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(57)【要約】
【課題】両面に画像記録が行われる画像記録装置におい
て、コストアップしたり搬送経路を長くしたりすること
なく、搬送方向に長寸の被記録媒体に対して両面記録に
適した搬送を円滑に行うことができる手段を提供する。
【解決手段】プリンタ部１１は、第１搬送路１７に設け
られて記録用紙２１を挟持して第１向き１０１へ搬送す
るＰＦローラ対２５と、第１搬送路１７に設けられて記
録用紙２１を挟持して第１向き１０１及び第２向き１０
２へ搬送するＳＢローラ対２８と、第２搬送路２０に設
けられて記録用紙２１を挟持して第３向き１０３へ搬送
するＤＸローラ対２９と、を具備する。ＳＢローラ対２
８が記録用紙２１を第１向き１０１へ搬送する搬送力Ｆ
１は、ＤＸローラ対２９が記録用紙２１を第３向き１０
３へ搬送する搬送力Ｆ２より弱い。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被記録媒体が搬送される第１搬送路と、
　上記第１搬送路に設けられており、第１向きへ搬送される被記録媒体に画像記録を行う
記録部と、
　上記第１搬送路における上記記録部より第１向きの下流位置と上流位置とに連結された
第２搬送路と、
　上記第１搬送路の上記上流位置より第１向きの下流側であって、且つ上記記録部より第
１向きの上流側に設けられており、被記録媒体を挟持して第１向きへ搬送する第１搬送ロ
ーラ対と、
　上記第１搬送路の上記下流位置より第１向きの下流側に設けられており、被記録媒体を
挟持して第１向き及び第１向きと反対の第２向きへ搬送する第２搬送ローラ対と、
　上記第２搬送路に設けられており、上記第２搬送ローラ対により第２向きへ搬送されて
上記第１搬送路から上記第２搬送路へ搬送される被記録媒体を挟持して上記下流位置から
上記上流位置へ向かう第３向きへ搬送する第３搬送ローラ対と、
　正転及び逆転が可能な駆動モータと、
　上記駆動モータの正転又は逆転のうち一方の回転を上記第１搬送ローラ対及び上記第２
搬送ローラ対へ第１向きに対応する回転として伝達し、上記駆動モータの正転又は逆転の
うち他方の回転を上記第１搬送ローラ対及び上記第２搬送ローラ対へ第２向きに対応する
回転として伝達する伝達機構と、を具備し、
　上記第２搬送ローラ対が被記録媒体を第１向きへ搬送する搬送力は、上記第３搬送ロー
ラ対が被記録媒体を第３向きへ搬送する搬送力より弱いものである画像記録装置。
【請求項２】
　上記第３搬送ローラ対は、駆動伝達されることにより回転する駆動ローラと、当該駆動
ローラに従動する従動ローラと、を具備し、
　上記駆動ローラは、上記記録部により最初に画像記録される被記録媒体の第１面と反対
側の第２面と対向する側に配置されたものである請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　上記第３搬送ローラ対は、上記駆動ローラを先端側に回転可能に支持し、その先端側を
基端側より第３向きへ向かって上記第２搬送路へ突出させており、基端を中心に上記駆動
ローラと上記従動ローラとが接離するように回動可能なアームを更に具備する請求項２に
記載の画像記録装置。
【請求項４】
　上記第２搬送ローラ対から上記第３搬送ローラ対へ至る搬送経路が直線状である請求項
１から３のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項５】
　上記第１搬送路における上記上流位置と上記第１搬送ローラ対との間に設けられており
、被記録媒体を挟持して第１向きへ搬送する第４搬送ローラ対を更に有する請求項１から
４のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項６】
　両面に画像記録が可能な最大の被記録媒体の搬送方向に沿った寸法が、上記第１搬送ロ
ーラ対から上記上流位置、上記第２搬送路、上記下流位置を経て上記第２搬送ローラ対に
至るまでの搬送経路の長さより長い請求項１から５のいずれかに記載の画像記録装置。
【請求項７】
　上記第１搬送路及び上記第２搬送路は、両面記録のために搬送される上記最大の被記録
媒体の先端側及び後端側を上記第３搬送ローラ対が同時に挟持し得ない長さである請求項
６に記載の画像記録装置。
【請求項８】
　被記録媒体が搬送される第１搬送路と、
　上記第１搬送路に設けられており、第１向きへ搬送される被記録媒体に画像記録を行う
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記録部と、
　上記第１搬送路における上記記録部より第１向きの下流位置と上流位置とに連結された
第２搬送路と、
　上記第１搬送路の上記上流位置より第１向きの下流側であって、且つ上記記録部より第
１向きの上流側に設けられており、被記録媒体を挟持して第１向きへ搬送する第１搬送ロ
ーラ対と、
　上記第１搬送路の上記下流位置より第１向きの下流側に設けられており、被記録媒体を
挟持して第１向き及び第１向きと反対の第２向きへ搬送する第２搬送ローラ対と、
　上記第２搬送路に設けられており、上記第２搬送ローラ対により第２向きへ搬送されて
上記第１搬送路から上記第２搬送路へ搬送される被記録媒体を挟持して上記下流位置から
上記上流位置へ向かう第３向きへ搬送する第３搬送ローラ対と、
　正転及び逆転が可能な駆動モータと、
　上記駆動モータの正転又は逆転のうち一方の回転を上記第１搬送ローラ対及び上記第２
搬送ローラ対へ第１向きに対応する回転として伝達し、上記駆動モータの正転又は逆転の
うち他方の回転を上記第１搬送ローラ対及び上記第２搬送ローラ対へ第２向きに対応する
回転として伝達する伝達機構と、を具備し、
　被記録媒体を上記第２搬送ローラ対により第１向きへ搬送させ、かつ当該被記録媒体を
上記第３搬送ローラ対により第３向きへ搬送させたときに、当該被記録媒体が上記第２搬
送ローラ対から抜き出されて第３向きへ搬送されるものである画像記録装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の搬送ローラ対により被記録媒体が挟持されて、第１面に画像記録が行
