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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印刷媒体の一方の面に対する液体の付着を行った後に前記印刷媒体の他方の面に対する
液体の付着を行うための前記印刷媒体の搬送を行う印刷装置であって、
　液体の付着量を前記一方の面の領域毎に判定する判定手段と、
　前記印刷媒体の所定部位を前記搬送の経路上の待機位置にて所定時間待機させる搬送待
機手段と、を備え、
　前記所定部位は前記判定手段によって液体の付着量が所定値以上と判定された領域を有
する部位であり、
　前記待機位置は前記一方の面に対する液体の付着により発生する前記印刷媒体の反りと
逆向きの反りを前記印刷媒体の前記所定部位に発生させる位置であることを特徴とする印
刷装置。
【請求項２】
　前記印刷媒体を搬送する方向における前記所定部位の一端が、支持部材によって挟持さ
れることにより前記印刷媒体を搬送する方向における前記所定部位の他端が所定の台面に
押し付けられる位置が、前記待機位置の少なくとも一つであることを特徴とする請求項１
に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記所定部位の全体が前記印刷媒体の表裏を反転させる反転ローラーに接触する位置が
、前記待機位置の少なくとも一つであることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
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印刷装置。
【請求項４】
　前記所定部位は、前記所定部位の少なくとも一方を支持部材にて挟持された状態で前記
一方の面に対する液体の付着が行われる領域を有する部位であり、
　前記所定部位の全体が前記印刷媒体の表裏を反転させる反転ローラーに接触する位置が
、前記待機位置の少なくとも一つであることを特徴とする請求項１～請求項３の何れか１
項に記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記待機位置においては、前記一方の面に対する液体の付着により発生する前記印刷媒
体の反りと逆向きの反りを前記印刷媒体に生じさせた状態に維持する支持部材が前記印刷
媒体を挟持する構成とされ、
　前記待機位置が複数有る場合に、前記一方の面に対する液体の付着により発生する前記
印刷媒体の反りと逆向きの反りであって各待機位置において発生する反りの曲率と、各待
機位置において前記支持部材が前記印刷媒体を挟持する前記印刷媒体の幅方向の範囲と、
各待機位置において前記支持部材が前記印刷媒体を挟持する圧力と、に応じて、いずれか
の待機位置が選択されることを特徴とする請求項１～請求項４の何れか１項に記載の印刷
装置。
【請求項６】
　印刷媒体の一方の面に対する液体の付着を行った後に前記印刷媒体の他方の面に対する
液体の付着を行うために前記印刷媒体の搬送を行う印刷方法であって、
　液体の付着量を前記一方の面の領域毎に判定する判定工程と、
　前記印刷媒体の所定部位を前記搬送の経路上の待機位置にて所定時間待機させる搬送待
機工程と、を備え、
　前記所定部位は前記判定工程において液体の付着量が所定値以上と判定された領域を有
する部位であり、
　前記待機位置は前記一方の面に対する液体の付着により発生する前記印刷媒体の反りと
逆向きの反りを前記印刷媒体の前記所定部位に発生させる位置であることを特徴とする印
刷方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は印刷装置および印刷方法に関し、特に印刷媒体の一方の面に対する液体の付着
を行った後に前記印刷媒体の他方の面に対する液体の付着を行うための前記印刷媒体の搬
送を行う印刷装置および印刷方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のプリンター等の印刷装置は、両面印刷機構を搭載したものも多く、最も普及して
いる両面印刷方式のプリンターは、１つの記録ヘッドと用紙反転機構とを搭載したタイプ
である。このようなプリンターでは、記録ヘッドで印刷用紙の一方の面に印刷した後、当
該印刷用紙の表裏を所定の搬送経路を通過させることにより反転させ、同じ記録ヘッドで
他方の面の印刷も行うようになっている。
【０００３】
　ここで、印刷用紙は、インクを付着されてインクを吸収すると印刷用紙の表面が膨潤す
る一方、当該印刷用紙表面以外の部位は膨潤しにくいため、印刷用紙の表面が膨らむよう
に反りを生じる現象（以下、「膨潤カール」とも呼ぶ。）が起こることが知られている。
膨潤カールを発生した用紙は、プリンター内部を搬送しているときにプリンター内部の部
材と接触する可能性があり、印刷品質への悪影響（擦過、汚れ、紙折れ等）が懸念される
。
【０００４】
　このような印刷品質への悪影響を回避するため、従来、大きく２種類の対策が講じられ
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ていた。１つ目は、表面への印刷が終了すると、裏面の印刷までに乾燥待機や温風ヒータ
による強制的な乾燥等を行うことにより、印刷用紙の膨潤カールを緩和するものである（
例えば、特許文献１参照）。２つ目は、膨潤カールの反りと逆方向の反りを印刷用紙に与
える機構を設けて、強制的に膨潤カールの反りを除去（以下、「デカール」とも呼ぶ。）
するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、膨潤カールは印刷の行われた部位に発生するものであるところ、上述し
た技術では、印刷用紙のどの部位に印刷が行われたかが考慮されていない。また、膨潤カ
ールの度合はインクに含まれる水分量や用紙の各部位に付着されるインク量に応じて変動
するが、上述した技術では、印刷用紙の各部位に付着されたインク量が考慮されていない
。
　また、乾燥待機を行っても膨潤カールを確実にデカールできるわけではなく、膨潤カー
ルの対策として不十分であった。また、温風ヒータで乾燥しても膨潤カールを確実にデカ
ールできるわけではなく、膨潤カールの対策として不十分であった。また、デカール用の
機構を別途設けるとコストアップや設計変更に繋がるし、当該機構を収容する余分の空間
が必要となる。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、少なくとも、デカールのための特別な機
構等を追加してコストアップすることなく、付着されたインク量に応じた適切なデカール
を行うことが可能な印刷装置および印刷方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
《請求項１》
　本発明の態様の１つは、印刷媒体の一方の面に対する液体の付着を行った後に前記印刷
媒体の他方の面に対する液体の付着を行うために前記印刷媒体の搬送を行う印刷装置であ
って、液体の付着量を前記一方の面の領域毎に判定する手段と、前記印刷媒体の所定部位
を前記搬送の経路上の待機位置にて所定時間待機させる搬送待機手段と、を備える構成と
される。ここで、前記所定部位は前記判定手段によって液体の付着量が所定値以上と判定
された領域を有する部位であり、前記待機位置は前記一方の面に対する液体の付着により
発生する前記印刷媒体の反りと逆向きの反りを前記印刷媒体の前記所定部位に発生させる
位置である。
【０００９】
　前記構成において、前記印刷媒体は平面状の媒体であって液体を付着させることができ
るものであればいかなるものであってもよく、紙系の印刷媒体（光沢紙、マット紙、普通
紙等）のみならず、塩化ビニルのように分厚い横断幕に使われるようなメディア、透明フ
ィルム等、が例示される。なお、前記印刷媒体の表面と裏面の一方が前記一方の面を構成
し、他方が前記他方の面を構成する。
　また、前記搬送は、前記一方の面に対して液体を付着させた液体吐出部（例えば、印刷
ヘッド等）が前記他方の面に対して液体を付着できるように前記印刷媒体の表裏を反転さ
せる搬送であってもよいし、前記一方の面に対して液体を付着させた液体吐出部とは異な
る他の液体吐出部が前記他方の面に対して液体を付着できる位置に前記印刷媒体を移動さ
せる搬送であってもよい。また、前記所定時間は、前記印刷媒体に発生した前記反りが解
消する程度の時間であればよく、例えば、前記印刷媒体に対する前記液体の定着に要する
時間としたり、当該時間から前記搬送に要する時間を除いた時間としたりすることができ



