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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送路を第１向きに沿って搬送されるシートに画像を記録する記録部と、
　上記記録部よりも上記第１向きの下流側に設けられており、シートを挟持して上記第１
向きに搬送する搬送部と、
　上記搬送路を搬送されるシートの位置を検知する検知部と、
　シートの属性が記憶される第１記憶手段と、
　シートの上記属性が第１属性である場合の一のシートに対する全ての画像が記録された
後のシートの停止位置であって、上記搬送部よりも上記第１向きの上流側である第１位置
と、シートの上記属性が上記第１属性とは異なる第２属性である場合の上記停止位置であ
って、上記第１位置よりも上記第１向きの上流側の第２位置とが記憶される第２記憶手段
と、
　上記第１記憶手段に上記属性として上記第１属性が記憶されている場合に、一のシート
に対する全ての画像が記録された後のシートの上記第１向きの上流端を、上記搬送部がシ
ートを挟持した状態で上記第１位置に位置させて上記搬送部を停止させ、上記第１記憶手
段に上記属性として上記第２属性が記憶されている場合に、一のシートに対する全ての画
像が記録された後のシートの上記第１向きの上流端を、上記搬送部がシートを挟持した状
態で上記第２位置に位置させて上記搬送部を停止させるように上記搬送部を制御する制御
手段と、を備え、
　上記搬送部によって搬送されるシートの、上記搬送部によるシートの挟持位置よりも上
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記第１向きの下流側の部分が、上記挟持位置よりも下方に位置するように構成されている
画像記録装置。
【請求項２】
　上記第１記憶手段は、上記属性として、シートの上記第１向きに沿った長さに関する情
報を記憶するものであり、
　上記第１属性が示すシートの上記第１向きに沿った第１長さは、上記第２属性が示すシ
ートの上記第１向きに沿った第２長さよりも短い請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　上記第１記憶手段は、上記属性として、シートの画像記録面の単位面積当たりの質量に
関する情報を記憶するものであり、
　上記第１属性が示すシートの第１質量は、上記第２属性が示すシートの第２質量よりも
小さい請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項４】
　上記記録部による一のシートに対する全ての画像が記録された後の、当該シートに付着
された記録材の量が記憶される第３記憶手段と、
　上記停止位置であって、上記第１位置または上記第２位置の少なくとも一方よりも上記
第１向きの上流側の第３位置が記憶される第４記憶手段と、を更に備え、
　上記制御手段は、
　上記第３記憶手段に上記記録材の量として閾値未満の記録材の量が記憶されている場合
に、一のシートに対する全ての画像が記録された後のシートの上記第１向きの上流端を、
上記搬送部がシートを挟持した状態で上記第１位置または上記第２位置に位置させて上記
搬送部を停止させ、
　上記第３記憶手段に上記記録材の量として上記閾値以上の記録材の量が記憶されている
場合に、一のシートに対する全ての画像が記録された後のシートの上記第１向きの上流端
を、上記搬送部がシートを挟持した状態で上記第３位置に位置させて上記搬送部を停止さ
せる請求項１から３のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項５】
　上記記録部は、記録ヘッドと、当該記録ヘッドに上記第１向きに沿って複数形成される
とともに記録材を吐出するノズルと、を備え、
　上記停止位置は、上記第１向きの最下流側のノズルよりも上記第１向きの下流側である
請求項１から４のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項６】
　上記搬送部よりも上記第１向きの下流側に設けられており、上記搬送部によって上記第
１向きに沿って搬送されるシートを、上記挟持位置よりも下方にて支持する排出トレイを
備える請求項１から５のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項７】
　搬送路を第１向きに沿って搬送されるシートに画像を記録する記録部と、
　上記記録部よりも上記第１向きの下流側に設けられており、シートを挟持して上記第１
向き及び上記第１向きと反対向きの第２向きに搬送する搬送部と、
　上記搬送路を搬送されるシートの位置を検知する検知部と、
　一のシートに対する全ての画像が記録された後のシートの上記第１向きの上流端を、上
記搬送部がシートを挟持した状態で第１停止位置に位置させて上記搬送部を停止させるよ
うに上記搬送部を制御する第１制御手段と、
　シートが上記第１停止位置に位置したときから上記搬送部の停止時間をカウントするカ
ウント手段と、
　上記カウント手段によってカウントされる上記停止時間が第１時間を超えたときに、上
記搬送部がシートを挟持した状態での位置であって上記第１停止位置とは異なる第２停止
位置にシートを位置させて上記搬送部を停止させる第２制御手段と、を備え、
　上記搬送部によって搬送されるシートの、上記搬送部によるシートの挟持位置よりも上
記第１向きの下流側の部分が、上記挟持位置よりも下方に位置するように構成されている
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画像記録装置。
【請求項８】
　シートが上記第１停止位置に位置しているときの、上記挟持位置に付着された記録材の
量が記憶される第１記録材量記憶手段を更に備え、
　上記第２制御手段は、
　上記第１記録材量記憶手段に記憶されている記録材の量として第１閾値未満の記録材の
量が記憶されている場合に、上記停止時間が上記第１時間を超えたときに、シートを上記
第２停止位置に位置させて上記搬送部を停止させ、
　上記第１記録材量記憶手段に記憶されている記録材の量として上記第１閾値以上の記録
材の量が記憶されている場合に、上記停止時間が上記第１時間よりも短い第２時間を超え
たときに、シートを上記第２停止位置に位置させて上記搬送部を停止させる請求項７に記
載の画像記録装置。
【請求項９】
　上記搬送部よりも上記第１向きの下流側に設けられており、排出されたシートを載置可
能な排出トレイと、
　シートが上記第１停止位置に位置しているときの、上記排出トレイと当該シートとの当
接位置に付着された記録材の量が記憶される第２記録材量記憶手段と、を更に備え、
　上記第２制御手段は、
　上記第２記録材量記憶手段に記憶されている記録材の量として第２閾値未満の記録材の
量が記憶されている場合に、上記停止時間が上記第１時間を超えたときに、シートを上記
第２停止位置に位置させて上記搬送部を搬送させ、
　上記第２記録材量記憶手段に記憶されている記録材の量として上記第２閾値以上の記録
材の量が記憶されている場合に、上記停止時間が上記第１時間よりも短い第３時間を超え
たときに、シートを上記第２停止位置に位置させて上記搬送部を停止させる請求項７また
は８に記載の画像記録装置。
【請求項１０】
　上記搬送部よりも上記第１向きの下流側に設けられており、上記搬送部によって上記第
１向きに沿って搬送されるシートを、上記挟持位置よりも下方にて支持する排出トレイを
備える請求項７または８に記載の画像記録装置。
【請求項１１】
　上記記録部は、記録ヘッドと、当該記録ヘッドに上記第１向きに沿って複数形成される
とともに記録材を吐出するノズルと、を備え、
　上記第１停止位置及び上記第２停止位置は、上記第１向きの最下流側のノズルよりも上
記第１向きの下流側である請求項７から１０のいずれかに記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像記録後のシートが排出される前に、当該シートを搬送路上で停止可能な
画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、搬送路を搬送されるシートに対して画像記録を行い、画像記録後のシートを
排出トレイに排出する画像記録装置が知られている。
【０００３】
　しかし、排出トレイの大きさよりも大きいサイズのシートが排出トレイに排出される場
合、当該シートは排出トレイに載置されずに排出トレイから落下してしまうおそれがある
