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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被記録材の反りを被記録領域を傷付けることな
く、矯正して高品質の記録の実行を可能にする。
【解決手段】記録装置１は、被記録材Ｐの被記録面にイ
ンクを吐出して記録を実行する記録ヘッドと、記録実行
領域に到達した被記録材Ｐの下面を支承して前記記録ヘ
ッドとの間のギャップを規定するプラテン１３と、を備
え、前記プラテン１３は、プラテン１３上の被記録材Ｐ
の中間部２５を吸着する固定吸引部２７を備えた固定プ
ラテン部２９と、プラテン１３上の被記録材Ｐの左右の
側縁部３１Ｌ、３１Ｒを吸着する上下方向Ｚに移動可能
な可動吸引部３５Ｌ、３５Ｒを備えた可動プラテン部３
７Ｌ、３７Ｒとを具備することによって構成されている
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被記録材の被記録面にインクを吐出して記録を実行する記録ヘッドと、
　前記記録ヘッドによる記録実行領域に位置する前記被記録材の被記録面の反対側の面を
支持するプラテンと、
　前記プラテンに設けられた複数の吸引孔部と、を備え、
　前記プラテンは、前記吸引孔部を備えた、幅方向における両側縁部が前記記録ヘッドに
対して進退可能に構成され、
　前記プラテンの両側縁部が前記記録ヘッドの側に進出して被記録材の左右側縁のカール
部を吸着した後に退避し、当該退避した後に前記記録ヘッドにより被記録材への記録を実
行する構成を備えている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、
　前記両側縁部は、複数の吸引孔部をユニット化して一体化した可動ユニットとして構成
されていることを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の記録装置において、
　前記進退可能な両側縁部の吸引孔部は、前記被記録材に対する吸着面が該被記録材のカ
ール形状に沿う傾斜面になっていることを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被記録材の反りを矯正し、フラットな姿勢にした状態で記録を実行するため
の記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェットプリンター等の記録装置の中には、被記録材の被記録面に吐出されたイ
ンクの乾燥を促進させるために、被記録材を支持して記録ヘッドとの間のギャップを規定
するプラテンに対してヒーターが設けられているものがある。このようなヒーター付きの
プラテンを備えている記録装置の場合には、プラテンの伝導熱によって被記録材に反り（
カールともいう）が発生することがある。そして、このような反りには、被記録材の幅方
向の中央部が高くなる凸状の反りと、被記録材の幅方向両端のエッジ部が高くなる凹状の
反りとがある。
【０００３】
　また、前記被記録材の反りを矯正するために、下記の特許文献１に示すような吸気装置
を備えた記録装置も存在している。この記録装置は、記録実行領域の上流側のプラテンに
複数個の吸気穴を形成し、プラテン内部に設けた吸気装置によって生起される吸引力を利
用して前記被記録材をプラテンの上面に密着させるようにしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示されている記録装置は、湿気等によって当初からカー
ルが発生している被記録材をプラテン上面に吸着させて被記録材の浮きを防止することを
目的としている。従って、プラテン上で前記乾燥時の熱等が原因で発生するカールに対し
ては、該カールを矯正して被記録材の全面を再度プラテンの上面に吸着させるという効果
は有していない。
【０００５】
　特に、上述した凹状の反りが生じている被記録材に対しては、反りが生じている被記録
材のエッジ部に前記吸引力は効果的に作用しないため、当該反りの矯正が充分に行なわれ
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ず、ヘッド擦すれや、記録品質の低下を招いていた。
【０００６】