(4) JP 5838593 B2 2016.1.6

10

20

30

40

50

る。なお、前記所定時間は、前記一方の面に付着された液体量や液体種類、印刷媒体の種
類等、温度や湿度等の印刷環境、を考慮して決定してもよい。前記印刷媒体に発生する反
りは、一般的に、前記液体が付着された前記一方の面が膨らむ反りであるが、むろん、印
刷媒体の素材や液体の材料次第では逆の反りが発生する可能性を除外するものではない。
【００１０】
　前記構成によれば、前記一方の面の領域毎に判定された液体の付着量に基づいて、液体
の付着量が所定値以上と判定された領域を有する部位を前記所定部位に決定し、前記搬送
待機手段は、前記搬送が行われているときに、前記所定部位が前記待機位置にある状態で
前記搬送を所定時間待機させる。この待機が行われている間、液体を付着によって発生し
た反りのある前記所定部位は、当該反りと逆向きに反らされた状態となっており、待機が
終了して搬送が開始されるまでに、液体を付着によって発生した反りが解消する。このよ
うに、前記搬送の経路上の適切な位置で待機を行うことで前記反りを解消するため、反り
の解消のために新たな機構等を追加する必要が無い。また、液体の付着量が所定値を超え
た部位に対して前記待機を行うため、必要な場合に必要な箇所に対して前記反りの解消が
行われる。
【００１１】
《請求項２》
　本発明の態様の１つでは、前記印刷媒体を搬送する方向における前記所定部位の一端が
、支持部材によって挟持されることにより前記印刷媒体を搬送する方向における前記所定
部位の他端が所定の台面に押し付けられる位置が、前記待機位置の少なくとも一つである
。このように、前記所定部位の一端を支持部材にて挟持したときに他端が所定の台面に押
し付けられるよう挟持することにより、前記所定部位の一端から他端までの部位が、前記
押し付けられる方向とは逆の方向に確実に屈曲する（反りが発生する）。この屈曲は、前
記一方の面に対する液体の付着により発生する前記印刷媒体の反りと逆向きの反りである
ため、前記待機位置にて待機することにより、前記一方の面に対する液体の付着により発
生する前記印刷媒体の反りを解消することができる。
【００１２】
《請求項３》
　本発明の態様の１つでは、前記所定部位の全体が前記印刷媒体の表裏を反転させる反転
ローラーに接触する位置が、前記待機位置の少なくとも一つである。当該構成によれば、
反転ローラーの曲率に応じた反りが前記所定部位に発生し、前記待機位置にて待機するこ
とにより、前記一方の面に対する液体の付着により発生する前記印刷媒体の反りを解消す
ることができる。
【００１３】
《請求項４》
　本発明の態様の１つでは、前記所定部位は、前記所定部位の少なくとも一方を支持部材
にて挟持された状態で前記一方の面に対する液体の付着が行われる領域を有する部位であ
り、前記所定部位の全体が前記印刷媒体の表裏を反転させる反転ローラーに接触する位置
が、前記待機位置の少なくとも一つである。当該構成によれば、両端を固定された状態で
液体の付着が行われる部位についても、前記待機位置にて待機することにより、前記一方
の面に対する液体の付着により発生する前記印刷媒体の反りを適切に解消することができ
る。
【００１４】
《請求項５》
　本発明の態様の１つは、前記待機位置においては、前記一方の面に対する液体の付着に
より発生する前記印刷媒体の反りと逆向きの反りを前記印刷媒体に生じさせた状態に維持
する支持部材が前記印刷媒体を挟持する構成とされ、前記待機位置が複数有る場合に、前
記一方の面に対する液体の付着により発生する前記印刷媒体の反りと逆向きの反りであっ
て各待機位置において発生する反りの曲率と、各待機位置において前記支持部材が前記印
刷媒体を挟持する前記印刷媒体の幅方向の範囲と、各待機位置において前記支持部材が前
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記印刷媒体を挟持する圧力と、に応じて、いずれかの待機位置が選択される。当該構成に
よれば、印刷媒体に発生した反り（前記一方の面に対する液体の付着により発生する前記
印刷媒体の反り）に応じて、当該反りを解消するために最適な待機位置を複数の待機位置
から選択するための基準が提供される。
【００１５】
　なお、上述した印刷装置は、他の機器に組み込まれて実施されたり他の方法とともに実
施されたりする等の各種の態様を含む。また、本発明は上記印刷装置を備える印刷システ
ム、前記印刷装置の構成に対応した工程を有する印刷方法、前記印刷装置の構成に対応し
た機能をコンピューターに実現させるプログラム、当該プログラムを記録したコンピュー
ター読み取り可能な記録媒体、等としても実現可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】プリンターの外観図である。
【図２】用紙搬送機構における部材配置を断面的に示した図である。
【図３】給紙カセット１０から給紙される印刷用紙ＰＭの搬送経路を示す図である。
【図４】印刷用紙ＰＭのインク打込量の判定における領域を説明する図である。
【図５】自動用紙分離部ＡＤＦ２が給紙する印刷用紙ＰＭの搬送経路を示す図である。
【図６】反転給紙経路を示す図である。
【図７】紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの押圧方向を説明する図であ
る。
【図８】印刷用紙ＰＭに発生する膨潤カールの説明図である。
【図９】プリンター１００の制御にかかる電気的・ソフトウェア的構成を示すブロック図
である。
【図１０】搬送制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】各領域におけるインク打込量と待機位置との対応関係を説明する図である。
【図１２】後端領域のインク打込量がＶよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭの待機状態を示
す図である。
【図１３】後端領域のインク打込量がＶよりも小さくＷよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭ
の待機状態を示す図である。
【図１４】中間領域のインク打込量がＸよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭの待機状態を示
す図である。
【図１５】先端領域のインク打込量がＹよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭの待機状態を示
す図である。
【図１６】先端領域のインク打込量がＹよりも小さくＺよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭ
の待機状態を示す図である。
【図１７】デカール効果と、用紙に発生した反りに対して逆向きに発生された反りの曲率
と、の関係を説明する図である。
【図１８】デカール効果と、用紙に発生した反りを維持させる支持部材が紙を抑える圧力
と、の関係を説明する図である。
【図１９】デカール効果と、用紙に発生した反りを維持させる支持部材が用紙の幅方向に
おいて押圧する範囲と、の関係を説明する図である。
【図２０】ローラーと弾性体を用いた場合の一例を示す図である。
【図２１】温度や湿度に応じて膨潤カールの度合がどのように変化するかを示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、下記の順序に従って本発明の実施形態を説明する。
（１）印刷装置の構成：
（２）搬送制御処理：
（３）変形例：
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【００１８】
（１）印刷装置の構成： 
《プリンターの全体構成》
　図１には、プリンターの外観の一例を示してある。なお、以下では、同図に示す上下左
右前後を参照して部材の移動方向や取り付け位置等を説明するが、むろん、部材の移動方
向や取り付け位置等は設計に応じて適宜に変更される。同図において、プリンター１００
は、外観上、給紙カセット１０、手差しトレイ１１、スタッカ１２、操作パネル１３を備
えている。
【００１９】
　給紙カセット１０は、プリンター１００の前面下部において手前へ引き出し可能に設け
られ、内部には複数枚の印刷用紙ＰＭを収容することができる。給紙カセット１０をプリ
ンター１００の内部に収容すると、給紙カセット１０に収容された印刷用紙ＰＭに対する
印刷が可能となる。すなわち、操作パネル１３やプリンター１００に接続されたホスト装
置（不図示）によって給紙カセット１０に収容されている印刷用紙ＰＭへの印刷を指示さ
