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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
記録シートを搬送する搬送手段と、該搬送手段によって搬送された記録シートに液滴によ
る画像を記録する記録手段と、該記録手段により記録された記録シートを排出する排出手
段と、前記記録手段と対向して配置されたプラテンと、該プラテンに前記記録シートの搬
送方向と交差する方向に略平行に配設された、前記記録手段の液滴の吐出口面と略平行な
案内面を持つ複数のリブとを備え、前記記録シートを排出方向上流側にも搬送可能である
記録装置であって、
　前記プラテンは、記録シート端部に余白無し記録を行うときに記録シートの端部の外側
に吐出された前記液滴を吸収する吸収体が備えられた溝部を有し、
　前記複数のリブの内、前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブの一部であって、少
なくとも記録シートの幅方向の端部を支持するリブの排出方向下流側端部に傾斜面が形成
され、
　前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブであって、排出方向下流側端部に傾斜面が
形成されていないリブは、記録シートの後端が前記傾斜面に対向する位置で停止したとき
記録シート後端を該リブの前記案内面によって支持する記録装置。
【請求項２】
前記複数のリブは、前記案内面上の前記記録シートと前記記録手段の液滴の吐出口面との
距離の基準となる複数の第１リブと、該第１リブより高さの低い複数の第２リブの少なく
とも２種類の高さの異なるリブを含んでおり、
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　前記傾斜面は前記複数の第２リブの内の一部あるいは全部に形成されている、請求項１
に記載の記録装置。
【請求項３】
前記複数のリブは、前記案内面上の前記記録シートと前記記録手段の液滴の吐出口面との
距離の基準となる複数の第１リブと、該第１リブより高さの低い複数の第２リブの少なく
とも２種類の高さの異なるリブを含んでおり、
　前記傾斜面は、前記複数の第２リブの内の一部あるいは全部と、前記複数の第１リブの
内の一部に形成されている、請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
前記傾斜面の近傍の、前記プラテンの端部にも傾斜面が形成された、請求項１から３のい
ずれかに記載の記録装置。
【請求項５】
記録シートを搬送する搬送手段と、該搬送手段によって搬送された記録シートに液滴によ
る画像を記録する記録手段と、該記録手段により記録された記録シートを排出する複数個
のローラ対を備えた排出手段と、前記記録手段と対向して配置されたプラテンと、該プラ
テンに前記記録シートの搬送方向と交差する方向に略平行に配設された、前記記録手段の
液滴の吐出口面と略平行な案内面を持つ複数のリブと、前記複数個のローラ対の間に設け
られた、前記記録シートを前記プラテン側へ付勢する付勢手段とを備え、前記記録シート
を排出方向上流側にも搬送可能である記録装置であって、
　前記プラテンは、記録シート端部に余白無し記録を行うときに記録シートの端部の外側
に吐出された前記液滴を吸収する吸収体が備えられた溝部を有し、
　前記複数のリブの内、前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブの一部であって、少
なくとも記録シートの幅方向の端部を支持するリブの排出方向下流側端部に傾斜面が形成
され、
　前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブであって、排出方向下流側端部に傾斜面が
形成されていないリブは、記録シートの後端が前記傾斜面に対向する位置で停止したとき
記録シート後端を該リブの前記案内面によって支持する記録装置。
【請求項６】
前記複数のリブは、前記案内面上の前記記録シートと前記記録手段の液滴の吐出口面との
距離の基準となる複数の第１リブと、該第１リブより高さの低い複数の第２リブの少なく
とも２種類の高さの異なるリブを含んでおり、
　前記傾斜面は前記複数の第２リブの内の一部あるいは全部に形成されている、請求項５
に記載の記録装置。
【請求項７】
前記複数のリブは、前記案内面上の前記記録シートと前記記録手段の液滴の吐出口面との