われた被記録媒体が第１搬送路から第２搬送路を通じて再び記録部に搬送され、第２面に
画像記録が行われる画像記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、記録用紙の両面に画像記録を行う画像記録装置が知られている。この画像記
録装置においては、Ｕターンパスを形成する搬送路において、記録部に搬送されて第１面
に画像記録が行われた記録用紙が、記録部の下流側と上流側とを繋ぐ搬送路を通じてスイ
ッチバック搬送され、再び搬送路に進入した被記録媒体は、その第２面が記録部に対向す
るので、第２面に対して記録部が画像記録を行う。
【０００３】
　搬送路には、記録用紙を挟持して搬送する複数の搬送ローラ対が配置されている。これ
ら搬送ローラ対は、同じモータから駆動伝達されて同じ方向に回転するものがある。した
がって、記録用紙をスイッチバック搬送するための搬送ローラ対が逆転すると、他の搬送
ローラ対も逆転する（特許文献１）。記録用紙がスイッチバック搬送されるときに、１枚
の記録用紙を同時に挟持して搬送する複数の搬送ローラ対が、相反する方向へ回転すると
、その複数の搬送ローラ対によって記録用紙が引っ張られることとなる。このような問題
を解消するために、一方の搬送ローラ対が回転しているときに、他方の搬送ローラ対への
駆動伝達を解除する手段が知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－８２８３１号公報
【特許文献２】特開２００７－２１７１７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献２に記載されているように、両面記録における搬送ローラ対の
回転方向を考慮して、駆動伝達を解除する機構を設けることは、機構を複雑にするという
問題やコストアップが生じるという問題がある。他方、回転方向が相反する搬送ローラ対
の間の距離を、両面画像記録が可能と設定された最も大きな記録用紙の搬送方向の寸法よ
りも長くすると、搬送経路が長くなって装置の小型化の要請に反するという問題が生じる
。
【０００６】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、複数の搬送ローラ対により被記録
媒体が挟持されて搬送され、両面に画像記録が行われる画像記録装置において、コストア
ップしたり搬送経路を長くしたりすることなく、搬送方向に長寸の被記録媒体に対して両
面記録に適した搬送を円滑に行うことができる手段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】
　本発明に係る画像記録装置は、被記録媒体が搬送される第１搬送路と、上記第１搬送路
に設けられており、第１向きへ搬送される被記録媒体に画像記録を行う記録部と、上記第
１搬送路における上記記録部より第１向きの下流位置と上流位置とに連結された第２搬送
路と、上記第１搬送路の上記上流位置より第１向きの下流側であって、且つ上記記録部よ
り第１向きの上流側に設けられており、被記録媒体を挟持して第１向きへ搬送する第１搬
送ローラ対と、上記第１搬送路の上記下流位置より第１向きの下流側に設けられており、
被記録媒体を挟持して第１向き及び第１向きと反対の第２向きへ搬送する第２搬送ローラ
対と、上記第２搬送路に設けられており、上記第２搬送ローラ対により第２向きへ搬送さ
れて上記第１搬送路から上記第２搬送路へ搬送される被記録媒体を挟持して上記下流位置
から上記上流位置へ向かう第３向きへ搬送する第３搬送ローラ対と、正転及び逆転が可能
な駆動モータと、上記駆動モータの正転又は逆転のうち一方の回転を上記第１搬送ローラ
対及び上記第２搬送ローラ対へ第１向きに対応する回転として伝達し、上記駆動モータの
正転又は逆転のうち他方の回転を上記第１搬送ローラ対及び上記第２搬送ローラ対へ第２
向きに対応する回転として伝達する伝達機構と、を具備する。上記第２搬送ローラ対が被
記録媒体を第１向きへ搬送する搬送力は、上記第３搬送ローラ対が被記録媒体を第３向き
へ搬送する搬送力より弱いものである。
【０００８】
　両面に画像記録が行われる被記録媒体は、第１搬送路を第１向きへ搬送されて記録部に
より第１面に画像記録が行われた後、駆動モータが回転方向を逆にすることにより、例え
ば正転から逆転に切り換えることにより、第２搬送ローラ対により第２向きへ搬送されて
下流位置から第２搬送路に進入する。そして、その被記録媒体は、第２搬送ローラ対及び
第３搬送ローラ対に挟持されて第２搬送路を第３向きへ搬送される。このとき、第１搬送
ローラ対は、第２向きへ被記録媒体を搬送する回転方向に回転している。被記録媒体の先
端が、上流位置から第１搬送路へ進入して第１搬送ローラ対へ到達すると、駆動モータは
再び回転方向を逆にする。つまり、例えば、逆転から正転に駆動モータの回転方向が切り
換えられる。これにより、第１搬送ローラ対及び第２搬送ローラ対は第１向きへ被記録媒
体を搬送する回転方向に回転する。第３搬送ローラ対は、駆動モータの回転方向に拘わら
ず第３向きへ被記録媒体を搬送する回転方向に回転する。
【０００９】
　被記録媒体の搬送方向の寸法が、第１搬送ローラ対から上流位置、第２搬送路、下流位
置を経て第２搬送ローラ対に至るまでの搬送経路の長さより長ければ、被記録媒体の先端
が第１搬送ローラ対により挟持されて第１向きへ搬送されるときに、被記録媒体の後端側
は第２搬送ローラ対により挟持されている。そうすると、第２搬送ローラ対は被記録媒体
を第１向きへ搬送し、第３搬送ローラ対は被記録媒体を第３向きへ搬送するので、第２搬
送ローラ対と第３搬送ローラ対とによって被記録媒体が引っ張り合われることになるが、
第２搬送ローラ対が被記録媒体を第１向きへ搬送する搬送力は、第３搬送ローラ対が被記
録媒体を第３向きへ搬送する搬送力より弱いので、第２搬送ローラ対が被記録媒体に対し
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てスリップし、被記録媒体は第３搬送ローラ対により第３向きへ搬送される。これにより
、第１向きへ被記録媒体を搬送する回転方向に回転する第２搬送ローラ対に対して、被記
録媒体の後端側が第２向きへ抜け出る。
【００１０】
