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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙に画像を形成する画像形成部を有する印刷装置であって、
　前記用紙が給紙される給紙経路を経て、排紙経路へ至る通常搬送路と、該通常搬送路に
分岐接続され、該通常搬送路から前記用紙が受け渡され、該通常搬送路に戻す循環経路と
によって環状に構成された搬送経路と、
　前記搬送経路中の用紙の乾燥状態を検出する乾燥検出部と、
　少なくとも画像形成処理におけるインクの吐出量又はインクの濃度のいずれかを含む画
像特性を解析する印字率検出部と、
　前記印字率に従って各用紙の循環数を決定し、前記乾燥検出部の検出結果に応じて、各
用紙の循環数を変更する循環数決定部と、
　前記循環数決定部が決定した循環数に従って、前記搬送経路中の用紙を前記排紙経路へ
導出し、前記循環数決定部により循環数が変更された場合には、前記変更された循環数に
従って、前記搬送経路中の用紙を前記排紙経路へ導出する排紙制御部と、
　前記搬送経路中の用紙の間隔を検出し、前記循環数決定部により循環数が変更された場
合には、前記変更された循環数に従って、前記搬送経路中の用紙の間隔を再計算する紙間
検出部と、
　前記紙間検出部が検出した用紙の間隔に応じて、前記搬送経路中に用紙を印刷順に供給
し、前記紙間検出部により再計算された場合には、前記紙間検出部が再計算した用紙の間
隔に応じて、前記搬送経路中に用紙を供給する給紙制御部と
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を有することを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　前記循環経路には、前記通常搬送路に分岐接続され、該通常搬送路から前記用紙が受け
渡され、該用紙を往復させて該通常搬送路に戻すことにより該用紙の表裏を反転させる反
転経路が含まれ、
　前記排紙制御部及び前記給紙制御部は、前記用紙の反転制御、及び反転後の裏面に対す
る画像形成に関する速度及びタイミングも制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記給紙制御部は、給紙する用紙と、搬送中の用紙との間隔を、用紙反転の有無による
時間差に基づく用紙の遅延距離に予め定められた最小紙間を加算した距離以上とすること
を特徴とする請求項２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記排紙制御部は、前記搬送経路中の用紙が、前記排紙経路と前記反転経路との切替え
ポイントに到達したときに、排紙順序、循環回数、及び用紙の表裏の整合性を判断し、こ
の判断結果に基づいて、前記反転経路と前記通常経路との切替えを制御することを特徴と
する請求項３に記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記循環数決定部が決定した循環数に従って、印刷を行う用紙の給紙、画像形成及び搬
送に関する速度、順序及びタイミングを記述した運行表を生成する運行表生成部をさらに
有し、
　前記排紙制御部及び前記給紙制御部は、前記運行表に従って、前記循環経路及び前記通
常経路の搬送駆動を制御し、該循環経路と該通常経路との切替え、前記用紙の給紙、画像
形成及び搬送に関する速度、及びタイミングを制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記運行表生成部は、前記乾燥検出部の検出結果に応じて、前記運行表の再生成を行い
、
　前記排紙制御部及び前記給紙制御部は、再生成された前記運行表に従って、前記循環経
路及び前記通常経路の搬送駆動を制御し、該循環経路と該通常経路との切替え、前記用紙
の給紙、画像形成及び搬送に関する速度、及びタイミングを制御する
ことを特徴とする請求項５に記載の印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搬送経路上を搬送される用紙に画像を形成する印刷装置に係り、特に、印刷
後の用紙のカールを防止するデカール機能を備えた印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インクジェットをはじめとする印刷装置において、印字による用紙カールの原因
は水系インクで用紙の片面が湿ることにある。印刷後の用紙は、カールした状態となるが
、時間が経過すると用紙に載ったインクが乾燥し、カール量は減少していく。そのため、
従来より、印刷直後にすぐに排紙をせずにインクが乾燥する時間を待ってデカールし、排
紙する方法が提案されている。
【０００３】
　このようにインクを乾燥させる時間を確保するための技術として、例えば、特許文献１
に示すような、プリンタ内の一巡する経路を循環させるものがある。この特許文献１に開
示された技術では、印刷条件に応じて印刷物の循環数を決定し、その循環数分だけ、印刷
物全体を循環させる。
【特許文献１】特開２００６－２６４８２８号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に開示された方法では、印刷物が複数枚からなる原
稿であっても、一枚だけを多く循環すると排紙順序の整合性に不具合が生じることから、
印刷物全体について、排紙順序と給紙順序が同じとなるように、印刷物の中で一番多い循
環数を全印刷物について一律に循環数としていた。
【０００５】
　このため、特許文献１に開示された方法では、印刷物全体わたって、循環数が増えるた
め、印刷に時間がかかるという問題があった。詳述すると、それぞれの印刷物で循環数が
異なることによって、給紙から排紙までの時間が異なり、排紙順序で給紙を行うと所定の
循環数を循環し終える順序と異なることから、デカールが終了した順に排紙すると、本来
の印刷順序とは異なる順序となってしまうため、循環数が一番多い印刷物に合わせて、一
律に全体をデカールしていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記のような問題を解決するものであり、インクジェット等の印刷
装置において、循環経路を利用したデカールに際して、用紙毎に印字率に応じた循環数を
決定することにより、循環数を必要最低数とし、印刷物全体に要する時間が長時間化する
のを回避し、生産性を維持できるシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、用紙に画像を形成する画像形成部を有する印刷