　本発明は、このような背景技術の下になされたものであって、被記録材に生じている反
りを矯正した状態で被記録材の被記録面に対して記録を実行することができるようにする
ことを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様に係る記録装置は、被記録材の被記録面にインクを吐出して記録を
実行する記録ヘッドと、前記記録ヘッドによる記録実行領域に位置する前記被記録材の被
記録面の反対側の面を支持するプラテンと、前記プラテンに設けられた複数の吸引孔部と
、を備え、前記プラテンは、幅方向における両側縁部が前記記録ヘッドに向けて進退可能
に構成されていることを特徴とするものである。
【０００８】
　本態様によれば、前記プラテンの両側縁部を記録ヘッドに向けて進出させることによっ
て、カールによってプラテン面から離間している被記録材の両側のカール部に前記吸引孔
部の開口部を近付けることができる。そして、該開口部に被記録材の前記カール部を吸着
させた状態で当該プラテンの両側縁部を後退させれば、被記録材に生じていた反りが矯正
されてフラットな姿勢になる。これにより、被記録面にカールの影響のない高品質の記録
を実行することができる。　
　尚、本態様の効果は、前記カールがプラテンに支持される前から生じていたものである
かプラテンに支持された後に生じたものであるかを問わず、得ることができる。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、前記第１の態様の記録装置において、前記両側縁部は、複数の
吸引孔部をユニット化して一体化した可動ユニットとして構成されていることを特徴とす
るものである。
【００１０】
　本態様によれば、前記両側縁部は、複数の吸引孔部をユニット化して一体化した可動ユ
ニットとして構成されているので、被記録材の前記カール部に沿って設けられている複数
の吸引孔部を同時に進出させて、各吸引孔部の開口部を該カール部に接触させて吸着させ
ることができる。また、吸着後、前記複数の吸引孔部を同時に後退させれば、被記録材に
生じていた反りはプラテンの存している記録実行領域全体に亘って一挙に矯正される。
【００１１】
　本発明の第３の態様は、前記第１の態様または２の態様の記録装置において、前記可動
ユニットは、両側においてそれぞれ少なくとも２列ずつ設けられていることを特徴とする
ものである。
【００１２】
　本態様によれば、内側の列の可動ユニットが最初に被記録材に作用して、被記録材のカ
ールが生じている部分に対して第１段の矯正をし、次に外側の列の可動ユニットが前記第
１段の矯正が行われた被記録材に作用して、カール部分に対して第２段の矯正をして被記
録材の反りを矯正し、フラットな姿勢にする。従って、前記２段階の矯正作用で被記録材
の反りは確実に矯正される。
【００１３】
　本発明の第４の態様は、前記第１の態様から第３の態様のいずれか一つの態様の記録装
置において、前記進退可能な両側縁部の吸引孔部は、前記被記録材に対する吸着面が該被
記録材のカール形状に沿う傾斜面になっていることを特徴とするものである。
【００１４】
　本態様によれば、吸引孔部の吸着面を被記録材のカールが生じている部分に対向させ、
より被記録材に近付けることができる。従って、効果的に被記録材のカールが生じている
部分に吸引孔部の吸着面を作用させて被記録材の反りの矯正を確実に実行することができ
る。
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【００１５】
　本発明の第５の態様置は、前記第４の態様の記録装置において、前記吸着面の傾斜角度
は、少なくとも２階段に切り換わるように構成されていることを特徴とするものである。
【００１６】
　本態様によれば、被記録材のカールの大きさに対応して吸引孔部の吸着面の傾斜角度を
より適した角度に切り換えることができる。従って、被記録材のカールが生じている部分
に対する吸引孔部の吸着力が高まり、被記録材の反りの矯正が一層、確実に実行されるよ
うになる。
【００１７】
　本発明の第６の態様は、前記第１の態様から第５の態様のいずれか一つの態様の記録装
置において、前記進退可能な両側縁部は、前記吸引孔部の吸引力より小さい力で前記被記
録材側に突出傾向を付与する付勢部材を介して設けられていることを特徴とするものであ
