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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートが案内される搬送路と、
　シートを収容可能なトレイと、
　上記搬送路の外側部分を構成する外側ガイド部材と、
　上記搬送路の内側部分を構成する内側ガイド部材と、
　上記外側ガイド部材及び上記内側ガイド部材の上記搬送路における上流側の端部よりも
下流側に設けられており、上記搬送路においてシートの有無を検知する第１検知部と、
　上記トレイに収容されているシートを上記第１検知部よりも下流側の上記搬送路の所定
位置へ給送する給送動作を実行する給送部と、
　上記給送部の駆動量を検知する第２検知部と、
　上記外側ガイド部材を支持しており、上記内側ガイド部材を外部へ露出させる第１姿勢
、及び上記搬送路をシートが案内される第２姿勢に上記外側ガイド部材と共に姿勢変化可
能である可動部材と、
　上記搬送路におけるシート詰まりの発生の是非を判断する判断部と、
　上記搬送路におけるシート詰まりの位置を判定する判定部と、
　第１情報が記憶される第１記憶部と、
　上記判断部によってシート詰まりが発生したと判断されたことを条件として、上記判定
部による判定結果に基づいて、上記第１記憶部に第１情報を記憶させ、上記第１検知部に
よってシート有りが検知されたことを条件として、上記第１記憶部に記憶された第１情報
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を消去する第１制御部と、
　上記第２検知部によって検知される上記給送部の上記給送動作の開始からの駆動量が所
定駆動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部
が第１情報を記憶していないことを条件として、シートの給送不良である旨を報知し、上
記第２検知部によって検知される上記給送部の上記給送動作の開始からの駆動量が所定駆
動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部が第
１情報を記憶していることを条件として、上記可動部材が上記第１姿勢である旨を報知す
る報知部と、
を備えた搬送装置。
【請求項２】
　上記第２検知部によって検知される上記給送部の上記給送動作の開始からの駆動量が所
定駆動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部
が第１情報を記憶していないことを条件として、上記給送部による上記給送動作を再実行
させる第２制御部を更に備え、
　上記報知部による報知は、上記第２制御部の制御による上記給送動作の実行後に実行さ
れる請求項１に記載の搬送装置。
【請求項３】
　上記給送動作の開始からの上記給送部の駆動量が所定駆動量となるまでの間に上記第１
検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部が第１情報を記憶していないことを
条件として、上記給送部による上記給送動作を第１所定回数実行させ、上記第２検知部に
よって検知される上記給送部の上記給送動作の開始からの駆動量が所定駆動量となるまで
の間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部が第１情報を記憶し
ていることを条件として、上記給送部による上記給送動作を上記第１所定回数よりも少な
い第２所定回数実行させる第２制御部を更に備え、
　上記報知部による報知は、上記第２制御部の制御による上記給送動作の実行後に実行さ
れる請求項１に記載の搬送装置。
【請求項４】
　上記報知部による上記可動部材が上記第１姿勢である旨の報知を停止させるために操作
される操作部と、
　上記操作部によって上記可動部材が上記第１姿勢である旨の報知が停止された回数を記
憶する第２記憶部と、
　上記第１制御部によって上記第１記憶部に記憶された第１情報が消去されたことを条件
として、上記第２記憶部に記憶された上記回数を消去する第３制御部と、
　上記第２記憶部に記憶された上記回数が第３所定回数であることを条件として、上記第
１記憶部に記憶された第１情報を消去する第４制御部と、を更に備えた請求項１から３の
いずれかに記載の搬送装置。
【請求項５】
　上記報知部による上記可動部材が上記第１姿勢である旨の報知を停止させるために操作
される操作部と、
　上記操作部によって上記可動部材が上記第１姿勢である旨の報知が停止された回数を記
憶する第２記憶部と、
　上記第１制御部によって上記第１記憶部に記憶された第１情報が消去されたことを条件
として、上記第２記憶部に記憶された上記回数を消去する第３制御部と、を更に備え、
　上記報知部は、上記第２記憶部に記憶された上記回数が第３所定回数以上であることを
条件として、上記可動部材が上記第１姿勢である旨の報知に加えて、シートの給送不良で
ある旨を報知する請求項１から３のいずれかに記載の搬送装置。
【請求項６】
　シートが案内される搬送路と、
　シートを収容可能なトレイと、
　上記トレイに収容されているシートを上記搬送路へ給送する給送動作を実行する給送部
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と、
　上記搬送路に設けられており、上記給送部によって給送されたシートを搬送方向に搬送
する搬送ローラと、
　上記搬送ローラよりも上記搬送方向上流側の上記搬送路の外側部分を構成する外側ガイ
ド部材と、
　上記搬送ローラよりも上記搬送方向上流側の上記搬送路の内側部分を構成する内側ガイ
ド部材と、
　上記外側ガイド部材及び上記内側ガイド部材の上記搬送路における上記搬送方向上流側
の端部よりも上記搬送方向下流側、且つ、上記搬送ローラよりも上記搬送方向上流側に設
けられており、上記搬送路においてシートの有無を検知する第１検知部と、
　上記給送部の駆動量を検知する第２検知部と、
　上記外側ガイド部材を支持しており、上記内側ガイド部材を外部へ露出させる第１姿勢
、及び上記搬送路をシートが案内される第２姿勢に上記外側ガイド部材と共に姿勢変化可
能である可動部材と、
　上記第１検知部の検知結果に基づいて、上記搬送路におけるシート詰まりの発生の是非
を判断する判断部と、
　第１情報が記憶される第１記憶部と、
　上記判断部によってシート詰まりが発生したと判断されたことを条件として、上記第１
記憶部に第１情報を記憶させ、上記第１検知部によってシート有りが検知されたことを条
件として、上記第１記憶部に記憶された第１情報を消去する第１制御部と、
　上記第２検知部によって検知される上記給送部の上記給送動作の開始からの駆動量が所
定駆動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部
が第１情報を記憶していないことを条件として、シートの給送不良である旨を報知し、上
記第２検知部によって検知される上記給送部の上記給送動作の開始からの駆動量が所定駆
動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部が第
１情報を記憶していることを条件として、上記可動部材が上記第１姿勢である旨を報知す
る報知部と、
を備えた搬送装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シートを搬送路に沿って搬送可能な搬送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内部に形成された搬送路に沿ってシートを搬送可能な搬送装置が公知である
。搬送装置の一例として、シートに画像を記録可能なプリンタなどの画像形成装置が挙げ
られる。画像形成装置には、搬送路に詰まったシートを取り除くために搬送路を開放可能
な開閉カバーが設けられているものが多い。例えば、特許文献１に記載された画像形成装
置は、開閉カバーの一例として、閉塞された格納状態と、開放されたジャム処理（紙詰ま
り処理）状態との間で回動される手差しトレイを備えている。開閉カバーは、格納状態に
おいて閉じられた状態であり、搬送路を搬送される用紙をガイドする。一方、開閉カバー
は、ジャム処理状態において開かれた状態であり、当該状態において搬送路及び詰まった
用紙が外部に露出される。
【０００３】
　画像形成装置の内部において搬送路を搬送される用紙が詰まった場合、ユーザは開閉カ
バーを格納状態からジャム処理状態へ回動させる。これにより、開閉カバーは開かれた状
態となり、搬送路及び搬送路において詰まった用紙が露出される。ユーザは、当該用紙を
把持して、装置内部から取り出すことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１９２１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　多くの画像形成装置は、用紙が収容されているトレイから搬送路に給送された用紙の有
無を、搬送路において開閉カバーよりも搬送向きの下流側に設けられたセンサによって検
知するように構成されている。この場合、画像形成装置の制御部は、用紙をトレイから給
送してから所定給送量以内にセンサによって用紙が検知されないときに、トレイに用紙が
収容されていないと判断する。そして、制御部は、画像形成装置に設けられた表示部など
に、トレイに用紙が収容されていない旨を報知する。しかしながら、画像形成装置が上述
のような構成である場合、以下のような問題が生じてしまう。
【０００６】
　ユーザは、開閉カバーを開けて、搬送路において詰まった用紙を装置内部から取り出し
た後、開閉カバーを閉め忘れることがある。この場合、開閉カバーが開いた状態のまま、
画像形成装置のスタートキーが押圧されることなどによって、トレイからの用紙の給送が
開始されてしまうおそれがある。
【０００７】
　開閉カバーが開いた状態で用紙がトレイから給送され搬送路を搬送された場合、当該用
紙は開閉カバーによってガイドされない。よって、当該用紙は、開閉カバーが設けられて
いる箇所において、装置の外部に飛び出してしまう場合がある。この場合、当該用紙は、
開閉カバーよりも搬送向きの下流側に搬送されず、センサによって検知されない。すると
、画像形成装置の制御部は、上述したように、トレイに用紙が収容されていないと判断し
てしまい、その旨を報知してしまう。つまり、画像形成装置の制御部は、トレイから用紙
が給送されたにもかかわらず、トレイに用紙が収容されていないと誤判断及び誤報知して
しまう。
【０００８】
　このような誤判断及び誤報知は、開閉カバーの状態を検知するセンサを設けることによ
って解決可能である。しかし、センサを追加することによって、画像形成装置がコストア
ップしてしまう。
【０００９】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、用紙をトレイから給送
してから所定給送量以内にセンサによって用紙が検知されない場合に、ユーザに適切な対
処を報知することができる搬送装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
(1)　本発明の搬送装置は、シートが案内される搬送路と、シートを収容可能なトレイと
、上記搬送路の外側部分を構成する外側ガイド部材と、上記搬送路の内側部分を構成する
内側ガイド部材と、上記外側ガイド部材及び上記内側ガイド部材の上記搬送路における上