装置であって、
　前記用紙が給紙される給紙経路を経て、排紙経路へ至る通常搬送路と、通常搬送路に分
岐接続され、通常搬送路から用紙が受け渡され、通常搬送路に戻す循環経路とによって環
状に構成された搬送経路と、搬送経路中の用紙の乾燥状態を検出する乾燥検出部と、少な
くとも画像形成処理におけるインクの吐出量又はインクの濃度のいずれかを含む画像特性
を解析する印字率検出部と、印字率に従って各用紙の循環数を決定し、乾燥検出部の検出
結果に応じて、各用紙の循環数を変更する循環数決定部と、循環数決定部が決定した循環
数に従って、搬送経路中の用紙を前記排紙経路へ導出し、循環数決定部により循環数が変
更された場合には、変更された循環数に従って、搬送経路中の用紙を排紙経路へ導出する
排紙制御部と、搬送経路中の用紙の間隔を検出し、循環数決定部により循環数が変更され
た場合には、変更された循環数に従って、搬送経路中の用紙の間隔を再計算する紙間検出
部と、紙間検出部が検出した用紙の間隔に応じて、搬送経路中に用紙を印刷順に供給し、
紙間検出部により再計算された場合には、紙間検出部が再計算した用紙の間隔に応じて、
搬送経路中に用紙を供給する給紙制御部とを有する。
【０００８】
　このような本発明によれば、インクの吐出量又はインクの濃度に基づいて印字率を検出
し、各用紙の印字率に応じた回数だけ各用紙を循環させるため、デカールの不要な用紙が
循環がなされるのを回避し、印刷処理全体が長時間化するのを防止できる。また、給紙制
御部により、紙間が検出される毎に、用紙を順次供給することができるため、１ジョブ全
ての原稿データがそろわなくても給紙を開始でき、処理時間の短縮を図ることができる。
さらに、乾燥検出部の検出結果に応じて、各用紙の循環数を変更し、変更された循環数に
従って、搬送経路中の用紙を排紙経路へ導出し、変更された循環数に従って、搬送経路中
の用紙の間隔を再計算し、紙間検出部が再計算した用紙の間隔に応じて、搬送経路中に用
紙を供給するので、予定よりも早く乾燥された用紙を排出し、それに応じて次の給紙を繰
り上げることができ、印刷時間を短縮させることができる。
【００１０】
　上記発明において、循環経路には、通常搬送路に分岐接続され、通常搬送路から用紙が
受け渡され、用紙を往復させて通常搬送路に戻すことにより用紙の表裏を反転させる反転
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経路が含まれ、排紙制御部及び給紙制御部は、用紙の反転制御、及び反転後の裏面に対す
る画像形成に関する速度及びタイミングも制御することが好ましい。この場合には、反転
経路を経由して表裏が反転された用紙を、表面を印刷する用紙の間に挿入し、表面の印刷
と裏面の印刷とを並行させるようにスケジューリングすることによって、両面印刷時の生
産性を向上させつつ、十分なデカール処理を実行することができる。
【００１１】
　上記発明において、給紙制御部は、給紙する用紙と、搬送中の用紙との間隔を、用紙反
転の有無の差による時間差に基づく用紙の遅延距離に予め定められた最小紙間を加算した
距離以上とする。この場合には、循環経路が反転させる経路と、反転させない経路とを切
り替えられる機能を備えている場合などに、その反転機能を用いるか用いないかによる搬
送時間の差を吸収することができる。
【００１２】
　上記発明において、排紙制御部は、搬送経路中の用紙が、排紙経路と反転経路との切替
えポイントに到達したときに、排紙順序、循環回数、及び用紙の表裏の整合性を判断し、
この判断結果に基づいて、反転経路と通常経路（排紙経路）との切替えを制御することが
好ましい。この場合には、単に循環回数のみならず表裏の整合性も判断した上で、排紙又
は循環継続を選択するため、両面印刷時の生産性を維持しつつ、循環回数の適正化を図る
ことができる。
【００１３】
　上記発明において、循環数決定部が決定した循環数に従って、印刷を行う用紙の給紙、
画像形成及び搬送に関する速度、順序及びタイミングを記述した運行表を生成する運行表
生成部をさらに有し、排紙制御部及び給紙制御部は、運行表に従って、循環経路及び通常
経路の搬送駆動を制御し、循環経路と通常経路との切替え、用紙の給紙、画像形成及び搬
送に関する速度、及びタイミングを制御することが好ましい。この場合には、予め、給紙
条件及び排紙条件を運行表として設定することができ、処理の迅速化を図ることができる
。
【００１４】
　なお、上記運行表における給紙及び排紙の制御としては、例えば、給紙の際に、搬送経
路中に収容可能な枚数が給紙された後は、次の用紙に十分な紙間が検出されるまで給紙を
待機させ、必要回数循環され、排紙すべき用紙の表裏と順序とが整合され次第、その排紙
により形成された紙間に、次の用紙を挿入するように給紙する。この場合には、本来の印
刷順と同様の順序で給紙し、デカールが終了した順に排紙することにより、本来の印刷順
序と同様の順序とすることができる。
【００１５】
　上記発明において、搬送経路中の用紙の乾燥状態を検出する乾燥検出部をさらに備え、
運行表生成部は、乾燥検出部の検出結果に応じて、運行表の再生成を行い、排紙制御部及
び給紙制御部は、再生成された運行表に従って、循環経路及び通常経路の搬送駆動を制御
し、循環経路と通常経路との切替え、用紙の給紙、画像形成及び搬送に関する速度、及び
タイミングを制御することが好ましい。この場合には、この場合には、予定よりも早く乾
燥された用紙を排出し、それに応じて次の給紙を繰り上げて、印刷時間を短縮させること
ができるとともに、排紙及び給紙を繰り上げた際、逐次運行表を再生成することによって
、常に適正な給紙条件及び排紙条件を用いることができ、処理の迅速化を図ることができ
る。
【発明の効果】
【００１６】
　以上述べたように、この発明によれば、インクジェット等の印刷装置において、循環経
路を利用したデカールに際して、用紙毎に印字率に応じた循環数を決定することにより、
循環数を必要最低数とし、印刷物全体に要する時間が長時間化するのを回避し、生産性を
維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
（印刷装置の全体構成）
　本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本実施形態に係る印刷装
置１００の印刷用紙搬送経路の概要を示す図である。
【００１８】
　本実施形態において、搬送経路は、図１に示すように、用紙が給紙される給紙系搬送路
ＦＲを経て、排紙経路へ至る通常搬送路ＣＲと、この通常搬送路ＣＲに分岐接続され、通