。このような問題を解決するための画像記録装置の一例として、特許文献１に開示された
水平シリアルプリンタが知られている。特許文献１に開示された水平シリアルプリンタで
は、排出される媒体（シート）長がテーブル（排出トレイ）長より大きい場合に、当該媒
体がローラ対に挟持された状態で停止される。これにより、排出された媒体がテーブルか
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ら落下することが防止可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２４３１８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、上記の水平シリアルプリンタでは、以下で説明するような問題が発生す
る。上記の水平シリアルプリンタでは、制御部は、媒体の排出方向上流側端部が、ローラ
対の排出方向上流側に配置されるＰＥセンサを通過したときにローラ対を停止させるよう
駆動機構に指示する。これにより、ローラ対は、媒体の排出方向上流側端部の近傍におい
て媒体を挟持した状態で停止する。すると、媒体長がテーブル長よりも長い場合、テーブ
ルからはみ出た媒体の部分は、テーブルから支持されることなく、湾曲しつつ垂れ下がっ
た状態となる。ここで、上記の水平シリアルプリンタでは、媒体の排出方向上流側端部が
、ＰＥセンサを通過したときに、媒体を停止させているので、媒体が一律の位置で停止さ
れていることとなる。そして、このような状態で媒体が一律の位置で放置された場合、媒
体に湾曲の癖が生じてしまうおそれがある。
【０００６】
　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、画像記録後のシートが
搬送路上で停止された場合であっても、当該シートに湾曲の癖が生じることを軽減するこ
とができる画像記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　(1)　本発明の画像記録装置は、搬送路を第１向きに沿って搬送されるシートに画像を
記録する記録部と、上記記録部よりも上記第１向きの下流側に設けられており、シートを
挟持して上記第１向きに搬送する搬送部と、上記搬送路を搬送されるシートの位置を検知
する検知部と、シートの属性が記憶される第１記憶手段と、シートの上記属性が第１属性
である場合の一のシートに対する全ての画像が記録された後のシートの停止位置であって
、上記搬送部よりも上記第１向きの上流側である第１位置と、シートの上記属性が上記第
１属性とは異なる第２属性である場合の上記停止位置であって、上記第１位置よりも上記
第１向きの上流側の第２位置とが記憶される第２記憶手段と、上記第１記憶手段に上記属
性として上記第１属性が記憶されている場合に、一のシートに対する全ての画像が記録さ
れた後のシートの上記第１向きの上流端を、上記搬送部がシートを挟持した状態で上記第
１位置に位置させて上記搬送部を停止させ、上記第１記憶手段に上記属性として上記第２
属性が記憶されている場合に、一のシートに対する全ての画像が記録された後のシートの
上記第１向きの上流端を、上記搬送部がシートを挟持した状態で上記第２位置に位置させ
て上記搬送部を停止させるように上記搬送部を制御する制御手段と、を備える。
【０００８】
　(2)　上記第１記憶手段は、上記属性として、シートの上記第１向きに沿った長さに関
する情報を記憶するものである。上記第１属性が示すシートの上記第１向きに沿った第１
長さは、上記第２属性が示すシートの上記第１向きに沿った第２長さよりも短い。
【０００９】
　(3)　上記第１記憶手段は、上記属性として、シートの画像記録面の単位面積当たりの
質量に関する情報を記憶するものである。上記第１属性が示すシートの第１質量は、上記
第２属性が示すシートの第２質量よりも小さい。
【００１０】
　(4)　本発明の画像記録装置は、上記記録部による一のシートに対する全ての画像が記
録された後の、当該シートに付着された記録材の量が記憶される第３記憶手段と、上記停
止位置であって、上記第１位置または上記第２位置の少なくとも一方よりも上記第１向き
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の上流側の第３位置が記憶される第４記憶手段と、を更に備える。上記制御手段は、上記
第３記憶手段に上記記録材の量として閾値未満の記録材の量が記憶されている場合に、一
のシートに対する全ての画像が記録された後のシートの上記第１向きの上流端を、上記搬
送部がシートを挟持した状態で上記第１位置または上記第２位置に位置させて上記搬送部
を停止させ、上記第３記憶手段に上記記録材の量として上記閾値以上の記録材の量が記憶
されている場合に、一のシートに対する全ての画像が記録された後のシートの上記第１向
きの上流端を、上記搬送部がシートを挟持した状態で上記第３位置に位置させて上記搬送
部を停止させる。
【００１１】
　(5)　上記記録部は、記録ヘッドと、当該記録ヘッドに上記第１向きに沿って複数形成
されるとともに記録材を吐出するノズルと、を備える。上記停止位置は、上記第１向きの
最下流側のノズルよりも上記第１向きの上流側である。
【００１２】
　(6)　本発明の画像記録装置は、搬送路を第１向きに沿って搬送されるシートに画像を
記録する記録部と、上記記録部よりも上記第１向きの下流側に設けられており、シートを
挟持して上記第１向き及び上記第１向きと反対向きの第２向きに搬送する搬送部と、上記
搬送路を搬送されるシートの位置を検知する検知部と、一のシートに対する全ての画像が
記録された後のシートの上記第１向きの上流端を、上記搬送部がシートを挟持した状態で
第１停止位置に位置させて上記搬送部を停止させるように上記搬送部を制御する第１制御
手段と、シートが上記第１停止位置に位置したときから上記搬送部の停止時間をカウント
するカウント手段と、上記カウント手段によってカウントされる上記停止時間が第１時間
を超えたときに、上記搬送部がシートを挟持した状態での位置であって上記第１停止位置
とは異なる第２停止位置にシートを位置させて上記搬送部を停止させる第２制御手段と、
を備える。
【００１３】
　(7)　本発明の画像記録装置は、シートが上記第１停止位置に位置しているときの、上
記挟持位置に付着された記録材の量が記憶される第１記録材量記憶手段を更に備える。上
記第２制御手段は、上記第１記録材量記憶手段に記憶されている記録材の量として第１閾
値未満の記録材の量が記憶されている場合に、上記停止時間が上記第１時間を超えたとき
に、シートを上記第２停止位置に位置させて上記搬送部を停止させ、上記第１記録材量記
憶手段に記憶されている記録材の量として上記第１閾値以上の記録材の量が記憶されてい
る場合に、上記停止時間が上記第１時間よりも短い第２時間を超えたときに、シートを上
記第２停止位置に位置させて上記搬送部を停止させる。
【００１４】
　(8)　本発明の画像記録装置は、上記搬送部よりも上記第１向きの下流側に設けられて
おり、排出されたシートを載置可能な排出トレイと、シートが上記第１停止位置に位置し
ているときの、上記排出トレイと当該シートとの当接位置に付着された記録材の量が記憶
される第２記録材量記憶手段と、を更に備える。上記第２制御手段は、上記第２記録材量
記憶手段に記憶されている記録材の量として第２閾値未満の記録材の量が記憶されている
場合に、上記停止時間が上記第１時間を超えたときに、シートを上記第２停止位置に位置
させて上記搬送部を搬送させ、上記第２記録材量記憶手段に記憶されている記録材の量と
して上記第２閾値以上の記録材の量が記憶されている場合に、上記停止時間が上記第１時
間よりも短い第３時間を超えたときに、シートを上記第２停止位置に位置させて上記搬送
部を停止させる。
【００１５】
　(9)　上記記録部は、記録ヘッドと、当該記録ヘッドに上記第１向きに沿って複数形成
されるとともに記録材を吐出するノズルと、を備える。上記第１停止位置及び上記第２停
止位置は、上記第１向きの最下流側のノズルよりも上記第１向きの上流側である。
【発明の効果】
【００１６】
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　本発明によれば、シートを停止させる位置が可変的に設定される。そのため、シートが
搬送部によって停止されるときに、一律の位置で停止されることなく、可変的に設定され