流側の端部よりも下流側に設けられており、上記搬送路においてシートの有無を検知する
第１検知部と、上記トレイに収容されているシートを上記第１検知部よりも下流側の上記
搬送路の所定位置へ給送する給送動作を実行する給送部と、上記給送部の駆動量を検知す
る第２検知部と、上記外側ガイド部材を支持しており、上記内側ガイド部材を外部へ露出
させる第１姿勢、及び上記搬送路をシートが案内される第２姿勢に上記外側ガイド部材と
共に姿勢変化可能である可動部材と、上記搬送路におけるシート詰まりの発生の是非を判
断する判断部と、第１情報が記憶される第１記憶部と、上記判断部によってシート詰まり
が発生したと判断されたことを条件として、上記第１記憶部に第１情報を記憶させ、上記
第１検知部によってシート有りが検知されたことを条件として、上記第１記憶部に記憶さ
れた第１情報を消去する第１制御部と、上記第２検知部によって検知される上記給送部の
上記給送動作の開始からの駆動量が所定駆動量となるまでの間に上記第１検知部がシート
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有りを検知せず、且つ上記第１記憶部が第１情報を記憶していないことを条件として、シ
ートの給送不良である旨を報知し、上記第２検知部によって検知される上記給送部の上記
給送動作の開始からの駆動量が所定駆動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有り
を検知せず、且つ上記第１記憶部が第１情報を記憶していることを条件として、上記可動
部材が上記第１姿勢である旨を報知する報知部と、を備える。
【００１１】
　判断部によってシート詰まりが発生したと判断された場合、ユーザは、シートを搬送路
から取り除くために、可動部材を第２姿勢から第１姿勢へ姿勢変化させる。ユーザは、シ
ートを搬送路から取り除いた後、可動部材を第１姿勢から第２姿勢へ姿勢変化させること
を忘れるおそれがある。
【００１２】
　そこで、本構成によれば、第１制御部は、判断部によってシート詰まりが発生したと判
断された場合、第１情報を第１記憶部に記憶する。当該記憶が行われている場合、報知部
は、給送部が所定量駆動されるまでに第１検知部によってシート有りが検知されないこと
を条件として、可動部材が第１姿勢である旨を報知する。つまり、報知部は、ユーザが可
動部材を閉じ忘れている可能性がある状況においては、可動部材が開いたままである旨を
ユーザに注意喚起することができる。
【００１３】
　一方、第１情報が第１記憶部に記憶されていない場合、可動部材が第２姿勢から第１姿
勢へ姿勢変化された可能性は低い。このような場合、報知部は、給送部が所定量駆動され
るまでに第１検知部によってシート有りが検知されないことを条件として、シートの給送
不良である旨を報知する。つまり、報知部は、ユーザが可動部材を開く可能性が低い状況
においては、シートがトレイに収容されていないことなどをユーザに注意喚起することが
できる。
【００１４】
(2)　本発明の搬送装置は、上記第２検知部によって検知される上記給送部の上記給送動
作の開始からの駆動量が所定駆動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知
せず、且つ上記第１記憶部が第１情報を記憶していないことを条件として、上記給送部に
よる上記給送動作を再実行させる第２制御部を更に備える。上記報知部による報知は、上
記第２制御部の制御による上記給送動作の実行後に実行される。
【００１５】
　給送部が駆動されたにもかかわらず、シートが適切に給送されないおそれがある。例え
ば、給送部が回転することでシートを給送するローラである場合に、回転する当該ローラ
がシートに対してスリップすると、シートが適切に給送されない。本構成によれば、第１
情報を記憶しておらず、第１検知部がシート有りを検知しない場合に、第２制御部が、給
送動作を再実行するため、シートが適切に給送されない状態を是正できる可能性が高くな
る。
【００１６】
　可動部材が第１姿勢の状態でシートが給送された場合、当該シートは可動部材によって
ガイドされないため、装置の外部へ飛び出してしまう。そこで、本構成においては、第１
記憶部が第１情報を記憶していない場合（可動部材が第１姿勢である可能性が低い場合）
に、給送動作が再実行される。つまり、第１記憶部が第１情報を記憶している場合（可動
部材が第１姿勢である可能性がある場合）に、給送部による給送動作が再実行されない。
これにより、装置の外部へ飛び出してしまうシートの枚数を少なくすることができる。
【００１７】
(3)　上記第２制御部は、上記給送動作の開始からの上記給送部の駆動量が所定駆動量と
なるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶部が第１情報
を記憶していないことを条件として、上記給送部による上記給送動作を第１所定回数実行
し、上記第２検知部によって検知される上記給送部の上記給送動作の開始からの駆動量が
所定駆動量となるまでの間に上記第１検知部がシート有りを検知せず、且つ上記第１記憶
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部が第１情報を記憶していることを条件として、上記給送部による上記給送動作を上記第
１所定回数よりも少ない第２所定回数実行する。
【００１８】
　可動部材が第１姿勢の状態でシートが給送された場合、当該シートは可動部材によって
ガイドされないため、装置の外部へ飛び出してしまう。そこで、本構成においては、可動
部材が第１姿勢である可能性がある場合、給送部によるシートの給送動作の回数が少なく
される。これにより、装置の外部へ飛び出してしまうシートの枚数を少なくすることがで
きる。
【００１９】
(4)　本発明の搬送装置は、上記搬送路におけるシート詰まりの位置を判定する判定部を
更に備える。上記第１制御部は、上記判定部による判定結果に基づいて、上記第１記憶部
に第１情報を記憶する。
【００２０】
　本構成によれば、例えば、可動部材が搬送装置の背面側に設けられている場合、シート
詰まりの位置が搬送装置の背面側であれば、第１制御部は第１記憶部に第１情報を記憶す
ることができる。一方、シート詰まりの位置が搬送装置の前面側であれば、第１制御部は
第１記憶部に第１情報を記憶しないでおくことができる。以上より、第１制御部は、ユー
ザが可動部材を閉じ忘れる可能性がある状況において第１記憶部に第１情報を記憶してお
くことができ、ユーザが可動部材を開く可能性が低い状況において第１記憶部に第１情報
を記憶しないでおくことができる。
【００２１】
(5)　本発明の搬送装置は、上記報知部による上記可動部材が上記第１姿勢である旨の報
知を停止させるために操作される操作部と、上記操作部によって上記可動部材が上記第１
姿勢である旨の報知が停止された回数を記憶する第２記憶部と、上記第１制御部によって
上記第１記憶部に記憶された第１情報が消去されたことを条件として、上記第２記憶部に
記憶された上記回数を消去する第３制御部と、上記第２記憶部に記憶された上記回数が第
３所定回数であることを条件として、上記第１記憶部に記憶された第１情報を消去する第
４制御部と、を更に備える。
【００２２】
　上記の（１）～（４）の構成において、第１制御部は、第１検知部によってシート有り
が検知されるまで、第１情報を第１記憶部から消去しない。この場合、以下のような問題
が発生するおそれがある。閉じ忘れられていた可動部材が閉じられた直後に、トレイに収
容されているシートが無くなった場合、シートがトレイに収容されていないという給送不
良であるにもかかわらず、報知部は可動部材が第１姿勢である旨の誤報知を行ってしまう
。
【００２３】
　そこで、本構成によれば、第４制御部は、報知部による報知を停止させる操作部の操作
が第３所定回数行われたことを条件として、第１記憶部に記憶された第１情報を消去する
。これにより、次に報知部による報知が行われる状態となったときに、報知部は適切な報
知を実行することができる。つまり、本構成によれば、報知部による誤報知が多数回繰り
返されることを防止することができる。
【００２４】
(6)　本発明の搬送装置は、上記報知部による上記可動部材が上記第１姿勢である旨の報
知を停止させるために操作される操作部と、上記操作部によって上記可動部材が上記第１
姿勢である旨の報知が停止された回数を記憶する第２記憶部と、を更に備える。上記報知
部は、上記第２記憶部に記憶された上記回数が第３所定回数であることを条件として、上
記可動部材が上記第１姿勢である旨の報知に加えて、シートの給送不良である旨を報知す
る。
【００２５】
　本構成によれば、ユーザが報知部による報知に従って可動部材を第２姿勢にしたにもか
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かわらず、報知部によって可動部材が第１姿勢であると報知されることが、第３所定回数
繰り返された場合、報知部は、可動部材が第１姿勢である旨に加えて、シートの給送不良
である旨を報知する。これにより、ユーザは、シートの給送不良への対処を行うことがで
きる。つまり、ユーザは、より適切な対処を行うことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明において、ユーザが可動部材を閉じ忘れる可能性がある状況においては、報知部
が、可動部材が開いたままである旨をユーザに注意喚起する。一方、ユーザが可動部材を
開く可能性が低い状況においては、報知部が、シートの給送不良である旨をユーザに注意
喚起する。よって、本発明においては、用紙をトレイから給送してから所定給送量以内に
センサによって用紙が検知されない場合に、ユーザに適切な対処を報知することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、複合機１の外観斜視図である。
【図２】図２は、プリンタ部２の内部構造を模式的に示す縦断面図である。
【図３】図３は、マイクロコンピュータ１３０の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、記録制御の処理手順を説明するためのフローチャートである。
【図５】図５は、液晶表示部１１に表示されるメッセージを模式的に示す図である。
【図６】図６は、変形例１における記録制御の処理手順を説明するためのフローチャート
である。
【図７】図７は、変形例３における記録制御の処理手順を説明するためのフローチャート
である。
【図８】図８は、変形例４における記録制御の処理手順を説明するためのフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、適宜図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、以下に説明され
る実施形態は本発明の一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で、本発明の実施形
態を適宜変更できることは言うまでもない。また、以下の説明では、ベクトルにおいて矢
印を考慮して起点から終点に向かう進みが向きと表現され、ベクトルにおいて矢印を考慮
せずに起点と終点とを結ぶ線上の往来が方向と表現される。また、以下の説明では、複合