距離の基準となる複数の第１リブと、該第１リブより高さの低い複数の第２リブの少なく
とも２種類の高さの異なるリブを含んでおり、
　前記傾斜面は、前記複数の第２リブの内の一部あるいは全部と、前記複数の第１リブの
内の一部に形成されている、請求項５に記載の記録装置。
【請求項８】
前記第２リブは、前記付勢手段の排出方向上流側近傍に備えられている、請求項６または
７に記載の記録装置。
【請求項９】
前記傾斜面の近傍の、前記プラテンの端部にも傾斜面を備えた、請求項５から８のいずれ
かに記載の記録装置。
【請求項１０】
前記記録手段はインクジェット記録手段である、請求項１から９のいずれかに記載の記録
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、記録手段と対向する位置に凹凸面を有するプラテンを備えたプリンタ等の記
録装置に関し、更には、被記録材をプラテン上で、排出方向上流側へ搬送する制御を備え
た記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インクジェット記録装置においては、インク滴を吐出する複数のノズルを備えた
記録ヘッドと、記録シート（記録媒体）を記録ヘッドのノズル形成部と向き合うように支
持するプラテンと、記録ヘッドの主走査を行う手段と、主走査の方向と交わる方向に印刷
媒体を搬送する手段とを備え、用紙端部まで安定な記録を行う為に、プラテン上面の、上
流側と下流側の中程に溝を設ける構成が開示されている。この溝は記録ヘッドのノズル形
成部に対向し、かつプラテン上に主走査方向にわたって形成されており、溝より用紙排出
上流側のプラテン上面と、溝より用紙排出方向下流側のプラテン上面とが記録シート支持
部となっている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１０３５８６号（図１、段落[００１８]）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来例の記録装置において、記録シートの端部に余白を形成しない
で記録シートの一方の面全体を印刷した後、もう一面を印刷するため、プラテン上の記録
シートを排出方向上流側へ搬送させる場合、この排出方向上流側へのシート搬送を、
１）プラテン上面の溝より記録シート排出方向上流側の記録シート支持部位（以下、リブ
形状部と呼ぶ。）の排出方向最下流側を記録シート後端が通過した後に実施する場合は、
記録シート後端がリブ形状部に当接してしまい、記録シートが折れ曲がってしまう恐れが
ある、あるいは、
２）プラテン上面の溝より記録シート排出方向上流側のリブ形状部の排出方向最下流側を
記録シート後端が通過する前に必ず実施する設定にした場合は、記録シート後端の印刷領
域が狭くなってしまう、
という課題があった。
【０００４】
　また、プラテン上面の溝より記録シート排出方向上流側のすべてのリブ形状部の排出方
向最下流側に傾斜面をつけてしまうと、ここを記録シート後端が通過するとき、傾斜面の
下部まで記録シート後端が垂れ下がってしまい（図１０参照）、記録手段の吐出口面に対
して傾斜した記録シート上に記録が実施される。このため、記録シート搬送方向と略平行
に並ぶ記録手段のインク吐出ノズル群から吐出されたインク滴が記録シート上に着弾する
までの距離がインク吐出ノズル群の排出方向上流側と下流側で変わってしまい、インク滴
の着弾位置にズレが発生し、色ズレなどの印刷不良が発生してしまうという課題があった
。
【０００５】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、プ
ラテン上面の溝より記録シート排出方向上流側のリブ形状部の排出方向最下流側を記録シ
ート後端が通過した後でも、色ズレなどの画像不良を発生させることなく、また、プラテ
ン上の記録シートを排出方向上流側へ搬送することも良好に実施できる記録装置を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための、本発明に係る第１の構成は、記録シートを搬送する搬送手
段と、該搬送手段によって搬送された記録シートに液滴による画像を記録する記録手段と
、該記録手段により記録された記録シートを排出する排出手段と、前記記録手段と対向し
て配置されたプラテンと、該プラテンに前記記録シートの搬送方向と交差する方向に略平