た位置で停止される。これにより、シートに湾曲の癖が生じることを軽減することができ
る。よって、本発明によれば、画像記録後のシートが搬送路上で停止された場合であって
も、当該シートに湾曲の癖が生じることを軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【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、制御部１３０の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、停止制御を説明するためのフローチャートである。
【図５】図５は、変形例１の停止制御を説明するためのフローチャートである。
【図６】図６は、変形例２の停止制御を説明するためのフローチャートである。
【図７】図７は、別実施形態の停止制御を説明するためのフローチャートである。
【図８】図８は、別実施形態の変形例１の停止制御を説明するためのフローチャートであ
る。
【図９】図９は、別実施形態の変形例２の停止制御を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１０】図１０は、データテーブルの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、適宜図面を参照して本発明の実施形態に係る複合機１について説明する。なお、
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、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、矢印の起点から終点に向かう進
みが向きと表現され、矢印の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４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。
【００１９】
［複合機１］
　図１を用いて、複合機１の外観について説明する。図１に示されるように、複合機１は
、概ね直方体に形成されている。複合機１は、当該複合機１の下部に配置されたプリンタ
部２（図２参照、本発明の画像記録装置の一例）と、上部に配置されたスキャナ部３とを
備えている。複合機１は、プリント機能、スキャン機能、コピー機能、ファクシミリ機能
等を有する。プリント機能以外の機能は任意のものである。例えば、本発明に係る画像記
録装置が、スキャナ部３が省略されたプリント機能のみを有するプリンタとして実施され
てもよい。
【００２０】
　プリンタ部２は、コンピュータ等の外部情報機器から送信された印刷データに基づいて
、記録用紙１９（図２参照、本発明のシートの一例）に画像を記録する。プリンタ部２は
、正面に開口６が形成されたケーシング５を有する。給紙トレイ２０及び排紙トレイ２１
（図２参照）が、開口６の内側に上下２段に設けられている。給紙トレイ２０及び排紙ト
レイ２１は、開口６を通じて、複合機１に対して装着及び脱抜可能である。ケーシング５
内には、給紙トレイ２０及び排紙トレイ２１の他、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、搬送路２３及び記録部２４（本発明の記録部の一例）などである
。
【００２１】
　スキャナ部３は、所謂フラットベッドスキャナとして構成されている。なお、ここでは
、スキャナ部３の詳細な説明は省略される。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４が設けられている。
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【００２２】
［給紙トレイ２０及び排紙トレイ２１］
　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Ａ３サイズ等の所望のサイズの記録用紙１９が収容される。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。
【００２３】
　記録用紙１９は、給紙トレイ２０から搬送路２３へ供給される。供給された記録用紙１
９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（本発明の排出トレイの
一例）の上面に排出される。排紙トレイ２１は、プリンタ部２から排出された記録用紙１
９を載置可能である。排紙トレイ２１は、給紙トレイ２０の上側に配置されている。
【００２４】
　なお、本実施形態では、記録用紙１９が給紙トレイ２０から供給されるが、記録用紙１
９は他の部分から供給されてもよい。例えば、プリンタ部２の後端部である背面に手差し
トレイが設けられている場合、記録用紙１９は手差しトレイから供給されてもよい。
【００２５】
［給紙ローラ２５］
　図２に示されるように、給紙トレイ２０の上側に給紙ローラ２５が設けられている。給
紙ローラ２５が給紙モータ７６（図３参照）から駆動伝達されて回転される。これにより
給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９のうち最上位置の記録用紙１９が搬送路２３の
側へ送り出される。
【００２６】
［搬送路２３］
　図２に示されるように、給紙トレイ２０の後端部の上方から搬送路２３が延出されてい
る。給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９は、下方から上方へＵターンするように搬
送路２３に沿って案内されて記録部２４に至る。記録用紙１９は、記録部２４により画像
記録が行われた後、排紙トレイ２１に排出される。
【００２７】
　以下、記録用紙１９が、搬送路２３に沿って搬送される向き（図２に破線の矢印で示さ
れる向き）を、第１向き１５（本発明の第１向きに相当）として説明が行われる。
【００２８】
［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、記録部２４よりも第１向き１５の上流側には、搬送ローラ４７
及びピンチローラ４８よりなる搬送ローラ対５４が設けられている。ピンチローラ４８は
、ばねなどの弾性部材（不図示）によって搬送ローラ４７のローラ面に圧接されている。
これにより、搬送ローラ対５４は、記録用紙１９を挟持可能である。
【００２９】
　搬送路２３における記録部２４よりも第１向き１５の下流側、且つ搬送路２３における
排紙トレイ２１よりも第１向き１５の上流側には、排出ローラ４９及び拍車５０よりなる
排出ローラ対５５（本発明の搬送部の一例）が設けられている。拍車５０は、ばねなどの
弾性部材（不図示）によって排出ローラ４９のローラ面に圧接されている。これにより、
排出ローラ対５５は、記録用紙１９を挟持可能である。
【００３０】
　搬送ローラ４７及び排出ローラ４９は、搬送モータ５９（図３参照）の回転駆動力が駆
動伝達機構（不図示）を介して伝達されて駆動される。駆動伝達機構は、遊星ギヤなどか
ら構成されている。例えば、搬送モータ５９が正転した場合に、記録用紙１９を第１向き
１５に搬送させ、搬送モータ５９が逆転した場合に、記録用紙１９を第１向き１５と逆向
きの第２向き（本発明の第２向きに相当）に搬送させる。
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【００３１】
　搬送ローラ対５４は、記録用紙１９を挟持して、第１向き１５に搬送する。第１向き１
５に搬送された記録用紙１９は、プラテン６６上に案内される。プラテン６６は、記録部
２４の下方に記録部２４と対向して設けられており、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。排出ローラ対５５は、プラテン６６で画像が記録された
記録用紙１９を挟持して、第１向き１５及び第２向きに搬送する。第１向き１５に搬送さ
れた記録用紙１９は、排紙トレイ２１に案内される。
【００３２】
［ロータリーエンコーダ６８］
　図２に示されるように、搬送ローラ４７の回転量を検出するロータリーエンコーダ６８
が設けられている。ロータリーエンコーダ６８は、搬送ローラ４７と同軸に設けられて搬
送ローラ４７と共に回転するエンコーダディスク５１と光学センサ６０とからなる。エン
コーダディスク５１には、光が透過される透過部と光が透過されない非透過部とが円周方
