏）反転されたロール紙Ｐは給紙ローラ１２により
デカール部２へ給送される（図６中の矢印ａ方向）。給紙部の下流側に配されたデカール
部２には、単独の搬送経路で表面記録時の正カールと裏面記録時の逆カールとの双方を矯
正できるように、押込みローラ対２１、２２を表面記録時と裏面記録時とで押込み方向を
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逆向き切換えるための切換機構（不図示）が設けられている。この切換機構により、表面
に記録するときと裏面に記録するときとで押込みローラ２１、２２の押込み方向を切換え
ることにより、表面記録用と裏面記録用の複数のデカール機構を備える必要がなく、１つ
のデカール機構で済ませることができる。
【００２９】
　デカール部２によってカール矯正されたロール紙Ｐは、斜行補正部３へ（図６中の矢印
ｂ方向）搬送されて斜行補正された後、記録部４へ搬送される。その場合、ロール紙Ｐは
、主搬送ローラ４２により、裏面が記録ヘッド４１の記録面４１ａと対面する状態で画像
形成位置へ送り込まれる（図６中の矢印ｃ方向）。ロール紙Ｐは主搬送ローラ４２と同期
回転する下流側の搬送ローラ４４のニップにも挟持される。主搬送ローラ４２の搬送に同
期して、画像情報に基づいて記録ヘッド４１からインクを吐出して画像を記録していく裏
面記録が行われる。裏面記録されたロール紙Ｐは収納部５へ搬送され（図６中の矢印ｄ方
向）、排紙カッタ５２により所定サイズに切断される。こうして表裏に両面記録された後
に切断されたカット紙は、スタッカ５３へ排出され、積載されて収納される。一方、切断
された後のロール紙Ｐは、給紙部１の巻戻し機構により給紙ローラ１２の下流側近傍の待
機位置まで巻き戻される（図６中の矢印ｅ方向）。以上で、本実施形態における両面記録
ジョブが終了する。
【００３０】
　以上説明した実施形態によれば、記録媒体としての連続紙の表面と裏面の両面に記録す
る両面記録装置において、単独の（共通の）記録ヘッドで両面記録を行うことができる。
また、両面記録専用の搬送経路を設ける必要がなく、装置構成の簡単化および小型化を図
ることができ、記録装置のコスト低減を図ることができる。さらに、記録動作の途中で連
続紙を切断する必要がないため、切断する場合の搬送安定性を保つために必要な記録画像
領域の後端部における非画像領域を不要にすることができる。これにより、記録媒体の不
使用部分によるムダを無くすことができ、記録媒体のコスト低減および環境対策を実現す
ることができる。
【００３１】
　〔第２の実施形態〕
　図９は第２の実施形態に係る両面記録装置の構成を示す説明図である。図１０は記録手
段を１８０度反転させるための反転機構８５ｂの断面図である。本実施形態でも、第１の
実施形態と同様の部分は同一符号で示す。支持プレート０２に、記録ヘッド４１が回動可
能に取り付けられている。支持プレート０２に設けられた軸受０２ａに記録ヘッド４１の
側面に設けられた軸部４１ａが軸支されており、記録ヘッド４１は水平方向の軸を中心に
回動可能に取り付けられている。４８２は記録ヘッド４１を反転させるための駆動源であ
る反転モータ、４８３は反転モータ４８２のモータギアである。
【００３２】
　記録ヘッド４１の回動中心にヘッドギア４８４が固定されており、モータギア４８３が
ヘッドギア４８４に噛み合っている。従って、反転モータ４８２の回転により記録ヘッド
４１が回動する。４８５はヘッドギア４８４に取付けられたエンコーダスケールであり、
４８１は支持プレート０２に取付けられたエンコーダセンサである。スケール４８５およ
びセンサ４８１で記録ヘッド４１の位置情報を読み取り、制御部８０で位置制御すること
により記録ヘッド４１が１８０度反転したときの位置決めを行うことができる。このよう
な構成により、反転機構８５ｂは、記録ヘッド４１の記録面４１ａと対向する連続紙Ｐの
被記録面（画像形成面）を表裏反転させる反転手段を構成している。
【００３３】
　図１１は記録ヘッド４１を反転機構８５ｂによって１８０度反転させる状態を示す側面
図であり、（ａ）は表面記録時の状態を示し、（ｂ）は裏面記録時の状態を示す。なお、