常搬送路ＣＲから用紙が受け渡され、通常搬送路ＣＲに戻す循環経路（バイパス経路ＢＲ
）とによって環状に構成されている。また、かかる循環経路には、通常搬送路ＣＲに分岐
接続され、通常搬送路ＣＲから用紙が受け渡され、用紙を往復させて通常搬送路ＣＲに戻
すことにより用紙の表裏を反転させる反転経路（スイッチバック経路ＳＲ）が含まれてい
る。
【００１９】
　先ず、印刷装置１００は、印刷用紙の供給を行う給紙機構として、筐体側面の外部に露
出したサイド給紙台１２０と、筐体内部に設けられた複数の給紙トレイ（１３０ａ、１３
０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ）とを備えている。また、印刷済の印刷用紙を排出する排紙機
構として排紙口１４０を備えている。
【００２０】
　本実施形態では、印刷装置１００は、用紙幅方向に伸び、多数のノズルが形成されたイ
ンクヘッドを複数有するヘッドユニット１１０が設けられ、それぞれのインクヘッドから
黒又はカラーインクを吐出してライン単位で印刷を行い、搬送ベルト上の記録用紙上に複
数の画像を互いに重なり合うように形成するインクジェット方式のラインカラープリンタ
とする。
【００２１】
　サイド給紙台１２０、給紙トレイ１３０のいずれかの給紙機構から給紙された印刷用紙
は、ローラ等の駆動機構によって筐体内の給紙系搬送路ＦＲに沿って搬送され、印刷用紙
の先頭部分の基準位置であるレジスト部Ｒに導かれる。レジスト部Ｒのさらに搬送方向側
には、ヘッドユニット１１０が設けられている。印刷用紙は、ヘッドユニット１１０の対
向面に設けられた搬送ベルト１６０によって印刷条件により定められる速度で搬送されな
がら、各印字ヘッドから吐出されたインクによりライン単位で画像形成される。
【００２２】
　印刷済の印刷用紙は、さらに、ローラ等の駆動機構によって筐体内を搬送される。印刷
用紙の片側の面のみに印刷を行う片面印刷の場合は、そのまま排紙口１４０に導かれて排
紙され、排紙口１４０の受台として設けられた排紙台１５０に印刷面を下にして積載され
ていく。排紙台１５０は、筐体から突出したトレイ形状をしており、ある程度の厚みを有
している。排紙台１５０は傾斜しており、傾斜の下位置に形成された壁により、排紙口１
４０から排紙された印刷用紙が自然に整えられて重なっていくようになっている。
【００２３】
　印刷用紙の両面に印刷を行う両面印刷の場合は、表面（最初に印刷される面を「表面」
、次に印刷される面を「裏面」とする）印刷終了時には排紙口１４０に導かれずに、さら
に筐体内を搬送される。このため、印刷装置１００は、裏面印刷用に搬送路を切り替える
ための切替機構１７０を備えている。
【００２４】
　この切替機構１７０は、通常搬送路ＣＲから分岐接続されたスイッチバック経路ＳＲと
、排紙口１４０とを、選択的に通常搬送路ＣＲへ接続する切り替え手段であり、これを動
作させることによって、通常搬送路ＣＲで搬送中の用紙について、反転経路への導出と排
紙とを切り替える。切替機構１７０によって排出されなかった印刷用紙は、スイッチバッ
ク経路ＳＲに引き込まれ、このスイッチバック経路ＳＲにおいて、通常搬送路ＣＲから用
紙が受け渡され、用紙を往復させて通常搬送路ＣＲに戻すことにより用紙の表裏を反転さ
せるスイッチバックを行う。
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【００２５】
　さらに、この切替機構１７０の下流側には、バイパス経路ＢＲが設けられ、切替機構１
７１により、用紙が通常搬送路ＣＲから、スイッチバック経路ＳＲ又はバイパス経路ＢＲ
に選択的に導かれるようになっている。そして、バイパス経路ＢＲ側では、用紙の反転が
行われず、そのまま通常搬送路ＣＲに受け渡される。このため、バイパス経路ＢＲを経由
することにより、同一の印刷面を循環搬送することができ、同一面を連続してヘッドユニ
ット１１０に複数回通過させることができる。他方、スイッチバック経路ＳＲ側では、通
常搬送路ＣＲから受け渡された用紙が、スイッチバック経路ＳＲで往復され、切替機構１
７２が切り換えて通常搬送路ＣＲに戻すことによって、その表裏が反転される。
【００２６】
　そして、ローラ等の駆動機構によって、スイッチバック経路ＳＲ又はバイパス経路ＢＲ
のいずれかを経由した印刷用紙は、再度レジスト部Ｒに導かれ、表面と同様の手順によっ
て裏面の印刷が行われる。裏面の印刷が行われ、両面に画像が形成された印刷用紙は、排
紙口１４０に導かれて排紙され、排紙口１４０の受台として設けられた排紙台１５０に積
載されていく。
【００２７】
　なお、本実施形態では、両面印刷時におけるスイッチバックを、排紙台１５０内に設け
られた空間を利用して行うようにしている。排紙台１５０内に設けられた空間は、スイッ
チバック時に印刷用紙が外部から取り出せないように覆われた構成となっている。これに
より、利用者が誤ってスイッチバック動作中の印刷用紙を引き抜いてしまうことを防ぐこ
とができる。また、排紙台１５０は、本来印刷装置１００に備えられているものであり、
排紙台１５０内の空間を利用してスイッチバックを行うことにより、印刷装置１００内に
、別途スイッチバック用の空間を設ける必要がなくなる。したがって、筐体のサイズが増
大してしまうことを防ぐことができる。さらには、排紙口とスイッチバック経路とを共用
しないため、スイッチバック処理と他の用紙の排紙とを並行して行うことができる。
【００２８】
　印刷装置１００では、給紙された印刷用紙の先頭部分の基準位置となるレジスト部Ｒに
は、両面印刷時に片面印刷済の印刷用紙も搬送されてくる。このため、レジスト部Ｒの直
前部分には、給紙された印刷用紙の搬送経路と、裏面印刷の用紙が循環して搬送されてく
る経路とが合流する合流地点が存在する。図２は、給紙系搬送路ＦＲや通常搬送路ＣＲ、
スイッチバック経路ＳＲ等の搬送経路を模式的に示した図である。なお、同図では、便宜
上、駆動部を構成するローラの個数は適宜省略している。
【００２９】
　給紙系搬送路ＦＲには、サイド給紙台１２０からの給紙を行うためのサイド給紙駆動部
２２０、給紙トレイ（１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３０ｄ）からの給紙を行うため
のトレイ１駆動部２３０ａ、トレイ２駆動部２３０ｂ…が備えられている。いずれの駆動
部も複数のローラ等で構成された駆動機構を備え、給紙台又は給紙トレイに積載された印
刷用紙を１枚ずつ取り込んで、レジスト部Ｒ方向に搬送する。各駆動部は独立に駆動する