る。
【００１８】
　本態様によれば、前記進退可能な両側縁部は、前記吸引孔部の吸引力より小さい力で前
記被記録材側に突出傾向を付与する付勢部材を介して設けられている。従って、吸引孔部
を記録ヘッドに向けて進出させるための別段の動力を設けなくても、当該付勢部材の付勢
力によって吸引孔部の吸着面は被記録材に近付くことができる。そして、吸引ファン等の
吸引力によって吸引孔部は被記録材のカール部と一体になって後退することができる。
【００１９】
　本発明の第７の態様は、前記第１の態様から第６の態様のいずれか一つの態様の記録装
置において、前記進退可能な両側縁部は、使用が想定される被記録材のサイズに対応した
複数個所に設けられていることを特徴とするものである。
【００２０】
　本態様によれば、被記録材のサイズに違いに対応して、使用する可動の吸引孔部を選択
することができるから、被記録材のサイズの違いに関係なく、被記録材に生じている反り
の矯正を確実に実行することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施例１に係るインクジェットプリンターの内部構造の概略を示す側面
図。
【図２】本発明の実施例１に係るインクジェットプリンターの記録実行領域周辺を示す平
面図。
【図３】本発明の実施例１に係る図２中のＡ－Ａ断面図。
【図４】本発明の実施例１に係る可動吸引部が上昇位置に位置している時の図３中のＢ部
の拡大図（ａ）と、下降位置に位置している時の図３中のＢ部の拡大図（ｂ）。
【図５】本発明の実施例２に係る可動吸引部が上昇位置に位置している時の拡大断面図（
ａ）と、下降位置に位置している時の拡大断面図（ｂ）。
【図６】本発明の実施例３に係る可動吸引部が上昇位置に位置している時の拡大断面図（
ａ）と、中間位置に位置している時の拡大断面図（ｂ）と、下降位置に位置している時の
拡大断面図（ｃ）。
【図７】本発明の実施例４に係る可動吸引部が上昇位置に位置している時の拡大断面図（
ａ）と、下降位置に位置している時の拡大断面図（ｂ）。
【図８】本発明の実施例５に係る可動吸引部が上昇位置に位置している時の拡大断面図（
ａ）と、下降位置に位置している時の拡大断面図（ｂ）。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明に係る記録装置の構造と作動態様を説明する。最初に本発明の記録装置を
実施するための形態としてインクジェットプリンター１を採り上げて、インクジェットプ
リンター１の概略を図１、図２に基づいて説明する。
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【００２３】
　図示のインクジェットプリンター１は、用紙系及びフィルム系の長尺な被記録材Ｐに対
して記録を実行することができる構造のインクジェットプリンターである。また、被記録
材Ｐとしては、図１に示すロール紙Ｒや図２に示す単票紙Ｐ（被記録材Ｐと同一の符号Ｐ
を使用する）が適用可能になっている。
【００２４】
　図１、図２では、左端側が被記録材Ｐの搬送方向Ｘの上流側（以下、単に上流側という
）、右端側が被記録材Ｐの搬送方向Ｘの下流側（以下、単に下流側という）になっている
。上流側には図１に示すようにロール紙Ｒの繰出し部３が設けられており、繰出し部３か
ら繰り出されたロール紙Ｒは搬送ガイドローラー５に案内されて搬送方向Ｘに長い記録実
行領域７に導かれる。
【００２５】
　記録実行領域７の上方には、被記録材Ｐの被記録面である上面に各色のインクを吐出し
て記録を実行する記録ヘッド９が設けられている。該記録ヘッド９は搬送方向Ｘを移動方
向として往復移動するキャリッジ１１によって保持されており、搬送方向Ｘに長い記録実
行領域７の全面をキャリッジ１１と一体になって移動できるようになっている。
【００２６】
　記録実行領域７の下方には、記録実行領域７に到達した被記録材Ｐの下面を支持して前
記記録ヘッド９との間のギャップＰＧ（一例として１ｍｍ程度である）を規定するプラテ
ン１３が設けられている。該プラテン１３には、多数の吸引孔１５、１５…が形成されて
おり、一例として吸引ファン１７によって生起された吸引力Ａによってプラテン１３上の
被記録材Ｐをプラテン１３の上面に吸着させる構造の吸引機構１９が設けられている。
【００２７】