　なお、本明細書において「搬送力」とは、搬送ローラ対が被記録媒体を挟持して一定向
きへ搬送するように回転したときに、その被記録媒体を搬送ローラ対の回転に抗して静止
させるに必要な力、或いは、搬送ローラ対を回転しないように完全に固定した状態で、搬
送ローラ対に挟持された被記録媒体を搬送ローラ対から引き抜くために必要な力をいうも
のとする。
【００１１】
　本発明は、被記録媒体が搬送される第１搬送路と、上記第１搬送路に設けられており、
第１向きへ搬送される被記録媒体に画像記録を行う記録部と、上記第１搬送路における上
記記録部より第１向きの下流位置と上流位置とに連結された第２搬送路と、上記第１搬送
路の上記上流位置より第１向きの下流側であって、且つ上記記録部より第１向きの上流側
に設けられており、被記録媒体を挟持して第１向きへ搬送する第１搬送ローラ対と、上記
第１搬送路の上記下流位置より第１向きの下流側に設けられており、被記録媒体を挟持し
て第１向き及び第１向きと反対の第２向きへ搬送する第２搬送ローラ対と、上記第２搬送
路に設けられており、上記第２搬送ローラ対により第２向きへ搬送されて上記第１搬送路
から上記第２搬送路へ搬送される被記録媒体を挟持して上記下流位置から上記上流位置へ
向かう第３向きへ搬送する第３搬送ローラ対と、正転及び逆転が可能な駆動モータと、上
記駆動モータの正転又は逆転のうち一方の回転を上記第１搬送ローラ対及び上記第２搬送
ローラ対へ第１向きに対応する回転として伝達し、上記駆動モータの正転又は逆転のうち
他方の回転を上記第１搬送ローラ対及び上記第２搬送ローラ対へ第２向きに対応する回転
として伝達する伝達機構と、を具備し、被記録媒体を上記第２搬送ローラ対により第１向
きへ搬送させ、かつ当該被記録媒体を上記第３搬送ローラ対により第３向きへ搬送させた
ときに、当該被記録媒体が上記第２搬送ローラ対から抜き出されて第３向きへ搬送される
ものである画像記録装置として捉えられてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、両面記録において、第２搬送ローラ対が被記録媒体を第１向きへ搬送
するように回転し、第３搬送ローラ対が被記録媒体を第３向きへ搬送するように回転して
も、第２搬送ローラ対が被記録媒体を第１向きへ搬送する搬送力は、第３搬送ローラ対が
被記録媒体を第３向きへ搬送する搬送力より弱いので、第２搬送ローラ対が被記録媒体に
対してスリップし、被記録媒体は第３搬送ローラ対により第３向きへ搬送され、被記録媒
体の後端が第２搬送ローラ対を第２向きへ抜け出る。これにより、装置がコストアップし
たり搬送経路を長くしたりすることなく、搬送方向に長寸の被記録媒体に対して両面記録
に適した搬送を円滑に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る複合機１０の外観を示す斜視図である。
【図２】図２は、プリンタ部１１の内部構造を示す模式図である。
【図３】図３は、第１駆動モータ４１及び第２駆動モータ４２からの駆動伝達を示すブロ
ック図である。
【図４】図４は、プリンタ部１１による両面記録の動作を示す模式図である。
【図５】図５は、プリンタ部１１による両面記録の動作を示す模式図である。
【図６】図６は、プリンタ部１１による両面記録の動作を示す模式図である。
【図７】図７は、プリンタ部１１による両面記録の動作を示す模式図である。
【図８】図８は、プリンタ部１１による両面記録の動作を示す模式図である。
【図９】図９は、プリンタ部１１の変形例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　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が具体化された一例にすぎず、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。
【００１５】
［複合機１０の概要］
　図１に示されるように、複合機１０は、下側にプリンタ１１が配置され、上側にスキャ
ナ部１２が配置されたものである。プリンタ部１１は、インクジェット記録方式に基づい
て、記録用紙に対してインク滴を選択的に吐出することにより画像を記録するものである
。また、プリンタ部１１は、記録用紙をスイッチバック搬送して、記録用紙の両面に画像
を記録することができる。プリンタ部１１が、請求項における画像記録装置に相当する。
スキャナ部１２は、請求項に直接関係する構成ではないので、ここでは詳細な説明が省略
される。
【００１６】
［プリンタ部１１］
　図２に示されるように、プリンタ部１１は、給紙トレイ１５から排紙トレイ１６へ繋が
る第１搬送路１７を有する。第１搬送路１７は、画像記録が行われる記録用紙２１などの
被記録媒体が搬送される経路である。
【００１７】
　第１搬送路１７には、給紙トレイ１５から排紙トレイ１６へ向かう第１向き１０１の上
流側から、中間ローラ対２４、ＰＦローラ対２５、記録部２６、ＥＸローラ対２７及びＳ
Ｂローラ対２８が順次配置されている。
【００１８】
　第１搬送路１７は、給紙トレイ１５から上方へ向かって湾曲しながらＵターンする所謂
Ｕターンパスを形成している。中間ローラ対２４は、第１搬送路１７が湾曲している箇所
に配置されている。ＰＦローラ対２５は、第１搬送路１７が湾曲し終わった箇所に配置さ
れている。第１搬送路１７は、湾曲してＵターンした後は直線状の所謂ストレートパスを
形成している。このストレートパスに、記録部２６、ＥＸローラ対２７及びＳＢローラ対
２８がそれぞれ配置されている。中間ローラ対２４、ＰＦローラ対２５及びＥＸローラ対
２７は、第１搬送路１７において被記録媒体を第１向き１０１へ搬送する。ＳＢローラ対
２８は、第１搬送路１７において被記録媒体を第１向き１０１、又は第１向き１０１と反
対向きの第２向き１０２へ選択的に搬送する。
【００１９】
　中間ローラ対２４が、請求項における第４搬送ローラ対に相当する。ＰＦローラ対２５
が、請求項における第１搬送ローラ対に相当する。ＳＢローラ対２７が、請求項における
第２搬送ローラ対に相当する。
【００２０】
　プリンタ部１１は、第１搬送路１７におけるＥＸローラ対２７とＳＢローラ対２８との