機１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１４が定義され、
操作パネル９が設けられている側を手前側（正面）として前後方向１２が定義され、複合
機１を手前側（正面）から見て左右方向１３が定義される。
【００２９】
［複合機１の全体構成］
　図１に示されるように、本発明の搬送装置を搭載する複合機１は、下部に配設されたプ
リンタ部２と、プリンタ部２の上部に配設されたスキャナ部３などを一体的に備えた多機
能装置である。複合機１は、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー機能、及びファクシミ
リ機能などを有する。なお、本実施形態において、複合機１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が、複合機１は両面画像記録機能を有していてもよい。
【００３０】
　プリンタ部２は、正面に開口４が形成されたケーシング５を有する。ケーシング５内に
、プリンタ部２の各構成要素が配設されている。各構成要素は、図２に示されるように、
搬送路２３、給紙トレイ２０、排紙トレイ２１、給送部１７、シート検知部１１０、外側
ガイド部材２９、内側ガイド部材２８、背面カバー４０、及び記録部２４などである。
【００３１】
　図１に示されるように、スキャナ部３は、プリンタ部２に対して開閉可能な本体カバー
３５を有する。本体カバー３５内に、原稿がセットされるプラテンガラス（不図示）や、
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プラテンガラスにセットされた原稿を読み取るイメージセンサ（不図示）などが配設され
ている。本実施形態において、本体カバー３５は、複合機１の背面側（後側）の蝶番（不
図示）を介してプリンタ部２と連結されている。本体カバー３５は、蝶番を軸として回動
することによって、プリンタ部２に対して開閉される。なお、蝶番は、複合機１の背面側
以外、例えば複合機１の左側面に設けられていてもよい。また、本体カバー３５とプリン
タ部２とは、蝶番以外によって連結されていてもよい。
【００３２】
　複合機１の上面の前方側であって、スキャナ部３の正面側の上面には、プリンタ部２や
スキャナ部３を操作するための操作パネル９が設けられている。操作パネル９は、各種操
作ボタン１０や液晶表示部１１から構成されている。本実施形態において、液晶表示部１
１はタッチパネルである。液晶表示部１１には、後述されるメッセージなどが表示される
。
【００３３】
　複合機１は、主にパーソナルコンピュータなどの外部情報機器（不図示）とＬＡＮなど
を介して接続された状態で使用される。ユーザは、外部情報機器に設けられたキーボード
やマウスなどの操作部を操作する。これにより、外部情報機器に設けられたハードディス
クなどの記憶部に記憶された画像データを記録用紙１９に記録するように指示するコマン
ドが、外部情報機器から複合機１の動作を統括する後述するマイクロコンピュータ１３０
に画像データと共に送信される。また、スキャナ部３に原稿がセットされた状態、または
複合機１の前面に設けられたスロット部７に小型メモリカードが装填された状態で、操作
パネル９を構成する操作ボタン１０のうちの１つであるスタートボタンがユーザによって
押下されると、マイクロコンピュータ１３０は、原稿の画像を読み取ることによって取得
される画像データ、または小型メモリカードに記憶された画像データを記録用紙１９に記
録する処理を開始する。以上より、複合機１は、操作パネル９または外部情報機器からの
コマンドに基づいて、マイクロコンピュータ１３０（図３参照）により動作される。
【００３４】
　また、上述したように、複合機１は、本発明の搬送装置を備えている。搬送装置は、少
なくとも、後述する搬送路２３、給紙トレイ２０、給送部１７、シート検知部１１０、外
側ガイド部材２９、内側ガイド部材２８、背面カバー４０、ＥＥＰＲＯＭ１３４、及びマ
イクロコンピュータ１３０を備えている。
【００３５】
［給紙トレイ２０及び排紙トレイ２１］
　開口４を通じて、給紙トレイ２０（本発明のトレイの一例）が複合機１に対して装着及
び脱抜可能である。なお、図１では、給紙トレイ２０が省略されている。
【００３６】
　図２に示されるように、給紙トレイ２０は、プリンタ部２に装着された状態において、
記録部２４の下方に配置されている。給紙トレイ２０は、平面視で挿抜方向（本実施形態
では前後方向１２）へ長い矩形の皿状に概ね形成されている。給紙トレイ２０には、Ａ４
サイズやＢ５サイズ等の所望のサイズの記録用紙１９（本発明のシートの一例）が収容さ
れる。給紙トレイ２０がプリンタ部２から脱抜された状態において、ユーザは給紙トレイ
２０へ記録用紙１９を収容することができる。給紙トレイ２０がプリンタ部２に装着され
た状態において、給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９がプリンタ部２の搬送路２３
（本発明の搬送路の一例）へ供給可能となる。給紙トレイ２０から搬送路２３へ供給され
た記録用紙１９は、記録部２４によって画像が記録された後に排紙トレイ２１の上面に排
出される。排紙トレイ２１は、排出された記録用紙１９を載置可能である。排紙トレイ２
１は、給紙トレイ２０の上側に配置されている。
【００３７】
［給送部１７］
　図２に示されるように、給紙トレイ２０の上側には、給送部１７（本発明の給送部の一
例）が設けられている。給送部１７は、給紙ローラ２５、給紙アーム２６、駆動伝達機構
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２７、及び給紙モータ７６（図３参照）を備えている。給紙ローラ２５は、給紙トレイ２
０に接離可能に上下動する給紙アーム２６の端部で軸支されている。給紙ローラ２５は、
複数のギアが噛合されてなる駆動伝達機構２７によって、給紙モータ７６の駆動力が伝達
されて回転する。給紙ローラ２５は、給紙トレイ２０上の記録用紙１９に圧接して、その
状態で回転する。これにより、給紙トレイ２０に収容されている記録用紙１９が、以下で
説明される搬送路２３へ給送される。
【００３８】
　記録用紙１９は、給紙トレイ２０から後述する搬送ローラ対５４までの搬送路２３、つ
まり湾曲路２３Ａを、給送部１７によって搬送される。一方、記録用紙１９は、搬送ロー
ラ対５４に挟持されると、以後、搬送ローラ対５４によって直線路２３Ｂを搬送される。
ここで、図２に示されるように、搬送ローラ対５４は、後述するシート検知部１１０より
も搬送路２３の下流側に位置される。つまり、給送部１７は、給紙トレイ２０に収容され
ている記録用紙１９をシート検知部１１０よりも下流側の搬送ローラ対５４による挟持位
置（本発明の所定位置の一例）へ給送する。当該給送、つまり給送部１７による給紙トレ
イ２０から挟持位置までの記録用紙１９の給送は、以後、給送動作（本発明の給送動作に
相当）とも称される。
【００３９】
［搬送路２３］
　図２に示されるように、プリンタ部２の内部には、給紙トレイ２０の先端（後方側の端
部）から記録部２４を経て排紙トレイ２１に至り、記録用紙１９を案内可能な搬送路２３
が形成されている。搬送路２３は、給紙トレイ２０の先端から搬送ローラ対５４に至る間
に形成された湾曲路２３Ａと、搬送ローラ対５４から排紙トレイ２１に至る間に形成され
た直線路２３Ｂとに区分される。
【００４０】
　湾曲路２３Ａは、給紙トレイ２０の先端付近から搬送ローラ対５４に亘って延設された
湾曲状の通路である。記録用紙１９は、湾曲路２３Ａを搬送向き（図２において一点鎖線
に付された矢印の向き）に湾曲されて案内される。湾曲路２３Ａは、搬送ローラ対５４に
おいて直線路２３Ｂと連続している。
【００４１】
　湾曲路２３Ａは、所定間隔を隔てて互いに対向する内側ガイド部材２８（本発明の内側
ガイド部材に相当）及び外側ガイド部材２９（本発明の外側ガイド部材に相当）によって
区画されている。内側ガイド部材２８及び外側ガイド部材２９は、少なくとも湾曲路２３
Ａ側の面が湾曲された概ね薄板形状の部材である。内側ガイド部材２８は湾曲路２３Ａの
内側部分を構成しており、外側ガイド部材２９は湾曲路２３Ａの外側部分を構成している
。
【００４２】
　直線路２３Ｂは、湾曲路２３Ａにおける搬送向きの下流端、つまり搬送ローラ対５４か
ら排紙トレイ２１に亘って前後方向１２に延設された直線状の通路である。記録用紙１９
は、直線路２３Ｂを搬送向き（図２において破線に付された矢印の向き）に案内される。
記録用紙１９は、記録部２４によって画像を記録された後に排紙トレイ２１に排出される
。直線路２３Ｂは、記録部２４が配置されている位置において、後述するキャリッジ６７
及びプラテン６６によって区画されている。また、直線路２３Ｂは、記録部２４が配置さ
れている位置以外において、所定間隔を隔てて互いに対向する外側ガイド部材２９及び内
側ガイド部材２８によって区画されている。
【００４３】
［背面カバー４０］
　図２に示されるように、プリンタ部２の背面、つまりプリンタ部２の後側の面には、背
面カバー４０（本発明の可動部材の一例）が取り付けられている。背面カバー４０は、後
側の面が概ね矩形である薄板形状の部材である。背面カバー４０の前側には、外側ガイド
部材２９が取り付けられている。これにより、外側ガイド部材２９は、背面カバー４０に
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支持される。
【００４４】
　背面カバー４０の下端近傍には、左右方向１３（図２の紙面垂直方向）へ延びている軸
４１が設けられている。背面カバー４０は、軸４１を中心として、矢印４２の方向に回動
可能に構成されている。背面カバー４０は、当該回動により、閉塞姿勢（図２に実線で示
される姿勢、本発明の第２姿勢の一例）と、露出姿勢（図２に破線で示される姿勢、本発
明の第１姿勢の一例）に姿勢変化する。上述したように、外側ガイド部材２９は背面カバ
ー４０に取り付けられているため、背面カバー４０は、外側ガイド部材２９と共に姿勢変
化する。なお、本実施形態では、背面カバー４０は回動により姿勢変化するように構成さ
れているが、背面カバー４０は着脱可能に構成されていてもよい。この場合、背面カバー
４０がプリンタ部２に取り付けられている状態が本発明の第２姿勢であり、背面カバー４
０がプリンタ部２から取り外されている状態が本発明の第１姿勢である。
【００４５】
　背面カバー４０が閉塞姿勢である場合、内側ガイド部材２８は、外側ガイド部材２９に
よって後側を覆われているため、複合機１の外部から遮蔽されている。また、背面カバー
４０が閉塞姿勢である場合、内側ガイド部材２８及び外側ガイド部材２９は、湾曲路２３
Ａを区画して、記録用紙１９をガイドする。これにより、記録用紙１９は、湾曲路２３Ａ
を案内される。一方、背面カバー４０が露出姿勢である場合、内側ガイド部材２８は、プ
リンタ部２の後側に露出された状態となる。また、外側ガイド部材２９は、背面カバー４
０が露出姿勢である場合には後方へ傾倒するため、湾曲路２３Ａを区画せず、記録用紙１
９をガイドしない。
【００４６】
［搬送ローラ対５４及び排出ローラ対５５］
　図２に示されるように、内側ガイド部材２８及び外側ガイド部材２９よりも搬送向き１
５の下流側、且つ記録部２４よりも搬送向き１５の上流側には、搬送路２３に対して上側
に配置された搬送ローラ４７と搬送路２３に対して下側に配置されたピンチローラ４８と