　記録実行領域７の下流には、排出ガイドローラー２０が設けられている。記録実行後の
被記録材Ｐは、該排出ガイドローラー２０に案内されて、当該被記録材Ｐが単票紙Ｐであ
れば、図示しない排出部に向けて排出され、当該被記録材Ｐがロール紙Ｒであれば、図示
のような巻取り部２１に巻取られるか、所定の長さにカットされた後、排出される。
【００２８】
　次に、このようにして構成されるインクジェットプリンター１に対して適用される本発
明の特徴的構成であるプラテン１３の構成を中心に、部分的構成を異にする実施例１～実
施例５の５つの実施例を例に採って本発明の記録装置１の構造を具体的に説明する。
【００２９】
　［実施例１］
　図１～図４に実施例１に係る記録装置であるインクジェットプリンター１が開示されて
いる。本実施例では、プラテン１３は、プラテン１３上の被記録材Ｐの中央部２５を吸着
する固定吸引部２７を備えた固定プラテン部２９と、プラテン１３上の被記録材Ｐの左右
のカール部（被記録材側縁部）３１Ｌ、３１Ｒを吸着する上下方向Ｚに移動可能な可動吸
引部３５Ｌ、３５Ｒを備えた可動プラテン部であるプラテン側縁部３７Ｌ、３７Ｒとを具
備することによって構成されている。
【００３０】
　前記固定吸引部２７は、平板状の固定プラテン部２９に複数の吸引孔１５Ａ、１５Ａ、
…が形成されることによって構成されている。一方、左右の可動吸引部３５Ｌ、３５Ｒは
、角棒状の左右の可動プラテン部３７Ｌ、３７Ｒに複数の吸引孔１５Ｂ、１５Ｂ、…が形
成されることによって構成されている。該可動プラテン部３７Ｌ、３７Ｒは、前記複数の
吸引孔１５Ｂ、１５Ｂ、…をユニット化して一体化した可動ユニットになっており、該可
動ユニット（可動プラテン部）３７Ｌ、３７Ｒは、駆動機構３９によって上下動される構
造になっている。
【００３１】
　駆動機構３９は、左右の可動プラテン部３７Ｌ、３７Ｒを連接する連接アーム５１と、
該連接アーム５１に動力を伝達して前記左右の可動プラテン部３７Ｌ、３７Ｒを上下動さ
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せる昇降機構５３とを備えることによって構成されている。尚、図示は省略するが、昇降
機構５３としては、カム機構、ラック・ピニオン機構あるいはリンク機構等を使用して昇
降モーターの回転を上下方向Ｚの動きに変換する種々の機構が採用可能である。
【００３２】
　また、同じく図示は省略するが、可動プラテン部３７Ｌ、３７Ｒを固定状態にし、駆動
機構３９によって前記複数の吸引孔１５Ｂ、１５Ｂ、…の部分のみを一体に上下動させる
構造も採用可能である。　
　また、前記駆動機構３９によって生起される可動吸引部３５の上下方向Ｚの移動ストロ
ークは、被記録材Ｐのカールが生じている部分の想定される最大高さＨに対応した約１０
ｍｍに一例として設定されている。
【００３３】
　また、本実施例では、前記左右の可動プラテン部３７Ｌ、３７Ｒは、それぞれ２列ずつ
設けられている。これら２列の可動プラテン部を区別する場合には、左側の可動プラテン
部３７Ｌのうち、内側に位置するものを可動プラテン部４１Ｌ、外側に位置するものを可
動プラテン部４３Ｌとし、右側の可動プラテン部３７Ｒのうち、内側に位置するものを可
動プラテン部４１Ｒ、外側に位置するものを可動プラテン部４３Ｒとして識別する。
【００３４】
　また、前記左右の可動吸引部３５Ｌ、３５Ｒの吸着面４５（本実施例では左右の可動プ
ラテン部３７Ｌ、３７Ｒの上面全体）は、被記録材Ｐのカール形状に沿う傾斜面によって
構成されており、前記吸着面４５を被記録材Ｐのカールが形成されている部分に対向させ
ることで吸着力の向上を図っている。
【００３５】
　この他、図示は省略するが、前記可動吸引部３５Ｌ、３５Ｒは、使用が想定される被記
録材Ｐのサイズに対応した複数個所に設けられていることが望ましい。このように構成す
ることで、被記録材Ｐのサイズが変わっても、常に最適な位置にある可動吸引部３５Ｌ、
３５Ｒを作動させて被記録材Ｐの反りの確実な矯正を図ることができる。
【００３６】
　次に、このようにして構成される実施例１に係る記録装置１の作動態様を、図４（ａ）
及び図４（ｂ）に基づいて説明する。　
　被記録材Ｐが記録実行領域７に到達すると、図４（ａ）に示すように駆動機構３９の作