間の下流位置１８と、給紙トレイ１５と中間ローラ対２４との間の上流位置１９とを連結
する第２搬送路２０を有する。第２搬送路２０は、画像記録が行われる記録用紙２１など
の被記録媒体が搬送される経路であり、特に両面に画像記録が行われる被記録媒体が搬送
される。
【００２１】
　第２搬送路２０には、ＤＸローラ対２９が配置されている。ＤＸローラ対２９は、第２
搬送路２０において被記録媒体を下流位置１８から上流位置１９へ向かう第３向き１０３
へ搬送する。ＤＸローラ対２９が、請求項における第３搬送ローラ対に相当する。
【００２２】
　第２搬送路２０において、ＳＢローラ対２８からＤＸローラ対２９へ向かう経路は直線
状のストレートパスである。第２搬送路２０における上流位置１９付近は、上側へ湾曲さ
れており、第１搬送路１７の湾曲部分にある上流位置１９へできるだけ小さな角度で合流
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するように設定されている。
【００２３】
　給紙ローラ２３は、給紙トレイ１５の上側に配置されている。給紙ローラ２３は、アー
ム３３の先端側に回動可能に設けられている。アーム２２の基端側は軸３４を軸として回
動可能に設けられている。アーム２２が軸３４を軸として回動することにより、給紙ロー
ラ２３が給紙トレイ１５に対して接離する方向へ移動する。アーム２２は、給紙ローラ２
３の重量により、給紙トレイ１５へ近づく向きへ回動される。これにより、給紙トレイ１
５に積層状態で載置された複数枚の記録用紙２１のうち最上位の記録用紙２１に給紙ロー
ラ２３が接触する。
【００２４】
　中間ローラ対２４は、第１搬送路１７の湾曲外側に配置された駆動ローラ２４Ａと、湾
曲内側に配置された従動ローラ２４Ｂとを有する。詳細は後述されるが、駆動ローラ２４
Ａは第２駆動モータ４２から駆動伝達されて回転する。従動ローラ２４Ｂは、駆動ローラ
２４Ａに対して接離する方向へ移動可能に設けられており、かつ駆動ローラ２４Ａへ向か
って弾性的に付勢されている。従動ローラ２４Ｂが記録用紙２１の厚み分だけ駆動ローラ
２４Ａから退避し、かつ記録用紙２１を駆動ローラ２４Ａへ付勢することにより、記録用
紙２１が駆動ローラ２４Ａと従動ローラ２４Ｂとの間に挟持される。そして、駆動ローラ
２４Ａが回転することにより、その回転方向に応じて記録用紙２１が搬送される。記録用
紙２１の搬送に伴って、従動ローラ２４Ｂも回転する。
【００２５】
　ＰＦローラ対２５は、第１搬送路１７の上側に配置された駆動ローラ２５Ａと、下側に
配置された従動ローラ２５Ｂとを有する。詳細は後述されるが、駆動ローラ２５Ａは第１
駆動モータ４１から駆動伝達されて回転する。従動ローラ２５Ｂは、駆動ローラ２５Ａに
対して接離する方向へ移動可能に設けられており、かつ駆動ローラ２５Ａへ向かって弾性
的に付勢されている。従動ローラ２５Ｂが記録用紙２１の厚み分だけ駆動ローラ２５Ａか
ら退避し、かつ記録用紙２１を駆動ローラ２５Ａへ付勢することにより、記録用紙２１が
駆動ローラ２５Ａと従動ローラ２５Ｂとの間に挟持される。そして、駆動ローラ２５Ａが
回転することにより、その回転方向に応じて記録用紙２１が搬送される。記録用紙２１の
搬送に伴って、従動ローラ２５Ｂも回転する。
【００２６】
　ＥＸローラ対２７は、第１搬送路１７の下側に配置された駆動ローラ２７Ａと、上側に
配置された拍車２７Ｂとを有する。詳細は後述されるが、駆動ローラ２７Ａは第１駆動モ
ータ４１から駆動伝達されて回転する。拍車２７Ｂは、駆動ローラ２７Ａに対して接離す
る方向へ移動可能に設けられており、かつ駆動ローラ２７Ａへ向かって弾性的に付勢され
ている。拍車２７Ｂは、円盤の周囲が山谷が交互に連続する形状とされたものであり、山
形状の頂上が記録用紙２１に接触する。拍車２７Ｂが記録用紙２１の厚み分だけ駆動ロー
ラ２７Ａから退避し、かつ記録用紙２１を駆動ローラ２７Ａへ付勢することにより、記録
用紙２１が駆動ローラ２７Ａと拍車２７Ｂとの間に挟持される。そして、駆動ローラ２７
Ａが回転することにより、その回転方向に応じて記録用紙２１が搬送される。記録用紙２
１の搬送に伴って、拍車２７Ｂも回転する。拍車２７Ｂは、記録部２６により直前に画像
記録が行われた記録用紙２１の面に接触するが、前述されたように、山形状の頂上でのみ
記録用紙２１に接触するので、記録画像を劣化させることがない。
【００２７】
　ＳＢローラ対２８は、第１搬送路１７の下側に配置された駆動ローラ２８Ａと、上側に
配置された拍車２８Ｂとを有する。詳細は後述されるが、駆動ローラ２８Ａは第１駆動モ
ータ４１から駆動伝達されて回転する。拍車２８Ｂは、駆動ローラ２８Ａに対して接離す
る方向へ移動可能に設けられており、かつ駆動ローラ２８Ａへ向かって弾性的に付勢され
ている。拍車２８Ｂは、円盤の周囲が山谷が交互に連続する形状とされたものであり、山
形状の頂上が記録用紙２１に接触する。拍車２８Ｂが記録用紙２１の厚み分だけ駆動ロー
ラ２８Ａから退避し、かつ記録用紙２１を駆動ローラ２８Ａへ付勢することにより、記録
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用紙２１が駆動ローラ２８Ａと拍車２８Ｂとの間に挟持される。そして、駆動ローラ２８
Ａが回転することにより、その回転方向に応じて記録用紙２１が搬送される。記録用紙２
１の搬送に伴って、拍車２８Ｂも回転する。拍車２８Ｂは、記録部２６により直前に画像
記録が行われた記録用紙２１の面に接触するが、前述されたように、山形状の頂上でのみ
記録用紙２１に接触するので、記録画像を劣化させることがない。
【００２８】
　ＤＸローラ対２９は、第２搬送路２０の下側に配置された駆動ローラ２９Ａと、上側に
配置された従動ローラ２９Ｂとを有する。詳細は後述されるが、駆動ローラ２９Ａは第２
駆動モータ４２から駆動伝達されて回転する。従動ローラ２９Ｂは、駆動ローラ２９Ａに
対して接離する方向へ移動可能に設けられており、かつ駆動ローラ２９Ａへ向かって弾性
的に付勢されている。従動ローラ２９Ｂが記録用紙２１の厚み分だけ駆動ローラ２９Ａか
ら退避し、かつ記録用紙２１を駆動ローラ２９Ａへ付勢することにより、記録用紙２１が
駆動ローラ２９Ａと従動ローラ２９Ｂとの間に挟持される。そして、駆動ローラ２９Ａが