れると、後述する自動用紙分離部ＡＤＦ１が給紙カセット１０から１枚の印刷用紙ＰＭを
分離し、用紙搬送経路へ送り込むことが可能となる。ホスト装置は、例えば、プリンター
１００のドライバーをインストールされたコンピューターにより構成される。
【００２０】
　用紙搬送経路の途中には、左右に延びるガイド軸１５に沿って主走査方向（図１では、
左右方向）に往復動可能なキャリッジ１４が設けられており、主走査方向と直交する副走
査方向（図１では、前後方向）に搬送される印刷用紙ＰＭに対し、主走査方向に往復動し
つつ適宜のタイミングでインクを吐出して付着させることにより印刷用紙ＰＭの表面に文
字や画像を形成（印刷）する。文字や画像の形成が完了した印刷用紙ＰＭは、プリンター
１００の外部へと排出され、スタッカ１２に積層される。
【００２１】
　キャリッジ１４の下部には、インクを噴射（吐出）する記録ヘッド１４ａが設けられ、
さらに本体ケース内において記録ヘッド１４ａの下方にはプラテン２０ｋ（図２等参照）
が配置されている。プラテン２０ｋは、左右方向に長い台面を記録ヘッド１４ａに対面さ
せており、主走査の各位置において、記録ヘッド１４ａと台面とが等距離となるように形
成されている。従って、印刷用紙ＰＭは、プラテン２０ｋ上に載置されると、記録ヘッド
１４ａとインク付着対象部位との距離を一定に規定される。キャリッジ１４の上部には、
ブラック用およびカラー用の各インクカートリッジが着脱可能に装着されている。記録ヘ
ッド１４ａは、各インクカートリッジから供給される各色のインクを、各色用のノズルか
ら噴射する。
【００２２】
　手差しトレイ１１は、プリンター１００の上面後部に後傾した斜面として設けられ、当
該斜面に複数枚の印刷用紙ＰＭを積載することができる。操作パネル１３やプリンター１
００に接続されたホスト装置（不図示）によって手差しトレイ１１に積載されている印刷
用紙ＰＭへの印刷を指示されると、後述する自動用紙分離部ＡＤＦ２が手差しトレイ１１
から１枚の印刷用紙ＰＭを分離し、用紙搬送経路へ送り込み、上述の給紙カセット１０か
ら供給された印刷用紙ＰＭと同様に用紙搬送経路の途中で印刷が行われ、印刷が完了する
とスタッカ１２に積層される。
【００２３】
《用紙搬送機構の構成》 
　次に、用紙搬送機構について説明する。
　図２は、用紙搬送機構における部材配置を断面的に示した図である。同図は、プリンタ
ー１００の用紙搬送機構の要部を側面（図１では右側）から見て示した要部側面図であり
、用紙搬送機構の主要な構成の位置関係を概略的に示してある。同図に示すように、プリ
ンター１００は、分離ローラー２０ａ、分離ローラー２０ｂ、分離従動ローラー２０ｃ、
中間ローラー２０ｄ、中間従動ローラー２０ｅ，２０ｆ、紙送りローラー２０ｇ、紙送り
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従動ローラー２０ｈ、排紙ローラー２０ｉ、排紙従動ローラー２０ｊ、プラテン２０ｋ、
用紙検知センサー２０ｌ、を備えている。その他、用紙が所定の搬送経路で搬送されるよ
うにガイドする部材が各所に配置されており、図には太線で示してある。
【００２４】
《カセットからの給紙》 
　図３は、給紙カセット１０から給紙される印刷用紙ＰＭの搬送経路を示す図であり、図
４は後述する印刷用紙ＰＭのインク打込量の判定における領域を説明する図である。図３
において、給紙カセット１０から給紙される印刷用紙ＰＭの搬送経路は二点鎖線で示して
ある。なお、以下ではインク打込量のことをインクデューティーと記載することもある。
　給紙カセット１０からの給紙が選択されると、所定の機構により分離ローラー２０ａに
印刷用紙ＰＭが当接され、給紙カセット１０に収容された印刷用紙ＰＭの１枚が、分離ロ
ーラー２０ａの回転駆動（図３では反時計回り方向への駆動）により、中間ローラー２０
ｄと中間従動ローラー２０ｅの間に到達する。なお、分離ローラー２０ａや印刷用紙ＰＭ
を分離ローラー２０ａに当接させるための機構（不図示）等が自動用紙分離部ＡＤＦ１を
構成する。
【００２５】
　自動用紙分離部ＡＤＦ１が給紙した印刷用紙ＰＭは、主に中間ローラー２０ｄの順方向
回転駆動（図３では反時計回り方向の回転駆動）により、中間ローラー２０ｄと中間従動
ローラー２０ｅに押圧挟持されつつ搬送され、先端が中間ローラー２０ｄと中間従動ロー
ラー２０ｆの間に到達する（状態１－１）。さらに、中間ローラー２０ｄの順方向回転駆
動により、印刷用紙ＰＭは、途中までは中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｅの
間および中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｆの間に押圧挟持されつつ搬送され
、途中からは中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｆの間に押圧挟持されつつ搬送
され、先端が紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間に到達する（状態１
－２）。
【００２６】
　その後、印刷用紙ＰＭは、主に中間ローラー２０ｄと紙送りローラー２０ｇの順方向回
転駆動により、途中までは中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｅの間および紙送
りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間に押圧挟持されつつ搬送され、途中か
らは紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間に押圧挟持されつつ搬送され
、先端が排紙ローラー２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊの間に到達する（状態１－３）。
印刷用紙ＰＭの表面への印刷は、状態１－２から状態１－３の間に開始される。
【００２７】
　この状態１－２から状態１－３までに印刷対象とされる印刷用紙ＰＭ上の領域が、図４
に示す先端領域を構成する。ここで、状態１－２から状態１－３の間は、用紙の後端側を
紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈに挟持されているものの用紙の先端側
を保持されずに印刷される。従って、先端領域は、後述する膨潤カールが発生しやすいが
、印刷用紙ＰＭの中で最初に表面印刷を行われ最後に裏面印刷を行われるため、インクの
乾燥時間が比較的長く確保される。また、裏面印刷の搬送では末尾に位置するため、カー
ルが発生しても紙折れ等の不具合を生じにくい。
【００２８】
　その後、印刷用紙ＰＭは、主に紙送りローラー２０ｇと排紙ローラー２０ｉの順方向回
転駆動により、紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間および排紙ローラ
ー２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊの間に押圧挟持されつつ搬送され、印刷用紙ＰＭの後
端が紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間に到達する（状態１－４）。
印刷用紙ＰＭの表面への印刷は、状態１－３から状態１－４の間も続行される。
【００２９】
　この状態１－３から状態１－４までに印刷対象となる印刷用紙ＰＭの領域が図４に示す
中間領域を構成する。ここで、状態１－３から状態１－４の間は、用紙の先端側を排紙ロ
ーラー２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊに挟持され且つ後端側を紙送りローラー２０ｇと
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紙送り従動ローラー２０ｈに挟持された状態で印刷されるため、後述する膨潤カールが発
生しにくい。また中間領域は用紙の真ん中に位置するため元々カールが発生しにくい。
【００３０】
　その後、印刷用紙ＰＭは、主に排紙ローラー２０ｉの順方向回転駆動により、排紙ロー
ラー２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊの間に押圧挟持されつつ、少なくとも印刷用紙ＰＭ
の後端（もしくは印刷用紙ＰＭの表面の印刷領域の後端）が記録ヘッドによる記録範囲を
完全に通過して離脱するまで搬送される（状態１－５）。印刷用紙ＰＭの表面への印刷は
、状態１－４から状態１－５の間も続行される。
【００３１】