を有する搬送ローラ対５４が設けられている。記録部２４よりも搬送向き１５の下流側に
は、搬送路２３に対して下側に配置された排紙ローラ４９と搬送路２３に対して上側に配
置された拍車５０とを有する排出ローラ対５５が設けられている。排出ローラ対５５より
も搬送向き１５の下流側には、排紙トレイ２１が配置されている。
【００４７】
　搬送ローラ４７及び排紙ローラ４９は、搬送モータ５９（図３参照）から駆動伝達機構
（不図示）を介して駆動力が伝達されて回転される。搬送ローラ４７が正転駆動（図２に
おける反時計回りに駆動）されることで、給紙トレイ２０から給送された記録用紙１９は
、搬送ローラ対５４により狭持されて、搬送向きに搬送される。排紙ローラ４９が正転駆
動（図２における時計回りに駆動）されることで、記録部２４による画像記録済みの記録
用紙１９は、排出ローラ対５５により狭持されて、搬送向きに搬送される。
【００４８】
［ロータリーエンコーダ６８］
　図２に示されるように、給紙ローラ２５の回転量（本発明の駆動量の一例）を検知する
ロータリーエンコーダ６８（図３参照）が設けられている。ロータリーエンコーダ６８は
、例えば、給紙ローラ２５と同軸に設けられて給紙ローラ２５と共に回転するエンコーダ
ディスク（不図示）と光学センサ（不図示）とからなる。エンコーダディスクには、その
円周方向に一定間隔で光を透過する透過部と光を透過しない非透過部とが等ピッチで交互
に配置されたパターンが形成されている。給紙ローラ２５と共にエンコーダディスクが回
転すると、光学センサによって透過部を透過した光が検出される毎にパルス信号が生成さ
れる。パルス信号はマイクロコンピュータ１３０へと出力される。
【００４９】
［記録部２４］
　図２に示されるように、記録部２４は、インクジェット方式によって記録用紙１９に画
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像を記録するものであり、直線路２３Ｂに設けられている。詳細には、記録部２４は、直
線路２３Ｂの上側に設けられている。記録部２４は、図２の紙面と垂直な方向（左右方向
１３）へ往復移動するキャリッジ６７と、移動されるキャリッジ６７を検出するためのリ
ニアエンコーダ４３（図３参照）を備えている。キャリッジ６７には、記録ヘッド６５が
搭載されている。記録ヘッド６５の下面には複数のノズルが設けられている。各ノズルは
、各色インクごとに設けられている。各ノズルから各色インクが微小なインク滴として吐
出される。
【００５０】
　以上より、記録ヘッド６５が、記録部２４の下方に設けられたプラテン６６上を搬送さ
れる記録用紙１９に対して左右方向１３に走査されつつ、記録用紙１９に対してインク滴
を吐出する。これにより、記録用紙１９に画像が記録される。ここで、プラテン６６は、
搬送路２３に沿って搬送される記録用紙１９を支持する部材である。なお、記録部２４は
、インクジェット方式によって記録用紙１９に画像を記録するものに限らず、例えば電子
写真方式によって記録用紙１９に画像を記録するものであってもよい。
【００５１】
［シート検知部１１０］
　図２に示されるように、プリンタ部２は、搬送路２３を搬送される記録用紙１９の有無
を検知するシート検知部１１０（本発明の第１検知部の一例）を備えている。シート検知
部１１０は、搬送ローラ対５４よりも搬送向き１５の上流側に設けられている。シート検
知部１１０は、外側ガイド部材２９及び内側ガイド部材２８の搬送路２３における上流側
の端部２９Ａ、２８Ａよりも下流側に設けられている。本実施形態において、シート検知
部１１０は、内側ガイド部材２８に取り付けられているが、シート検知部１１０は、外側
ガイド部材２９及び内側ガイド部材２８の搬送路２３における上流側の端部２９Ａ、２８
Ａよりも下流側に設けられているならば、外側ガイド部材２９に取り付けられていてもよ
いし、複合機１のフレームなどのガイド部材２８、２９以外の部材に取り付けられていて
もよい。
【００５２】
　シート検知部１１０は、例えば、検出子１１２Ａ、１１２Ｂを有する回転体１１２と、
発光素子（例えば発光ダイオード）及び当該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学センサ１１１とに
より構成されている。回転体１１２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から搬送路２３に突出している。回転体１１２に外力が加え
られていない状態で、検出子１１２Ｂは、光学センサ１１１の発光素子から受光素子に至
る光路に進入して、当該光路を通る光を遮断している。回転体１１２が記録用紙１９の先
端に押されることによって回転すると、検出子１１２Ｂは当該光路から外れて、当該光路
に光が通る。
【００５３】
　なお、本実施形態において、シート検知部１１０は、回転体１１２が記録用紙１９と接
触する構成であるが、シート検知部１１０は、記録用紙１９と接触することなく記録用紙
１９を検知可能な構成であってもよい。この場合、例えば、発光素子または受光素子の一
方が外側ガイド部材２９に取り付けられ、他方が内側ガイド部材２８に取り付けられてい
ればよい。そして、シート検知部１１０は、記録用紙１９が搬送路２３における発光素子
から受光素子に至る光路に進入しているか否かによって、搬送路２３における記録用紙１
９の有無を検知可能に構成されていてもよい。
【００５４】
［排出検知部１２０］
　図２に示されるように、プリンタ部２は、搬送路２３から排出される記録用紙１９を検
知する排出検知部１２０を備えている。排出検知部１２０は、搬送路２３において、記録
部２４及び排出ローラ対５５の間に設けられている。なお、排出検知部１２０は、排出ロ
ーラ対５５及び排紙トレイ２１の間に設けられていてもよい。排出検知部１２０は、例え
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ば、検出子１２２Ａ、１２２Ｂ及び支軸１２３を有する回転体１２２と、発光素子（例え
ば発光ダイオード）及び当該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学センサ１２１とにより構成されて
いる。排出検知部１２０の構成は、シート検知部１１０と同様であるため、ここではこれ
以上の詳細な説明は省略される。
【００５５】
［マイクロコンピュータ１３０］
　以下、図３が参照されて、マイクロコンピュータ１３０の概略構成が説明される。マイ
クロコンピュータ１３０が後述するフローチャートにしたがって記録制御を行うことによ
って、本発明が実現される。マイクロコンピュータ１３０は、複合機１の全体動作を制御
するものである。マイクロコンピュータ１３０は、ＣＰＵ１３１、ＲＯＭ１３２、ＲＡＭ
１３３、ＥＥＰＲＯＭ１３４（本発明の記憶部の一例）、ＡＳＩＣ１３５、及びこれらを
相互に接続する内部バス１３７を備えている。
【００５６】
　ＲＯＭ１３２には、ＣＰＵ１３１が複合機１の記録制御を含む各種動作を制御するため
のプログラムなどが格納されている。ＲＡＭ１３３は、ＣＰＵ１３１が上記プログラムを
実行する際に用いるデータや信号等を一時的に記録する記憶領域として使用される。
【００５７】
　ＥＥＰＲＯＭ１３４には、電源オフ後も保持すべき設定やフラグ等が格納される。本実
施形態において、ＥＥＰＲＯＭ１３４には、第１情報（本発明の第１情報に相当）が記憶
される。ここで、第１情報とは、例えば、ＥＥＰＲＯＭ１３４の所定のアドレスに設定さ
れたフラグである。本実施形態において、第１情報は、用紙詰まり（本発明のシート詰ま
りの一例）が発生したときにオンとなり、用紙詰まりが解除されてから搬送路２３を給送
される記録用紙１９がシート検知部１１０によって検知されたときにオフとなるフラグで
ある。
【００５８】
　なお、本実施形態においては、第１情報はＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されるが、第１情
報はＲＡＭ１３３に記憶されてもよい。例えば、第１情報は、複合機１の電源がオフの場
合、ＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されており、複合機１の電源がオンとなった場合、ＥＥＰ
ＲＯＭ１３４からＲＡＭ１３３に移動またはコピーされてもよい。そして、第１情報は、
複合機１の電源がオンの間、ＲＡＭ１３３に記憶されており、複合機１の電源がオフとな
るときに、ＲＡＭ１３３からＥＥＰＲＯＭ１３４に移動またはコピーされてもよい。
【００５９】
　ＡＳＩＣ１３５には、搬送モータ５９、給紙モータ７６、キャリッジ駆動モータ１０３
、リニアエンコーダ４３、ロータリーエンコーダ６８、シート検知部１１０の光学センサ
１１１、排出検知部１２０の光学センサ１２１、及び操作パネル９などが接続されている
。
【００６０】
　ＡＳＩＣ１３５には、各モータを制御する駆動回路が組み込まれている。ＣＰＵ１３１
から所定のモータに応じた駆動回路に各モータを回転させるための駆動信号が入力される
と、駆動信号に応じた駆動電流が駆動回路から対応するモータへ出力される。これにより
、対応するモータが所定の回転速度で正転又は逆転する。
【００６１】
　シート検知部１１０の光学センサ１１１、及び排出検知部１２０の１２１は、受光素子
で受けた光の強度に応じたアナログの電気信号（電圧信号又は電流信号）を出力する。出
力された信号は、マイクロコンピュータ１３０に入力される。マイクロコンピュータ１３
０は、入力された信号の電気的レベル（電圧値または電流値）が所定の閾値以上であるか
どうかを判断する。入力された信号が所定の閾値以上である場合にＨＩＧＨレベル信号と
判定され、所定の閾値未満の場合にＬＯＷレベル信号と判定される。これにより、マイク
ロコンピュータ１３０は、シート検知部１１０及び排出検知部１２０による記録用紙１９
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の検知の有無を判断する。つまり、マイクロコンピュータ１３０は、シート検知部１１０
の位置に記録用紙１９が存在しているか否か、及び排出検知部１２０の位置に記録用紙１
９が存在しているか否かを判断する。以上より、シート検知部１１０及びマイクロコンピ
ュータ１３０は、本発明の第１検知部の一例である。
【００６２】
　また、ＡＳＩＣ１３５には、ロータリーエンコーダ６８から出力されるパルス信号が入
力される。マイクロコンピュータ１３０は、ロータリーエンコーダ６８からのパルス信号
に基づいて、給紙ローラ２５の回転量を算出する。つまり、マイクロコンピュータ１３０
は、ロータリーエンコーダ６８からのパルス信号に基づいて、給紙ローラ２５の回転量を
検知する。以上より、ロータリーエンコーダ６８及びマイクロコンピュータ１３０は、本
発明の第２検知部の一例である。
【００６３】
　また、ＡＳＩＣ１３５には、リニアエンコーダ４３から出力されるパルス信号が入力さ
れる。マイクロコンピュータ１３０は、リニアエンコーダ４３からのパルス信号に基づい
て、キャリッジ６７の左右方向１３における位置を検出する。
【００６４】
　マイクロコンピュータ１３０は、後述するように、記録制御の実行において、所定の条
件を具備した場合に、操作パネル９の液晶表示部１１に所定のメッセージを表示する。こ
れにより、所定の情報が、複合機１のユーザに報知される。なお、当該報知は、液晶表示