図１１（ｂ）には、裏面記録において記録媒体Ｐを上段搬送パスに沿って搬送する状態も
示されている。図１２は第２の実施形態に係る記録部４の状態を示す斜視図であり、（ａ
）は表面記録をしているときを、（ｂ）は裏面記録のために上段搬送パスで搬送するとき
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を、（ｃ）は裏面記録をしているときを示す。図１３は図９の両面記録装置において裏面
記録を行うときの状態を示す説明図である。
【００３４】
　図９、図１０、図１１および図１３において、表面記録のときは、図９に示すように、
下向き姿勢に位置決めされた記録ヘッド４１からインクを吐出し、これに同期して主搬送
ローラ４２および搬送ローラ４４により記録媒体Ｐを下段搬送パスに沿って搬送すること
で、画像を記録していく。一方、裏面記録きときは、図１３に示すように、上向き姿勢に
位置決めされた記録ヘッド４１からインクを吐出し、これに同期して上段主搬送ローラ４
３および上段搬送ローラ４５により記録媒体Ｐを上段搬送パスに沿って搬送することで、
画像を記録していく。なお、図９および図１３中の７１、７２、７３、７４は記録媒体Ｐ
を上段搬送パスに案内するためのガイドローラを示す。本実施形態に係る両面記録装置は
、その他の点では前述の第１の実施形態と同様の構成を有する。
【００３５】
　上記の反転機構８５ｂは、記録ヘッド４１の記録面４１ａと対向する連続紙Ｐの被記録
面（画像形成面）を表裏反転させる反転手段を構成している。そして、本実施形態では、
両面記録のとき、表面に記録した連続紙を巻戻し機構により給紙部１へ巻戻した後、この
反転手段により記録ヘッド４１の向きを反転させることで連続紙の被記録面を表裏反転さ
せる。これにより、連続紙の裏面が記録ヘッド４１の記録面４１ａと対向する状態にし、
一旦巻き戻した連続紙を再度給紙することで連続紙の裏面に記録するように構成されてい
る。
【００３６】
　図１４は第２の実施形態に係る両面記録装置の動作のフローチャートである。まず、図
９および図１４を用いて、片面記録ジョブにおいて連続紙Ｐの片面に記録する表面記録工
程を説明する。片面記録ジョブにおいては、第１の実施形態と同様、給紙部１のスプール
６６上のロール紙Ｐが給紙ローラ１２によりデカール部２へ給送され（図９中の矢印ａ方
向）、カール矯正された後、斜行補正部３へ搬送される（図９中の矢印ｂ方向）。斜行補
正されたロール紙Ｐは、下段搬送パス（図９中の矢印ｃ方向）に沿って記録部４へ搬送さ
れ、主搬送ローラ４２により下向きの記録ヘッド４１の記録面４１ａと対向する位置へ送
り込まれる。記録面４１ａからのインク吐出に同期して主搬送ローラ４２および搬送ロー
ラ４４で搬送することにより、ロール紙Ｐの表面に画像を記録していく。表面記録された
ロール紙Ｐは収納部５へ搬送される。そして図９中の矢印ｄ方向に搬送された後、排紙カ
ッタ５２により所定サイズに切断される。切断されたカット紙はスタッカ５３内に積載さ
れて収納される。切断された後のロール紙Ｐは、第１の実施形態と同様、給紙部１の巻戻
し機構により、給紙ローラ１２の下流側近傍の待機位置まで巻戻される（図９中の矢印ｅ
方向）。以上で片面記録ジョブを終了する。
【００３７】
　次に、図９および図１４を用いて、両面記録ジョブにおいて連続紙Ｐの表面（おもて面
）に記録する表面記録工程を説明する。両面記録ジョブにおいては、第１の実施形態と同
様、表面記録を終了した後に収納部５において搬送方向を巻取り収納手段５１へ向かう方
向に切り換え、連続紙Ｐの画像形成領域を巻取り収納手段５１によって巻き取る（図９中
の矢印ｆ方向）。こうして表面記録の工程を終了した後、給紙部１の巻戻し機構により連
続紙（ロール紙）Ｐの先端が給紙ローラ１２の下流側近傍にくる位置（待機位置）まで巻
戻す。以上の一連の動作を完了した後、以下のような両面記録ジョブにおける裏面記録工
程が行われる。
【００３８】
　この両面記録ジョブにおける裏面記録工程を図１０、図１１、図１２、図１３および図
１４を用いて説明する。表面記録されて待機位置まで巻き戻されたロール紙Ｐは、図１３
中の矢印ａで示すように給紙ローラ１２により再度給紙され、デカール部２および斜行補