向に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。搬送ローラ４７と共にエン
コーダディスク５１が回転すると、光学センサ６０によってロータリーエンコーダ６８の
透過部と非透過部とが検出される毎にパルス信号が生成される。光学センサ６０によって
生成されたパルス信号は後述する制御部１３０へと出力される。
【００３３】
［記録部２４］
　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である
。図２に示されるように、記録部２４は、記録ヘッド６５を搭載して主走査方向（図２の
紙面に垂直な方向、つまり左右方向１３）へ往復移動するキャリッジ６７を備えている。
記録ヘッド６５には、インクカートリッジ（不図示）からシアン（Ｃ）・マゼンタ（Ｍ）
・イエロー（Ｙ）・ブラック（Ｂｋ）の各色インクが供給される。記録ヘッド６５は、そ
の下面に設けられたノズル６４から、各インクを微小なインク滴として吐出する。キャリ
ッジ６７が主走査方向（左右方向１３）へ往復動することにより、記録ヘッド６５が記録
用紙１９に対して走査される。なお、ノズル６４は、記録ヘッド６５の下面に第１向き１
５に沿って複数形成されている。
【００３４】
　これにより、プラテン６６上を搬送路２３に沿って第１向き１５に搬送されている記録
用紙１９に、画像が記録される。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。
【００３５】
［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を搬送される記録用紙１９の位置
を検知する排出検知部１２０（本発明の検知部の一例）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。
【００３６】
　排出検知部１２０は、例えば、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。回転体１２２は、支軸１２３を中心に回転可能に設け
られている。検出子１２２Ａは搬送路２３から突出している。回転体１２２に外力が加え
られていない状態で、検出子１２２Ｂは、光学センサ１２１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１２２の検出子１２２Ａ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１２２Ｂは当該光路から
外れて、当該光路に光が通る。
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【００３７】
［制御部１３０］
　以下、図３を用いて、制御部１３０の概略構成を説明する。制御部１３０は、複合機１
の全体動作を制御するものである。制御部１３０が後述するフローチャートにしたがって
記録用紙１９の停止制御を行うことによって、本発明が実現される。制御部１３０は、Ｃ
ＰＵ１３１、ＲＯＭ１３２、ＲＡＭ１３３、ＥＥＰＲＯＭ１３４、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。
【００３８】
　ＲＯＭ１３２には、ＣＰＵ１３１が後述する停止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憶する記憶領域として使用される。ＥＥＰ
ＲＯＭ１３４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。
【００３９】
　ＡＳＩＣ１３５には、給紙モータ７６、搬送モータ５９、ロータリーエンコーダ６８の
光学センサ６０、排出検知部１２０の光学センサ１２１、及び操作パネル４などが接続さ
れている。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。ＣＰ
Ｕ１３１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。
【００４０】
　制御部１３０は、記録部２４によって１枚の記録用紙１９に対する画像記録が完了した
ら、当該記録用紙１９を排出ローラ対５５のみに挟持されている状態において、搬送モー
タ５９を制御して、排出ローラ４９の回転を停止させる。これにより、記録部２４による
画像記録が完了した記録用紙１９は、排出ローラ対５５のみに挟持された状態で停止され
る。その結果、当該記録用紙１９は、排出ローラ４９が制御部１３０によって再び回転さ
れるまで、排紙トレイ２１へ排出されない。
【００４１】
　光学センサ１２１は、受光素子で受光された光の強度に応じた電気信号（電圧信号又は
電流信号）を出力する。出力された信号は、制御部１３０に入力される。制御部１３０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、制御部１３
０は、排出検知部１２０による記録用紙１９の有無を判断する。
【００４２】
　例えば、光学センサ１２１から入力された信号がＨＩＧＨレベル信号と判断された場合
、搬送路２３における排出検知部１２０が設けられている位置に、記録用紙１９が存在し
ている。このとき、検出子１２２Ｂは、発光素子と受光素子との光路から外れている。一
方、光学センサ１２１から入力された信号がＬＯＷレベル信号と判断された場合、搬送路
２３における排出検知部１２０が設けられている位置に、記録用紙１９が存在していない
。このとき、検出子１２２Ｂは、発光素子と受光素子との光路に進入している。
【００４３】
　また、制御部１３０は、光学センサ１２１から入力された信号がＬＯＷレベル信号から
ＨＩＧＨレベル信号に変わった時点から、光学センサ１２１から入力された信号がＨＩＧ
Ｈレベル信号からＬＯＷレベル信号に変わった時点までの、光学センサ６０からのパルス
信号のパルスをカウントする。ＬＯＷレベル信号からＨＩＧＨレベル信号に変わった時点
は、記録用紙１９の第１向き１５の先端が排出検知部１２０を通過した時点である。一方
、ＨＩＧＨレベル信号からＬＯＷレベル信号に変わった時点は、記録用紙１９の第１向き
１５の後端が排出検知部１２０を通過した時点である。制御部１３０は、光学センサ６０
からのカウントの数に基づいて、搬送されている記録用紙１９の先端位置を検知すること
ができる。
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【００４４】
［ＲＯＭ１３２及びＥＥＰＲＯＭ１３４］
　ＲＯＭ１３２またはＥＥＰＲＯＭ１３４の少なくとも一方には、複数の記録用紙１９の
属性の各々に対応する記録用紙１９の停止位置が記憶されている。記録用紙１９の属性及
び当該属性の各々に対応する停止位置は、例えばデータテーブルとして記憶される。
【００４５】
　本実施形態において、記録用紙１９の属性は、記録用紙１９の第１向き１５に沿った長
さに関する情報である。記録用紙１９の第１向き１５に沿った長さは、給紙トレイ２０に
載置された記録用紙１９の前後方向１２の長さである。例えば、記録用紙１９が、短手側
を前後方向１２に沿った状態で給紙トレイ２０に載置された場合、Ａ４サイズの記録用紙
１９の第１向き１５に沿った第１長さ（本発明の第１長さの一例、且つ本発明の第１属性
の一例）は、２１０ｍｍであり、Ａ３サイズの記録用紙１９の第１向き１５に沿った第２
長さ（本発明の第２長さの一例、且つ本発明の第２属性の一例）は、２９７ｍｍである。
つまり、第１属性が示す記録用紙１９の第１向き１５に沿った第１長さは、第２属性が示
す記録用紙１９の第１向き１５に沿った第２長さよりも短い。また、第１属性と第２属性
とは異なる属性である。
【００４６】
　また、本実施形態において、記録用紙１９の停止位置（本発明の停止位置の一例）は、
記録部２４によって一の記録用紙１９に対する全ての画像が記録された後の停止位置であ
る。一の記録用紙１９に対する全ての画像が記録されたことは、一の記録用紙１９の画像
記録面に記録すべき全ての画像が記録されたことである。また、本実施形態で、停止位置
とは記録用紙１９の第１向き１５の上流端の停止位置を指すが、これに限らない。記録用
紙１９が上記停止位置に停止されたとき、記録用紙１９の第１向き１５の下流端（第１向
き１５の先端）は、排出ローラ対５５による記録用紙１９の挟持位置よりも第１向き１５
の下流側に位置している。また、記録用紙１９が上記停止位置に停止されたとき、記録用
紙１９の第１向き１５の上流端（第１向き１５の後端）は、排出ローラ対５５による記録