部１１へのメッセージの表示によるものには限らず、例えば、スピーカーからの音声メッ
セージの出力によるものや、ＬＥＤの点滅の仕方によってメッセージの内容を示すもので
あってもよい。
【００６５】
［記録制御］
　上述の如く構成されたプリンタ部２においては、マイクロコンピュータ１３０の制御に
よって記録用紙１９が給紙され、画像データが記録用紙１９へ記録される一連の記録制御
が実行される。以下、図４のフローチャート及び図５に基づいて、記録制御の処理手順が
説明される。
【００６６】
　外部情報機器からマイクロコンピュータ１３０に、或いは操作パネル９の操作によって
マイクロコンピュータ１３０に、画像データを給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９
に記録（以下、画像記録とも称される。）する旨のコマンドが入力されると、マイクロコ
ンピュータ１３０は、用紙詰まりが発生しているか否かを判定する（Ｓ１２０）。用紙詰
まりが発生している場合（Ｓ１２０：Ｙｅｓ）、後述するステップＳ１２５以降の処理が
実行される。なお、ステップＳ１２０、Ｓ１２５における用紙詰まりの発生の判定につい
ては、後述される。
【００６７】
　一方、用紙詰まりが発生していない場合（Ｓ１２０：Ｎｏ）、マイクロコンピュータ１
３０は、給紙モータ７６を駆動して給紙ローラ２５を回転させる。これにより、給紙トレ
イ２０に収容された記録用紙１９は、搬送ローラ対５４に向かって搬送路２３に沿って搬
送される（Ｓ２０）。
【００６８】
　マイクロコンピュータ１３０は、ロータリーエンコーダ６８からのパルス信号に基づい
て、給紙モータ７６の駆動開始からの給紙ローラ２５の回転量を算出する。また、マイク
ロコンピュータ１３０は、シート検知部１１０の光学センサ１１１からの入力信号の値を
参照する。そして、マイクロコンピュータ１３０は、給紙ローラ２５の回転量が所定回転
量（本発明の所定駆動量の一例）となるまでの間に、光学センサ１１１から入力された電
気信号がＬＯＷレベル（オフ）からＨＩＧＨレベル（オン）に変わったか否かを判定する
。つまり、マイクロコンピュータ１３０は、給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となる
までの間に、記録用紙１９がシート検知部１１０によって検知されたか否かを判定する（
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Ｓ３０）。ここで、所定回転量は、記録用紙１９が給紙トレイ２０からシート検知部１１
０まで（或いはシート検知部１１０よりも若干量だけ搬送路２３の下流側まで）搬送され
るために要する給紙ローラ２５の回転量として、予め設定された回転量である。
【００６９】
　給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート検知部
１１０によって検知された場合（Ｓ３０：Ｙｅｓ）、マイクロコンピュータ１３０は、搬
送モータ５９を駆動して搬送ローラ４７を回転させる。これにより、給紙ローラ２５によ
って搬送路２３を搬送されてきた記録用紙１９は、搬送ローラ対５４に挟持される。そし
て、記録用紙１９は、搬送ローラ対５４によって、記録ヘッド６５の直下に向かって搬送
される（Ｓ４０）。なお、マイクロコンピュータ１３０は、搬送モータ５９を、記録用紙
１９がシート検知部１１０によって検知される前、例えば給紙モータ７６の駆動開始と同
時に駆動してもよい。
【００７０】
　一方、給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート
検知部１１０によって検知されなかった場合（Ｓ３０：Ｎｏ）、マイクロコンピュータ１
３０は、ＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情報が記憶されているか否か判定する（Ｓ５０）。な
お、第１情報は、後述するステップＳ１４０においてＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶され、後
述するステップＳ１７０においてＥＥＰＲＯＭ１３４から消去される。つまり、ステップ
Ｓ５０において、マイクロコンピュータ１３０は、今回の記録制御よりも前に実行された
別の記録用紙１９に対する記録制御において、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶され
たか否かを判定する。
【００７１】
　第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されている場合（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、マイクロコ
ンピュータ１３０は、背面カバー４０が露出姿勢である旨を、複合機１のユーザに報知す
る。具体的には、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル９を制御して、液晶表示部
１１に、図５（Ａ）に示されるようなメッセージを表示させる（Ｓ６０）。つまり、マイ
クロコンピュータ１３０は、ロータリーエンコーダ６８によって検知される給送部１７の
給送動作の開始からの駆動量が所定駆動量となるまでの間にシート検知部１１０が記録用
紙１９有りを検知せず（Ｓ３０：Ｎｏ）、且つＥＥＰＲＯＭ１３４が第１情報を記憶して
いることを条件として（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、背面カバー４０が露出姿勢である旨を報知す
る（Ｓ６０）。即ち、ステップＳ３０、Ｓ５０、Ｓ６０の処理は、本発明の報知部に相当
する。当該メッセージは、当該メッセージに従ってスタートボタンを押下するまで表示さ
れる（Ｓ７０：Ｎｏ）。スタートボタンが押下されると（Ｓ７０：Ｙｅｓ）、用紙詰まり
発生の判定の後（Ｓ１２０）、新たな記録用紙１９が給紙トレイ２０から給紙ローラ２５
によって給送される（Ｓ２０）。
【００７２】
　一方、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されていない場合（Ｓ５０：Ｎｏ）、マイ
クロコンピュータ１３０は、ステップＳ２０と同様の処理、つまり再給紙処理を行う。こ
れにより、新たな記録用紙１９が給紙トレイ２０から給紙ローラ２５によって給送される
（Ｓ８０）。再給紙処理が実行される目的は、給紙ローラ２５のスリップ等により記録用
紙１９が適切に給送されない場合に、再度給送を試みることである。また、再給紙処理が
実行される場合、背面カバー４０が開いている可能性は低い。
【００７３】
　つまり、マイクロコンピュータ１３０は、ロータリーエンコーダ６８によって検知され
る給送部１７の給送動作の開始からの駆動量が所定駆動量となるまでの間にシート検知部
１１０がシート有りを検知せず（Ｓ３０：Ｎｏ）、且つＥＥＰＲＯＭ１３４が第１情報を
記憶していないことを条件として（Ｓ５０：Ｎｏ）、給送部１７による給送動作を再実行
させる（Ｓ８０）。
【００７４】
　なお、記録制御において、再給紙処理は実行されなくてもよい。つまり、ステップＳ５
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０の次にステップＳ９０が実行されてもよい。
【００７５】
　一方、後述するように、マイクロコンピュータ１３０は、ステップＳ５０においてＥＥ
ＰＲＯＭ１３４が第１情報を記憶していない場合、給送部１７による給送動作を再実行さ
せることなく、ステップＳ６０の処理を実行する。即ち、ステップＳ３０、Ｓ５０、Ｓ８
０の処理は、本発明の第２制御部に相当する。
【００７６】
　次に、マイクロコンピュータ１３０は、新たに給送された記録用紙１９が給紙ローラ２
５の所定回転量の回転までにシート検知部１１０によって検知されたか否かの判定、つま
りステップＳ３０と同様の判定を行う（Ｓ９０）。なお、ステップＳ９０における所定回
転量は、ステップＳ３０における所定回転量と同じ回転量でもよいし、ステップＳ３０に
おける所定回転量と異なる回転量でもよい。例えば、再給紙処理（Ｓ８０）の場合の所定
回転量が、給紙処理（Ｓ２０）の場合の所定回転量よりも少なく設定されてもよい。
【００７７】
　給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート検知部
１１０によって検知された場合（Ｓ９０：Ｙｅｓ）、マイクロコンピュータ１３０は、ス
テップＳ４０の処理を実行する。これにより、記録用紙１９は、搬送ローラ対５４によっ
て、記録ヘッド６５の直下に向かって搬送される（Ｓ４０）。
【００７８】
　一方、給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート
検知部１１０によって検知されなかった場合（Ｓ９０：Ｎｏ）、マイクロコンピュータ１
３０は、記録用紙１９の給送不良である旨を、複合機１のユーザに報知する。具体的には
、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル９を制御して、液晶表示部１１に、図５（
Ｂ）に示されるようなメッセージを表示させる（Ｓ１００）。つまり、ユーザに対する報
知は、ステップＳ８０の給送動作の再実行の後に実行される。なお、図５（Ｂ）において
は、「給紙トレイに用紙があるか確認して下さい」とのメッセージが表示されているが、
給紙トレイ２０が着脱可能である場合には、上記のメッセージに加えて、「給紙トレイの
装着の有無を確認して下さい」とのメッセージが表示されてもよい。
【００７９】
　ここで、記録用紙１９の給送不良は、給紙トレイ２０に記録用紙１９が収容されていな
いために記録用紙１９が湾曲路２３Ａを搬送されない場合の他、給紙トレイ２０が複合機
１から脱抜されているために記録用紙１９が湾曲路２３Ａを搬送されない場合も含む。
【００８０】
　以上より、マイクロコンピュータ１３０は、ロータリーエンコーダ６８によって検知さ
れる給送部１７の給送動作の開始からの駆動量が所定駆動量となるまでの間にシート検知
部１１０が記録用紙１９有りを検知せず（Ｓ３０：Ｎｏ）、且つＥＥＰＲＯＭ１３４が第
１情報を記憶していないことを条件として（Ｓ５０：Ｎｏ）、記録用紙１９の給送不良で
ある旨を報知する（Ｓ１００）。即ち、ステップＳ３０、Ｓ５０、Ｓ６０の処理と同様に
、ステップＳ１００の処理も、本発明の報知部に相当する。当該メッセージは、当該メッ
セージに従ってスタートボタンがユーザによって押下されるまで表示される（Ｓ１１０：
Ｎｏ）。スタートボタンが押下されると（Ｓ１１０：Ｙｅｓ）、用紙詰まり発生の判定の
後（Ｓ１２０）、新たな記録用紙１９が給紙トレイ２０から給紙ローラ２５によって給送
される（Ｓ２０）。
【００８１】
　ステップＳ３０において、給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記
録用紙１９がシート検知部１１０によって検知された場合（Ｓ３０：Ｙｅｓ）、マイクロ
コンピュータ１３０は、搬送ローラ対５４による記録用紙１９の搬送を開始させるととも
に（Ｓ４０）、ＥＥＰＲＯＭ１３４から第１情報を消去する（Ｓ１７０）。つまり、ステ
ップＳ１７０の処理は、本発明の第１制御部に相当する。その後、マイクロコンピュータ