回転することにより、その回転方向に応じて記録用紙２１が搬送される。記録用紙２１の
搬送に伴って、従動ローラ２９Ｂも回転する。従動ローラ２９Ｂは、記録部２６により直
前に画像記録が行われた記録用紙２１の面に接触する。従動ローラ２９Ｂが、請求項にお
ける従動ローラに相当する。
【００２９】
　記録部２６は、第１搬送路１７の上側に配置されたキャリッジ３１と下側に配置された
プラテン３２とを有する。キャリッジ３１には、インクジェット記録方式により画像記録
を行う記録ヘッド３５が、プラテン３２と対向した状態で搭載されている。キャリッジ３
１は、第１向き１０１と直交する方向へ記録ヘッド３５と共に往復動される。このキャリ
ッジ３１の往復動の間に、記録ヘッド３５からプラテン３２へ向かう向きへ微小なインク
滴が選択的に吐出される。吐出されたインク滴はプラテン３２上に支持された記録用紙２
１に着弾する。記録用紙２１の第１向き１０１への搬送と、キャリッジ３１の往復動とが
交互に繰り返されることにより、記録用紙２１に所望の画像が記録される。
【００３０】
　図３に示されるように、プリンタ部１１は、第１駆動モータ４１及び第２駆動モータ４
２を有する。第１駆動モータ４１及び第２駆動モータ４２は、正転及び逆転が可能なブラ
シレスＤＣモータである。
【００３１】
　第１駆動モータ４１の正転又は逆転は、伝達機構４３を介して、ＰＦローラ対２５、Ｅ
Ｘローラ対２７及びＳＢローラ対２８へ伝達される。図３においては、伝達機構４３が線
で示されているが、伝達機構４３は、ギヤ又はベルトにより構成されるギヤ列であり、ギ
ヤの枚数により、第１駆動モータ４１からＰＦローラ対２５、ＥＸローラ対２７及びＳＢ
ローラ対２８へ伝達される回転方向が設定されている。その結果、第１駆動モータ４１の
正転をＣＣＷ（反時計回り）、逆転をＣＷ（時計回り）とすると、第１駆動モータ４１の
正転は、ＰＦローラ対２５の駆動ローラ２５ＡへＣＣＷの回転として伝達され、ＥＸロー
ラ対２７及びＳＢローラ対２８の各駆動ローラ２７Ａ，２８ＡへＣＷの回転として伝達さ
れる。第１駆動モータ４１の逆転は、ＰＦローラ対２５の駆動ローラ２５Ａに対してＣＷ
の回転として伝達され、ＥＸローラ対２７及びＳＢローラ対２８の各駆動ローラ２７Ａ，
２８ＡへＣＣＷの回転として伝達される。また、ＰＦローラ対２５、ＥＸローラ対２７及
びＳＢローラ対２８の各駆動ローラの回転は同期されており、各駆動ローラがほぼ同じ周
速度で回転される。第１駆動モータ４１が、請求項における駆動モータに相当する。
【００３２】
　第２駆動モータ４２の正転又は逆転は、伝達機構４４を介して、給紙ローラ２３、中間
ローラ対２４及びＤＸローラ対２９へ伝達される。図３においては、伝達機構４４が線で
示されているが、伝達機構４４は、ギヤ又はベルトにより構成されるギヤ列であり、ギヤ
の枚数により、第２駆動モータ４２から給紙ローラ２３、中間ローラ対２４及びＤＸロー
ラ対２９へ伝達される回転方向が設定されており、また、振り子ギヤにより、第２駆動モ



(9) JP 2012-1332 A 2012.1.5

10

20

30

40

50

ータ４２から給紙ローラ２３又は中間ローラ対２４への駆動伝達又は切断が設定されてい
る。その結果、第２駆動モータ４２の正転をＣＣＷ、逆転をＣＷとすると、第２駆動モー
タ４２の正転は、給紙ローラ２３へＣＷの回転として伝達され、ＤＸローラ対２９の駆動
ローラ２９ＡへＣＷの回転として伝達される。そして、第２駆動モータ４２の正転は、中
間ローラ対２４へは伝達されない。第２駆動モータ４２の逆転は、中間ローラ対２４及び
ＤＸローラ対２９の各駆動ローラ２４Ａ，２９ＡへＣＣＷの回転として伝達される。そし
て、第２駆動モータ４２の逆転は、給紙ローラ２３へは伝達されない。なお、第１駆動モ
ータ４１及び第２駆動モータ４２のそれぞれにおける正転と逆転とは相対的な概念なので
、いずれがＣＣＷ又はＣＷであってもよい。
【００３３】
　第１駆動モータ４１から駆動伝達されてＳＢローラ対２８が記録用紙２１を第１向き１
０１へ搬送する搬送力Ｆ１は、第２駆動モータ４２から駆動伝達されてＤＸローラ対２９
が記録用紙２１を第３向き１０３へ搬送する搬送力Ｆ２より弱い（搬送力Ｆ１＜搬送力Ｆ
２）。
【００３４】
　なお、「搬送力」とは、ＳＢローラ対２８又はＤＸローラ対２９が記録用紙２１を挟持
して第１向き１０１又は第３向き１０３へ搬送するように回転したときに、その記録用紙
２１をＳＢローラ対２８又はＤＸローラ対２９の回転に抗して静止させるに必要な力、或
いは、ＳＢローラ対２８又はＤＸローラ対２９を回転しないように完全に固定した状態で
、ＳＢローラ対２８又はＤＸローラ対２９に挟持された被記録媒体を搬送ローラ対から引
き抜くために必要な力をいい、例えばニュートン単位で示される。この「搬送力」は、Ｓ
Ｂローラ対２８又はＤＸローラ対２９が記録用紙２１を挟持する力や、ＳＢローラ対２８
又はＤＸローラ対２９と記録用紙２１との摩擦力により変動する。
【００３５】
　本実施形態では、ＳＢローラ対２８の駆動ローラ２８Ａの外径より、ＤＸローラ対２９
の駆動ローラ２９Ａの外径が大きい。また、駆動ローラ２９Ａのローラ面に用いられてい
るゴムの硬度が、駆動ローラ２８Ａのローラ面に用いられているゴムの硬度より小さい。
その結果、記録用紙との接触面積は、駆動ローラ２８Ａより駆動ローラ２９Ａの方が大き
くなっている。
【００３６】
［プリンタ部１１の動作］
　以下、プリンタ部１１による画像記録が説明される。記録用紙２１の第１面のみに画像
記録が行われる場合は、給紙トレイ１５から給紙ローラ２３によって第１搬送路１７へ給
送された記録用紙２１が、中間ローラ対２４及びＰＦローラ対２５によってプラテン３２
上へ搬送される。キャリッジ３１と共に往復移動する記録ヘッド３５は、プラテン３２上
に一時停止された記録用紙２１に対してインクを選択的に吐出する。記録用紙２１の間欠
搬送とキャリッジ３１の往復動が繰り返されることにより、記録用紙２１の第１面に画像
が記録される。プラテン３２を通過した記録用紙２１は、ＥＸローラ対２７及びＳＢロー
ラ対２８によって、第１搬送路１７から排紙トレイ１６へ排出される。
【００３７】