用紙１９の挟持位置よりも第１向き１５の上流側に位置している。以上より、記録用紙１
９は、上記停止位置に停止されたとき、排出ローラ対５５によって挟持された挟持状態で
ある。
【００４７】
　例えば、本実施形態では、図１０（Ａ）に示されるように、一の記録用紙１９に対する
全ての画像が記録された記録用紙１９の第１向き１５に沿った長さが第１長さ（２１０ｍ
ｍ）である場合、当該記録用紙１９の第１向き１５の上流端は位置Ｐ１（図２参照）に停
止される。記録用紙１９の第１向き１５の上流端が位置Ｐ１である場合の記録用紙１９の
位置（以下、第１位置と記す。）が、本発明の第１位置の一例である。
【００４８】
　また、一の記録用紙１９に対する全ての画像が記録された記録用紙１９の第１向き１５
に沿った長さが第２長さ（２９７ｍｍ）である場合、当該記録用紙１９の第１向き１５の
上流端は位置Ｐ１よりも第１向き１５の上流側に位置する位置Ｐ２（図２参照）に停止さ
れる。記録用紙１９の第１向き１５の上流端が位置Ｐ２である場合の記録用紙１９の位置
（以下、第２位置と記す。）が、本発明の第２位置の一例である。
【００４９】
　つまり、第１位置は、記録用紙１９の属性が本発明の第１属性である場合の記録用紙１
９の停止位置であり、第２位置は、記録用紙１９の属性が本発明の第２属性である場合の
記録用紙１９の停止位置である。
【００５０】
　以上より、本実施形態では、図１０（Ａ）に示されるように、第１長さ及び第１長さに
対応する位置Ｐ１と、第２長さ及び第２長さに対応する位置Ｐ２とが、データテーブルと
して記憶されている。つまり、当該データテーブルが記憶されるＲＯＭ１３２またはＥＥ
ＰＲＯＭ１３４の少なくとも一方は、本発明の第２記憶手段の一例である。なお、位置Ｐ
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１及び位置Ｐ２は長さに対応するのではなく、例えば、図１０（Ｄ）に示されるように、
Ａ４用紙に対応する位置Ｐ１、Ａ３用紙に対応する位置Ｐ２とがデータテーブルに記憶さ
れていても良い。
【００５１】
［ＲＡＭ１３３］
　ＲＡＭ１３３には、記録用紙１９の属性が記憶される。ここで、記録用紙１９の属性は
、ユーザによる操作パネル４の操作によって指定される。例えば、予め記録用紙１９のサ
イズの名称（Ａ４やＡ３など）と、当該名称に対応した第１向き１５の長さとを、データ
テーブルとしてＲＯＭ１３２またはＥＥＰＲＯＭ１３４に記憶しておく。ユーザが、操作
パネル４を操作することによって、Ａ４やＡ３などの記録用紙１９のサイズの名称を指定
する。制御部１３０は、上記データテーブルを参照することによって、指定された記録用
紙１９のサイズの名称に対する第１向き１５の長さを得る。そして、得られた第１向き１
５の長さが、これから記録部２４によって画像記録される記録用紙１９の属性として、Ｒ
ＡＭ１３３に記憶される。つまり、記録用紙１９の第１向き１５の長さが属性として記憶
されるＲＡＭ１３３は、本発明の第１記憶手段の一例である。
【００５２】
　なお、記録用紙１９の第１向き１５の長さは、ユーザによる操作パネル４の操作によっ
て指定されなくてもよい。例えば、上述したように、制御部１３０が、光学センサ６０、
１２１からの信号に基づいて、記録用紙１９の第１向き１５の長さを算出してもよい。例
えば、排出検知部１２０と同構成の検知部を搬送路２３における搬送ローラ対５４の上流
側に配置する。光学センサ６０のカウント数と、検知部の光センサによって検知される記
録用紙１９の第１向き１５の下流端と上流端とによって、記録用紙１９の第１向き１５の
長さを算出する。
【００５３】
［停止制御］
　上述の如く構成されたプリンタ部２においては、制御部１３０によって、画像記録後の
記録用紙１９を停止させる記録用紙１９の停止制御が実行される。以下、図４のフローチ
ャートに基づいて、停止制御の処理手順が説明される。
【００５４】
　制御部１３０によって停止制御が実行される前に、複合機１は、ユーザによる記録用紙
１９のサイズ（本実施形態ではＡ４またはＡ３のサイズ）の指定を受け付ける。そして、
ユーザが操作パネル４を操作することによって、これから画像記録が行われる記録用紙１
９のサイズが指定される。
【００５５】
　次に、ユーザが、給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９に画像記録する旨のコマン
ドを、操作パネル４を介して複合機１に入力する。すると、制御部１３０が図４に示され
るフローチャートの実行を開始する。まず、制御部１３０は、ユーザによって指定された
記録用紙１９の第１向き１５に沿った長さ、つまり記録用紙１９の属性をＲＡＭ１３３に
記憶する（ＳＡ１）。
【００５６】
　次に、制御部１３０は、給紙モータ７６を駆動して給紙ローラ２５を回転させる。給紙
ローラ２５によって、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（ＳＡ２）。
【００５７】
　制御部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。記録用紙１
９が搬送ローラ対５４に到達すると、記録用紙１９は、搬送ローラ対５４に挟持された状
態で、記録ヘッド６５の直下に向かって搬送される（ＳＡ３）。
【００５８】
　記録用紙１９が記録ヘッド６５の直下に到達すると、制御部１３０は、キャリッジ６７
を左右方向１３に移動させながら記録ヘッド６５にインク滴を吐出させる（ＳＡ４）。制
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御部１３０は、記録用紙１９への画像記録が全て終了するまで（ＳＡ５：Ｙｅｓ）、記録
用紙１９の所定の改行幅の搬送（ＳＡ３）とインク滴の吐出（ＳＡ４）とを交互に繰り返
す。これにより、１枚の記録用紙１９、つまり一の記録用紙１９に対する画像記録が実行
される。
【００５９】
　１枚の記録用紙１９に対する画像記録が完了すると（ＳＡ５：Ｙｅｓ）、制御部１３０
は、記録用紙１９の排出動作を実行する（ＳＡ６）。詳細には、搬送ローラ対５４によっ
て搬送された記録用紙１９は、排出ローラ対５５に到達すると、排出ローラ対５５に挟持
された状態で、排紙トレイ２１に向かって搬送される。
【００６０】
　制御部１３０は、ステップＳＡ１でＲＡＭ１３３に記憶された記録用紙１９の第１向き
１５に沿った長さを、図１０（Ａ）に示されるデータテーブルと照合する。そして、記録
用紙１９の第１向き１５の長さがＡ４サイズに対応した長さ（２１０ｍｍ）である場合（
ＳＡ７：Ａ４）、制御部１３０は、搬送モータ５９を制御して、記録用紙１９を、排出ロ
ーラ対５５に挟持された状態で、第１位置（記録用紙１９の第１向き１５の上流端が位置
Ｐ１となる位置）で停止させる（ＳＡ８）。なお、制御部１３０は、光学センサ６０、１
２１からの信号に基づいて、記録用紙１９の位置を判断する。つまり、制御部１３０は、
光学センサ１２１からの入力によって、記録用紙１９の先端が排出検知部１２０に到達し
たことを判断し、光学センサ６０からの入力によって、当該到達後の記録用紙１９の搬送
距離を算出する。
【００６１】
　一方、記録用紙１９の第１向き１５の長さがＡ３サイズに対応した長さ（２９７ｍｍ）
である場合（ＳＡ７：Ａ３）、制御部１３０は、搬送モータ５９を制御して、記録用紙１
９を、排出ローラ対５５に挟持された状態で、第２位置（記録用紙１９の第１向き１５の
上流端が位置Ｐ２となる位置）で停止させる（ＳＡ９）。
【００６２】
　なお、本実施形態において、位置Ｐ１及び位置Ｐ２は、排出検知部１２０よりも第１向
き１５の上流側に位置される。これにより、排出検知部１２０は、第１位置及び第２位置
に停止された記録用紙１９を検知可能である。以上より、ステップＳＡ７～ＳＡ９の処理
は、本発明の制御手段の一例である。
【００６３】
　その後、ユーザが、排出ローラ対５５に挟持された記録用紙１９を引き抜く（ＳＡ１０
：Ｙｅｓ）。これにより、一連の停止制御が終了する。
【００６４】
［実施形態の効果］
　本実施形態によれば、記録用紙１９が停止される位置が可変的に設定される。例えば、
第１向き１５の長さが短いことにより湾曲し難い記録用紙１９は第１位置で停止され、第
１向き１５の長さが長いことにより湾曲し易い記録用紙１９は第１位置よりも第１向きの
上流側の第２位置で停止される。これにより、湾曲し易い記録用紙１９が排出ローラ対５
５に挟持されて停止されるとき、一律の位置で停止されることなく、可変的に設定された