１３０は、記録部２４を制御して記録用紙１９に対する画像記録を実行する（Ｓ１８０）
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。
【００８２】
　記録用紙１９に対する画像記録が開始されてから、記録用紙１９が排出検知部１２０に
よって検知されるまでの間に、用紙詰まりが発生した場合（Ｓ１９０：Ｙｅｓ）、後述す
るステップＳ２００以降の処理が実行される。なお、ステップＳ１９０における用紙詰ま
りの発生の判定については、後述される。
【００８３】
　ステップＳ１９０において、記録用紙１９が排出検知部１２０によって検知されるまで
に、用紙詰まりが発生しなかった場合（Ｓ１９０：Ｎｏ）、記録用紙１９は、排出ローラ
対５５によって排紙トレイ２１へ排出される（Ｓ２１０）。
【００８４】
　記録用紙１９が排出検知部１２０によって検知された以降に、用紙詰まりが発生した場
合（Ｓ２２０：Ｙｅｓ）、後述するステップＳ２３０以降の処理が実行される。なお、ス
テップＳ２２０における用紙詰まりの発生の判定については、後述される。
【００８５】
　記録用紙１９が排出検知部１２０によって検知された以降に、用紙詰まりが発生しなか
った場合（Ｓ２２０：Ｎｏ）、マイクロコンピュータ１３０は、全頁の画像記録が終了し
ているか否かを判定する（Ｓ２４０）。全頁の画像記録が終了していない場合（Ｓ２４０
：Ｎｏ）、次頁の画像データが記録される新たな記録用紙１９が給紙トレイ２０から給紙
ローラ２５によって給送される（Ｓ２０）。全頁の画像記録が終了している場合（Ｓ２４
０：Ｙｅｓ）、一連の記録制御は終了する。
【００８６】
　以下、用紙詰まりの発生の判定、及び用紙詰まりが発生した場合の処理が、詳述される
。
【００８７】
　ステップＳ１２０において用紙詰まりが発生した場合（Ｓ１２０：Ｙｅｓ）、ステップ
Ｓ１２５の処理が実行される。ここで、ステップＳ１２０、Ｓ１２５において、用紙詰ま
りの発生は、例えば、以下のようにして判定される。マイクロコンピュータ１３０は、ス
テップＳ１２０の時点において、シート検知部１１０または排出検知部１２０によって記
録用紙１９が検知されているか否かを判定する。記録用紙１９がシート検知部１１０また
は排出検知部１２０によって検知されていた場合、マイクロコンピュータ１３０は、シー
ト検知部１１０によって記録用紙１９が検知されているか否かを判定する（Ｓ１２５）。
【００８８】
　記録用紙１９がシート検知部１１０によって検知されている場合（Ｓ１２５：Ｙｅｓ）
、給送部１７が記録用紙１９の給送を開始していないにもかかわらず、少なくとも湾曲路
２３Ａに記録用紙１９が存在していることになる。つまり、マイクロコンピュータ１３０
は、湾曲路２３Ａ、つまり複合機１の背面付近に記録用紙１９が詰まっていると判定する
。この場合、ステップＳ１３０以降の処理が実行される。一方、記録用紙１９がシート検
知部１１０によって検知されていない場合（Ｓ１２５：Ｎｏ）、給送部１７が記録用紙１
９の給送を開始していないにもかかわらず、直線路２３Ｂに記録用紙１９が存在している
ことになる。つまり、マイクロコンピュータ１３０は、複合機１の前面付近に記録用紙１
９が詰まっていると判定する。この場合、後述するステップＳ２３０以降の処理が実行さ
れる。
【００８９】
　ステップＳ１３０において、マイクロコンピュータ１３０は、背面カバー４０を露出姿
勢にすることによって、記録用紙１９を搬送路２３から取り除く旨を、複合機１のユーザ
に報知する。具体的には、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル９を制御して、液
晶表示部１１に、図５（Ｃ）に示されるようなメッセージを表示させる。
【００９０】
　次に、マイクロコンピュータ１３０は、第１情報をＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶する（Ｓ
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１４０）。その後、記録用紙１９が詰まった状態が解除される処理が実行される（Ｓ１５
０）。ステップＳ１５０の処理については後述する。
【００９１】
　一方、ステップＳ２３０において、マイクロコンピュータ１３０は、給紙トレイ２０を
プリンタ部２から引き出すことによって、記録用紙１９を搬送路２３から取り除く旨を、
複合機１のユーザに報知する。具体的には、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル
９を制御して、液晶表示部１１に、図５（Ｆ）に示されるようなメッセージを表示させる
。その後、ステップＳ１５０以降の処理が実行される。
【００９２】
　ステップＳ１５０の処理を以下に詳述する。ステップＳ１５０において、マイクロコン
ピュータ１３０は、シート検知部１１０及び排出検知部１２０が記録用紙１９を検知して
いるか否かを判定する。シート検知部１１０または排出検知部１２０の少なくとも一方が
記録用紙１９を検知していると、マイクロコンピュータ１３０は、記録用紙１９が詰まっ
た状態が解除されていないと判定する。一方、記録用紙１９が搬送路２３から取り除かれ
ることによって、シート検知部１１０及び排出検知部１２０が記録用紙１９を検知しなく
なると、マイクロコンピュータ１３０は、記録用紙１９が詰まった状態が解除されたと判
定する。例えば、ユーザが、ステップＳ１３０のメッセージに従って、背面カバー４０を
開いて記録用紙１９を取り除くと、記録用紙１９がシート検知部１１０によって検知され
なくなる。
【００９３】
　更に、本実施形態では、ステップＳ１５０において、ステップＳ１６０の処理の実行前
に、更に以下の処理が実行される。マイクロコンピュータ１３０は、記録用紙１９がシー
ト検知部１１０及び排出検知部１２０によって検知されなくなった場合、操作パネル９を
制御して、液晶表示部１１にそれまで表示されていたメッセージ（図５（Ｃ）、（Ｆ）に
示されるようなメッセージ）を消して、代わりに液晶表示部１１に図５（Ｄ）に示される
ようなメッセージを表示させる。ユーザは、当該メッセージに従って、本体カバー３５を
開けて複合機１の内部に異物がないことを確かめて、本体カバー３５を再び閉める。ここ
で、本体カバー３５またはプリンタ部２の少なくとも一方には、本体カバー３５が開閉を
検知する検知部（不図示）が設けられており、マイクロコンピュータ１３０は、当該検知
部からの検知信号によって、本体カバー３５が開かれたこと及び閉じられたことを検知す
る。なお、図５（Ｄ）に示されるようなメッセージは、本体カバー３５が閉められてジャ
ムが解除されていることが検知されると液晶表示部１１から消される。本体カバー３５が
閉じられることにより、複合機１は通常の状態となり、マイクロコンピュータ１３０はス
テップＳ１６０の処理を実行する。
【００９４】
　なお、複合機１が通常の状態となったか否かは、シート検知部１１０及び排出検知部１
２０が記録用紙１９を検知しているか否かによって判定されればよい。よって、上述した
本体カバー３５の開閉処理は、必ずしも実行される必要はない。なお、開閉処理が実行さ
れない場合は、スタートボタンが押下されることにより、複合機１は通常の状態となり、
マイクロコンピュータ１３０はステップＳ１６０の処理を実行する。
【００９５】
　ステップＳ１６０において、マイクロコンピュータ１３０は、ＲＡＭ１３３に未だ記録
用紙１９に記録されていない画像データが存在しているか否かを判定する。例えば、外部
情報機器から複数の画像データが送られてきた場合、ＲＡＭ１３３に未だ記録用紙１９に
記録されていない画像データが存在している可能性がある。このような未画像記録の画像
データがＲＡＭ１３３に存在している場合（Ｓ１６０：Ｙｅｓ）、用紙詰まり発生の判定
の後（Ｓ１２０）、当該画像データが記録される新たな記録用紙１９が給紙トレイ２０か
ら給紙ローラ２５によって給送される（Ｓ２０）。一方、このような未画像記録の画像デ
ータがＲＡＭ１３３に存在していない場合（Ｓ１６０：Ｎｏ）、一連の記録制御は終了す
る。
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【００９６】
　ステップＳ１９０において用紙詰まりが発生した場合（Ｓ１９０：Ｙｅｓ）、ステップ
Ｓ２００の処理が実行される。ここで、ステップＳ１９０における用紙詰まりの発生は、
例えば、以下のようにして判定される。記録部２４による記録用紙１９への画像記録の実
行中に、移動していたキャリッジ６７が目標位置に到達せずに停止した場合、マイクロコ
ンピュータ１３０は、キャリッジ６７が記録用紙１９と衝突したと判定する。そして、マ
イクロコンピュータ１３０は、記録用紙１９がプリンタ部２の前後方向１２における中央
部の直線路２３Ｂで詰まったと判定する。なお、キャリッジ６７の停止は、リニアエンコ
ーダ４３からのパルス信号に基づいて判定される。
【００９７】
　ステップＳ２００において、マイクロコンピュータ１３０は、本体カバー３５を開くこ
とによって、記録用紙１９を搬送路２３から取り除く旨を、複合機１のユーザに報知する
（Ｓ２００）。具体的には、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル９を制御して、
液晶表示部１１に、図５（Ｅ）に示されるようなメッセージを表示させる。
【００９８】
　その後、マイクロコンピュータ１３０は、第１情報をＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶して（
Ｓ１４０）、上述したステップＳ１５０以降の処理を実行する。
【００９９】
　ステップＳ２２０において用紙詰まりが発生した場合（Ｓ２２０：Ｙｅｓ）、ステップ
Ｓ２３０の処理が実行される。ここで、ステップＳ２２０における用紙詰まりの発生は、
例えば、以下のようにして判定される。排出検知部１２０によって記録用紙１９が検知さ
れてからの排紙ローラ４９の回転量が設定回転量より多くなっても、記録用紙１９が検知
された状態が維持されている場合、マイクロコンピュータ１３０は、記録用紙１９がプリ
ンタ部２の前側、つまり前面付近の搬送路２３で詰まったと判定する。ここで、設定回転
量は、記録用紙１９の先端が排出検知部１２０を通過してから記録用紙１９の後端が排出
検知部１２０を通過するまでに要する排紙ローラ４９の回転量として、予め設定された回
転量である。なお、排紙ローラ４９の回転量は、ロータリーエンコーダ６８と同様の構成
のロータリーエンコーダが排紙ローラ４９に設けられ、当該ロータリーエンコーダからの
パルス信号がマイクロコンピュータ１３０に入力されることによって算出可能である。
【０１００】
　ステップＳ２３０において、マイクロコンピュータ１３０は、給紙トレイ２０をプリン
タ部２から引き出すことによって、記録用紙１９を搬送路２３から取り除く旨を、複合機
１のユーザに報知する。具体的には、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル９を制
御して、液晶表示部１１に、図５（Ｆ）に示されるようなメッセージを表示させる。その
後、上述したステップＳ１５０以降の処理が実行される。
【０１０１】
　以上より、ステップＳ３０の処理と同様に、ステップＳ１２０、Ｓ１９０、Ｓ２２０の
処理も、本発明の判断部に相当する。
【０１０２】