　以下、記録用紙２１の第１面及び第２面に画像記録が行われる場合が説明される。第２
駆動モータ４２が正転（ＣＣＷ）されると、給紙ローラ２３がＣＷに回転し、ＤＸローラ
対２９の駆動ローラ２９ＡがＣＷに回転する。この給紙ローラ２３の回転により給紙トレ
イ１５から記録用紙２１が第１搬送路１７へ給送される。給送された記録用紙２１の先端
は、中間ローラ対２４へ到達する。中間ローラ対２４は、第２駆動モータ４２の正転（Ｃ
ＣＷ）は駆動伝達されずに停止している。停止している中間ローラ対２４に記録用紙２１
の先端が当接することによって、記録用紙２１の斜行が矯正される。
【００３８】
　記録用紙２１の先端が中間ローラ対２４へ到達すると、第２駆動モータ４２の回転が正
転（ＣＣＷ）から逆転（ＣＷ）に切り換えられる。これにより、中間ローラ対２４の駆動
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ローラ２４ＡがＣＣＷに回転し、ＤＸローラ対２９の駆動ローラ２９ＡがＣＣＷに回転す
る。中間ローラ対２４により記録用紙２１の先端側が挟持されて、記録用紙２１は、第１
搬送路１７を第１向き１０１へ搬送され、記録用紙２１の先端がＰＦローラ対２５へ到達
する。なお、記録用紙２１の先端が中間ローラ対２４へ到達したか否かは、第１搬送路１
７において中間ローラ対２４より第１向き１０１の上流側に配置されたセンサにより検知
し得るが、このセンサは図示されていない。
【００３９】
　ＰＦローラ対２５の駆動ローラ２５Ａは、第１駆動モータ４１の逆転（ＣＷ）によりＣ
Ｗに回転している。この駆動ローラ２５Ａの回転方向は、記録用紙２１を第２向き１０２
へ搬送する回転方向である。したがって、記録用紙２１の先端は、ＰＦローラ対２５に挟
持されることなく、ＰＦローラ対２５に当接する。これにより、記録用紙２１の斜行が矯
正される。
【００４０】
　記録用紙２１の先端がＰＦローラ対２５に到達すると、第２駆動モータ４２は逆転（Ｃ
Ｗ）されたままで、第１駆動モータ４１の回転が逆転（ＣＷ）から正転（ＣＣＷ）へ切り
換えられる。これにより、ＰＦローラ対２５の駆動ローラ２５ＡはＣＣＷに回転し、ＥＸ
ローラ対２７及びＳＢローラ対２８の各駆動ローラ２７Ａ，２８ＡはＣＷに回転する。こ
の各駆動ローラ２５Ａ，２７Ａ，２８Ａの回転方向は、記録用紙２１を第１向き１０１へ
搬送する回転方向である。ＤＸローラ対２９の駆動ローラ２９Ａは、記録用紙２１を第３
向きへ搬送する回転方向へ回転するが、このタイミングではＤＸローラ対２９は、記録用
紙２１を挟持することはない。
【００４１】
　なお、記録用紙２１の先端がＰＦローラ対２５へ到達したか否かは、第１搬送路１７に
おいてＰＦローラ対２５より第１向き１０１の上流側に配置されたセンサにより検知し得
るが、このセンサは図示されていない。
【００４２】
　図４に示されるように、ＰＦローラ対２５により記録用紙２１の先端側が挟持されて、
記録用紙２１が第１向き１０１へ搬送される。記録用紙２１の先端がプラテン３２へ到達
すると、第１駆動モータ４１が間欠して正転（ＣＣＷ）され、第２駆動モータ４２が間欠
して逆転（ＣＷ）される。この第１駆動モータ４１の間欠と第２駆動モータ４２の間欠と
は同期されている。これにより、中間ローラ対２４及びＰＦローラ対２５の各駆動ローラ
２４Ａ，２５ＡがＣＣＷへ間欠して回転し、ＥＸローラ対２７及びＳＢローラ対の各駆動
ローラ２７Ａ，２８ＡがＣＷへ間欠して回転する。この回転を受けて、記録用紙２１が第
１向き１０１へ間欠して搬送される。
【００４３】
　前述されたように、記録用紙２１の搬送が間欠している間に、キャリッジ３１が往復動
されて記録ヘッド３５から選択的にインク滴が吐出される。このインク滴が記録用紙２１
に着弾することにより、記録用紙２１の第１面に画像が記録される。
【００４４】
　第１面に画像記録が行われている記録用紙２１の後端は、第１搬送路１７を第１向き１
０１へ搬送されることにより、ＰＦローラ対２５を抜ける。そして、記録用紙２１の後端
がプラテン３２上を通過することにより、記録用紙２１の第１面への画像記録が終了する
。記録用紙２１の後端がプラテン３２上を通過すると、第１駆動モータ４１が連続して正
転（ＣＣＷ）され、第２駆動モータ４２が連続して逆転（ＣＷ）される。これにより、中
間ローラ対２４及びＰＦローラ対２５の各駆動ローラ２４Ａ，２５ＡがＣＣＷへ連続して
回転し、ＥＸローラ対２７及びＳＢローラ対の各駆動ローラ２７Ａ，２８ＡがＣＷへ連続
して回転する。この回転を受けて、記録用紙２１が第１向き１０１へ連続して搬送される
。なお、記録用紙２１の後端がプラテン３２上を通過したか否かは、第１搬送路１７にお
いてＰＦローラ対２５より第１向き１０１の上流側に配置されたセンサにより検知し得る
。
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【００４５】
　図５に示されるように、記録用紙２１の後端が第１搬送路１７の下流位置１８を通過し
、かつＳＢローラ対２８を通過する前に、第１駆動モータ４１及び第２駆動モータ４２が
停止される。これにより、記録用紙２１は、後端側がＳＢローラ対２８に挟持された状態
で停止される。このとき、記録用紙２１の先端側は、第１搬送路１７から排紙トレイ１６
側へ突出されている。なお、図５，６においては、第１搬送路１７から突出した記録用紙
２１の先端側が一部省略されている。また、記録用紙２１の後端が下流位置１８を通過し
たか否かは、第１搬送路１７において下流位置１８より第１向き１０１の上流側に配置さ
れたセンサにより検知し得るが、このセンサは図示されていない。
【００４６】
　続いて、第１駆動モータ４１が逆転（ＣＷ）され、第２駆動モータ４２が逆転（ＣＷ）
される。これにより、中間ローラ対２４及びＤＸローラ対２９の各駆動ローラ２４Ａ，２
９ＡがＣＣＷに回転し、ＰＦローラ対２５の駆動ローラ２５ＡがＣＷに回転し、ＥＸロー
ラ対２７及びＳＢローラ対２８の各駆動ローラ２７Ａ，２８ＡがＣＣＷへ回転する。この
回転を受けて、記録用紙２１が第１搬送路１７を第２向き１０２へ搬送される。
【００４７】
　図６に示されるように、第２向き１０２へ搬送されている記録用紙２１の先端が下流位