位置で停止される。その結果、記録用紙１９に湾曲の癖の発生を軽減することができる。
【００６５】
　また、記録用紙１９が排出ローラ対５５に挟持された状態で、例えば一律の第１位置で
停止されると、記録用紙１９の第１向き１５に沿った長さが長い程、記録用紙１９におけ
る複合機１から突出される部分が多くなる。その結果、記録用紙１９に湾曲の癖が生じや
すくなってしまう。上述したように、本実施形態によれば、第１向き１５に沿った長さが
相対的に長い記録用紙１９は、第１位置よりも第１向きの上流側の第２位置で停止される
。そのため、記録用紙１９における複合機１から突出される部分が、例えば第１位置で停
止された場合よりも少なくなる。その結果、記録用紙１９に湾曲の癖が生じることを軽減
することができる。
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【００６６】
［実施形態の変形例１］
　上述の実施形態では、記録用紙１９の属性は、記録用紙１９の第１向き１５に沿った長
さに関する情報であったが、記録用紙１９の属性は、他の情報であってもよい。例えば、
記録用紙１９の属性は、記録用紙１９の画像記録面の単位面積当たりの質量に関する情報
であってもよい。
【００６７】
　変形例１において、記録用紙１９の画像記録面の単位面積当たりの質量は、記録用紙１
９が普通紙であるか、普通紙よりも厚みのある厚紙であるかで判断される。例えば、普通
紙の単位面積当たりの質量は、第１質量（本発明の第１質量の一例、且つ本発明の第１属
性の一例）であり、厚紙の単位面積当たりの質量は、第１質量よりも大きい第２質量（本
発明の第２質量の一例、且つ本発明の第２属性の一例）である。つまり、第１属性が示す
記録用紙１９（普通紙）の第１質量は、第２属性が示す記録用紙１９（厚紙）の第２質量
よりも小さい。
【００６８】
　変形例１では、画像記録された記録用紙１９が普通紙である場合、当該記録用紙１９の
第１向き１５の上流端は位置Ｐ１（図２参照）に停止される。また、画像記録された記録
用紙１９が厚紙である場合、当該記録用紙１９の第１向き１５の上流端は位置Ｐ２（図２
参照）に停止される。以上より、変形例１では、図１０（Ｂ）に示されるように、記録用
紙１９が普通紙である旨の情報及び当該情報に対応する位置Ｐ１と、記録用紙１９が厚紙
である旨の情報及び当該情報に対応する位置Ｐ２とが、ＲＯＭ１３２またはＥＥＰＲＯＭ
１３４の少なくとも一方にデータテーブルとして記憶されている。
【００６９】
　以下、変形例１の停止制御の処理手順が、図５のフローチャートに基づいて説明される
。なお、以下の説明においては、図４のフローチャートと異なる処理が説明され、図４の
フローチャートと同じ処理については、その詳細な説明が省略される。
【００７０】
　制御部１３０によって停止制御が実行される前に、複合機１は、ユーザによる記録用紙
１９のサイズ（本実施形態では普通紙または厚紙）の指定を受け付ける。そして、ユーザ
が操作パネル４を操作することによって、これから画像記録が行われる記録用紙１９の種
類が指定される。次に、ユーザが、給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９に画像記録
する旨のコマンドを、操作パネル４を介して複合機１に入力する。すると、制御部１３０
が図５に示されるフローチャートの実行を開始する。まず、制御部１３０は、ユーザによ
って指定された記録用紙１９の画像記録面の単位面積当たりの質量、つまり記録用紙１９
の属性をＲＡＭ１３３に記憶する（ＳＡ１）。
【００７１】
　記録用紙１９の排出動作が実行された後（ＳＡ６）、制御部１３０は、ステップＳＡ１
でＲＡＭ１３３に記憶された記録用紙１９の種類を、図１０（Ｂ）に示されるデータテー
ブルと照合する。そして、記録用紙１９が普通紙である場合（ＳＢ１：普通紙）、制御部
１３０は、記録用紙１９を第１位置で停止させる（ＳＡ８）。一方、記録用紙１９が厚紙
である場合（ＳＢ１：厚紙）、制御部１３０は、記録用紙１９を第２位置で停止させる（
ＳＡ９）。以上より、ステップＳＢ１、ＳＡ８、ＳＡ９の処理は、本発明の制御手段の一
例である。
【００７２】
　以下、変形例１の効果が説明される。記録用紙１９が排出ローラ対５５に挟持された状
態で、例えば一律の第１位置で停止されるとき、記録用紙１９の質量が大きい程、記録用
紙１９における複合機１から突出された部分は垂れ下がり易くなる。その結果、記録用紙
１９に湾曲の癖が生じ易くなってしまう。変形例１によれば、質量が相対的に大きい記録
用紙１９は、第１位置よりも第１向きの上流側の第２位置で停止されるため、記録用紙１
９における複合機１から突出される部分が少なくなる。その結果、記録用紙１９が垂れ下
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がり難くなり、記録用紙１９に湾曲の癖が生じることを軽減することができる。
【００７３】
［実施形態の変形例２］
　上述の実施形態では、記録用紙１９の属性は、記録用紙１９の第１向き１５に沿った長
さに関する情報であったが、記録用紙１９の属性は、他の情報であってもよい。例えば、
記録用紙１９の属性は、画像記録の際に記録ヘッド６５から吐出されて記録用紙１９に付
着されたインク（本発明の記録材の一例）の量であってもよい。
【００７４】
　記録用紙１９に付着されるインクの量の算出は、例えば、以下のようにして行われる。
制御部１３０は、コンピュータ等の外部情報機器から送信された印刷データを参照する。
具体的には、記録用紙１９の画像記録面の各位置（各ドット）について、画像記録の際に
吐出されるインク滴の種類と各種インク滴の吐出回数（濃度が大きい程、吐出回数が多く
なる。）とを決定する。制御部１３０は、４色のインク滴のそれぞれについて吐出回数を
乗じた値を算出し、次に算出した４つの値を合算する。これにより、記録用紙１９に付着
されるインクの量、換言すると記録部２４による一の記録用紙１９に対する全ての画像が
記録された後の、当該記録用紙１９に付着されるインクの量が算出される。上記のように
算出されたインクの量は、ＲＡＭ１３３に記憶される。つまり、ＲＡＭ１３３は、本発明
の第３記憶手段の一例である。
【００７５】
　ＲＯＭ１３２またはＥＥＰＲＯＭ１３４の少なくとも一方には、複数のインクの量と、
当該複数のインクの量の各々に対応する記録用紙１９の停止位置とが記憶されている。記
録用紙１９の属性（インクの量）及び停止位置は、例えば、データテーブルとして記憶さ
れている。データテーブルは、インクの量が多い程、停止位置は第１向きの上流側となる
ように構成されている。本実施形態のデータテーブルは、図１０（Ｃ）に示されるように
、インクの量が第１閾値未満の場合の記録用紙１９の停止位置として位置Ｐ１が記憶され
ており、インクの量が第１閾値以上の場合の記録用紙１９の停止位置として位置Ｐ１より
も第１向き１５の上流側の位置Ｐ３が記憶されている。
【００７６】
　ここで、第１閾値（本発明の閾値に相当）は、記録用紙１９に湾曲の癖が生じやすいか
否かを判断するために、予め設定された値である。つまり、インクの量が第１閾値以上で
あれば、記録用紙１９に湾曲の癖が生じやすい。また、位置Ｐ３は、画像記録後の記録用
紙１９が停止されたときにおける当該記録用紙１９の第１向き１５の上流端の位置である
。位置Ｐ３は、位置Ｐ１または位置Ｐ２の少なくとも一方よりも第１向き１５の上流側の
位置である。つまり、記録用紙１９の第１向き１５の上流端が位置Ｐ３である場合の記録
用紙１９の位置（以下、第３位置と記す。）が、本発明の第３位置の一例である。以上よ
り、当該データテーブルが記憶されるＲＯＭ１３２またはＥＥＰＲＯＭ１３４の少なくと
も一方は、本発明の第４記憶手段の一例である。
【００７７】
　以下、変形例２の停止制御の処理手順が、図６のフローチャートに基づいて説明される
。なお、以下の説明において、図４及び図５のフローチャートと異なる処理が説明され、
図４及び図５のフローチャートと同じ処理については、その詳細な説明が省略される。
【００７８】
　ユーザが、給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９に画像記録する旨のコマンドを、
操作パネル４を介して複合機１に入力する。すると、制御部１３０が図６に示されるフロ
ーチャートの実行を開始する。まず、制御部１３０は、印刷データに基づいて、これから