ことが可能であり、給紙を行う給紙機構に応じて必要な駆動部の動作が行われる。
【００３０】
　また、給紙系搬送路ＦＲには、搬送センサが複数個配置され、給紙系搬送路ＦＲにおけ
る搬送ジャムを検出できるようになっている。各搬送センサは印刷用紙の有無又は印刷用
紙の先端を検出するためのセンサであり、例えば、搬送経路上に複数の搬送センサを適当
な間隔で並べ、給紙側に設けられた搬送センサが印刷用紙を検出してから所定時間内に搬
送方向側の搬送センサが印刷用紙を検出しない場合に、搬送ジャムが発生したと判断する
ことができる。
【００３１】
　さらに、給紙部付近に搬送センサを設け、サイド給紙駆動部２２０、トレイ１駆動部２
３０ａ等を駆動させてから所定時間内に搬送センサが印刷用紙を検出しない場合に搬送ジ
ャム（給紙エラー）が発生したと判断することができる。搬送センサを各給紙部に対応し
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て配置することで、給紙系搬送路ＦＲにおいて搬送ジャムが発生したことのみならず、給
紙系搬送路ＦＲのどこで搬送ジャムが発生したかを特定することができるようになってい
る。
【００３２】
　また、通常搬送路ＣＲ上において用紙上面に画像が形成される。そして、本実施形態で
は、両面印刷の用紙及びデカールが必要な用紙が、スイッチバック経路ＳＲ又はバイパス
経路ＢＲを経て、通常搬送路ＣＲに循環搬送され、ヘッドユニット１１０を複数回通過さ
れる。
【００３３】
　具体的に、この通常搬送路ＣＲには、レジスト部Ｒに印刷用紙を導くレジスト駆動部２
４０、ヘッドユニット１１０の対向面に設けられた搬送ベルト１６０を無端移動させるた
めに駆動するベルト駆動部２５０、搬送方向側に順に配置される第１上面搬送駆動部２６
０及び第２上面搬送駆動部２６５、排紙口１４０に印刷済の用紙を導く上面排出駆動部２
７０、裏面印刷用に印刷用紙をスイッチバック経路ＳＲに引き込んで、反転させて合流地
点に導くスイッチバック経路駆動部２８０が備えられている。いずれの駆動部も１又は複
数のローラ等で構成された駆動機構を備え、搬送経路に沿って印刷用紙を１枚ずつ搬送す
る。各駆動部は独立に駆動することが可能であり、印刷用紙の搬送状況に応じて必要な駆
動部の動作が行われる。
【００３４】
　さらに、通常搬送路ＣＲにも搬送センサが複数個配置され、通常搬送路ＣＲにおける搬
送ジャムを検出できるようになっている。さらに、レジスト部Ｒにおいても適切に印刷用
紙が搬送されていることを確認できるようになっている。通常搬送路ＣＲでは、駆動部対
応に搬送センサが設けられており、通常搬送路ＣＲのどの駆動部で搬送ジャムが発生した
かを特定することができるようになっている。
【００３５】
　スイッチバック経路ＳＲでは、通常搬送路ＣＲと異なる速度で搬送が可能で、通常搬送
路ＣＲから用紙を引き継ぐ際に、加速・減速させたり、スイッチバックの際の停止時間を
延長したり短縮したりすることができる。
【００３６】
　そして、本実施形態においては、ある用紙を給紙した後、その印刷用紙に印刷が施され
排紙されるのを待って次の印刷用紙を給紙するのではなく、先行する印刷用紙が排紙され
る前に、後続の印刷用紙を給紙して、所定の間隔で連続的に印刷することができるように
なっている。
【００３７】
　詳述すると、本装置における通常の両面印刷では、図５に示すように、用紙は、ヘッド
ユニット１１０において印刷された後（同図（ａ））、通常搬送路ＣＲを循環し、スイッ
チバック経路ＳＲを経由して表裏が反転され、再度、ヘッドユニット１１０に戻り（同図
（ｂ））、裏面が印刷された後、排出される（同図（ｃ））。このような両面印刷におい
て、反転経路を経由して表裏が反転された用紙（図中での例示では、用紙(1')）は、同図
（ｂ）に示すように、表面を印刷する用紙（図中での例示では、用紙(3)と(4)）の間に挿
入される。
【００３８】
　したがって、両面印刷時では、表面の用紙を給紙する際に、スイッチバック経路ＳＲか
ら戻ってきた用紙が挿入される位置を確保するように、予めスペースを確保しておく。こ
れにより、本装置では、表面の印刷と裏面の印刷とを並行させることができ、片面印刷時
に対して１／２の生産性を確保することができる。
【００３９】
　搬送ベルト１６０は、ヘッドユニット１１０に対向する面の前端及び後端に配設された
駆動ローラ１６１及び従動ローラ１６２に掛け渡されており、図中時計回り方向に回転移
動する。なお、この搬送ベルト１６０に微細な貫通孔を多数開けるとともに、搬送ベルト



(8) JP 5216430 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

１６０の背面に負圧を生じさせ、搬送ベルト１６０上の用紙を搬送ベルト１６０に吸着さ
せて拘束することによって、デカールを促進させるようにしてもよい。
【００４０】
　また、搬送ベルト１６０の上面には、そのベルト移動方向に沿って、イエロー（Ｙ）、
マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の４つのインクヘッドが並べて配置され、複数
の画像を互いに重なり合うようにしてカラー画像を形成するヘッドユニット１１０が対向
配置されている。
【００４１】
　さらに、図１に示すように、印刷装置１００には、演算処理部３３０が備えられている
。この演算処理部３３０は、ＣＰＵやＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）等のプロセッサ、メモリ、及びその他の電子回路等のハードウェア、或いは
その機能を持ったプログラム等のソフトウェア、又はこれらの組み合わせなどによって構
成された演算モジュールであり、プログラムを適宜読み込んで実行することにより種々の
機能モジュールを仮想的に構築し、構築された各機能モジュールによって、画像データに
関する処理や、各部の動作制御、ユーザー操作に対する種々の処理を行う。また、この演
算処理部３３０には、操作パネル３３０ａが接続されており、この操作パネル３３０ａを
通じて、ユーザーによる指示や設定操作を受け付けることができる。
【００４２】
　そして本実施形態に係る印刷装置１００には、上述したスイッチバック経路ＳＲ又はバ
イパス経路ＢＲを経由して、各用紙の印字率に応じた回数だけ各用紙を循環させることに
より、印刷済みの用紙を乾燥させてデカールを行う機能が備えられている。なお、本実施
形態において、片面印刷時では、片面印刷後にバイパス経路ＢＲ側を所定回数循環させる
ことによりデカールを行い、両面印刷時では、スイッチバック経路ＳＲを使用して両面の