　この状態１－４から状態１－５までに印刷対象となる印刷用紙ＰＭの領域が図４に示す
後端領域を構成する。ここで、状態１－４から状態１－５の間は、用紙の先端側を排紙ロ
ーラー２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊに挟持されているものの用紙の後端側を保持され
ずに印刷される。従って、後端領域は、後述する膨潤カールが発生しやすい上、最後に表
面印刷を行われ最初に裏面印刷を行われるためインクの乾燥時間が短く、用紙の表裏を反
転した後は搬送の先端側に位置することから紙折れ等の不具合も発生しやすい。
【００３２】
　その後、表面印刷の場合は、主に排紙ローラー２０ｉの順方向回転駆動により、排紙ロ
ーラー２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊの間に押圧挟持されつつ搬送され、排紙ローラー
２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊの間を抜けるとスタッカ１２上に積載される。一方、両
面印刷の場合は、排紙ローラー２０ｉの逆方向回転駆動（図３では時計回り方向の回転駆
動）により、後述の図５に示す反転給紙が行われる。
【００３３】
《手差しトレイからの給紙》 
　図５は、自動用紙分離部ＡＤＦ２が給紙する印刷用紙ＰＭの搬送経路を示す図である。
同図において、自動用紙分離部ＡＤＦ２が給紙する印刷用紙ＰＭの搬送経路は二点鎖線で
示してある。
　手差しトレイ１１からの給紙が選択されると、所定の機構により分離ローラー２０ｂに
印刷用紙ＰＭが当接され、手差しトレイ１１に積載された印刷用紙ＰＭの１枚が、分離ロ
ーラー２０ｂの回転駆動（図５では時計回り方向への駆動）により、中間ローラー２０ｄ
と中間従動ローラー２０ｆの間に到達する。なお、分離ローラー２０ｂや印刷用紙ＰＭを
分離ローラー２０ｂに当接させるための機構（不図示）等が自動用紙分離部ＡＤＦ２を構
成する。
【００３４】
　さらに、主に中間ローラー２０ｄの順方向回転駆動により、印刷用紙ＰＭは、中間ロー
ラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｆの間に押圧挟持されつつ搬送され、先端が紙送りロ
ーラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間に到達する。なお、この状態は上述した給
紙カセット１０から給紙された印刷用紙ＰＭの状態１－２と同様であり、状態１－２以後
は、上述した給紙カセット１０から給紙された印刷用紙ＰＭと同様の搬送が行われる。
【００３５】
《反転給紙》 
　次に、両面印刷を行う場合の用紙反転ならびに反転した用紙への印刷について説明する
。
　図６は、反転給紙経路を示す図である。同図に置いて、反転給紙経路は二点鎖線で示し
てある。反転給紙が開始されると、印刷用紙ＰＭは、排紙ローラー２０ｉの逆方向回転駆
動（図６では時計周り方向の回転駆動）により、排紙ローラー２０ｉと排紙従動ローラー
２０ｊとの間に押圧挟持されつつ搬送され、後端が紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ロ
ーラー２０ｈの間に到達し、後端が紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈと
の間に挟持された状態となる。
【００３６】
　図７は、紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの押圧方向を説明する図で
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ある。なお、図７では、印刷用紙ＰＭを一点鎖線で示しており、図７以後の図でも印刷用
紙ＰＭを図面に示す場合は一点鎖線で示すことにする。図７に示すように、紙送りローラ
ー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの印刷用紙ＰＭに対する押圧方向は、図中の上下鉛
直方向から反時計回りに傾いており、紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈ
との間に挟持された部位よりプラテン側にある印刷用紙ＰＭがプラテンの表面に押し付け
られた状態になる。このとき、印刷用紙ＰＭは図中下向きに反り、当該反りの現れる箇所
に重複する部位に後述のデカール効果が現れ、当該反りの現れる箇所にデカール対象とな
る箇所を位置させた状態を待機位置Ａと呼ぶ。
【００３７】
　次に、印刷用紙ＰＭは、主に排紙ローラー２０ｉと紙送りローラー２０ｇと中間ローラ
ー２０ｄの逆方向回転駆動により、排紙ローラー２０ｉと排紙従動ローラー２０ｊの間お
よび紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間に押圧挟持されつつ搬送され
、途中からは紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの間に押圧挟持されつつ
搬送されて後端が中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｅの間に到達し、さらに、
中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｅの間に押圧挟持されつつ搬送されて後端が
中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｆの間に到達する。このように搬送される中
で、印刷用紙ＰＭが中間ローラー２０ｄに巻きかかった状態が発生するが、このとき、中
間従動ローラー２０ｅと中間従動ローラー２０ｆの少なくとも一方によって印刷用紙ＰＭ
の特定領域を中間ローラー２０ｄの曲面に押しつけた状態を待機位置Ｂと呼ぶ。なお、特
定領域は、上述した中間領域，後端領域，先端領域の何れかを指す。
【００３８】
　その後、印刷用紙ＰＭは、主に中間ローラー２０ｄの逆方向回転駆動により、中間ロー
ラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｅの間および中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー
２０ｆの間に押圧挟持されつつ搬送されて後端が紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ロー
ラー２０ｈの間に到達する。このようにして紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー
２０ｈの間まで搬送された印刷用紙ＰＭは、先に印刷されたときと表裏が反転して裏面を
上に向けており、紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈによって印刷用紙Ｐ
Ｍを徐々に左方に送る副走査を行いつつキャリッジを適宜に移動させながら記録ヘッドか
ら適宜にインクを吐出することにより、印刷用紙ＰＭの裏面に対して印刷を行う。
【００３９】
　以上のように、印刷用紙ＰＭの裏表を反転させる際に利用される中間ローラー２０ｄは
、本実施形態において反転ローラーを構成する。なお、以上説明した各状態や各待機位置
に印刷用紙ＰＭを搬送する際に利用されるローラーは、印刷用紙ＰＭの長さに応じて異な
ってくることは言うまでもない。
【００４０】
《膨潤カール発生理由と待機の必要性》 
　図８は、印刷用紙ＰＭに発生する膨潤カールの説明図である。図８（ａ）に示すように
、反転給紙経路に送られる印刷用紙ＰＭは、直前に行われた表面に対する印刷によって表
面にインクが付着され、図８（ｂ）に示すように、表面が膨潤して膨潤カールが起こる。
そのため、図８（ｃ）に示すように、用紙反転した後で裏面に印刷を行う際にプラテン２
０ｋ上で浮き上がることがあり、裏面印刷品質に影響を与える。具体的には、例えば、記
録ヘッドと擦れることで汚れたり、接触して紙折れしたり、記録ヘッドと印刷用紙ＰＭ表
面との距離変動による印刷ムラ、等が発生する可能性がある。むろん、反転給紙の際に先
頭で搬送される印刷用紙ＰＭの後端側で膨潤カールが発生すると、記録ヘッド以外の部材
と搬送経路中で干渉して同様の擦れ、汚れ、紙折れ等が発生する可能性もある。このよう
な裏面印刷品質の低下を防止するため、本実施形態では、反転給紙経路上の所定位置で後
述の待機を行う。
【００４１】
《印刷装置の電気的構成》 
　図９は、プリンター１００の制御にかかる電気的・ソフトウェア的構成を示すブロック