置１８へ到達すると、記録用紙２１の先端は第２搬送路２０へ進入する。この搬送経路の
切り換えは、下流位置１８にフラップが設けられ、所定のタイミングで回動されることに
より実現し得るが、このような搬送経路の切り換えは公知であるので、ここでは詳細な説
明が省略される。
【００４８】
　下流位置１８から第２搬送路２０へ進入した記録用紙２１の先端は、第３向き１０３へ
搬送されてＤＸローラ対２９へ到達する。ＤＸローラ対２９の駆動ローラ２９Ａは、ＣＣ
Ｗへ回転しているので、記録用紙２１の先端側はＤＸローラ対２９に挟持されて更に第３
向き１０３へ搬送される。
【００４９】
　第２搬送路２０を第３向きへ搬送された記録用紙２１の先端は、第１搬送路１７の上流
位置１９へ到達して、第１搬送路１７へ進入する。中間ローラ対２４の駆動ローラ２４Ａ
は、ＣＣＷへ回転しているので、記録用紙２１の先端側は中間ローラ対２４に挟持されて
第１搬送路１７を第１向き１０１へ搬送される。
【００５０】
　中間ローラ対２４により記録用紙２１の先端側が挟持されて、第１面が記録された記録
用紙２１は、第２面を湾曲外側とし、かつ第１面に画像記録がされたときとは先端と後端
とが逆になった姿勢で、第１搬送路１７を第１向きへ搬送される。そして、第２面を湾曲
外側とした記録用紙２１の先端（第１面に画像記録がされたときの後端）が、ＰＦローラ
対２５へ到達する。
【００５１】
　ＰＦローラ対２５の駆動ローラ２５Ａは、第１駆動モータ４１の逆転（ＣＷ）によりＣ
Ｗに回転している。この駆動ローラ２５Ａの回転方向は、記録用紙２１を第２向き１０２
へ搬送する回転方向である。したがって、記録用紙２１の先端は、ＰＦローラ対２５に挟
持されることなく、ＰＦローラ対２５に当接する。これにより、記録用紙２１の斜行が矯
正される。
【００５２】
　図７に示されるように、記録用紙２１の先端がＰＦローラ対２５に到達すると、第２駆
動モータ４２は逆転（ＣＷ）されたままで、第１駆動モータ４１の回転が逆転（ＣＷ）か
ら正転（ＣＣＷ）へ切り換えられる。これにより、ＰＦローラ対２５の駆動ローラ２５Ａ
はＣＣＷに回転し、ＥＸローラ対２７及びＳＢローラ対２８の各駆動ローラ２７Ａ，２８
ＡはＣＷに回転する。この各駆動ローラ２５Ａ，２７Ａ，２８Ａの回転方向は、記録用紙
２１を第１向き１０１へ搬送する回転方向である。また、ＤＸローラ対２９の駆動ローラ
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２９Ａは、記録用紙２１を第３向きへ搬送する回転方向へ回転する。
【００５３】
　記録用紙２１の搬送方向の寸法が、ＰＦローラ対２５から上流位置１９、第２搬送路２
０、下流位置１８を経てＳＢローラ対２８に至るまでの搬送経路の長さより長ければ、記
録用紙２１の先端側がＰＦローラ対２５により挟持されて第１向き１０１へ搬送されると
きに、記録用紙２１の後端側はＳＢローラ対２８により挟持されている。そうすると、Ｓ
Ｂローラ対２８は記録用紙２１の後端側を第１向き１０１へ搬送し、かつＤＸローラ対２
９は記録用紙２１を第３向き１０３へ搬送するので、ＳＢローラ対２８とＤＸローラ対２
９とによって記録用紙２１が引っ張り合われることになる。
【００５４】
　前述されたように、ＳＢローラ対２８が記録用紙２１を第１向き１０１へ搬送する搬送
力Ｆ１は、ＤＸローラ対２９が記録用紙２１を第３向き１０３へ搬送する搬送力Ｆ２より
弱い（搬送力Ｆ１＜搬送力Ｆ２）。したがって、ＳＢローラ対２８が記録用紙２１に対し
てスリップし、記録用紙２１はＤＸローラ対２９により第３向き１０３へ搬送される。こ
れにより、図８に示されるように、駆動ローラ２８ＡがＣＷへ回転するＳＢローラ対２８
に抗して、記録用紙２１の後端側が第２向き１０２へ抜け出る。記録用紙２１がプリンタ
部１１において両面印刷可能な最大サイズであったとしても、第１搬送路１７及び第２搬
送路２０は、記録用紙２１の先端側及び後端側をＳＢ搬送ローラ対２８が同時に挟持し得
ない長さであるので、記録用紙２１の後端側がＳＢローラ対２８を抜け出る前に、記録用
紙２１の先端がＳＢローラ対２８に到達することがない。
【００５５】
　そして、第２面を記録ヘッド３５に対向させて、記録用紙２１の先端がプラテン３２へ
到達すると、第１駆動モータ４１が間欠して正転（ＣＣＷ）され、第２駆動モータ４２が
間欠して逆転（ＣＷ）される。そして、第１面における画像記録と同様にして、記録用紙
２１の搬送が間欠している間に、キャリッジ３１が往復動されて記録ヘッド３５から選択
的にインク滴が吐出される。このインク滴が記録用紙２１に着弾することにより、記録用
紙２１の第２面に画像が記録される。
【００５６】
　記録用紙２１の第２面への画像記録が終了すると、第１駆動モータ４１が連続して正転
（ＣＣＷ）され、第２駆動モータ４２が連続して逆転（ＣＷ）される。これにより、中間
ローラ対２４及びＰＦローラ対２５の各駆動ローラ２４Ａ，２５ＡがＣＣＷへ連続して回
転し、ＥＸローラ対２７及びＳＢローラ対の各駆動ローラ２７Ａ，２８ＡがＣＷへ連続し
て回転する。この回転を受けて、記録用紙２１が第１向き１０１へ連続して搬送されて、
第１搬送路１７から排紙トレイ１６へ排出される。
【００５７】
［本実施形態の作用効果］
　前述されたように、プリンタ部１１によれば、いわゆる両面記録において、ＳＢローラ
対２８が記録用紙２１を第１向き１０１へ搬送するように回転し、ＤＸローラ対２９が記
録用紙２１を第３向き１０３へ搬送するように回転しても、ＳＢローラ対２８が記録用紙
２１を第１向き１０１へ搬送する搬送力Ｆ１は、ＤＸローラ対２９が記録用紙２１を第３
向き１０３へ搬送する搬送力Ｆ２より弱いので（搬送力Ｆ１＜搬送力Ｆ２）、ＳＢローラ
対２８が記録用紙２１に対してスリップし、記録用紙２１はＤＸローラ対２９により第３
向き１０３へ搬送され、記録用紙２１の後端がＳＢローラ対２８を第２向き１０２へ抜け
出る。これにより、装置がコストアップしたり搬送経路を長くしたりすることなく、搬送
方向に長寸の記録用紙２１に対して両面記録に適した搬送を円滑に行うことができる。
【００５８】
　また、ＤＸローラ対２９において、駆動ローラ２９Ａが、記録部２６により最初に画像
記録される記録用紙２１の第１面と反対側の第２面と対向する側に配置されているので、