印字をした後に、次の循環からはバイパス経路ＢＲ側を使用してデカールを行う。そして
、循環後に排紙を行う。
【００４３】
（デカール処理制御）
　本実施形態におけるデカール処理は、演算処理部３３０によって、画像データの解析や
、ヘッドユニット１１０及び各駆動モータ、各切替機構等の搬送路駆動手段の動作を制御
することにより行われる。図３は、演算処理部３３０におけるデカール処理に係る機能モ
ジュールを示すブロック図である。
【００４４】
　図３に示すように、演算処理部３３０は、デカール処理制御のモジュールとして、主と
してデカール処理部３３２と、画像データ受信部３３３と、画像処理部３３１と、搬送制
御部３３４と、制御条件生成部３３５とを備えている。
【００４５】
　画像データ受信部３３３は、ジョブデータを受信する通信インターフェースであり、受
信したジョブデータに含まれる画像データを各処理部３３１，３３２及び３３５に受け渡
すモジュールである。
【００４６】
　画像処理部３３１は、画像処理に特化したディジタル信号処理を行う演算処理装置であ
り、印刷に必要な画像データの変換等を行い、画像形成処理を実行するモジュールである
。この画像処理部３３１は、画像形成制御部３３１ａ、色変換回路３３１ｂとを備えてい
る。
【００４７】
　色変換回路３３１ｂは、ＲＧＢ印刷画像をＣＭＹＫ印刷画像に変換する回路であり、各
色についての印刷画像に基づいて、画像形成制御部３３１ａに印刷を実行させる。また、
画像形成制御部３３１ａは、各色のインクヘッドの駆動や、搬送経路の駆動手段の動作を
制御し、画像形成処理全体を制御するモジュールであり、制御条件生成部３３５でスケジ
ューリングされたタイミング及び印字速度で画像形成を行う。
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【００４８】
　一方、上記デカール処理部３３２には、操作信号取得部３３２ａと、循環数決定部３３
２ｂと、印字率検出部３３２ｃとが備えられている。
【００４９】
　操作信号取得部３３２ａは、操作パネル３３０ａからユーザーによる操作信号を受信す
るモジュールであり、受信した操作信号を解析し、ユーザー操作に応じた処理を他のモジ
ュールに実行させる。特に、本実施形態において、この操作信号取得部３３２ａは、画像
形成に関し、ユーザーがカールの発生を回避すべくデカール処理を実行するか否かの指示
操作や設定操作を受け付け、デカール予防処理の要否を循環数決定部３３２ｂに出力する
機能を担っている。
【００５０】
　印字率検出部３３２ｃは、各印刷紙面における印字率を計数するモジュールであり、画
像データ受信部３３３によって受信されたジョブデータに含まれる画像データに応じて、
画像形成処理におけるインクの吐出量又はインクの濃度のいずれかを含む画像特性を解析
し、各色の印字率、及び印字の分布などを検出し、検出結果を出力する。また、この印字
率検出部３３２ｃは、一連の印刷処理を一単位とするジョブ中に、複数枚の用紙が含まれ
ているとき、ジョブ毎に全枚数の画像を展開して解析を行い、カールが発生しそうな用紙
を全て選択し、選択された各用紙の画像特性とともに、制御条件生成部３３５に出力する
。なお、印字率の計数に際しては、画像を複数エリアに分割し、一番印字率の高いエリア
や一番条件の悪いエリアの情報を元に判断するようにしてもよい。
【００５１】
　循環数決定部３３２ｂは、各用紙の印字率に従ってカール発生を推測し、用紙毎の循環
数を決定するモジュールであり、この循環数決定部３３２ｂにより決定された循環数は、
制御条件生成部３３５に入力される。この循環数決定部３３２ｂにおける循環数決定処理
では、印字率検出部３３２ｃから印字率等の画像特性に関する情報を取得し、しきい値と
比較して、各用紙の印字率がしきい値を超えるような場合にカール発生を推測し、その推
測結果に応じて決定した循環数を制御条件生成部３３５に出力する。
【００５２】
　特に、本実施形態では、循環数決定部３３２ｂには、搬送経路中の用紙の乾燥状態を検
出する乾燥検出部３３６ａが接続されており、用紙が、当初予定していた循環数の前に乾
燥した場合に、決定した循環数を変更し、その後の運行（給紙、排紙等）を再構成させる
機能を備えいている。この乾燥検出部３３６ａとしては、湿度センサや透光センサなど、
用紙の含水量を測定できる種々の手段を採用することができる。
【００５３】
　なお、この循環数決定部３３２ｂには、搬送経路周辺の温度又は湿度を測定する温度・
湿度等を接続してもよく、このセンサから温度・湿度を取得し、取得された温度又は湿度
に応じて、印字率と比較するしきい値を変更して、解析を行うようにしてもよい。
【００５４】
　操作信号取得部３３２ａにおいて、デカール処理が不要であると設定されている場合、
循環数決定部３３２ｂは、デカールのための循環数の加算を行わず、通常通りの循環数を
そのまま出力する。
【００５５】
　制御条件生成部３３５は、各用紙の給紙及び排紙を行うための制御条件を生成するモジ
ュールであり、具体的には、図６に示す運行表の通りに搬送が行われるように、表面に印
刷を行う用紙、及び反転経路を経て表裏が反転された用紙の再給紙、画像形成及び搬送に
関する速度、順序及びタイミングを決定し、それらが実行されるための給紙・排紙の制御
条件を生成する。本実施形態において、制御条件生成部３３５では、循環数決定部３３２
ｂが決定したデカールの循環数に従って、印刷を行う用紙の給紙、画像形成及び搬送に関
する速度、順序及びタイミングを決定して、上記給紙・排紙の制御条件を生成する。
【００５６】
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　なお、上記運行表の搬送を行う給紙及び排紙の制御としては、給紙・排紙条件をリアル
タイムに監視し、例えば、給紙の際に、搬送経路中に収容可能な枚数が給紙された後、次
の用紙に十分な紙間が検出されるまで給紙を待機させ、必要回数循環された用紙が排出さ
れ次第、その排紙により形成された紙間に、次の用紙を挿入するように給紙する。すなわ
ち、デカールに必要な循環数に達した場合にはこれを検出して直ちに排紙を実行し、この
排紙による空きスペースが検出され次第、そのスペースについて給紙制御条件を参照し、
その条件を満たしていれば直ちに給紙を実行する。このため、印刷開始に際しては、１ジ
ョブ全ての原稿データがそろわなくても給紙を開始できる。このような印刷経路内におけ
る通常の各用紙の運行表を図６に示す。
【００５７】
　なお、図６（ｂ）において、横軸が経過時間であり、縦軸がプロセス時間を示す。特に