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図である。なお、同図には後述の搬送待機に関係する構成を示しており、その他の印刷制
御にかかる構成は本発明の要旨を逸脱しない範囲で公知技術から適宜に採用することがで
きる。同図において、プリンター１００は、プリンター１００の全体を制御部３０と、記
憶部３１と、Ｉ／Ｆ３２と、キャリッジモーター３３と、記録ヘッド１４ａと、搬送モー
ター３４と、紙検出センサー２０ｌと、を備えている。記憶部３１には、各領域毎に、イ
ンク打込量の大小に応じて決定される待機位置との対応関係が記憶されている。Ｉ／Ｆ３
２にはホスト装置が接続されており、プリンター１００は、当該ホスト装置から入力され
る印刷データに基づいて印刷を行ったり、当該ホスト装置からの指示により片面印刷と両
面印刷との切換え等の印刷設定が行われたりする。
【００４２】
　制御部３０は、プリンター１００の全体を制御するものであり、例えば、ＲＯＭに記憶
された制御プログラムをＲＡＭに展開しつつＣＰＵが演算を行うことによりソフトウェア
的に実現されてもよいし、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）等の
ようにハードウェア的に実現されてもよい。制御部３０は、例えば、制御プログラムを実
行することにより、記憶部３１と、Ｉ／Ｆ３２と、キャリッジモーター３３と、記録ヘッ
ド１４ａと、搬送モーター３４と、紙検出センサー２０ｌとを制御し、以下の搬送制御処
理を実行する。
【００４３】
（２）搬送制御処理： 
　図１０は、搬送制御処理の流れを示すフローチャートである。当該処理は、印刷が指示
されたときに実行される。処理が開始されると両面印刷か否かを判断する（Ｓ１０）。こ
こで、指示された印刷が片面印刷の場合は（Ｓ１０；Ｎｏ）通常の搬送制御処理を行い（
Ｓ９０）、表面に対する印刷が完了すると、排紙ローラー２０ｉの駆動により、印刷用紙
ＰＭがスタッカ１２に排出されて積層される（Ｓ８０）。一方、指示された印刷が両面印
刷の場合は（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、まず、表面印刷について通常の搬送制御処理を行う（Ｓ
２０）。
【００４４】
　その間／その前後いずれか／またはこれらの任意の組み合わせのタイミングで、上述し
た中間領域，後端領域，先端領域のそれぞれについて表面の印刷におけるインク打込量を
取得する（Ｓ３０）。インク打込量は、各領域に付着されるインク量を合計して平均化す
ることにより求めてもよいが、推定値として求めてもよく、例えば、公知の各種の手法に
よって計算されるインクカバレッジ量をインク打ち込み量として利用してもよい。また、
なお、当該インク打込量は、印刷の指示を当該プリンター１００に行うホスト装置（不図
示）において予め算出し、当該ホスト装置からプリンター１００に送信されるようにして
もよい。当該ステップＳ３９を実行する制御部３０が本実施形態において判定手段を構成
する。
【００４５】
　次に、インク打込量に基づいて待機位置を決定する（Ｓ４０）。
　図１１は、各領域におけるインク打込量と待機位置との対応関係を説明する図である。
図１１に示す対応関係に相当するデータは、例えば、記憶部３１に記憶されている。
　本実施形態においては、後端領域の単位面積あたりのインク打込量Ｄｂを、高デューテ
ィーと、中デューティーと、低デューティーの３つに分類し、分類結果に基づき、後端領
域を含む印刷用紙ＰＭの部位を、待機位置Ａにおいて待機させるか、待機位置Ｂにおいて
待機させるか、待機を行わないか、のいずれかに決定する。ここで、後端領域については
、高デューティーと中デューティーの閾値をＶとし、中デューティーと低デューティーの
閾値をＷとする。
【００４６】
　また、中間領域の単位面積あたりのインク打込量Ｄａは、高デューティーと、中・低デ
ューティーの２つに分類し、分類結果に基づき、中間領域を含む印刷用紙ＰＭの部位を、
待機位置Ｂにおいて待機させるか、待機を行わないか、のいずれかに決定する。ここで、
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中間領域については、高デューティーと中・低デューティーの閾値をＸとする。なお、中
間領域は後述するようにインク打込量Ｄａが多くても後端領域や先端領域に比べて膨潤カ
ールによる影響が小さいため、後端領域や下記の先端領域よりも分類数を少なくし、高デ
ューティーであってもデカール効果が低めの待機位置としてある。
【００４７】
　また、先端領域の単位面積あたりのインク打込量Ｄｃは、高デューティーと、中デュー
ティーと、低デューティーの３つに分類し、分類結果に基づき、先端領域を含む印刷用紙
ＰＭの部位を、待機位置Ａにおいて待機させるか、待機位置Ｂにおいて待機させるか、待
機を行わないか、のいずれかに決定する。ここで、先端領域については、高デューティー
と中デューティーの閾値をＹとし、中デューティーと低デューティーの閾値をＺとする。
【００４８】
　図１２は、後端領域のインク打込量ＤｂがＶよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭの待機状
態を示す図である。同図に示すように、後端領域を待機位置Ａにて待機させると、図４で
示した印刷用紙ＰＭの末尾側の端部が紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈ
との間に挟持された状態で待機されることになる。後端領域は、表面印刷において搬送の
末尾側に位置し、その後の反転給紙では搬送の先頭側に位置するためである。そして、後
端領域は、紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの挟持位置よりもプラテン
２０ｋ側にある印刷用紙ＰＭが下向きに反ることになる。すなわち、表面印刷においてイ
ンクの膨潤によりカールした向きと逆向きの反りが、後端領域に発生する。
【００４９】
　図１３は、後端領域のインク打込量ＤｂがＶよりも小さくＷよりも大きい場合の印刷用
紙ＰＭの待機状態を示す図である。同図に示すように、後端領域を待機位置Ｂにて待機さ
せると、図４で示した印刷用紙ＰＭの後端側の端部が中間ローラー２０ｄと中間従動ロー
ラー２０ｅにより押圧挟持される。そして、後端領域には、中間ローラー２０ｄの曲面に
沿った反りが発生し、この反りは、表面印刷においてインクの膨潤によりカールした向き
と逆向きの反りである。
【００５０】
　図１４は、中間領域のインク打込量ＤａがＸよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭの待機状
態を示す図である。同図に示すように、中間領域を待機位置Ｂにて待機させると、図４で
示した後端領域と中間領域の境界付近が中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｆに
より押圧挟持され、中間領域と先端領域の境界付近が中間ローラー２０ｄと中間従動ロー
ラー２０ｅにより押圧挟持される。そして、中間領域には、中間ローラー２０ｄの曲面に
沿った反りが発生し、この反りは、表面印刷においてインクの膨潤によりカールした向き
と逆向きの反りである。
【００５１】
　図１５は、先端領域のインク打込量ＤｃがＹよりも大きい場合の印刷用紙ＰＭの待機状
態を示す図である。同図に示すように、先端領域を待機位置Ａにて待機させると、図４で
示した印刷用紙ＰＭの中間領域と先端領域の境界付近が紙送りローラー２０ｇと紙送り従
動ローラー２０ｈとの間に挟持された状態で待機されることになる。中間領域は、表面印
刷において搬送の先頭側に位置し、その後の反転給紙では搬送の末尾側に位置するためで
ある。そして、先端領域は、紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈの挟持位
置よりもプラテン２０ｋ側にある印刷用紙ＰＭが下向きに反ることになる。すなわち、表
面印刷においてインクの膨潤によりカールした向きと逆向きの反りが、先端領域に発生す
る。
【００５２】
　図１６は、先端領域のインク打込量ＤｃがＹよりも小さくＺよりも大きい場合の印刷用
紙ＰＭの待機状態を示す図である。同図に示すように、先端領域を待機位置Ｂにて待機さ
せると、図４で示した印刷用紙ＰＭの先端領域が中間ローラー２０ｄと中間従動ローラー
２０ｅにより押圧挟持される。そして、先端領域には、中間ローラー２０ｄの曲面に沿っ
た反りが発生し、この反りは、表面印刷においてインクの膨潤によりカールした向きと逆