動が開始されて、可動吸引部３５は上方に移動する。可動吸引部３５の吸着面４５が被記
録材Ｐに当接、あるいは十分に接近した上昇位置Ｕに達した状態で可動吸引部３５の上昇
は停止され、吸引ファン１７によって生起される吸引力Ａによる吸引が開始される。
【００３７】
　吸引ファン１７が作動を開始すると、被記録材Ｐの中央部２５は固定プラテン部２９の
上面に吸着され、被記録材Ｐの左右のカール部（被記録材側縁部）３１Ｌ、３１Ｒは左右
の可動プラテン部３７Ｌ、３７Ｒの上面に吸着される。そして、この時最初に内側の可動
プラテン部４１に被記録材Ｐのカール部３１の内側部分が吸着されることによって、被記
録材Ｐのカール部３１の外側部分の最大高さＨが幾分低くなり、傾斜角度も小さくなる。
続いて外側の可動プラテン部４３に対して吸着され易くなった前記被記録材Ｐにおけるカ
ール部３１の外側部分が吸着されるようになる。
【００３８】
　次に、駆動機構３９が作動方向を切り換え、図４（ｂ）に示すように内側の可動プラテ
ン部４１と外側の可動プラテン部４３を下方に移動させる。そして、左右内外の４つの可
動プラテン部４１Ｌ、４１Ｒ、４３Ｌ、４３Ｒの上面が、固定プラテン部２９の上面と一
致するか低くなった下降位置Ｄに到達した状態で、被記録材Ｐは図示のようなフラットな
姿勢になって記録の実行が開始される。
【００３９】
　〔実施例２〕
　図５に実施例２に係る記録装置であるインクジェットプリンター１Ａの可動プラテン部
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３７周辺の構造が開示されている。尚、インクジェットプリンター１Ａの基本的構成につ
いては前記実施例１に係るインクジェットプリンター１Ａと同様であるので、ここでは実
施例１と異なる構成に絞って説明する。
【００４０】
　本実施例では、可動吸引部３５Ａが被記録材Ｐが存する上方側に突出傾向を付与する付
勢部材５７を介して設けられている。また、該付勢部材５７自体が前記駆動機構３９の機
能の一部あるいは全部を有しているため、前記連接アーム５１と昇降機構５３の一部ある
いはこれらの双方を省略することができる構成になっている。また、可動吸引部３５Ａは
本実施例では左右に１列ずつのみ設けられている。
【００４１】
　具体的には、可動プラテン部３７と固定プラテン部２９との間に付勢部材５７の一例で
ある圧縮コイルバネ５９を収容するバネ空間６１と、一対の抜止め構造６３Ａ、６３Ｂと
を形成することで、常時、突出傾向を有する可動吸引部３５Ａを構築している。また、前
記圧縮コイルバネ５９の付勢力は、比較的弱めに設定されており、被記録材Ｐの自重程度
の荷重で収縮し、上昇位置Ｕの可動吸引部３５Ａが下降位置Ｄに至るように構成されてい
る。
【００４２】
　そして、このような構成のインクジェットプリンター１Ａを採用した場合にも、前記の
実施例１と同様の可動吸引部３５Ａの作用効果が得られ、被記録材Ｐの反りを矯正してフ
ラットな姿勢にし、高品質の記録が実行される。また、本実施例の場合には、別途、設け
られる駆動機構３９を省略したり、駆動機構３９の構造を簡単にする作用効果も得られる
。
【００４３】
　〔実施例３〕
　図６に実施例３に係る記録装置であるインクジェットプリンター１Ｂの可動プラテン部
３７周辺の構造が開示されている。尚、インクジェットプリンター１Ｂの基本的構成につ
いては前記実施例２に係るインクジェットプリンター１Ａと同様であるので、ここでは実
施例２と異なる構成に絞って説明する。
【００４４】
　本実施例では、可動吸引部３５Ｂが、内筒６７と外筒６９とからなる二重管構造によっ
て構成されている。そして、内筒６７と外筒６９との間に、付勢部材５７としての第１圧
縮コイルバネ７１を収容する第１バネ空間７３と、一対の抜止め構造７５Ａ、７５Ｂとが
設けられている。外筒６９と固定プラテン部２７との間に、付勢部材５７としての第２圧
縮コイルバネ７７を収容する第２バネ空間７９と、一対の抜止め構造８１Ａ、８１Ｂとが
設けられている。
【００４５】
　また、内筒６７の上端面６７ａの傾斜角度は、被記録材Ｐのカール形状に沿う傾斜角度
に設定されており、外筒６９の上端面６９ａの傾斜角度は、前記内筒６７の上端面６７ａ
の傾斜角度よりも小さくなる水平面との中間の傾斜角度に設定されている。
【００４６】
　そして、このような構成のインクジェットプリンター１Ｂを採用した場合にも、前記実