縦軸については、“０”が給紙プロセスであり、“０”から“２”にかけてのプロセスが
通常搬送路ＣＲから排紙経路の手前までを示し、“１”において印字がなされる。なお、
このプロセス“１”では、デカール中の用紙については、印字を行わずに単に通過させる
。また、通常モードでは、“２”において排紙され、両面印刷では、“２（＝－３）”に
おいて排紙されずに、スイッチバック経路ＳＲ又はバイパス経路ＢＲを経由して“０”の
レジスト部Ｒまで戻り、さらに、通常搬送路ＣＲを経て、所定回数循環した後、“２”に
おいて排紙される。
【００５８】
　同図に示した例では、１枚目は、循環数が１であり、２枚目～５枚目までが循環数２と
しており、１枚目が１回循環し排紙されることによりできた紙間を検出し、この検出され
た紙間に対し、Ｂ点において、６枚目を挿入するように給紙している。また、図中Ｃ点で
示すように、紙間が検出されても、現在搬送経路中で循環中の他の用紙の循環残数が、次
に給紙される用紙の循環数よりも長い場合は、他の用紙の循環残数が減少されるまで、次
の用紙の給紙を待機させる。
【００５９】
　搬送制御部３３４は、制御条件生成部３３５のスケジューリングに応じて、通常搬送路
ＣＲ、スイッチバック経路ＳＲにおける搬送動作、切替機構１７０の動作を制御するモジ
ュールである。この搬送制御部３３４には、循環数決定部３３２ｂが決定した循環数に従
って、通常搬送路ＣＲ中の用紙を排紙経路へ導出する排紙制御部３３４ａと、紙間検出部
３３６ｃが検出した用紙の間隔に応じて、レジスト部Ｒ中に用紙を印刷順に供給する給紙
制御部３３４ｂとが含まれる。本実施形態に係る排紙制御部３３４ａは、搬送経路中の用
紙が、排紙経路と反転経路との切替えポイントに到達したときに、排紙順序、循環回数、
及び用紙の表裏の整合性を判断し、この判断結果に基づいて、反転経路と通常経路（排紙
経路）との切替えを制御する。
【００６０】
　本実施形態において搬送制御部３３４には、搬送経路中の用紙の間隔を検出する紙間検
出部３３６ｃが含まれている。この紙間検出部３３６ｃは、各種センサにより搬送中の用
紙の有無を検知して、搬送経路の搬送速度と、用紙の通過時間とから搬送経路上の紙間（
空きスペース）を検出し、次の用紙が給紙可能であるかを判断する。また、搬送制御部３
３４には、循環数測定部３３６ｂが接続されており、レジスト部Ｒ中の各用紙の循環数、
及びレジスト部Ｒ中で循環されている枚数を計数する。この循環数測定部３３６ｂによる
測定結果に応じたタイミングで、排紙制御部３３４ａは排紙を実行する。なお、上記紙間
検出部３３６ｃと、循環数測定部３３６ｂとは独立して動作し、給紙制御と排紙制御とは
別途独立させて実行される。
【００６１】
（デカール処理時の動作）
　以上の構成を有する印刷装置の動作させることによって、以下のようなデカール処理を
実施することができる。図４（ａ）は、本実施形態に係る印刷装置のデカール処理時にお
ける動作を示すフローチャート図である。



(11) JP 5216430 B2 2013.6.19

10

20

30

40

【００６２】
　先ず、ジョブデータの受信等により画像データが取得されると、画像処理部３３１によ
り画像データの展開や色変換回路３３１ｂによる色変換が行われるとともに、印刷画像に
基づいて印字率の検出が行われ（Ｓ１０１）、印字率がしきい値を超えているか否かを段
階的に判断し、その印字率に応じて各用紙の循環数が決定され、それに従った運行表を運
行するために必要な制御条件が生成される（Ｓ１０２）。このしきい値は、乾燥検出部３
３６ａから取得される用紙の乾燥度（湿度や透光度等）に応じて、適宜変更される。
【００６３】
　このステップＳ１０２において生成される運行表では、印字率が所定のしきい値を越え
ていない場合、図５に示したような通常の搬送スケジューリングを行い、このスケジュー
リングに従って、デカール処理を行わない通常の回数ずつの循環させる運行表を生成する
。一方、印字率が印字率がしきい値を越えているときには、図６に示したようなデカール
処理用の搬送スケジューリングを行う。そして、給紙制御（Ｓ１０３～Ｓ１０７）と、排
紙制御（Ｓ１０８～Ｓ１１３）を独立させて実行しつつ、印刷処理を開始する。
【００６４】
　給紙制御については、上述した運行表に従った制御条件に基づいて、紙間検出部３３６
ｃが検出する紙間に挿入するように、図６（ｂ）に示すよタイミングで、給紙を開始する
（Ｓ１０３）。その後、全ての枚数が給紙し終わるまで（ステップＳ１０５における“Ｎ
”）、紙間があるか否かを逐次監視し（Ｓ１０６）、紙間がない間はループ処理により給
紙処理を待機させる（ステップＳ１０６における“Ｎ”）。
【００６５】
　そして、図６（ｂ）中のＢ点に示すような、紙間が検出され次第（ステップＳ１０６に
おける“Ｙ”）、上記ステップＳ１０３以降の処理を繰り返し、全枚数分の給紙を実行す
る。
【００６６】
　そして、給紙された各用紙につき、印字制御を実行する。図４（ｂ）は、ステップＳ１
０７における印字制御の処理手順を示すサブルーチンのフロー図である。なお、この印字
制御では、各用紙につき、印字中の循環なのか、デカールのための循環なのかに基づいて
、印字の必要性を判断し、印字中の循環であれば、後述する印字制御と、スイッチバック
経路ＳＲ（又はバイパス経路ＢＲ）への切替制御との両方を行い、片面印刷時のストレー
ト排紙、及び両面印刷時の反転排紙の両方に対応している。
【００６７】
　具体的には、ストレート排紙か反転排紙か、フェースアップか、フェースダウンかによ
って、印字のスケジューリング（印字制御条件）を決定する。
【００６８】
　この印字制御条件は、
・　表と裏のどちらを先に印字するか、
・　どのタイミングで反転するか
・　何巡目でどの画像を印字するか
に基づいて算出される。この結果、本実施形態における排紙処理の制御条件の監視は、具
体的には、
・　表の印字は完了したか
・　裏の印字は完了したか
・　乾燥したか（所定循環数完了したか）
・　現在何巡目であるか
ということになる。この制御条件の例を下表に示す。
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【表１】

【００６９】
　この表１では、排紙方法における排紙順と、Ａ面に対応する面との関係を示している。
なお、上表において、排紙順番を排紙された順番に排紙１枚目、排紙２枚目、排紙３枚目
、…排紙Ｎ枚目とする。また、原稿の小さいページ数から順に印刷物に画像を割り当てた
とき、ページ数の少ないものを割り当てたものから、原稿１枚目、原稿２枚目、…原稿Ｎ