(12) JP 5838593 B2 2016.1.6

10

20

30

40

50

向きの反りである。
【００５３】
　すなわち、同じ部位であってもインク打ち込み量が多いほどデカール効果の高い位置に
て待機を行い、インク打ち込み量が同じであっても用紙の搬送方向において端部を含んで
形成される領域は用紙の端部を含まずに形成される領域よりもデカール効果の高い位置に
て待機を行うようになっている。
【００５４】
　ここで、デカール効果とは、用紙に発生した反りを解消する効果のことであり、基本的
には、用紙に発生した反りに対して逆の反りを発生させることにより紙に発生した反り（
カール）を解消（デカール）する効果を指す。すなわち、待機位置Ａ，Ｂでは用紙に発生
した反りと逆方向の反りが発生する。ただし、このデカール効果の度合いはその他の要因
にも依存し、例えば、用紙に発生した反りと逆向きに発生された反りの曲率、当該反りを
維持させる支持部材が紙を抑える圧力、当該支持部材が用紙の幅方向（用紙の搬送方向に
直交する方向）において押圧する範囲、に応じて変化する。
【００５５】
　図１７は、デカール効果と、用紙に発生した反りに対して逆向きに発生された反りの曲
率と、の関係を説明する図である。同図（ａ）に示す待機位置Ａにおける印刷用紙ＰＭに
発生する反りの曲率Ｒａは、同図（ｂ）に示す待機位置Ｂにおける印刷用紙ＰＭに発生す
る反りの曲率Ｒｂよりも大きく、用紙に発生した反りの曲率に応じたデカール効果は待機
位置Ａよりも待機位置Ｂの方が強くなっている。すなわち、デカール効果は、用紙に発生
した反りと逆向きに発生された反りの曲率が小さいほど強く、用紙に発生した反りと逆向
きに発生された反りの曲率が大きいほどほど弱くなる。ただし、後述の用紙に発生した反
りを維持させる支持部材が紙を抑える圧力や、用紙に発生した反りを維持させる支持部材
が用紙の幅方向において押圧する範囲に応じたデカール効果との兼ね合いで、結果として
待機位置Ａの方が待機位置Ｂよりもデカール効果が強くなる。
【００５６】
　図１８は，デカール効果と、用紙に発生した反りを維持させる支持部材が紙を抑える圧
力と、の関係を説明する図である。同図（ａ）に示す待機位置Ａにおける印刷用紙ＰＭを
挟持している紙送りローラー２０ｇと紙送り従動ローラー２０ｈとが印刷用紙ＰＭを挟持
する圧力Ｐａは、同図（ｂ）に示す待機位置Ｂにおける印刷用紙ＰＭを挟持している中間
ローラー２０ｄと中間従動ローラー２０ｅもしくは中間ローラー２０ｄと中間従動ローラ
ー２０ｆとが印刷用紙ＰＭを挟持する圧力Ｐｂよりも強く、用紙に発生した反りを維持さ
せる支持部材が紙を抑える圧力に応じたデカール効果は、待機位置Ｂよりも待機位置Ａの
方が強くなっている。すなわち、デカール効果は、用紙に発生した反りを維持させる支持
部材が紙を抑える圧力が強いほど強く、用紙に発生した反りを維持させる支持部材が紙を
抑える圧力が弱いほど弱くなる。
【００５７】
　図１９は、デカール効果と、用紙に発生した反りを維持させる支持部材が用紙の幅方向
において押圧する範囲と、の関係を説明する図である。同図に示すように、待機位置Ａの
紙送りローラー２０ｇや待機位置Ｂの中間ローラー２０ｄは印刷用紙ＰＭの全範囲に当接
する幅を有しているが、待機位置Ａの紙送り従動ローラー２０ｈは印刷用紙ＰＭの一部に
当接するローラーを用紙の幅方向に複数コマ配置して印刷用紙ＰＭを押圧しているのに対
し、待機位置Ｂにかかる中間従動ローラー２０ｅや中間従動ローラー２０ｆは印刷用紙Ｐ
Ｍの一部に当接するローラーを略中央位置に１コマだけ配置して印刷用紙ＰＭを押圧して
いる。すなわち、用紙に発生した反りを維持させる支持部材の用紙の幅方向において押圧
する範囲は、待機位置Ｂよりも待機位置Ａの方が広くなっている。その結果、用紙に発生
した反りを維持させる支持部材が用紙の幅方向において押圧する範囲に応じたデカール効
果は、待機位置Ｂよりも待機位置Ａの方が強くなる。すなわち、デカール効果は、用紙に
発生した反りを維持させる支持部材が用紙の幅方向において押圧する範囲が広いほど強く
、用紙に発生した反りを維持させる支持部材が用紙の幅方向において押圧する範囲が狭い
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ほど弱くなる。
【００５８】
　次に、表面印刷が完了したか否かを判断する（Ｓ５０）。表面印刷が完了していない場
合は（Ｓ５０：Ｎｏ）表面印刷が完了するまで待機し、表面印刷が完了している場合は（
Ｓ５０：Ｙｅｓ）、ステップＳ４０にて決定された待機位置で待機を行いつつ、裏面印刷
が可能な位置まで印刷用紙ＰＭを搬送する（Ｓ６０）。本実施形態においては、当該搬送
は用紙の反転給紙に相当する。
【００５９】
　待機位置の特定は、例えば、図９に示す紙検出センサー２０ｌと各ローラーを駆動する
搬送モーター３４の駆動ステップ数にて特定することができる。より具体的な一例を挙げ
ると、用紙検出手段にて用紙の先端が検出されてから、各ローラーのＰＷＭ駆動を何ステ
ップ行えば待機位置に到達するかを示すデータが予め用意されており、当該データに基づ
く搬送駆動を行うことにより、所望の位置にて印刷用紙ＰＭの搬送を停止させることがで
きる。むろん、印刷用紙ＰＭの搬送されている位置を直接に検出する手段を待機位置付近
に設けて待機位置へ用紙が到達したことを検出し、搬送を停止させてもかまわない。なお
、本実施形態では、各待機位置において待機開始から搬送再開までの待機時間は一定とし
てある。
【００６０】
　裏面印刷が可能な位置まで印刷用紙ＰＭを搬送すると、裏面印刷のための搬送制御を行
う（Ｓ７０）。すなわち、裏面印刷のための搬送制御を行いつつ、搬送制御と連動して行