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行に配設された、前記記録手段の液滴の吐出口面と略平行な案内面を持つ複数のリブとを
備え、前記記録シートを排出方向上流側にも搬送可能である記録装置であって、
　前記プラテンは、記録シート端部に余白無し記録を行うときに記録シートの端部の外側
に吐出された前記液滴を吸収する吸収体が備えられた溝部を有し、
　前記複数のリブの内、前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブの一部であって、少
なくとも記録シートの幅方向の端部を支持するリブの排出方向下流側端部に傾斜面が形成
され、
　前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブであって、排出方向下流側端部に傾斜面が
形成されていないリブは、記録シートの後端が前記傾斜面に対向する位置で停止したとき
記録シート後端を該リブの前記案内面によって支持する記録装置である。
【０００７】
　また、本発明に係る第２の構成は、記録シートを搬送する搬送手段と、該搬送手段によ
って搬送された記録シートに液滴による画像を記録する記録手段と、該記録手段により記
録された記録シートを排出する複数個のローラ対を備えた排出手段と、前記記録手段と対
向して配置されたプラテンと、該プラテンに前記記録シートの搬送方向と交差する方向に
略平行に配設された、前記記録手段の液滴の吐出口面と略平行な案内面を持つ複数のリブ
と、前記複数個のローラ対の間に設けられた、前記記録シートを前記プラテン側へ付勢す
る付勢手段とを備え、前記記録シートを排出方向上流側にも搬送可能である記録装置であ
って、
　前記プラテンは、記録シート端部に余白無し記録を行うときに記録シートの端部の外側
に吐出された前記液滴を吸収する吸収体が備えられた溝部を有し、
　前記複数のリブの内、前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブの一部であって、少
なくとも記録シートの幅方向の端部を支持するリブの排出方向下流側端部に傾斜面が形成
され、
　前記溝部の排出方向上流側に設けられたリブであって、排出方向下流側端部に傾斜面が
形成されていないリブは、記録シートの後端が前記傾斜面に対向する位置で停止したとき
記録シート後端を該リブの前記案内面によって支持する記録装置である。
【０００８】
　上記の構成によれば、プラテン上のリブの排出方向最下流側部を記録シート後端が通過
した後に、排出方向上流側への記録シートの搬送を実施しても、リブには傾斜面が設けら
れている為、記録シートの排出方向最上流側の端部は、傾斜面に沿って記録シートの排出
方向上流側への搬送に伴ってリブの案内面まで持ち上げられることになり、不具合無く、
記録シートの排出方向上流側への搬送が進むことになる。また、このように、記録シート
後端がプラテン上のリブの排出方向最下流側部を通過した後に、排出方向上流側への記録
シートの搬送が実施できるので、記録シート後端における印刷領域を大きくとることが可
能である。
【０００９】
　さらに、すべてのリブではなく、一部のリブの排出方向最下流側に傾斜面をつけたため
、記録シートが排出方向に搬送されて記録シート後端がリブの排出方向最下流側部に達し
ても、傾斜面を設けていない他のリブによって記録シート後端が支持され、垂れ下がるこ
とがない。このため、記録シートの被記録部分が記録ヘッドの吐出口面と略平行に支持さ
れ、記録手段の吐出口から記録液滴が記録シート上に着弾するまでの距離が排出方向上流
側と下流側で一定に保たれるので、記録液滴の着弾位置にズレがなく、良好に印刷を行う
ことが可能である。
【００１０】
　すなわち、本発明によれば、安価な構成で、印刷精度を損なうことなく、かつ、記録シ
ート後端まで記録した記録シートを排出方向上流側にも搬送することが可能な記録装置を
提供することができる。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、搬送された記録シートに液滴による画像を記録する記録手段と、この
記録手段により記録された記録シートを排出する排出手段とを有し、記録シートを排出方
向上流側にも搬送可能である記録装置であって、記録手段と対向して配置されたプラテン
に、記録手段の液滴の吐出口面と略平行な平面部を持つ複数のリブが記録シートの搬送方
向と交差する方向に略平行に配設され、複数のリブの内の一部のリブの、記録シートの排