枚目とする。

【表２】

【００７０】
　この表２では、印字と反転制御の方法を示しており、各面の循環数及び印字の有無と、
最終的な用紙毎の循環数との対応を示している。上表では、排紙直前に画像形成部を通過
したとき、画像を形成したか否かにかかわらず、画像形成部と対向する面をＡ面、その裏
面をＢ面とする。このＡ面の必要循環数をａ、Ｂ面の必要循環数をｂとしている。
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【表３】

【００７１】
　この表３では、上記Ａ面とＢ面の循環数に応じた全体の循環数の対応を示しており、Ａ
面とＢ面のいずれを先に印字するかも、この対応に基づいて定められる。なお、上表に*
１で示したａ＝１、ｂ＝０の場合は、２通りの場合がある。
【００７２】
　このような印字制御条件に基づいて、図４（ｂ）に示すように、印字及び循環搬送制御
を行う。すなわち、給紙された用紙について印字が必要であるか否かを判断し（Ｓ１０７
１）、必要があれば（Ｓ１０７１における“Ｙ”）画像形成手段において対応ページを印
刷し、必要がなければ（Ｓ１０７１における“Ｎ”）印刷処理をスキップする。
【００７３】
　そして、画像形成部を通過し、排紙手段に搬送されている用紙についてスイッチバック
が必要かどうかを判断する（Ｓ１０７３）。両面印刷であって、未だ一方の面の印刷が残
っている場合には、スイッチバックが必要であるとして（Ｓ１０７３における“Ｙ”）、
スイッチバック経路ＳＲ経由での循環搬送を行い（Ｓ１０７４）、既に必要な面について
の印字が終了しスイッチバックが不要な場合は（Ｓ１０７３における“Ｎ”）、バイパス
経路ＢＲ経由での循環搬送を行う（Ｓ１０７５）。そして、印字が終了した用紙について
は、当該サブルーチンを終了し（Ｓ１０７６における“Ｙ”）、図４（ａ）のステップＳ
１０８に移行し、デカール処理の対象となる。
【００７４】
　次いで、印字制御が終了した用紙毎に、デカールの必要性に応じた排紙制御を行う。こ
の排紙制御については、上述した排紙制御条件に基づいて、循環数測定部３３６ｂにより
、各用紙の循環数をカウントするとともに、用紙の乾燥度を測定する（Ｓ１０８）。ここ
で、運行表で予定されていた循環数よりも前に用紙の乾燥が検出された場合には（ステッ
プＳ１０９における“Ｙ”）、排紙整合性の判断を行う（Ｓ１１０）。他方、乾燥が検出
されない場合には（ステップＳ１０９における“Ｎ”）、運行表に従った制御条件に基づ
いて、所定数が完了されるまで、再循環させる（ステップＳ１１２）。この再循環により
、デカールのための乾燥時間の確保と、排紙の整合性が調整される。
【００７５】
　ステップＳ１１０において、整合性が適正である場合には（Ｓ１１０における“Ｙ”）
、排紙を行い（Ｓ１１１）、整合性が適正でない場合には（Ｓ１１０における“Ｎ”）、
適正となるまで再循環させる（Ｓ１１２）。その後、全ての用紙について、所定回数循環
させた後（Ｓ１１３における“Ｙ”）、印刷処理を終了する。
【００７６】
（作用・効果）
　このような本実施形態によれば、インクの吐出量又はインクの濃度に基づいて印字率を
検出し、各用紙の印字率に応じた回数だけ各用紙を循環させるため、デカールの不要な用
紙が循環がなされるのを回避し、印刷処理全体が長時間化するのを防止できる。すなわち
、図６の（ａ）及び（ｂ）を見ても判るように、搬送経路中に同時に収容される複数枚の
用紙について一律に循環回数を設定していた従来の運行方式（（ａ））と、本実施形態の
ように、紙間が検出され次第、次の用紙を給紙する運行方式（（ｂ））とを比較すると、
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（ｂ）の方が早期に印刷が終了している。
【００７７】
　また、本実施形態では、搬送経路中の用紙の乾燥状態を検出する乾燥検出部３３６ａを
備えているため、予定よりも早く乾燥された用紙を排出し、それに応じて次の給紙を繰り
上げることができ、印刷時間を短縮させることができる。
【００７８】
　さらに、本実施形態では、スイッチバック経路ＳＲが設けられ、排紙制御部３３４ａ及
び給紙制御部３３４ｂは、用紙の反転制御、及び反転後の裏面に対する画像形成に関する
速度及びタイミングも制御することから、スイッチバック経路ＳＲを経由して表裏が反転
された用紙を、表面を印刷する用紙の間に挿入し、表面の印刷と裏面の印刷とを並行させ
るようにスケジューリングすることによって、両面印刷時の生産性を向上させつつ、十分
なデカール処理を実行することができる。
【００７９】
　上記実施形態において、排紙制御部３３４ａは、搬送経路中の用紙が、排紙経路と反転
経路との切替えポイントに到達したときに、排紙順序、循環回数、及び用紙の表裏の整合
性を判断し、この判断結果に基づいて、反転経路と通常経路（排紙経路）との切替えを制
御するため、単に循環回数のみならず表裏の整合性も判断した上で、排紙又は循環継続を
選択するため、両面印刷時の生産性を維持しつつ、循環回数の適正化を図ることができる
。
【００８０】
　また、本実施形態では、排紙制御部３３４ａ及び給紙制御部３３４ｂは、運行表に従っ
た制御条件に基づいて、スイッチバック経路ＳＲ及び通常搬送路ＣＲの切替え、用紙の給
紙、画像形成及び搬送に関する速度、及びタイミングを制御するため、予め、給紙条件及
び排紙条件を設定することができ、処理の迅速化を図ることができる。特に、本実施形態
では、乾燥検出部３３６ａの検出結果に応じて、運行表の再生成を行い、再生成された運
行表に従った制御条件に基づいて、スイッチバック経路ＳＲ及び通常搬送路ＣＲの搬送駆
動を制御するため、予定よりも早く乾燥された用紙を排出し、それに応じて次の給紙を繰
り上げて、印刷時間を短縮させることができるとともに、排紙及び給紙を繰り上げた際、
逐次運行表を再生成することによって、常に適正な給紙条件及び排紙条件を用いることが
でき、処理の迅速化を図ることができる。
【００８１】
　以上述べたように、本実施形態によれば、インクジェット等の印刷装置において、反転
経路を利用したデカールに際して、用紙毎に印字率に応じた循環数を決定することにより
、循環数を必要最低数とし、印刷物全体に要する時間が長時間化するのを回避し、生産性
を維持することができる。
【００８２】
（変更例）
　次いで、本発明の変更例について説明する。図７は、変更例に係る印刷装置１００の印
刷用紙搬送経路の概要を示す図である。なお、同図に関し、上述した実施形態と同一の構
成要素には同一の符号を付し、その機能等は特に言及しない限り同一であり、その説明は