われる記録ヘッドやキャリッジの駆動によって裏面印刷が行われる。なお、例えば、裏面
印刷の行われる場所と待機位置との位置関係次第では、裏面印刷を行いつつ裏面印刷のた
めの搬送を行っている間に、裏面印刷を行っていない他の部位が待機位置に差し掛かる場
合もある。このような場合は、裏面印刷の途中で待機対象部位が待機位置に来た時点で裏
面印刷を一時停止し、待機時間の経過後に裏面印刷を再開するように構成することもでき
る。裏面印刷が完了すると、排紙ローラー２０ｉの駆動により、印刷用紙ＰＭがスタッカ
１２に排出されて積層される（Ｓ８０）。
【００６１】
　以上説明したように、本実施形態では、印刷用紙ＰＭの表面に印刷を行った後に印刷用
紙ＰＭの裏面に印刷を行うために用紙の表裏を反転させるための搬送において、印刷用紙
ＰＭの表面に対するインクの付着量を表面の領域毎に判定し、上記搬送の経路上であって
、印刷用紙ＰＭの表面に対するインクの付着により発生する印刷媒体の膨潤カールの反り
と逆向きの反りを、インクの付着量が所定値以上と判定された領域を有する印刷用紙ＰＭ
の部位に発生させる所定位置において、上記印刷媒体の搬送を所定時間待機させるように
してある。よって、少なくとも、プリンター１００に対して機構等を追加することなく、
付着されたインク量に応じた適切なデカールを行うことが可能となる。
【００６２】
（３）変形例： 
（３－１）変形例１：
　上述した実施形態では、インク打ち込み量に応じて使い分けるデカール効果の度合いを
３段階（待機位置Ａ、待機位置Ｂ、待機しない）としたが、むろん、インク打ち込み量に
応じて使い分けるデカール効果の度合いを４段階以上としてもよく、例えば、待機位置を
３箇所以上設けることによりデカール効果の度合いを４段階以上としてもよい。
【００６３】
（３－２）変形例２：
　上述した実施形態や変形例では、複数の待機位置を使い分けることにより複数のデカー
ル効果を実現したが、待機時間を変更することにより複数のデカール効果を実現してもよ
い。すなわち、同じ待機位置であっても、インク打ち込み量の多い領域を有する部位を待
機させる場合は待機時間を長くし、インク打ち込み量の少ない領域を有する部位を待機さ
せる場合は待機時間を短くする。このように待機時間を様々にした待機を行うことにより
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、例えば、デカール効果のある待機位置が少ない場合にも複数レベルのデカールを印刷用
紙ＰＭに適用することができる。むろん、待機位置と待機時間とを適宜に組み合わせるこ
とにより、インク打ち込み量に応じた適切なデカールを行うことができる。
【００６４】
（３－３）変形例３：
　上述した実施形態や変形例では、各領域ごとに待機の必要性を判断していたが、複数領
域について待機が必要な場合は、各領域独立に待機位置と待機時間とを設定してもよいし
、他の領域に対してデカールのための待機している時間を考慮して、他の領域に対する待
機時間を短縮してもよい。
【００６５】
（３－４）変形例４：
　上述した実施形態や変形例で説明したように、インク打ち込み量が多いほどデカール効
果の強い待機を行い、インク打ち込み量が少ないほどデカール効果が小さくなる待機を行
う。すなわち、印刷モードが速度優先の場合と画質優先の場合とを比較すると、同じ画像
を印刷する場合でも、速度優先の場合はデカール効果の弱い待機位置（又は待機を行わな
い）となり、画質優先の場合はデカール効果の強い待機位置となる。
【００６６】
（３－５）変形例５：
　以上説明した実施形態や変形例では、印刷用紙ＰＭを反転させている間に印刷用紙ＰＭ
を反転給紙経路上に維持するための部材として、ローラーと従動ローラーとを用いている
が、ローラーと弾性体等のような付勢部材を用いてもよい。図２０に、ローラーと弾性体
を用いた場合の一例を示す。同図では、中間ローラーに弾性体を適用した場合を示してあ
る。同図に示すように、中間ローラー２０ｄはゴムなどの摩擦力の高い部材で形成されて
おり、中間ローラー２０ｄの回転に伴い当該中間ローラー２０ｄに巻きまわされた印刷用
紙ＰＭが搬送される。このとき、弾性体が、印刷用紙ＰＭを中間ローラー２０ｄのローラ
ー面に押し付けることにより、印刷用紙ＰＭを反転給紙経路上に維持する付勢部材として
の役割を担っている。
【００６７】
（３－６）変形例６：
　上述した実施形態や変形例においては、ローラーで印刷用紙ＰＭを搬送するプリンター
を例にとって説明したが、むろん、ベルト駆動にて印刷用紙ＰＭを搬送するプリンターに
おいても本発明は適用可能である。また、上述した実施形態では印刷用紙ＰＭの反転経路
を、中間ローラー２０ｄが規定していたが、この反転経路を曲面にて規定し、ローラーに
て当該反転経路上を印刷用紙ＰＭが曲面に沿って移動させるようにすることもできる。ま
た、ローラーの数も適宜に変更することができる。
【００６８】
（３－７）変形例７：
　上述した実施形態や変形例では、印刷用紙ＰＭの表面におけるインク打込量に基づいて
、各領域に適切なデカール効果が適用されるように待機位置や待機時間を調整していたが
、インク打込量に加えて温度や湿度等の印刷環境を考慮して待機位置や待機時間を決定し
てもよい。図２１は、温度や湿度に応じて膨潤カールの度合がどのように変化するかを示
すグラフである。同図に示すように、温度が高くなるほど膨潤カールの反りが小さくなり
、湿度が高くなるほど膨潤カールの反りが小さくなる傾向がある。従って、温度が高くな
るほど図１１に示した閾値を低くし、湿度が高くなるほど図１１に示した閾値を低くする