出方向下流側の端部に傾斜面が形成されていることにより、安価な構成で、印刷精度を損
なうことなく、かつ、記録シート後端まで記録した記録シートを排出方向上流側にも良好
に搬送することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１３】
　（第１の実施の形態）
　本発明の記録装置の第１の実施の形態について説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の第１の実施の形態であるインクジェット記録装置の記録部の要部を装
置の斜め上側から表した斜視図、図２は記録部の模式的断面図である。
【００１５】
　図１において、本実施形態の記録装置は、紙やフィルムなどの記録シートＰを搬送する
搬送手段である搬送ローラ３と、記録シートＰを記録装置外へ排出する排出手段である排
紙ローラ７と、搬送ローラ３と排紙ローラ３の間で記録シートＰを支持するプラテン１１
と、プラテン１１と対向して配置され、インク滴を吐出して記録を行う記録手段であるイ
ンクジェット記録ヘッド１と、インクジェット記録ヘッド１を着脱可能に支持し、かつ記
録シートＰの搬送方向と交差する方向に移動するキャリッジ２とを備える。
【００１６】
　搬送ローラ３にピンチローラ４が、ピンチローラホルダ５を介してピンチローラバネ６
の付勢力によって押圧され、搬送ローラ３の回転に従動回転して記録シートＰに対する搬
送力を発生させている。ピンチローラ４は排出方向下流側にオフセットした位置で搬送ロ
ーラ３に押圧されている為、記録シートＰの先端が斜め下方に向かって搬送される。
【００１７】
　排紙ローラ７に拍車８が、不図示の拍車ホルダに取り付けられたバネ軸９の付勢力によ
って押圧されており、排紙ローラ７の回転に従動回転して記録シートＰに対する搬送力を
発生させている。
【００１８】
　また、付勢拍車１０が、排紙ローラ７と拍車８の圧接位置よりも、インクジェット記録
ヘッド１から遠ざける方向にバネ軸９の付勢力によって、記録シートＰを付勢する。
【００１９】
　プラテン１１の表面には、高さの異なる少なくとも２種類のリブ（すなわち略直線上に
位置するリブ１１ｂとリブ１１ｃの組からなるリブおよび、リブ１１ｆとリブ１１ｇの組
からなるリブ）が記録シートＰの搬送方向と平行に複数本形成されている。また、記録シ
ートＰの端部に余白無く印刷するときに記録シートＰの端部から外れて着弾したインクを
吸収する為の吸収体１２が溝部１１ａ（図２）に備えられている。溝部１１ａは、複数本
のリブの各々を記録シートＰの排出方向上流側と排出方向下流側に分断する空間を形成し
、相対的に高さの高いリブをリブ１１ｂとリブ１１ｃに、相対的に高さの低いリブをリブ
１１ｆとリブ１１ｇに分けている。
【００２０】
　図２に示すように、リブ１１ｂおよびリブ１１ｃは、排紙ローラ７と拍車８で一対とな
っている排紙ローラ対の上流側に配置されており、インクジェット記録ヘッド１の吐出口
面１ａと略平行な、記録シートＰが摺動する案内面としての平面部１１ｄおよび平面部１
１ｅが形成され、インクジェット記録ヘッド１の吐出口面１ａと記録シートＰのギャップ
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を管理している。また、リブ１１ｆおよびリブ１１ｇは、付勢拍車１０（図１）の上流側
近傍に配置されており、それぞれの平面部１１ｈおよび平面部１１ｉの位置は、リブ１１
ｂおよびリブ１１ｃのそれぞれの平面部１１ｄおよび１１ｅの位置よりも０．１～０．４
ｍｍ低い構成となっている。また、リブ１１ｆの排出方向下流側端部には、排出方向下流
側に行くに従って低くなる傾斜面１１ｊが形成されている。
【００２１】
　上記構成の記録装置において、搬送ローラ３とピンチローラ４との間に、不図示の記録
シート積載台から不図示の給紙ローラによって１枚ずつ搬送された記録シートＰは、不図
示の搬送モータの駆動による搬送ローラ３の回転により、プラテン１１上を記録開始位置
まで所定量搬送される。
【００２２】
　そして、不図示のキャリアモータにより不図示のタイミングベルトを介して、インクジ
ェット記録ヘッド１は記録シートＰ上を往復走査し、所定の画像情報に基づいてインク滴
を記録シートＰの所定位置に吐出して記録が行われる。
【００２３】
　また、インクジェット記録ヘッド１は、微細な液体吐出口（オリフィス）、液路および