画像記録が行われる記録用紙１９に対して吐出されるインクの量を算出する（ＳＣ１）。
算出されたインクの量に関する情報は、ＲＡＭ１３３に記憶される。
【００７９】
　記録用紙１９の排出動作が実行された後（ＳＡ６）、制御部１３０は、ステップＳＣ１
で算出され、ＲＡＭ１３３に記憶されたインクの量を、図１０（Ｃ）に示されるデータテ
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ーブルと照合する。そして、インクの量が第１閾値未満である場合（ＳＣ２：Ｎｏ）、制
御部１３０は、記録用紙１９を第１位置で停止させる（ＳＣ３）。一方、インクの量が第
１閾値以上である場合（ＳＣ２：Ｙｅｓ）、制御部１３０は、記録用紙１９を第３位置で
停止させる（ＳＣ４）。以上より、ステップＳＣ２～ＳＣ４の処理は、本発明の制御手段
の一例である。なお、変形例２では、インク量が第１閾値未満である場合に、記録用紙１
９は第１位置で停止されるが、第２位置で停止されてもよい。
【００８０】
　以下、変形例２の効果が説明される。記録用紙１９に付着するインクの量が相対的に多
い程、記録用紙１９の質量は大きくなる。その結果、当該記録用紙１９における複合機１
から突出した部分は垂れ下がり易くなり、記録用紙１９に湾曲の癖が生じてしまう。変形
例２によれば、インクが相対的に多く付着した記録用紙１９は、第３位置で停止されるた
め、記録用紙１９における複合機１から突出される部分が少なくなる。その結果、記録用
紙１９が垂れ下がり難くなり、記録用紙１９に湾曲の癖が生じることを軽減することがで
きる。
【００８１】
　なお、変形例２において、制御部１３０によるインクの算出（ＳＣ１）は、図６のフロ
ーチャートで示される停止制御が開始されてすぐに行われたがこれに限らない。例えば、
制御部１３０は、画像記録が行われる（ＳＡ４）毎に、吐出されたインク量を積算してい
き、画像記録が終了した（ＳＡ５：Ｙｅｓ）段階での、積算されたインク量をＲＡＭ１３
３に記憶してもよい。
【００８２】
［別実施形態］
　制御部１３０は、画像記録後の記録用紙１９を第４位置（本発明の第１停止位置に相当
）に停止させ、記録用紙１９が第４位置に停止された状態が第１時間（本発明の第１時間
に相当）を超えた場合に、記録用紙１９を第４位置とは異なる第５位置（本発明の第２停
止位置に相当）に搬送させてもよい。
【００８３】
　ここで、第４位置は、第１位置乃至第３位置と同様に、画像記録後の記録用紙１９が排
出ローラ対５５に挟持された挟持状態となる位置である。つまり、記録用紙１９が第４位
置に停止されたとき、記録用紙１９の第１向き１５の下流端（第１向き１５の先端）は、
排出ローラ対５５による記録用紙１９の挟持位置よりも第１向き１５の下流側に位置して
いる。また、記録用紙１９が上記停止位置に停止されたとき、記録用紙１９の第１向き１
５の上流端（第１向き１５の後端）は、排出ローラ対５５による記録用紙１９の挟持位置
よりも第１向き１５の上流側に位置している。なお、第４位置は、第１位置乃至第３位置
と同じ位置であっても異なる位置であってもよい。
【００８４】
　また、第５位置も、第４位置と同様に、画像記録後の記録用紙１９が排出ローラ対５５
に挟持された挟持状態となる位置である。但し、第５位置は、第４位置とは異なる位置で
ある。なお、第５位置は、第４位置よりも第１向き１５の上流側であってもよく下流側で
あってもよい。
【００８５】
　また、第１時間は、記録用紙１９の排出ローラ対５５による挟持位置に湾曲の癖が生じ
るおそれがあるか否かを判断するために、予め設定された時間である。つまり、記録用紙
１９が排出ローラ対５５に挟持された状態で停止してから、第１時間以上経過すれば、当
該記録用紙１９の挟持位置に湾曲の癖が生じるおそれがある。
【００８６】
　別実施形態の制御部１３０は、上記の第１時間の経過を判断するために、時間をカウン
トするカウント回路（本発明のカウント手段の一例）を備えている。カウント回路は、例
えばＡＳＩＣ１３５の一部として構成される。なお、本発明のカウント手段は、ＲＯＭ１
３２に格納された上記プログラムによって、つまりソフトウェアによって実現されてもよ
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い。
【００８７】
　以下、別実施形態の停止制御の処理手順が、図７のフローチャートに基づいて説明され
る。なお、以下の説明において、図４～図６のフローチャートと異なる処理が説明され、
図４～図６のフローチャートと同じ処理については、その詳細な説明が省略される。
【００８８】
　ユーザが、給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９に画像記録する旨のコマンドを、
操作パネル４を介して複合機１に入力する。すると、制御部１３０が図７に示されるフロ
ーチャートの実行を開始する。また、別実施形態では、図４乃至図６のフローチャートで
示されるステップＳＡ１は実行されない。記録用紙１９の排出動作が実行された後（ＳＡ
６）、制御部１３０は、記録用紙１９を第４位置で停止させる（ＳＤ１）。ステップＳＤ
１の処理は、本発明の第１制御手段の一例である。
【００８９】
　制御部１３０は、記録用紙１９の第４位置での停止と同時にカウント回路による時間の
カウントを開始する（ＳＤ２）。つまり、カウント回路によるカウント値は、記録用紙１
９の第４位置での停止時間である。
【００９０】
　制御部１３０は、停止時間が第１時間を超えていない場合（ＳＤ３：Ｎｏ）、ステップ
ＳＡ１０の判断を実行する。一方、制御部１３０は、停止時間が第１時間を超えた場合（
ＳＤ３：Ｙｅｓ）、記録用紙１９を第４位置から第５位置に搬送させる（ＳＤ４）。これ
により、記録用紙１９は第５位置に停止される。つまり、ステップＳＤ３、ＳＤ４の処理
は、本発明の第２制御手段の一例である。なお、当該停止時間が第１時間を超えてステッ
プＳＤ４が実行される場合、カウント回路はリセットされる。
【００９１】
　以下、別実施形態の効果が説明される。記録用紙１９が排出ローラ対５５に挟持されて
停止された状態が継続された場合、当該記録用紙１９における排出ローラ対５５による挟
持位置に湾曲の癖が生じてしまうおそれがある。別実施形態によれば、記録用紙１９が排
出ローラ対５５に挟持されて停止された状態が第１時間よりも長く継続した場合、記録用
紙１９が搬送されて、記録用紙１９の位置は第４位置から第５位置に変更される。これに
より、記録用紙１９における排出ローラ対５５による挟持位置が変わる。その結果、排出
ローラ対５５の挟持に起因して発生する記録用紙１９に湾曲の癖が生じるのを軽減するこ
とができる。
【００９２】
［別実施形態の変形例１］
　制御部１３０は、記録用紙１９の排出ローラ対５５による挟持位置に付着されたインク
の量に基づいて、上記のステップＳＤ４の実行を開始するまでの記録用紙１９の停止時間
を変えてもよい。
【００９３】
　以下、別実施形態の変形例１の停止制御の処理手順が、図８のフローチャートに基づい
て説明される。なお、以下の説明において、図４～図７のフローチャートと異なる処理が
説明され、図４～図７のフローチャートと同じ処理については、その詳細な説明が省略さ
れる。
【００９４】
　ユーザが、給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９に画像記録する旨のコマンドを、
操作パネル４を介して複合機１に入力する。すると、制御部１３０が図８のフローチャー
トに示される停止制御の実行を開始する。停止制御の実行が開始されると、制御部１３０
は、光学センサ６０、１２１からの入力に基づいて、記録用紙１９の第１向き１５の上流
端が後述する第４位置で停止されている記録用紙１９の排出ローラ対５５によって挟持さ
れている位置を算出する。そして、制御部１３０は、算出した位置及び当該位置の近傍位
置で構成される所定領域に付着されたインクの量（以下、挟持位置に付着されたインクの
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量と記す。）を、実施形態の変形例２において説明された方法によって算出する。算出さ
れた挟持位置に付着されたインクの量は、ＲＡＭ１３３に記憶される（ＳＥ１）。つまり
、ＲＡＭ１３３は、本発明の第１記録材量記憶手段の一例である。
【００９５】
　そして、カウント回路による時間のカウントが開始された後（ＳＤ２）、制御部１３０
