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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　摩擦作用を用いて記録媒体収容部から記録媒体を分離搬送する分離搬送手段と、前記分
離搬送手段の記録媒体搬送方向下流側にある搬送手段と、前記分離搬送手段及び搬送手段
を独立に停止・駆動することのできる駆動手段と、前記分離搬送手段により給送される記
録媒体の厚さを選択・判断する選択手段と、を有し、
　前記分離搬送手段及び前記搬送手段のそれぞれは、駆動連結手段により同一のモータに
よって独立して駆動・停止することができ、
　前記分離搬送手段の記録媒体送り出し方向と、前記搬送手段が前記分離搬送手段から送
られてきた記録媒体を受け入れる受け入れ方向とが相違する向きになっていて、
　前記分離搬送手段は、前記搬送手段に記録媒体が到達した後に時間Ｔ１だけ駆動してか
ら停止し、
　前記搬送手段は、前記分離搬送手段から搬送されてきた記録媒体を、当該記録媒体に転
写されるべき画像とのタイミングを計って画像転写部へ搬送する記録媒体搬送装置であっ
て、
　前記分離搬送手段は、前記選択手段により選択された記録媒体の厚みが所定厚みより薄
いと判断する場合は、前記搬送手段の駆動開始後は駆動せず、所定厚みと判断する場合は
搬送手段と同時に再度駆動を開始し、所定厚みより厚いと判断する場合は搬送手段よりも
時間Ｔ３だけ早めに再度駆動を開始することを特徴とする記録媒体搬送装置。
【請求項２】



(2) JP 5195121 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

　前記分離搬送手段の記録媒体搬送速度は、前記搬送手段の記録媒体搬送速度よりも速い
ことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体搬送装置。
【請求項３】
　前記分離搬送手段と前記搬送手段との間の記録媒体搬送経路には、記録媒体搬送手段と
して記録媒体をガイドする記録媒体ガイド手段だけが設けられることを特徴とする請求項
１又は２に記載の記録媒体搬送装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の記録媒体搬送装置を備えることを特徴とする画像
形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷機、複写機、ファックス、プリンタ等の画像形成装置で用いられる記録
媒体搬送装置に関し、特に、小型の画像形成装置等において分離搬送手段から搬送手段に
直接記録媒体を搬送する、搬送経路が短い記録媒体搬送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば印刷機、複写機、ファックス、プリンタ等の画像形成装置に設けられる記録媒体
搬送装置においては、画像形成装置からの給送信号を受けて、給紙トレイなどの記録媒体
収容部に積層された状態で収容される用紙等の記録媒体を給送ローラと分離パッド等で構
成される分離装置により一枚毎に分離し、次工程である画像転写部乃至画像形成部に送り
出す技術が従来から知られている。この種の画像形成装置における記録媒体の給送時にお
いては、分離パッドと給送ローラとの間の摩擦作用により、記録媒体が斜行した状態で繰
り出されてしまうことがある。記録媒体が斜行されたままの状態で搬送されると、画像形
成装置内で記録媒体が詰まったり、所望の画像が記録媒体の所定の位置に形成されないな
どの不具合が発生することがある。
【０００３】
　したがって、記録媒体の斜行は矯正する必要があり、上記したような画像形成装置にお
ける斜行矯正技術としては、停止しているレジストローラ等の搬送手段に記録媒体を突き
当てて、記録媒体を撓ませることによって斜行を矯正する技術が従来から知られている。
【０００４】
　そのような記録媒体搬送装置において、特許文献１に記載されている記録媒体搬送装置
では、給送ローラとレジストローラとの間に中間搬送ローラが設けられていて、上述のよ
うに、斜行を矯正するためにレジストローラに記録媒体を突き当て、記録媒体を撓ませた
後でレジストローラが駆動を開始すると、中間搬送ローラの駆動が停止され、駆動停止さ
せられた中間搬送ローラがレジストローラによって搬送される記録媒体によって連れ回る
ことにより、この連れ回り負荷で記録媒体にバックテンションを作用させ、記録媒体のシ
ワをも防止することが可能な構成を開示する。
【０００５】
　しかしながら、近年、画像形成装置の小型化が望まれるにつれて、給紙ローラから中間
搬送ローラを経ずに、すなわち中間搬送ローラを省略して直接レジストローラに記録媒体