この液路の一部に設けられるエネルギー作用部と、エネルギー作用部にある液体に作用さ
せる液滴形成エネルギーを発生するエネルギー発生手段を備えている。
【００２４】
　このようなエネルギーを発生するエネルギー発生手段としては、ピエゾ素子等の電気機
械変換体を用いた記録方法、レーザ等の電磁波を照射して発熱させ、この発熱による作用
で液滴を吐出させるエネルギー発生手段を用いた記録方法、あるいは、発熱抵抗体を有す
る発熱素子等の電気熱変換体によって液体を加熱して液体を吐出させるエネルギー発生手
段を用いた記録方法等がある。
【００２５】
　その中でも、熱エネルギーによって液体を吐出させるインクジェット記録方法に用いら
れる記録ヘッドは、記録用の液滴を吐出して吐出用液滴を形成する為の液体吐出口（オリ
フィス）を高密度に配列することができる為に、高解像度の記録をすることが可能である
。また、その中でも、電気熱変換体をエネルギー発生手段として用いた記録ヘッドは、コ
ンパクト化も容易であり、かつ、最近の半導体分野における技術の進歩と信頼性の向上が
著しいＩＣ技術やマイクロ加工技術の長所を十分に活用でき、高密度実装化が容易で、製
造コストも安価なことから有利である。
【００２６】
　次に、図２～図１０を参照して、記録シートＰに印刷が実施され、例えば、両面印刷を
実施する為に、排出方向上流側へ記録シートＰが搬送される場合の状態について説明する
。
【００２７】
　先ず、Ａ４幅の記録シートＰの先端裏側部がリブ１１ｂの平面部１１ｄに当接を開始す
る。この時、ピンチローラ４は排出方向下流側にオフセットした位置で搬送ローラ３に押
圧されている為、記録シートＰの先端が斜め下方に向かって搬送されることになり、記録
シートＰの先端裏側部は、確実に平面部１１ｄに当接された状態となる。この後、更に搬
送ローラ３とピンチローラ４により記録シートＰが搬送され、記録シートＰの先端部が、
溝部１１ａの位置まで到達し、記録シートＰに記録が実施可能である位置まで記録シート
Ｐが搬送される（図２）。この時、記録シートＰの先端部が溝部１１ａの為に支持されな
い状態であっても、平面部１１ｄの、シート排出方向最下流側の記録シートＰの支持部位
から、平面部１１ｅの、シート排出方向最上流側の記録シートＰの支持部位までの距離ａ
を、記録シートＰの端部がほぼ垂れ下がらない範囲で設定しておけば、平面部１１ｄの範
囲で記録シートＰの裏側部を確実に支持することになる。この為、不図示の吐出口が形成
されているインクジェット記録ヘッド１の吐出口形成範囲（図２中のＡ範囲）の対向部の
記録シートＰは、インクジェット記録ヘッド１の吐出口面１ａと略平行となる。
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【００２８】
　従って、インクジェット記録ヘッド１の不図示の列状の吐出口から吐出されたインクが
記録シートＰ上に着弾するまでの距離がシート排出方向上流側と下流側で略等しくなり、
インクの着弾位置のズレによる、色ズレなどの画像不良が発生しない。なお、記録ヘッド
のインク吐出口は記録ヘッドの主走査方向と交差する方向に複数配列している。
【００２９】
　上記の状態から更に記録シートＰが搬送されると、記録シートＰの先端部は排紙ローラ
対（排紙ローラ７、拍車８）を通過した状態となる（図３）。この時、排紙ローラ対によ
る搬送速度は、搬送ローラ３とピンチローラ４による搬送速度より僅かに増速されている
為、記録シートＰは僅かに張られた状態となっている。そして、この場合にも、記録シー
トＰの記録面部裏側は、平面部１１ｄおよび平面部１１ｅに当接された状態となっており
、不図示の吐出口が記録ヘッド走査方向に交差する方向に配列されたインクジェット記録
ヘッド１の吐出口形成範囲の対向部の記録シートＰは、インクジェット記録ヘッド１の吐
出口面１ａと略平行となる。
【００３０】
　従って、この場合にも、インクジェット記録ヘッド１の不図示の列状の吐出口から吐出
されたインクが記録シートＰ上に着弾するまでの距離が記録シート排出方向上流側と下流
側で略等しくなり、インクの着弾位置のズレによる、色ズレなどの画像不良が発生しない
。
【００３１】
　上記の状態から更に記録シートＰが搬送されると、記録シートＰの後端Ｂが、平面部１
１ｄのシート排出方向最下流側の記録シートＰの支持部位付近まで到達した状態となる（
図４）。この時、図１０で示したように、すべてのリブ１１ｂの排出方向最下流側に傾斜
面１１ｍを設けていない為、この場合にも、記録シートＰの記録面部裏側は、平面部１１