正部３を通して搬送される（図１３中の矢印ｂ方向）。斜行補正されたロール紙Ｐは、記
録部４の上流側に配された不図示のフラッパ機構により搬送経路を切り換えられ、ガイド
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ローラ７１、７２、７３、７４によって記録ヘッド４１の上方を迂回する上段搬送パスに
沿って搬送される（図１３中の矢印ｇ方向）。上段搬送パスに送り込まれたロール紙Ｐは
、図１１（ｂ）および図１２（ｂ）、（ｃ）に示すように、上段主搬送ローラ４３および
上段搬送ローラ４５によって、可動ガイド４６に沿って搬送される。
【００３９】
　上段搬送パスにおいては、ロール紙Ｐの先端が下流側の上段搬送ローラ４５のニップに
挟持されたところで、図１１（ｂ）および図１２（ｃ）に示すように、可動ガイド４６は
不図示の駆動機構（例えばラック機構）により上段搬送パスから離脱した位置へ移動させ
られる。この時、ロール紙Ｐは、上段主搬送ローラ４３と上段搬送ローラ４５との間で空
中搬送されている状態となる。また、この時、記録ヘッド４１は、反転機構８５ｂによっ
て上向きに回動させられ、記録面（インク吐出面、ノズル面）４１ａが上向きとなってロ
ール紙Ｐの裏面と対向している。つまり、反転モータ４８２の駆動により記録ヘッド４１
を回動させることで、下向き姿勢から上向き姿勢に反転させ、上段搬送パスを空中搬送さ
れているロール紙Ｐの裏面に対する裏面記録が行われる。
【００４０】
　上段搬送パスで裏面記録されたロール紙Ｐは収納部５へ搬送される（図１３中の矢印ｄ
方向）。こうして、記録を終了したロール紙Ｐは排紙カッタ５２により所定サイズに切断
され、切断されたカット紙はスタッカ５３に積載されて収納される。一方、画像記録部を
切り離されたロール紙Ｐは、第１の実施形態と同様、給紙部１の巻戻し機構により待機位
置まで巻戻される（図１３中の矢印ｅ方向）。以上で一連の両面記録ジョブの動作が完了
する。本実施形態によれば、給紙部よりも一般に体積および重量が小さい記録ヘッドを反
転させるので、第１の実施形態に比べ、装置サイズを小型化するうえで一層有利な両面記
録装置が得られる。
【００４１】
　以上説明した各実施形態によれば、記録媒体である連続紙の表面と裏面を単独の記録ヘ
ッドで記録することができる。また、両面記録専用の搬送経路を設ける必要がなく、装置
の小型化およびコスト低減を図ることができる。また、両面記録において表面記録後に連
続紙を切断する必要がないため、搬送安定性を保つための非画像領域を設ける必要がない
ため連続紙のムダを低減することができ、用紙コストを低減するとともに、環境にも配慮
した装置を構成することができる。
【００４２】
　なお、本発明は、記録媒体の搬送による副走査のみによるラインタイプ、あるいは記録
ヘッドで搬送方向と交差する方向に主走査するシリアルタイプなどの記録方式に関わらず
、同様に適用可能である。また、本発明は、記録媒体の幅の種類、記録ヘッドの数、使用
するインクの種類や性状数などに関わらず、同様に適用可能である。さらに、本発明は、
紙、プラスチックフィルム、印画紙、不織布など、記録媒体の材質にも関わりなく、同様
に適用可能である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　給紙部
　２　　　デカール部
　３　　　斜行補正部
　４　　　記録部
　５　　　収納部
　１２　　給紙ローラ
　２１、２２　　デカール押込みローラ
　４１　　記録ヘッド
　４１ａ　記録面（記録ヘッド）
　４２　　主搬送ローラ
　４３　　上段主搬送ローラ
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　５１　　収納手段（巻取り収納手段）
　５２　　排紙カッタ
　８０　　制御部
　８５ａ、８５ｂ　　反転機構
　１８２、４８２　　反転モータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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