搬送力Ｆ１＜搬送力Ｆ２となるように、駆動ローラ２９Ａが記録用紙２１に強く圧接され
たとしても、記録用紙２１の第１面に記録された画像を劣化させることがない。
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【００５９】
　また、ＳＢローラ対２８からＤＸローラ対２９へ至る第２搬送路２０の搬送経路が直線
状であるので、ＳＢローラ対２８とＤＸローラ対２９とによって記録用紙２１が引っ張り
合われることになっても、記録用紙２１が第２搬送路２０のガイド面などに押しつけられ
ることがない。これにより、第１面に記録された画像の劣化が生じず、また、記録用紙２
１の破損が生じることがない。
【００６０】
　また、第１搬送路１７における上流位置１９とＰＦローラ対２５との間に中間ローラ対
２５が設けられているので、ＳＢローラ対２８が記録用紙２１の後端側を第１向き１０１
へ搬送して、ＰＦローラ対２５による記録用紙２１の第１向き１０１への搬送に対して負
荷が生じたとしても、ＳＢローラ対２８からＰＦローラ対２５までの間に、ＤＸローラ対
２９及び中間ローラ対２４の２つのローラ対が記録用紙２１を挟持して第３向き１０３又
は第１向き１０１へ搬送するので、その負荷がＰＦローラ対２５の搬送精度に影響するこ
とが抑制される。
【００６１】
　前述された作用効果は、両面印刷が可能な最大の記録用紙２１の搬送方向に沿った寸法
が、ＰＦローラ対２５から上流位置１９、第２搬送路２０、下流位置１８を経てＳＢ搬送
ローラ対２８に至るまでの搬送経路の長さより長く設計されたプリンタ部１１において有
用である。
【００６２】
　また、第１搬送路１７及び第２搬送路２０は、両面印刷のために搬送される最大の記録
用紙２１の先端側及び後端側をＳＢ搬送ローラ対２８が同時に挟持し得ない長さであるの
で、両面印刷におけるジャムが防止される。
【００６３】
［変形例］
　前述された実施形態では、ＤＸローラ対２９の駆動ローラ２９Ａは、装置のフレームな
どに軸が固定されて回転するものとしたが、図９に示されるように、駆動ローラ２９Ａが
アーム３６の先端側に支持されていてもよい。
【００６４】
　詳細に説明するに、アーム３６は、先端側に駆動ローラ２９Ａを回転可能に支持し、そ
の先端側を基端側より第３向き１０３へ向かって第２搬送路２０へ突出させている。アー
ム３６は、基端側に設けられた軸３７を中心として回動可能である。このアーム３６の回
動により、駆動ローラ２９Ａは、従動ローラ２９Ｂと接離する方向へ移動可能である。
【００６５】
　本変形例においても、ＳＢローラ対２８の駆動ローラ２８Ａの外径より、ＤＸローラ対
２９の駆動ローラ２９Ａの外径が大きい。また、駆動ローラ２９Ａのローラ面に用いられ
ているゴムの硬度が、駆動ローラ２８Ａのローラ面に用いられているゴムの硬度より小さ
い。その結果、記録用紙との接触面積は、駆動ローラ２８Ａより駆動ローラ２９Ａの方が
大きくなっている。
【００６６】
　前述されたように、プリンタ部１１による両面記録において、ＳＢローラ対２８が記録
用紙２１を第１向き１０１へ搬送するように回転し、ＤＸローラ対２９が記録用紙２１を
第３向き１０３へ搬送するように回転すると、ＳＢローラ対２８とＤＸローラ対２９とに
よって記録用紙２１が引っ張り合われることになる。
【００６７】
　ＤＸローラ対２９の駆動ローラ２９ＡのＣＣＷの回転に抗して、記録用紙２１が第３向
き１０３と反対向きへ移動しようとすると、駆動ローラ２９Ａと記録用紙２１との摩擦に
より、アーム３６が時計回り（ＣＷ）１０４へ回動される。このアーム３６の回動により
、駆動ローラ２９Ａが記録用紙２１に一層強く押しつけられることとなり、駆動ローラ２
９Ａと記録用紙２１との摩擦力が増大する。搬送力Ｆ２は、このようなアーム３６の回動
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れる力が増大した状態において、記録用紙２１をＤＸローラ対２９の第３向きへの搬送に
対して静止させるために必要な力である。なお、搬送力Ｆ２は、アーム３６を回動自在に
させた状態においてＤＸローラ対２９の回動を固定して、アーム３６の回動により記録用
紙２１へ駆動ローラ２９Ａが圧接される力が増大した状態においてＤＸローラ対２９から
記録用紙２１を引き抜くための力として特定されてもよい。本変形例では、ＤＸローラ対
２９による搬送力Ｆ２は、ＳＢローラ対２８による搬送力Ｆ１の１０倍程度である。
【００６８】
　これにより、記録用紙２１の搬送方向の寸法が比較的短く、両面記録において、ＳＢロ
ーラ対２８とＤＸローラ対２９とによって記録用紙２１が引っ張り合われることがない場
合には、駆動ローラ２９Ａと従動ローラ２９Ｂとが圧接する力を比較的弱くして、ＤＸロ
ーラ対２９が記録用紙２１を強く挟持することを抑制できる。これにより、記録用紙２１
の第１面に対して従動ローラ２９Ｂが強く圧接されることがないので、第１面に記録され
た画像の劣化を一層抑制することができる。
【００６９】
　一方、記録用紙２１の搬送方向の寸法が長く、両面記録において、ＳＢローラ対２８と
ＤＸローラ対２９とによって記録用紙２１が引っ張り合う場合には、アーム３６の回動に
より駆動ローラ２９Ａと従動ローラ２９Ｂとが圧接する力が強くなり、ＤＸローラ対２９
が記録用紙２１を強く挟持することになる。これにより、ＤＸローラ対２９の搬送力Ｆ２
を大きくして、ＳＢローラ対２８が挟持する記録用紙２１の後端側を速やかに第３向き１
０３へ抜き取ることができる。
【符号の説明】
【００７０】
１１・・・プリンタ部（画像記録装置）
１７・・・第１搬送路
１８・・・下流位置
１９・・・上流位置
２０・・・第２搬送路
２１・・・記録用紙（被記録媒体）
２４・・・中間ローラ対（第４搬送ローラ対）
２５・・・ＰＦローラ対（第１搬送ローラ対）
２６・・・記録部
２８・・・ＳＢローラ対（第２搬送ローラ対）
２９・・・ＤＸローラ対（第３搬送ローラ対）
２９Ａ・・・駆動ローラ
２９Ｂ・・・拍車（従動ローラ）
３６・・・アーム
４１・・・第１駆動モータ（駆動モータ）
４３・・・伝達機構
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