は、ＲＡＭ１３３に記憶されたインクの量が第２閾値以上であるか否かを判断する（ＳＥ
２）。ここで、第２閾値（本発明の第１閾値に相当）は、記録用紙１９が挟持位置におい
て湾曲の癖を生じやすいか否かを判断するために、予め設定された値である。つまり、挟
持位置に付着されたインクの量が第２閾値以上であれば、記録用紙１９は挟持位置におい
て湾曲の癖を生じやすい。
【００９６】
　ＲＡＭ１３３に記憶されたインクの量が第２閾値未満である場合（ＳＥ２：Ｎｏ）、上
述したステップＳＤ３、ＳＤ４と同様の処理が実行される。一方、ＲＡＭ１３３に記憶さ
れたインクの量が第２閾値以上である場合（ＳＥ２：Ｙｅｓ）、制御部１３０は、記録用
紙１９の第４位置での停止時間が第２時間（本発明の第２時間に相当）を超えたか否かを
判断する（ＳＥ３）。ここで、第２時間は、第１時間よりも短い時間として、予め設定さ
れた時間である。制御部１３０は、当該停止時間が第２時間を超えた場合（ＳＥ３：Ｙｅ
ｓ）、記録用紙１９を第４位置から第５位置に搬送させる（ＳＤ４）。これにより、記録
用紙１９は第５位置に停止される。以上より、図８におけるステップＳＥ２、ＳＥ３、Ｓ
Ｄ３、ＳＤ４の処理は、本発明の第２制御手段の一例である。
【００９７】
　以下、別実施形態の変形例１の効果が説明される。記録用紙１９が排出ローラ対５５に
よって停止された状態において、当該記録用紙１９の排出ローラ対５５による挟持位置に
付着したインクの量が多い場合、上記挟持位置には、インクの量が少ない場合よりも短時
間で湾曲の癖が生じてしまう。別実施形態の変形例１によれば、記録用紙１９における上
記挟持位置に付着したインクの量が相対的に多い場合、当該記録用紙１９の位置は、第１
時間よりも短い第２時間の経過で、第４位置から第５位置に変更される。これにより、記
録用紙１９の排出ローラ対５５による挟持位置に付着したインクの量が多い場合であって
も、当該記録用紙１９に湾曲の癖が生じるのを軽減することができる。
【００９８】
［別実施形態の変形例２］
　別実施形態の変形例１において、制御部１３０は、挟持位置に付着されたインクの量に
基づいて、ステップＳＤ４の実行を開始するまでの記録用紙１９の停止時間を変えた。し
かし、制御部１３０は、挟持位置ではなく排紙トレイ２１と記録用紙１９との当接位置に
付着されたインクの量に基づいて、ステップＳＤ４の実行を開始するまでの記録用紙１９
の停止時間を変えてもよい。
【００９９】
　ここで、当接位置（本発明の当接位置に相当）は、図２に符号１６で示された位置であ
る。つまり、第１向き１５の上流端に近い位置を排出ローラ対５５によって挟持された記
録用紙１９は、図２に二点鎖線で示されるような状態となる。つまり、当該記録用紙１９
は、その第１向き１５の下流端部が排紙トレイ２１の前端から垂れ下がった状態となる。
このとき、当該記録用紙１９は、湾曲した状態で、排紙トレイ２１の先端と、当接位置１
６で当接する。
【０１００】
　以下、別実施形態の変形例２の停止制御の処理手順が、図９のフローチャートに基づい
て説明される。なお、以下の説明において、図４～図８のフローチャートと異なる処理が
説明され、図４～図８のフローチャートと同じ処理については、その詳細な説明が省略さ
れる。
【０１０１】
　ユーザが、給紙トレイ２０に収容された記録用紙１９に画像記録する旨のコマンドを、
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操作パネル４を介して複合機１に入力する。すると、制御部１３０が図９のフローチャー
トに示される停止制御の実行を開始する。停止制御の実行が開始されると、制御部１３０
は、光学センサ６０、１２１からの入力に基づいて、停止されている記録用紙１９が排紙
トレイ２１の先端と当接している位置、つまり上記当接位置１６を算出する。そして、制
御部１３０は、算出した当接位置１６及び当該当接位置１６の近傍位置で構成される所定
領域に付着されたインクの量（以下、当接位置に付着されたインクの量と記す。）を、実
施形態の変形例２において説明された方法によって算出する。算出された当接位置に付着
されたインクの量は、ＲＡＭ１３３に記憶される（ＳＦ１）。つまり、ＲＡＭ１３３は、
本発明の第２記録材量記憶手段の一例である。
【０１０２】
　そして、カウント回路による時間のカウントが開始された後（ＳＤ２）、制御部１３０
は、ＲＡＭ１３３に記憶されたインクの量が第３閾値以上であるか否かを判断する（ＳＦ
２）。ここで、第３閾値（本発明の第２閾値に相当）は、記録用紙１９が当接位置１６に
おいて湾曲の癖を生じやすいか否かを判断するために、予め設定された値である。つまり
、当接位置１６に付着されたインクの量が第３閾値以上であれば、記録用紙１９は当接位
置１６において湾曲の癖を生じやすい。
【０１０３】
　ＲＡＭ１３３に記憶されたインクの量が第３閾値未満である場合（ＳＦ２：Ｎｏ）、上
述したステップＳＤ３、ＳＤ４と同様の処理が実行される。一方、ＲＡＭ１３３に記憶さ
れたインクの量が第３閾値以上である場合（ＳＦ２：Ｙｅｓ）、制御部１３０は、記録用
紙１９の第４位置での停止時間が第３時間（本発明の第３時間に相当）を超えたか否かを
判断する（ＳＦ３）。ここで、第３時間は、第１時間よりも短い時間として、予め設定さ
れた時間である。なお、第３時間は、第２時間と同じ時間、短い時間、及び長い時間のい
ずれの時間でもよい。制御部１３０は、当該停止時間が第３時間を超えた場合（ＳＦ３：
Ｙｅｓ）、記録用紙１９を第４位置から第５位置に搬送させる（ＳＤ４）。これにより、
記録用紙１９は第５位置に停止される。以上より、図９におけるステップＳＦ２、ＳＦ３
、ＳＤ３、ＳＤ４の処理は、本発明の第２制御手段の一例である。
【０１０４】
　以下、別実施形態の変形例２の効果が説明される。記録用紙１９が複合機１から突出さ
れている場合、当該記録用紙１９は、排紙トレイ２１の突出先端部と当接して、当接位置
１６において湾曲する。このような場合に、当該記録用紙１９における排紙トレイ２１と
の当接位置１６に付着したインクの量が相対的に多い場合、当接位置１６には、インクの
量が少ない場合よりも短時間で湾曲の癖が生じてしまう。そこで、別実施形態の変形例２
によれば、記録用紙１９の当接位置１６に付着したインクの量が相対的に多い場合、当該
記録用紙１９の位置は、第１時間よりも短い第３時間の経過で、第４位置から第５位置に
変更される。これにより、記録用紙１９における排紙トレイ２１との当接位置１６に付着
したインクの量が多い場合であっても、当該記録用紙１９に湾曲の癖が生じるのを軽減す
ることができる。
【０１０５】
　なお、別実施形態の変形例１及び変形例２において、制御部１３０によるインクの算出
（ＳＥ１、ＳＦ１）は、図８、図９のフローチャートで示される停止制御が開始されてす
ぐに行われたがこれに限らない。例えば、制御部１３０は、記録用紙１９の第１向き１５
の上流端が上記第４位置で停止されている状態の、記録用紙１９における挟持位置または
当接位置に、インクが吐出されたときに、インク量を積算していく。そして、積算された
インク量をＲＡＭ１３３に記憶してもよい。
【０１０６】
　なお、上述した実施形態、別実施形態の各変形例において、第１位置乃至第５位置は、
好ましくは、記録ヘッド６５に複数形成されるノズルの内、最下流側のノズルよりも第１
向き１５の下流側が良い。これは、以下の理由による。記録用紙１９が排出ローラ対５５
によって挟持された状態で停止している際に、記録用紙１９の第１向き１５の下流端が上
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方に変位する可能性がある。この場合、インクが吐出されるノズル６４と記録用紙１９と
が当接して、画像記録が完了した記録用紙１９が汚れてしまう虞がある。したがって、第
１乃至第５位置は、記録ヘッド６５に複数形成されるノズルの内、最下流側のノズルより
も第１向き１５の下流側がよい。
【符号の説明】
【０１０７】
１・・・複合機
２・・・プリンタ部
１５・・・第１向き
１９・・・記録用紙
２１・・・排紙トレイ
２３・・・搬送路
２４・・・記録部
５５・・・排出ローラ対
１２０・・・排出検知部
１３０・・・制御部
１３２・・・ＲＯＭ
１３３・・・ＲＡＭ
１３４・・・ＥＥＰＲＯＭ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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