　また、以上より、ステップＳ１２０、Ｓ１９０、Ｓ２２０における判定結果によって、
記録用紙１９が詰まった位置が、複合機１の背面付近、中央付近、及び前面付近のいずれ
であるのかが判別できる。つまり、ステップＳ１２０、Ｓ１９０、Ｓ２２０の処理は、本
発明の判定部に相当する。
【０１０３】
　また、以上より、マイクロコンピュータ１３０は、ステップＳ１２５またはステップＳ
１９０において、複合機１の背面付近に記録用紙１９が詰まっていると判定したことを条
件として（Ｓ１２０：Ｙｅｓ、Ｓ１９０：Ｙｅｓ）、ＥＥＯＲＯＭ１３４に第１情報を記
憶させる（Ｓ１４０）。つまり、ステップＳ１７０の処理と同様に、ステップＳ１４０の
処理も、本発明の第１制御部に相当する。一方、マイクロコンピュータ１３０は、ステッ
プＳ２２０において用紙詰まりが発生したと判定されたとしても（Ｓ２２０：Ｙｅｓ）、
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ＥＥＯＲＯＭ１３４に第１情報を記憶させない。つまり、マイクロコンピュータ１３０は
、ステップＳ１２０、Ｓ１９０、Ｓ２２０における判定結果に基づいて、ＥＥＰＲＯＭ１
３４に第１情報を記憶するか否かを決定している。
【０１０４】
［実施形態の効果］
　本実施形態によれば、マイクロコンピュータ１３０によって用紙詰まりが発生したと判
断された場合、ユーザは、記録用紙１９を搬送路２３から取り除くために、背面カバー４
０を閉塞姿勢から露出姿勢へ姿勢変化させる。ユーザは、記録用紙１９を搬送路２３から
取り除いた後、背面カバー４０を露出姿勢から閉塞姿勢へ姿勢変化させることを忘れるお
それがある。
【０１０５】
　そこで、本実施形態によれば、マイクロコンピュータ１３０は、用紙詰まりが発生した
と判断した場合、第１情報をＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶する。当該記憶が行われている場
合、マイクロコンピュータ１３０は、給送部１７が所定量駆動されるまでにシート検知部
１１０によって記録用紙１９有りが検知されないことを条件として、背面カバー４０が露
出姿勢である旨を液晶表示部１１に表示する。つまり、マイクロコンピュータ１３０は、
ユーザが背面カバー４０を閉じ忘れている可能性がある状況においては、背面カバー４０
が開いたままである旨をユーザに注意喚起することができる。
【０１０６】
　一方、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されていない場合、背面カバー４０が閉塞
姿勢から露出姿勢へ姿勢変化された可能性は低い。このような場合、マイクロコンピュー
タ１３０は、給送部１７が所定量駆動されるまでにシート検知部１１０によって記録用紙
１９有りが検知されないことを条件として、記録用紙１９の給送不良である旨を液晶表示
部１１に表示する。つまり、マイクロコンピュータ１３０は、ユーザが背面カバー４０を
開く可能性が低い状況においては、記録用紙１９が給紙トレイ２０に収容されていないこ
となどをユーザに注意喚起することができる。
【０１０７】
　よって、本実施形態においては、用紙をトレイから給送してから所定給送量以内にセン
サによって用紙が検知されない場合に、ユーザに最適な対処を報知することができる。
【０１０８】
　また、給送部１７が駆動されたにもかかわらず、記録用紙１９が適切に給送されないお
それがある。例えば、回転する給紙ローラ２５が記録用紙１９に対してスリップすると、
記録用紙１９が適切に給送されない。そこで、本実施形態によれば、第１情報を記憶して
おらず、シート検知部１１０が記録用紙１９有りを検知しない場合に、マイクロコンピュ
ータ１３０が、給送動作を再実行する。これにより、記録用紙１９が適切に給送されない
状態を是正できる可能性が高くなる。
【０１０９】
　しかし、背面カバー４０が露出姿勢の状態で記録用紙１９が給送された場合、当該記録
用紙１９は背面カバー４０によってガイドされないため、複合機１の外部へ飛び出してし
まう。そこで、本実施形態においては、ＥＥＰＲＯＭ１３４が第１情報を記憶していない
場合（背面カバー４０が露出姿勢である可能性が低い場合）には、給送動作が再実行され
る。つまり、ＥＥＰＲＯＭ１３４が第１情報を記憶している場合（背面カバー４０が露出
姿勢である可能性がある場合）に、給送部１７による給送動作が再実行されない。これに
より、複合機１の外部へ飛び出してしまう記録用紙１９の枚数を少なくすることができる
。
【０１１０】
　また、本実施形態によれば、例えば、背面カバー４０が複合機１の背面側に設けられて
いる場合、用紙詰まりの位置が複合機１の背面側であれば、マイクロコンピュータ１３０
はＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情報を記憶することができる。一方、用紙詰まりの位置が複
合機１の前面側であれば、マイクロコンピュータ１３０はＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情報



(20) JP 5760671 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

を記憶しないでおくことができる。以上より、マイクロコンピュータ１３０は、ユーザが
背面カバー４０を閉じ忘れる可能性がある状況においてＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情報を
記憶しておくことができ、ユーザが背面カバー４０を開く可能性が低い状況においてＥＥ
ＰＲＯＭ１３４に第１情報を記憶しないでおくことができる。
【０１１１】
［実施例の変形例１］
　上述の実施形態において、マイクロコンピュータ１３０は、ＥＥＰＲＯＭ１３４に第１
情報が記憶されていないと判定した場合（Ｓ５０：Ｎｏ）、再給紙処理を行い（Ｓ８０）
、ＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情報が記憶されていると判定した場合（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、
再給紙を行わなかった。しかし、マイクロコンピュータ１３０は、ＥＥＰＲＯＭ１３４に
第１情報が記憶されていないと判定した場合（Ｓ５０：Ｎｏ）、再給紙を予め設定された
第１所定回数（本発明の第１所定回数に相当）だけ実行し、ＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情
報が記憶されていると判定した場合（Ｓ５０：Ｙｅｓ）とで、再給紙を第１所定回数より
も少ない第２所定回数（本発明の第２所定回数に相当）だけ実行してもよい。
【０１１２】
　ここで、第１所定回数は、ＲＯＭ１３２やＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されることによっ
て予め設定されてもよいし、ユーザによる操作パネル９の操作でＲＡＭ１３４やＥＥＰＲ
ＯＭ１３４に記憶されることによって予め設定されてもよい。また、第２所定回数も、第
１所定回数と同様の方法によって予め設定された回数である。本実施形態において、第１
所定回数は３回に設定されており、第２所定回数は２回に設定されている。
【０１１３】
　変形例１の場合の処理は、例えば、図６に示される手順に従って実行される。ここで、
図６は、破線で示されたステップＳ４００～Ｓ４９０が図４のフローチャートに追加され
たフローチャートである。以下、ステップＳ４００～Ｓ４９０における処理が詳細に説明
され、図４と同様の処理であるステップＳ２０～Ｓ２４０における処理は、その詳細な説
明が省略される。
【０１１４】
　外部情報機器からマイクロコンピュータ１３０に、或いは操作パネル９の操作によって
マイクロコンピュータ１３０に、画像記録を実行する旨のコマンドが入力されると、カウ
ント値ｉ、ｊが０に設定される（Ｓ４００）。
【０１１５】
　第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されている場合（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、マイクロコ
ンピュータ１３０は、カウント値ｊが２未満か否か判定する（Ｓ４１０）。カウント値ｊ
が２以上の場合（Ｓ４１０：Ｎｏ）、ステップＳ６０の処理が実行される。一方、カウン
ト値ｊが２未満の場合（Ｓ４１０：Ｙｅｓ）、ステップＳ８０と同様の処理、つまり再給
紙処理が実行され（Ｓ４２０）、カウント値ｊがインクリメントされる（Ｓ４３０）。次
に、マイクロコンピュータ１３０は、新たに給送された記録用紙１９が給紙ローラ２５の
所定回転量の回転までにシート検知部１１０によって検知されたか否かの判定、つまりス
テップＳ９０と同様の判定を行う（Ｓ４４０）。給紙ローラ２５の回転量が所定回転量と
なるまでの間に、記録用紙１９がシート検知部１１０によって検知された場合（Ｓ４４０
：Ｙｅｓ）、マイクロコンピュータ１３０は、カウント値ｉ、ｊを０にリセットしてから
（Ｓ４５０）、ステップＳ４０の処理を実行する。一方、給紙ローラ２５の回転量が所定
回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート検知部１１０によって検知されなかった
場合（Ｓ４４０：Ｎｏ）、ステップＳ４１０の処理が再び実行される。
【０１１６】
　つまり、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されている場合（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、再
給紙処理は、カウント値ｊが２以上となるまで（Ｓ４１０：Ｎｏ）、または給紙ローラ２
５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート検知部１１０によって
検知されなくなるまで（Ｓ４４０：Ｎｏ）、実行される。即ち、再給紙処理は、最大で２
回（第２所定回数）だけ実行される。
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【０１１７】
　一方、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されていない場合（Ｓ５０：Ｎｏ）、マイ
クロコンピュータ１３０は、カウント値ｊが３未満か否か判定する（Ｓ４６０）。カウン
ト値ｉが３以上の場合（Ｓ４６０：Ｎｏ）、ステップＳ１００の処理が実行される。一方
、カウント値ｊが３未満の場合（Ｓ４６０：Ｙｅｓ）、ステップＳ８０の処理、つまり再
給紙処理が実行され（Ｓ８０）、カウント値ｉがインクリメントされる（Ｓ４７０）。次
に、マイクロコンピュータ１３０は、新たに給送された記録用紙１９が給紙ローラ２５の
所定回転量の回転までにシート検知部１１０によって検知されたか否かの判定を行う（Ｓ
９０）。給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート
検知部１１０によって検知された場合（Ｓ９０：Ｙｅｓ）、マイクロコンピュータ１３０
は、カウント値ｉ、ｊを０にリセットしてから（Ｓ４８０）、ステップＳ４０の処理を実
行する。一方、給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９が