ことにより、より適切なデカール効果を得ることができることが分かる。なお、温度や湿
度は、プリンター１００が温度センサーや湿度センサーを備えることにより検出すること
ができる。
【００６９】
（３－８）変形例８：
　上述した実施形態や変形例では、表面に対するインク打込量に基づいて待機位置や待機
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の有無を決定していたが、いずれかの領域において、表面に対するインク打込量が上述し
たデューティーの閾値を超えた場合であって裏面に印刷パターンが無い場合は、当該領域
を有する部位については待機を行わないようにしてもよい。このように、表面印刷によっ
て膨潤カールが発生する領域であっても、当該領域の裏側に対して行われる裏面印刷の印
刷品質に対する影響が少ない場合は待機を行わず、印刷速度（搬送速度）を優先してもよ
い。
【００７０】
（３－９）変形例９：
　上述した実施形態や変形例では、領域単位でインク打込量を評価しているが、１つの領
域内であっても、インク打込量の多い部分と少ない部分とが並存する可能性もある。
このような場合には、印字部分と非印字部分の面積比率に応じて、単位面積当りのインク
打込量と、領域全体での平均的なインク打込量とを、適宜に切換えて各領域のインク打込
量とする。狭い領域でインク打込量が多い（局所的にインク打込量が高い）場合は当該領
域の待機位置をデカール効果の強い位置とし、広い領域でインク打込量が多い（領域の全
体的にインク打込量が多い）場合は、当該領域の待機位置をデカール効果の弱い位置とす
る。より具他的には、ある領域において非印字部分の面積よりも印字部分の面積の方が広
い場合は、領域全体にインク打込が分布しているものと判断して、領域の平均的なインク
打込量に基づいて閾値を判断し、待機位置を決定する。一方、ある領域において印字部分
の面積よりも非印字部分の面積の方が広い場合は、インク打込が局所的に分布しているも
のと判断して、単位面積あたりの最大インク打込量に基づいて閾値を判断し、待機位置を
決定する。なお、このように非印字部分と印字部分との面積比率に応じてインク打込量を
適宜に選択する場合は、領域の平均的なインク打込量に基づいて待機位置を決定する場合
の閾値を、単位面積あたりの最大インク打込量に基づいて待機位置を決定する場合とで、
異なる閾値としてもよい。このように構成することで、局所的なカールを適宜にデカール
するように待機位置を選択することができる。
【００７１】
　上述した実施形態では、インクを吐出して印刷を行う印刷装置を例にとり説明を行った
が、本発明を適用可能な印刷装置は、微小量の液滴を噴射（吐出）する液体吐出ヘッド等
を備える液体吐出装置等、インク以外の流体を吐出する装置でもよい。液滴は、液体吐出
装置が吐出する粒状の液体、涙状の液体、糸状に尾を引く液体等を含む。液体は、液体吐
出装置が吐出できる材料であればよく、例えば、液状体、ゾル、ゲル水、無機溶剤、有機
溶剤、溶液、液状樹脂、液状金属（金属融液）のような流状体、等の液相の物質を含む。
また、液相の物質のみならず、液体は、顔料や金属粒子といった固形物からなる機能材料
の粒子を溶媒に溶解、分散又は混合したもの等も含む。インクや液晶等は、液体の代表的
な例である。前記インクは、一般的な水性インク及び油性インク、並びに、ジェルインク
、ホットメルトインク、等の各種液体組成物を包含するものとする。液体吐出装置には、
例えば、液晶ディスプレイ、ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイ、面発光デ
ィスプレイ、カラーフィルタの製造等に用いられる電極材や色材といった材料を分散又は
溶解のかたちで含む液体を吐出する装置が含まれる。また、液体吐出装置には、バイオチ
ップ製造に用いられる生体有機物を吐出する装置、精密ピペットとして用いられ試料とな
る液体を吐出する装置、捺染装置、マイクロディスペンサ、時計やカメラといった精密機
械にピンポイントで潤滑油を吐出する装置、光通信素子等に用いられる微小半球レンズ（
光学レンズ）等を形成するために紫外線硬化樹脂といった透明樹脂液を基板上に吐出する
装置、基板等をエッチングするために酸やアルカリといったエッチング液を吐出する装置
、等が含まれる。
【００７２】
　なお、本発明は上述した実施形態や変形例に限られず、上述した実施形態および変形例
の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わせを変更したりした構成、公知技術並
びに上述した実施形態および変形例の中で開示した各構成を相互に置換したり組み合わせ
を変更したりした構成、等も含まれる。
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【符号の説明】
【００７３】
１０…給紙カセット、１１…手差しトレイ、１２…スタッカ、１３…操作パネル、１４…
キャリッジ、１４ａ…記録ヘッド、１５…ガイド軸、２０ａ…分離ローラー、２０ｂ…分
離ローラー、２０ｃ…分離従動ローラー、２０ｄ…中間ローラー、２０ｅ…中間従動ロー
ラー、２０ｆ…中間従動ローラー、２０ｇ…紙送りローラー、２０ｈ…紙送り従動ローラ
ー、２０ｉ…排紙ローラー、２０ｊ…排紙従動ローラー、２０ｋ…プラテン、２０ｌ…用
紙検知センサー、３０…制御部、３１…記憶部、３２…Ｉ／Ｆ、３３…キャリッジモータ
ー、３４…搬送モーター、１００…プリンター、ＡＤＦ１…自動用紙分離部、ＡＤＦ２…
自動用紙分離部、ＰＭ…印刷用紙

【図１】 【図２】
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