施例２と同様の作用効果が得られ、更に被記録材Ｐのカール形状に対応して可動吸引部３
５Ｂが最も伸張した図６（ａ）に示す上昇位置Ｕと、可動吸引部３５Ｂの内筒６７が外筒
６９内に収容される図６（ｂ）に示す中間位置Ｍとの２段階の位置を採ることができるか
ら、前記実施例２の場合よりも可動吸引部３５Ｂの吸着力が大きくなって被記録材Ｐの反
りの矯正が一層、確実になる。
【００４７】
　〔実施例４〕
　図７に実施例４に係る記録装置であるインクジェットプリンター１Ｃの可動プラテン部
３７周辺の構造が開示されている。尚、インクジェットプリンター１Ｃの基本的構成につ
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いては前記実施例２に係るインクジェットプリンター１Ａと同様であるので、ここでは実
施例２と異なる構成に絞って説明する。
【００４８】
　本実施例では、可動吸引部３５Ｃが上下方向Ｚに直線的に摺動するのではなく、回動支
点８５を中心にして回動しながら上下動する。即ち、可動吸引部３５Ｃは、図７（ａ）（
ｂ）に示すように、断面形状が一例として扇形の湾曲した筒形状に形成されており、該可
動吸引部３５Ｃが取り付けられる固定プラテン部２９には、前記可動吸引部３５Ｃの外周
面８７と摺接する円弧面状に抉られた摺接面８９と、前記回動支点８５を支持する回動支
持部９１とが設けられている。また、本実施例では付勢部材５７として実施例２の圧縮コ
イルバネ５９と同等の付勢力を有する捩りコイルバネ９３が使用されている。
【００４９】
　そして、このような構成のインクジェットプリンター１Ｃを採用した場合にも前記実施
例２と同様の作用効果が得られ、更に可動吸引部３５Ｃの吸着面４５Ｃの傾斜角度が無段
階に可変できるから、可動吸引部３５Ｃによる被記録材Ｐの吸着力がより一層大きくなっ
て、被記録材Ｐの反りの矯正がより一層確実になり、円滑に実行されるようになる。
【００５０】
　〔実施例５〕
　図８に実施例５に係る記録装置であるインクジェットプリンター１Ｄの可動プラテン部
３７Ｄ周辺の構造が開示されている。尚、インクジェットプリンター１Ｄの基本的構成に
ついては前記実施例１に係るインクジェットプリンター１と同様であるので、ここでは実
施例１と異なる構成に絞って説明する。
【００５１】
　本実施例では、前記各実施例と違って固定プラテン部２９Ｄの上面にシート状あるいは
幾分肉厚の軟質系プラスチック材料によって形成される可動プラテン部３７Ｄを積層する
構造を採っている。そして、固定プラテン部２９Ｄと可動プラテン部３７Ｄには、それぞ
れ対応する位置に吸引孔１５Ａと吸引孔１５Ｂとが設けられている。
【００５２】
　また、前記可動プラテン部３７Ｄの左右両端部は、クランプ９７によって保持されてお
り、該クランプ９７が駆動機構３９によって所定ストローク上下動し得るようになってい
る。そして、前記クランプ９７によって保持されている部分を含む可動プラテン部３７Ｄ
の左右両端部が可動吸引部３５Ｄになっており、該可動吸引部３５Ｄが前記クランプ９７
の上下動に伴って上下方向Ｚに移動することによって可動吸引部３５Ｄの吸着面４５Ｄの
傾斜角度を、図８（ａ）に示す上昇位置Ｕと、図８（ｂ）に示す下降位置Ｄとの間で連続
的に変化できるように構成されている。
【００５３】
　そして、このような構成のインクジェットプリンター１Ｄを採用した場合にも前記実施
例１と同様の作用効果が得られ、更に前記実施例４と同様に可動吸引部３５Ｄの吸着面４
５Ｄの傾斜角度が無段階に可変できるから、可動吸引部３５Ｄによる被記録材Ｐの吸着力
がより一層大きくなって、被記録材Ｐの反りの矯正がより一層確実になり、円滑に実行さ
れるようになる。
【００５４】
　〔他の実施例〕
　本発明に係る記録装置１は、以上述べたような構成を基本とするものであるが、本願発
明の要旨を逸脱しない範囲内の部分的構成の変更や省略等を行うことも勿論可能である。
【００５５】
　例えば、可動吸引部３５を使用が想定される被記録材Ｐのサイズに対応した複数個所に
設置する場合には、給送部等に設けられる図示しないエッジガイド等の動きに連動させて
あるいはエッジガイド等の動きを検出して最適な位置の可動吸引部３５を上下動させるよ
うにすることが可能である。
【００５６】