を搬送することが望まれるようになってきている。加えて、画像形成装置の小型化に起因
して、給紙トレイなどの記録媒体収容部を装置からはみ出させないように構成するため、
作像部の下部に給紙トレイを配置するのが主流になってきており、このような配置と上記
中間搬送ローラを省略する構成を取る場合には、給送ローラから繰り出された記録媒体の
搬送方向を大きく変更してレジストローラまで搬送しなければならない。そのため、斜行
矯正するための記録媒体撓み量が増加してしまうと、記録媒体撓み量を吸収するスペース
を十分に確保することができず、記録媒体ガイド部材に記録媒体が当接してしまい、特に
薄紙などの記録媒体の場合には想定外の負荷が加えられる結果、記録媒体へのシワが発生
してしまったり、あるいは、適正に記録媒体の斜行を矯正することができないこともある
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。また、搬送された記録媒体がレジストローラで斜行を矯正されたとしても、未だ給送ロ
ーラと接触している記録媒体部分の斜行は矯正されていないため、レジストローラと給送
ローラとの間における記録媒体の撓みはねじれ状態となり、特に記録媒体が薄紙である場
合などは、上記ねじれが記録媒体上にシワを発生させる原因になることもある。
【０００６】
　さらに、現在の画像形成装置では、対応用紙の拡大により、小型の画像形成装置でも薄
紙から厚紙まで幅広い多くの紙種に対応する必要も生じている。そのため、対応用紙の種
類に応じて適正に斜行を矯正するために、画像転写部に記録媒体を搬送するときの搬送負
荷変動、搬送速度変動を少なくすることを期待して、給送ローラの搬送速度を速くしたり
、レジストローラの駆動後も給送ローラの駆動を行う技術が用いられている。この種の画
像形成装置で用いられる記録媒体搬送方法乃至装置は、例えば特許文献２に記載されてい
て、特許文献２で開示される発明では、給紙ローラとレジストローラとを別モータで駆動
し、それぞれのモータ特性により記録媒体の斜行矯正、及び、斜行矯正後の駆動方法を制
御する手段を開示している。
【０００７】
　しかしながら、薄紙と厚紙とでは分離搬送手段を構成する給送手段である給送ローラの
スリップ率が異なるため、薄紙では実際の記録媒体搬送速度が厚紙よりも速くなり、レジ
ストローラと給送ローラとの間の記録媒体撓み量が大きくなってしまう結果、やはり上述
のように記録媒体にねじれによるシワを発生させたり、記録媒体の斜行を適切に矯正でき
ないなどの不具合を発生させてしまうことがある。
【０００８】
【特許文献１】特開平０７－１５７１４７号公報
【特許文献２】特許第３７４１１９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本願発明は、上記問題点に照らし、小型の画像形成装置においても記録媒体斜行矯正に
よる記録媒体への負荷を減少させることで、薄紙であってもシワなどの問題を発生させる
ことなく、且つ、様々な対応紙種、例えば薄紙から厚紙までの広範囲に及ぶ紙種に対応す
ることのできる記録媒体搬送装置を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題は、請求項１に記載の発明にしたがって、摩擦作用を用いて記録媒体収容部か
ら記録媒体を分離搬送する分離搬送手段と、前記分離搬送手段の記録媒体搬送方向下流側
にある搬送手段と、前記分離搬送手段及び搬送手段を独立に停止・駆動することのできる
駆動手段と、前記分離搬送手段により給送される記録媒体の厚さを選択・判断する選択手
段と、を有し、前記分離搬送手段及び前記搬送手段のそれぞれが、駆動連結手段により同
一のモータによって独立して駆動・停止することができ、前記分離搬送手段の記録媒体送
り出し方向と、前記搬送手段が前記分離搬送手段から送られてきた記録媒体を受け入れる
受け入れ方向とが相違する向きになっていて、前記分離搬送手段が、前記搬送手段に記録
媒体が到達した後に時間Ｔ１だけ駆動してから停止し、前記搬送手段が、前記分離搬送手
段から搬送されてきた記録媒体を、当該記録媒体に転写されるべき画像とのタイミングを
計って画像転写部へ搬送する記録媒体搬送装置であって、前記分離搬送手段が、前記選択
手段により選択された記録媒体の厚みが所定厚みより薄いと判断する場合は、前記搬送手
段の駆動開始後は駆動せず、所定厚みと判断する場合は搬送手段と同時に再度駆動を開始
し、所定厚みより厚いと判断する場合は搬送手段よりも時間Ｔ３だけ早めに再度駆動を開
始することを特徴とする記録媒体搬送装置によって解決される。
【００１４】
　さらに、本発明は、請求項１に記載の記録媒体搬送装置において、前記分離搬送手段の
記録媒体搬送速度が、前記搬送手段の記録媒体搬送速度よりも速いことを提案する。