ｄおよび平面部１１ｅに当接された状態となっており、不図示の吐出口が記録ヘッド走査
方向に交差する方向に配列されたインクジェット記録ヘッド１の吐出口形成範囲の対向部
の記録シートＰは、インクジェット記録ヘッド１の吐出口面１ａと略平行となる。
【００３２】
　従って、インクジェット記録ヘッド１の不図示の列状の吐出口から吐出されたインクが
記録シートＰ上に着弾するまでの距離がシート排出方向上流側と下流側で略等しくなり、
インクの着弾位置のズレによる、色ズレなどの画像不良が発生しない。
【００３３】
　しかし、この時、図１０で示したように、すべてのリブ１１ｂの排出方向最下流側に傾
斜面１１ｍを設けてしまうと、記録シートＰの後端Ｂが吸収体１２側に垂れ下がってしま
い、インクジェット記録ヘッド１の吐出口面１ａに対して傾斜した記録シートＰ上に記録
が実施される為、インクジェット記録ヘッド１の不図示の列状の吐出口から吐出されたイ
ンクが記録シートＰ上に着弾するまでの距離がシート排出方向上流側と下流側で変化して
しまい、インクの着弾位置にズレが発生し、色ズレなどの画像不良が発生する。
【００３４】
　次に、図４の状態から、更に記録シートＰが搬送されると、記録シートＰの後端Ｂが、
溝部１１ａの為に支持されない状態となる（図５）。この時、記録シートＰが光沢紙のよ
うに比較的剛性の高い場合には、図８および図９に示したように、付勢拍車１０が記録シ
ートＰの剛性で持ち上げられる為、付勢拍車１０による記録シートＰの幅方向端部のイン
クジェット記録ヘッド１から遠ざかる方向への変形量は極めて微小である。これに対し、
記録シートＰが普通紙のように剛性の低い場合には、図６および図７に示したように、付
勢拍車１０による記録シートＰの幅方向端部のインクジェット記録ヘッド１から遠ざかる
方向への変形量が大きくなり、記録シートＰの幅方向端部の位置（高さ）が、ここの近傍
にあるリブ１１ｆの平面部１１ｈよりも低くなってしまうことになる。
【００３５】
　この状態において、例えば両面印刷を実施する為には、搬送ローラ３より上流側に備え



(8) JP 4143494 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

た、公知のシート反転部（不図示）まで記録シートＰを搬送する必要がある為、記録シー
トＰは、図５の状態から、排出方向上流側に搬送されることになる。
【００３６】
　この時、上述したように、記録シートＰの幅方向端部の位置は、記録シートＰの幅方向
端部近傍にあるリブ１１ｆの平面部１１ｈより低くなっているが（図７）、リブ１１ｆに
は傾斜面１１ｊが設けられている為、記録シートＰの排出方向最上流側の端部は、傾斜面
１１ｊに沿って記録シートＰの排出方向上流側への搬送に伴って平面部１１ｈまで持ち上
げられることになり（図８）、不具合無く、記録シートＰの排出方向上流側への搬送が進
むことになる。
【００３７】
　この時、プラテン１１に傾斜面１１ｋを設けておけば、記録シートＰの幅方向端部のイ
ンクジェット記録ヘッド１から遠ざかる方向への変形量が図７で示した状態より更に大き
くなり、リブ１１ｆが設けられているプラテン１１の平面部１１ｎより下側へ垂れ下がっ
た場合でも、記録シートＰの排出方向最上流側の端部は、傾斜面１１ｋおよび傾斜面１１
ｊに沿って記録シートＰの排出方向上流側への搬送に伴って平面部１１ｈまで持ち上げら
れることになり、不具合無く、記録シートＰの排出方向上流側への搬送が進むことになり
、更に良い。
【００３８】
　以上説明した様に、本実施形態によれば、安価な構成で、印刷精度を損なうことなく、
かつ、記録シート後端まで記録した記録シートを排出方向上流側にも搬送することが可能
になり、両面印刷にも対応可能な記録装置を提供することが可能になった。
【００３９】
　（第２の実施の形態）
　前述した実施形態では、すべてのリブ１１ｆの排出方向下流側に、排出方向下流側に行
くに従って低くなる傾斜面１１ｊを形成する構成について述べたが、種々の紙サイズ（Ａ
４、Ｂ５など）の記録シートＰの幅方向端部付近に該当するリブ１１ｆにのみ、傾斜面１
１ｊを設ける構成としても、前述したのと同様の効果を得ることができる。特に、記録シ
ート幅方向の片側端部を基準面として記録シートを搬送する場合は記録シートのサイズ変
更に応じて記録シートの一方の幅方向端部の位置のみが変わる。したがって、このような
各種記録シートサイズに対応する端部位置付近に該当するリブ１１ｆにのみに傾斜面１１