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　また、前記実施例２～実施例４で設けた付勢部材５７は、圧縮コイルバネや捩りコイル
バネに限らず、板バネ等の他のバネ部材であってもよいし、弾性を有するゴム材やエアダ
ンパー等を使用することも可能である。
【００５７】
　この他、本実施の特徴的構成である前記種々の構造のプラテン１３は、キャリッジ１１
が搬送方向Ｘと交差する方向に走査するインクジェットプリンターや記録ヘッド９が保持
部材によって固定状態で保持されていて移動しないいわゆるラインプリンターに対して適
用することが可能である。　
　また、可動吸引部３５の数や配置あるいは形状も使用する被記録材Ｐのサイズやエッジ
ガイドの方式（中央揃えと片側揃え）の違い等に応じて適宜、変更することが可能である
。
【００５８】
　以上の通り、本発明によれば、被記録材Ｐの被記録面にインクを吐出して記録を実行す
る記録ヘッド９と、記録ヘッド９による記録実行領域７に位置する被記録材Ｐの被記録面
の反対側の面を支持するプラテン１３と、プラテン１３に設けられた複数の吸引孔１５Ａ
、１５Ｂと、を備え、プラテン１３は、吸引孔１５Ｂを備えた、幅方向における両側縁部
を構成する可動吸引部３５Ｌ、３５Ｒが記録ヘッド９に対して進退可能に構成されている
。その上で、可動吸引部３５Ｌ、３５Ｒが記録ヘッド９の側に進出して、カールしている
被記録材Ｐの左右側縁部３１Ｌ、３１Ｒを吸着した後に退避し、当該退避した後に記録ヘ
ッド９により被記録材Ｐへの記録を実行する構成を備えている。これにより、被記録材Ｐ
に生じていたカールが矯正されてフラットな姿勢になり、その結果カールの影響のない高
品質の記録を実行することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　１　インクジェットプリンター（記録装置）、３　繰出し部、
　５　搬送ガイドローラー、　　　　　　　　７　記録実行領域、
　９　記録ヘッド、　　　　　　　　　　　　１１　キャリッジ、
１３　プラテン、　　　　　　　　　　　　　１５　吸引孔、
１７　吸引ファン、　　　　　　　　　　　　１９　吸引機構、
２０　排出ガイドローラー、　　　　　　　　２１　巻取り部、
２５　中間部、　　　　　　　　　　　　　　２７　固定吸引部、
２９　固定プラテン部、　　　　　　　　　　３１　カール部（被記録材側縁部）、
３５　可動吸引部、　　　　　　　　　３７　可動プラテン部（可動ユニット）（側縁部
）、
３９　駆動機構、　　　　　　　　　　　　　４１　（内側の）可動プラテン部、
４３　（外側の）可動プラテン部、　　　　　４５　吸着面、
５１　連接アーム、　　　　　　　　　　　　５３　昇降機構、
５７　付勢部材、　　　　　　　　　　　　　５９　圧縮コイルバネ、
６１　バネ空間、　　　　　　　　　　　　　６３　抜止め構造、
６７　内筒、　　　　　　　　　　　　　　　６７ａ　上端面、
６９　外筒、　　　　　　　　　　　　　　　６９ａ　上端面、
７１　第１圧縮コイルバネ、　　　　　　　　７３　第１バネ空間、
７５　抜止め構造、　　　　　　　　　　　　７７　第２圧縮コイルバネ、
７９　第２バネ空間、　　　　　　　　　　　８１　抜止め構造、
８５　回動支点、　　　　　　　　　　　　　８７　外周面、
８９　摺接面、　　　　　　　　　　　　　　９１　回動支持部、
９３　捩りコイルバネ、　　　　　　　　　　９７　クランプ、
　Ｐ　単票紙（被記録材）、　　　　　　　　　Ｒ　ロール紙、
　Ｘ　搬送方向、　　　　　　　　　　　　　　Ｙ　幅方向、
　Ｚ　上下方向、　　　　　　　　　　　　　ＰＧ　ギャップ、
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　Ａ　吸引力、　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ　最大高さ、
　Ｕ　上昇位置、　　　　　　　　　　　　　　Ｍ　中間位置、
　Ｄ　下降位置
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６０】
【特許文献１】特開平１１－２０８０４５号公報
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