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【００１６】
　さらに、本発明は、請求項１又は２に記載の記録媒体搬送装置において、前記分離搬送
手段と前記搬送手段との間の記録媒体搬送経路には、記録媒体搬送手段として記録媒体を
ガイドする記録媒体ガイド手段だけが設けられることを提案する。
【００１８】
　さらに、本発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の記録媒体搬送装置を備えるこ
とを特徴とする画像形成装置を提案する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、用紙、転写紙等の記録媒体の厚みを判断することにより、搬送手段の
駆動開始前後における分離搬送手段の駆動開始時期及び／又は分離搬送手段の記録媒体搬
送速度を適切に制御することにより、記録媒体の撓み量増加によるシワの発生の問題を解
消することができるようになると共に、記録媒体の厚みに応じて分離部で発生してしまう
記録媒体のスリップにも対応することができるようになるため、幅広い種類の記録媒体に
対応した記録媒体搬送装置を提供することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、図面に基づき本発明の実施形態を説明する。
【００２１】
　まず、本発明の記録媒体搬送装置が適用される画像形成装置の一例であるカラープリン
タの概略構成を図１に断面図で示す。このプリンタ装置１００は、イエロー（Ｙ）、マゼ
ンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の４色のトナーを用いるフルカラープリンタであり
、図１に示されているように、画像形成装置本体内の略中央部にそれぞれ各色トナーで作
像を行う４つの作像ユニット１Ｙ、１Ｍ、１Ｃ、１Ｋが並べて配置されている。４つの作
像ユニット１Ｙ、１Ｍ、１Ｃ、１Ｋの下方には、複数の支持ローラに掛け回された中間転
写ベルト２０が水平方向に延在して配置されていて、中間転写ベルト２０は、支持ローラ
の一つが図示しない駆動手段によって回転駆動されることにより、反時計回りである矢印
Ａ方向に走行駆動される。その中間転写ベルト２０を挟んで各作像ユニットの感光体ドラ
ム２に対向するように、一次転写手段としての転写ローラ６が配置されている。
【００２２】
　各作像ユニット１Ｙ、１Ｍ、１Ｃ、１Ｋの構成とその動作は実質的に同一であるため、
ここでは、色を表す符号（Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ）を省略して各作像ユニット単体についての概
略を説明する。作像ユニット１においては、像担持体としての感光体ドラム２の周囲に帯
電器３、現像装置４、クリーニング装置５等がこの順番で時計回りに配置されている。ま
た、感光体ドラム２の上方に位置して、露光手段５０が配置されている。さて、各作像ユ
ニット１においては、感光体ドラム２が図中時計回りに回転駆動され、帯電器３によって
感光体表面が所定の極性に均一に帯電され、次いでその帯電面に、露光手段５０から照射
される光変調されたレーザービームが照射され、これによって感光体ドラム２上に静電潜
像が形成される。その静電潜像は、現像装置４から付与されるトナーによって現像され、
トナー像として可視化される。各作像ユニットで形成されたイエロー、シアン、マゼンタ
、黒の各色トナー像は、中間転写ベルト２０上に順次重ね合わされて転写される。
【００２３】
　ここで、記録媒体収容部である給紙トレイ１０から、分離搬送手段を構成する給送手段
である給送ローラ１１により給送された転写紙等の記録媒体は、給送ローラ１１や分離手
段である分離パッド１２との摩擦作用を受けて１枚毎に一対のレジストローラ１３に向け
て搬送される。レジストローラ１３に突き当てられて一旦停止した記録媒体は、中間転写
ベルト２０上のトナー像と所望のタイミングを計って、すなわち、記録媒体への画像転写
位置と中間転写ベルト２０上に形成された画像とのタイミングを計って、レジストローラ
１３により送出され、二次転写ローラ２２と中間転写ベルト２０とが接する二次転写部に
送り込まれる。その二次転写ローラ２２にトナー帯電極性と逆極性の電圧が印加され、こ
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れによって中間転写ベルト２０上の重ねトナー像（フルカラー画像）が記録媒体上に転写
される。トナー像転写後の記録媒体は、定着装置６０へ搬送され、定着装置６０にて熱と
圧力とによりトナーが記録媒体に定着され、定着装置６０にて画像を定着された記録媒体
は、さらに搬送され、排紙ローラ７０により排紙トレイ８０に排出される。