省略する。
【００８３】
　この変更例では、上述した実施形態に係る印刷装置１００の構成において、バイパス経
路ＢＲが備えられておらず、用紙が再循環されるときには常に反転されることを要旨とす
る。
【００８４】
　詳述すると、図７に示すように、本実施形態に係る印刷装置は、上述した実施形態にお
けるバイパス経路ＢＲが設けられておらず、常に用紙が通常搬送路ＣＲから、スイッチバ
ック経路ＳＲに導かれるようになっている。
【００８５】
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　このような変更例における動作制御は、以下の通りに行う。図８は、変更例に係る印刷
装置のデカール処理時における動作を示すフローチャート図である。
【００８６】
　先ず、ジョブデータの受信等により画像データが取得されると、画像処理部３３１によ
り画像データの展開や色変換回路３３１ｂによる色変換が行われるとともに、印刷画像に
基づいて印字率の検出が行われ（Ｓ２０１）、印字率がしきい値を超えているか否かを段
階的に判断し、その印字率に応じて各用紙の循環数が決定され、制御条件が生成される（
Ｓ２０２）。
【００８７】
　このステップＳ２０２において生成される制御条件では、印字率が所定のしきい値を越
えていない場合、図５に示したような通常の搬送スケジューリングを行い、このスケジュ
ーリングに従って、デカール処理を行わない通常の回数ずつの循環させる制御条件を生成
する。一方、印字率が印字率がしきい値を越えているときには、図６に示したようなデカ
ール処理用の搬送スケジューリングを行う。そして、給紙制御（Ｓ２０３～Ｓ２０６）と
、排紙制御（Ｓ２０７～Ｓ２１４）を独立させて実行しつつ、印刷処理を開始する。
【００８８】
　給紙制御については、上述した制御条件（運行表）に従って、紙間検出部３３６ｃが検
出する紙間に挿入するように、図６（ｂ）に示すタイミングで、給紙を開始する（Ｓ２０
３）。その後、全ての枚数が給紙し終わるまで（ステップＳ２０５における“Ｎ”）、紙
間があるか否かを逐次監視し（Ｓ２０４）、紙間がない間はループ処理により給紙処理を
待機させる（ステップＳ２０６における“Ｎ”）。
【００８９】
　そして、図６（ｂ）中のＢ点に示すような、紙間が検出され次第（ステップＳ２０６に
おける“Ｙ”）、上記ステップＳ２０３以降の処理を繰り返し、全枚数分の給紙を実行す
る。
【００９０】
　そして、給紙された各用紙につき、印字制御を行う。この変更例では、各用紙につき、
印字中の循環なのか、デカールのための循環なのかに基づいて、印字の必要性を判断し（
Ｓ２０７）、印字中の循環であれば（Ｓ２０７における“Ｙ”）、裏面（Ｂ面）から表面
（Ａ面）の順に印字を行い（Ｓ２０８、Ｓ２０９）、デカールのための循環であれば（Ｓ
２０７における“Ｎ”）、印字の必要がないことからスルーさせて、排紙条件の監視に移
行する（Ｓ２１０）。
【００９１】
　次いで、印字制御が終了した用紙毎に、デカールの必要性に応じた排紙制御を行う。こ
の排紙制御については、制御条件を監視し（Ｓ２１０）、上述した制御条件に従って、排
紙条件を満たすか否かを判断する（Ｓ２１１）。具体的には、循環数測定部３３６ｂによ
り、各用紙の循環数をカウントするとともに、用紙の乾燥度を測定する。ここで、運行表
で予定されていた循環数よりも前に用紙の乾燥が検出された場合、或いは、所定循環数に
達した場合に、乾燥が完了した用紙については排出を実行する（Ｓ２１２）。
【００９２】
　他方、排紙条件が満たされない場合、すなわち、乾燥が検出されない場合、或いは、所
定数が完了されない場合（ステップＳ２１１における“Ｎ”）、再循環させる（ステップ
Ｓ２１３）。この循環の際には、搬送中の用紙毎に、排紙経路と反転経路（スイッチバッ
ク経路）への切替を制御し、反転経路を経由させて循環を継続させ、デカール処理を行う
。その後、全ての用紙について、所定回数循環させた後（Ｓ２１４における“Ｙ”）、印
刷処理を終了する。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】実施形態に係る印刷装置の概略構成を示す図である。
【図２】実施形態に係る印刷装置の搬送路を模式的に示した図である。
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【図３】実施形態に係る印刷装置における演算処理部のデカール処理にかかる機能モジュ
ールを示すブロック図である。
【図４】実施形態に係る印刷装置における給紙・印字・排紙の処理に関する動作を示すフ
ローチャートである。
【図５】実施形態に係る印刷装置におけるスケジューリングの基本的な概要を示す説明図
である。
【図６】実施形態に係る印刷装置におけるデカール時の運行表の概要を示す説明図であり
、（ａ）が従来の運行表であり、（ｂ）が本実施形態に係る運行表である。
【図７】変更例に係る印刷装置の概略構成を示す図である。
【図８】変更例に係る印刷装置における給紙・印字・排紙の処理に関する動作を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００９４】
　ＢＲ…バイパス経路
　ＣＲ…通常搬送路
　ＦＲ…給紙系搬送路
　Ｒ…レジスト部
　ＳＲ…スイッチバック経路
　１００…印刷装置
　１１０…ヘッドユニット
　１２０…サイド給紙台
　１３０…給紙トレイ
　１４０…排紙口
　１５０…排紙台
　１６０…搬送ベルト
　１６１…駆動ローラ
　１６２…従動ローラ
　１７０，１７１，１７２…切替機構
　２２０…サイド給紙駆動部
　２３０ａ，２３０ｂ…トレイ駆動部
　２４０…レジスト駆動部
　２５０…ベルト駆動部
　２６０…第１上面搬送駆動部
　２６５…第２上面搬送駆動部
　２７０…上面排出駆動部
　２８０…スイッチバック経路駆動部
　３３０…演算処理部
　３３０ａ…操作パネル
　３３０ｂ…湿度センサ
　３３１…画像処理部
　３３１ａ…画像形成制御部
　３３１ｂ…色変換回路
　３３２…デカール処理部
　３３２ａ…操作信号取得部
　３３２ｂ…循環数決定部
　３３２ｃ…印字率検出部
　３３３…画像データ受信部
　３３４…搬送制御部
　３３４ａ…排紙制御部
　３３４ｂ…給紙制御部
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　３３５…制御条件生成部
　３３６ａ…乾燥検出部
　３３６ｂ…循環数測定部
　３３６ｃ…紙間検出部
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