シート検知部１１０によって検知されなかった場合（Ｓ９０：Ｎｏ）、ステップＳ４６０
の処理が再び実行される。
【０１１８】
　つまり、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されていない場合（Ｓ５０：Ｎｏ）、再
給紙処理は、カウント値ｉが３以上となるまで（Ｓ４６０：Ｎｏ）、または給紙ローラ２
５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９がシート検知部１１０によって
検知されなくなるまで（Ｓ９０：Ｎｏ）、実行される。即ち、再給紙処理は、最大で３回
（第１所定回数）だけ実行される。
【０１１９】
　背面カバー４０が露出姿勢の状態で記録用紙１９が給送された場合、当該記録用紙１９
は背面カバー４０によってガイドされないため、複合機１の外部へ飛び出してしまう。そ
こで、変形例１においては、背面カバー４０が露出姿勢である可能性がある場合、給送部
１７による記録用紙１９の給送動作の回数が少なくされる。これにより、複合機１の外部
へ飛び出してしまう記録用紙１９の枚数を少なくすることができる。
【０１２０】
［実施例の変形例２］
　上述の実施形態では、マイクロコンピュータ１３０は、図４のステップＳ６０において
、操作パネル９を制御して、液晶表示部１１に、図５（Ａ）に示されるようなメッセージ
を表示させた。しかし、マイクロコンピュータ１３０は、背面カバー４０が露出姿勢であ
る旨だけでなく、記録用紙１９の給送不良である旨も、複合機１のユーザに報知してよい
。具体的には、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル９を制御して、液晶表示部１
１に、図５（Ｇ）に示されるようなメッセージを表示させる。つまり、マイクロコンピュ
ータ１３０は、給紙ローラ２５の回転量が所定回転量となるまでの間に、記録用紙１９が
シート検知部１１０によって検知されず（Ｓ３０：Ｎｏ）、ＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情
報が記憶されていることを条件として（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、記録用紙１９の給送不良を示
す情報、及び背面カバー４０が露出姿勢であることを示す情報を報知してもよい。なお、
図５（Ｇ）においては、「給紙トレイに用紙があるかを確認して下さい」とのメッセージ
が表示されているが、給紙トレイ２０が着脱可能である場合には、上記のメッセージに加
えて、「給紙トレイの装着の有無を確認して下さい」とのメッセージが表示されてもよい
。
【０１２１】
［実施例の変形例３］
　マイクロコンピュータ１３０は、ＥＥＰＲＯＭ１３４に第１情報が記憶された状態が維
持されつつ、スタートボタンの押下が第３所定回数（本発明の第３所定回数に相当）行わ
れたことを条件として、ＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶された第１情報を消去してもよい。本
実施形態において、第３所定回数は３回に設定されている。なお、第３所定回数は、１回
であっても複数回であってもよい。
【０１２２】
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　ここで、第３所定回数は、ＲＯＭ１３２やＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されることによっ
て予め設定されてもよいし、ユーザの操作パネル９の操作でＲＡＭ１３４やＥＥＰＲＯＭ
１３４に記憶されることによって予め設定されてもよい。
【０１２３】
　変形例３の場合の処理は、例えば、図７に示される手順に従って実行される。ここで、
図７は、破線で示されたステップＳ６００～Ｓ６６０が図４のフローチャートに追加され
たフローチャートである。以下、ステップＳ６００～Ｓ６６０における処理が詳細に説明
され、図４と同様の処理であるステップＳ２０～Ｓ２４０における処理は、その詳細な説
明が省略される。
【０１２４】
　外部情報機器からマイクロコンピュータ１３０に、或いは操作パネル９の操作によって
マイクロコンピュータ１３０に、画像記録を実行する旨のコマンドが入力されると、カウ
ント値ｋが０に設定される（Ｓ６００）。カウント値ｋは、背面カバー４０が露出姿勢で
ある旨の報知を、スタートボタンが押されることによって液晶表示部１１より消去、つま
り当該報知が停止された回数である。カウント値ｋは、ＲＡＭ１３３の所定アドレスに記
憶される。つまり、ＲＡＭ１３３は、本発明の第２記憶部の一例である。また、上述した
ように、スタートボタンが押下されると、背面カバー４０が露出姿勢である旨の報知が停
止される。換言すると、スタートボタンは、背面カバー４０が露出姿勢である旨の液晶表
示部１１への表示を消去するために操作される。つまり、スタートボタンは、本発明の操
作部の一例である。
【０１２５】
　ステップＳ５０において、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されていると判定され
た場合（Ｓ５０：Ｙｅｓ）、マイクロコンピュータ１３０は、カウント値ｋが２より大き
いか否か判定する（Ｓ６１０）。カウント値ｋが２以下の場合（Ｓ６１０：Ｎｏ）、ステ
ップＳ６０、Ｓ７０の処理が実行され、その後、マイクロコンピュータ１３０はカウント
値ｋをインクリメントする（Ｓ６２０）。カウント値ｋが２より大きい場合、つまり第３
所定回数である３である場合（Ｓ６１０：Ｙｅｓ）、マイクロコンピュータ１３０は、第
１情報をＥＥＰＲＯＭ１３４から消去して（Ｓ６３０）、カウント値ｋを０にリセットす
る（Ｓ６４０）。
【０１２６】
　なお、ステップＳ５０において、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶されていないと
判定された場合も（Ｓ５０：Ｎｏ）、カウント値ｋは０にリセットされる（Ｓ６５０）。
以上より、ステップＳ７０におけるスタートボタンの押下が３回実行された場合、第１情
報がＥＥＰＲＯＭ１３４から消去される。
【０１２７】
　以上より、ステップＳ６３０の処理は本発明の第４制御部に相当し、ステップＳ６４０
の処理は本発明の第３制御部に相当する。
【０１２８】
　上述の実施形態、変形例１、及び変形例２において、マイクロコンピュータ１３０は、
シート検知部１１０によって記録用紙１９有りが検知されるまで、第１情報をＥＥＰＲＯ
Ｍ１３４から消去しない。この場合、以下のような問題が発生するおそれがある。閉じ忘
れられていた背面カバー４０が閉じられた直後に、給紙トレイ２０に収容されている記録
用紙１９が無くなった場合、記録用紙１９が給紙トレイ２０に収容されていないという給
送不良であるにもかかわらず、マイクロコンピュータ１３０は背面カバー４０が露出姿勢
である旨の誤った情報を液晶表示部１１に表示してしまう。
【０１２９】
　そこで、変形例３によれば、マイクロコンピュータ１３０は、液晶表示部１１へのメッ
セージの表示を停止させるスタートボタンの押下が第３所定回数行われたことを条件とし
て、ＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶された第１情報を消去する。これにより、次に液晶表示部
１１にメッセージの表示が行われる状態となったときに、マイクロコンピュータ１３０は
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適切なメッセージを液晶表示部１１に表示させることができる。つまり、変形例３によれ
ば、マイクロコンピュータ１３０による誤ったメッセージの表示が多数回繰り返されるこ
とを防止することができる。
【０１３０】
［実施例の変形例４］
　変形例３では、マイクロコンピュータ１３０は、図７のステップＳ６３０において、第
１情報をＥＥＰＲＯＭ１３４から消去した。しかし、マイクロコンピュータ１３０は、第
１情報をＥＥＰＲＯＭ１３４から消去する代わりに、ステップＳ６０で報知した背面カバ
ー４０が露出姿勢である旨に加えて、記録用紙１９の給送不良である旨も、複合機１のユ
ーザに報知するように、報知の種類を変更してもよい。
【０１３１】
　変形例４の場合の処理は、例えば、図８に示される手順に従って実行される。ここで、
図８は、破線で示されたステップＳ８００、Ｓ８１０が図７のフローチャートのステップ
Ｓ６３０、Ｓ６４０の代わりに追加されたフローチャートである。以下、ステップＳ８０
０、Ｓ８１０における処理が詳細に説明され、図７と同様の処理は、その詳細な説明が省
略される。
【０１３２】
　カウント値ｋが２より大きい場合、つまり第３所定回数である３である場合（Ｓ６１０
：Ｙｅｓ）、マイクロコンピュータ１３０は、背面カバー４０が露出姿勢である旨、及び
記録用紙１９の給送不良である旨を、複合機１のユーザに報知する（Ｓ８００）。具体的
には、マイクロコンピュータ１３０は、操作パネル９を制御して、液晶表示部１１に表示
されるメッセージを、ステップＳ６０において表示されていた図５（Ａ）に示されるメッ
セージから、図５（Ｇ）に示されるメッセージに切り換える。図５（Ｇ）に示されるメッ
セージは、当該メッセージに従ってスタートボタンがユーザによって押下されるまで表示
される（Ｓ８１０：Ｎｏ）。スタートボタンが押下されると（Ｓ８１０：Ｙｅｓ）、用紙
詰まり発生の判定の後（Ｓ１２０）、新たな記録用紙１９が給紙トレイ２０から給紙ロー
ラ２５によって給送される（Ｓ２０）。
【０１３３】
　以上より、マイクロコンピュータ１３０は、ＲＡＭ１３３に記憶されているカウント値
ｋの値が第３所定回数である３以上であることを条件として、ステップＳ６０で報知した
背面カバー４０が露出姿勢である旨に加えて、記録用紙１９の給送不良である旨を報知す
る。
【０１３４】
　変形例４によれば、ユーザが液晶表示部１１に表示されたメッセージに従って背面カバ
ー４０を閉塞姿勢にしたにもかかわらず、背面カバー４０が露出姿勢である旨の液晶表示
部１１への表示が第３所定回数繰り返された場合、マイクロコンピュータ１３０は、背面
カバー４０が露出姿勢である旨に加えて、記録用紙１９の給送不良である旨のメッセージ
を液晶表示部１１に表示させる。これにより、ユーザは、記録用紙１９の給送不良への対
処を行うことができる。つまり、ユーザは、より適切な対処を行うことができる。
【０１３５】
［実施例の変形例５］
　上述の実施形態においては、所定回転量は一定量であった。しかし、所定回転量は、使
用される状況によって異なる量であってもよい。例えば、所定回転量は、所定回転量の使
用時（ステップＳ３０、Ｓ９０、Ｓ４４０）において、第１情報がＥＥＰＲＯＭ１３４に
記憶されているか否かによって、異なる量であってもよい。
【符号の説明】
【０１３６】
１・・・複合機
１７・・・給送部
１９・・・記録用紙
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２０・・・給紙トレイ
２３・・・搬送路
２８・・・内側ガイド部材
２９・・・外側ガイド部材
４０・・・背面カバー
１１０・・・シート検知部
１３４・・・ＥＥＰＲＯＭ
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