ｊを設ける。
【００４０】
　この時、前述した実施形態のように、傾斜面を設けたリブ１１ｆ近傍のプラテン１１に
傾斜面１１ｋを設けておけば、前述したのと同様に、更に良い。
【００４１】
　（第３の実施の形態）
　前述までの実施形態では、リブｆにのみ傾斜面１１ｊを設ける構成について述べたが、
種々の紙サイズの記録シートＰの幅方向端部付近に、リブ１１ｂが存在する場合には、該
当する箇所のリブ１１ｂにも、リブｆに設けた傾斜面１１ｊと同様な傾斜面を設けても、
前述したのと同様の効果を得ることができる。
【００４２】
　この時、前述したように、すべてのリブ１１ｂに傾斜面１１ｍ（図１０）を設けてはい
けないことは勿論であり、また、従来技術で述べたように記録シートＰへの記録が劣化し
ない範囲であれば、種々のサイズの記録シートＰの幅方向端部付近以外のリブ１１ｂにも
傾斜面１１ｍを設けて良いということも勿論である。
【００４３】
　また、前述した実施形態のように、傾斜面１１ｍを設けたリブ１１ｂ近傍のプラテン１
１に傾斜面１１ｋを設けておけば、前述したのと同様に、更に良いということも勿論であ
る。
【００４４】
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　なお、前述した実施形態の記録装置は記録シート搬送方向と交差する方向に記録ヘッド
を往復走査することで行単位のインク画像を記録する、いわゆるシリアルタイプのもので
あるが、本発明は、記録シートの幅方向にわたってインク吐出部を形成した記録ヘッドを
有する、いわゆるラインタイプの記録装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の第１の実施の形態であるインクジェット記録装置の記録部の要部を装置
の斜め上から見た斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態において、記録シートへの記録が実施可能である位置
に記録シートが搬送された時の模式的断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態において、記録シートの先端が排紙ローラ対を通過し
た時の模式的断面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態において、プラテンの溝より排出方向上流側のリブの
、支持部位終了位置付近まで搬送された時の模式的断面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態において、記録シートの後端がプラテンの溝上まで搬
送された時の模式的断面図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態において、記録シートが普通紙の場合の、付勢拍車に
よる普通紙の幅方向端部付近の状態を示した図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態において、記録シートが普通紙の場合の、付勢拍車に
よる普通紙の幅方向端部付近の状態とプラテン上のリブとの関係を示した図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態において、記録シートの幅方向端部付近がプラテン上
のリブに乗った状態を示した図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態において、記録シートが光沢紙の場合の、付勢拍車に
よる普通紙の幅方向端部付近の状態を示した図である。
【図１０】本発明におけるプラテン上のリブと比較するための図で、インクジェット記録
ヘッドの吐出口面と記録シートのギャップを管理しているリブのすべてに傾斜面を設けた
場合の模式的断面図である。
【符号の説明】
【００４６】
１　　インクジェット記録ヘッド
１ａ　　吐出口面
２　　キャリッジ
３　　搬送ローラ
４　　ピンチローラ
５　　ピンチローラホルダー
６　　ピンチローラバネ
７　　排紙ローラ
８　　拍車
９　　バネ軸
１０　　付勢拍車
１１　　プラテン
１１ａ　　溝部
１１ｂ、１１ｃ、１１ｆ、１１ｇ　　リブ
１１ｄ、１１ｅ、１１ｈ、１１ｉ、１１ｎ　　平面部
１１ｊ、１１ｋ、１１ｍ　　傾斜面
１２　　吸収体
Ｐ　　記録シート
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