【００２４】
　次に、本発明の主要部である給送手段である給送ローラ１１と搬送手段であるレジスト
ローラ１３との関係について図１及び図２を用いて説明する。なお、図２は、図１におい
て点線で示される円Iで囲まれた給送部の一部を拡大して示した概略図である。
【００２５】
　上述したように、プリンタ装置１００本体の下部には、記録媒体収容部が給紙トレイ１
０として設けられており、例えば転写紙等の記録媒体が当該給紙トレイ１０から給送ロー
ラ１１の回転と、当該給送ローラ１１に圧接される分離パッド１２である分離手段とによ
り一枚毎に分離され、記録媒体ガイド部１４、１５及び給紙トレイ１０の出口ガイド部１
０ａにより搬送方向を変更させられて、レジストローラ１３に送込まれる。給送ローラ１
１に圧接されている分離パッド１２は、記録媒体の摩擦分離を行うため、給送ローラ１１
では記録媒体のスリップが生じる場合があり、そのため、給送ローラ１１の記録媒体搬送
速度は、レジストローラ１３での記録媒体搬送速度よりも速く設定されているのが好まし
い。なお、図１及び２から明らかなように、給送手段である給送ローラ１１と搬送手段で
あるレジストローラ１３との間の記録媒体搬送経路には、記録媒体搬送手段として他のロ
ーラ（例えば、中間搬送ローラ）等はなんら設けられておらず、搬送されてくる記録媒体
をガイドするために設けられた記録媒体ガイド手段１４、１５及び１０ａだけが設けられ
ている。このように搬送経路を構成することで、画像形成装置の小型化を図ることが可能
になり、また、部品点数削減によるコストダウンを図ることが可能となる。
【００２６】
　さらに、図１及び図２からは、給送ローラ１１が記録媒体を送り出す方向と、レジスト
ローラ１３が給送ローラ１１から送られてきた記録媒体を受け入れる受け入れ方向とが同
一方向ではないことも見て取れる。このように、小型のプリンタなどでは記録媒体搬送経
路が小径ターンで曲げられ、且つ、中間搬送ローラ等が設けられない構成が採用される傾
向にあり、このような構成では、給送ローラ１１からレジストローラ１３までの記録媒体
搬送経路が直線状に設けられる場合と比較して、搬送経路で記録媒体の撓みを吸収するス
ペースを十分に確保することが難しいため、記録媒体の撓み量増加によるシワの発生の問
題を解消することができるようになる本願発明の構成を採用すれば効果的である。
【００２７】
　また、給送される記録媒体が送込まれる一対のレジストローラ１３の搬送方向上流側に
は、レジストセンサ１６が配置されていて、レジストローラ１３に搬送される記録媒体の
検出を行っている。当該レジストセンサ１６には、記録媒体が光を遮ることで記録媒体の
有無を検知する反射型フォトインタラプタ等の光学式のものや、又は、記録媒体の搬送経
路に針やフィラー等を配置して、搬送されてきた記録媒体が当該フィラーと接触すること
で記録媒体の有無を検知する機械式のもの、あるいは、上記したようなフィラーと一体に
形成された遮光部が透過型フォトインタラプタをｏｎ／ｏｆｆさせることにより記録媒体
の有無を検知する機械式と光学式とを組み合わせたものなどを適宜採用可能である。レジ
ストセンサ１６により記録媒体の先端が検知された後に、搬送される記録媒体は、停止状
態にある一対のレジストローラ１３にその先端を突き当て、さらに、所定量記録媒体が搬
送されたタイミングで給送ローラ１１の駆動は停止される。
【００２８】
　このレジストローラ１３に記録媒体が突き当たってから、給送ローラ１１の駆動が停止
するまでの時間乃至タイミングを時間Ｔ１（図３及び図４参照）とすると、本実施形態で
は、レジストローラ１３に突き当たった後の送り量として、記録媒体が斜行の矯正に十分
な量としてほぼ３ｍｍ程度送込まれるように時間Ｔ１は設定されている。この送り量ひい
ては時間Ｔ１は、記録媒体への斜行を矯正するために必要十分な量に設定される必要があ
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り、給送手段の搬送性能、給送手段から搬送手段までの搬送経路、記録媒体ガイド部及び
出口ガイド部の構成などにより決定される。例えば、時間Ｔ１が、短すぎる場合は十分な
斜行矯正を行うことができず、逆に時間Ｔ１が長すぎる場合は、記録媒体の撓みが過多に
なることで、記録媒体が記録媒体ガイド部と接触する際の搬送騒音が大きくなったり、あ
るいは、記録媒体を折り曲げてしまうなどの不具合が発生してしまうことになる。そのた
め、時間Ｔ１は、実験室での実験乃至シュミレーションを繰返して、あるいは、実機設計
時の計算によって、又はこれらを組み合わせることで最適化しなければならず、実験結果
乃至設計時の設定値によっては、上述した３ｍｍ以上の又は以下の送り量すなわち時間Ｔ
１に決定することも適宜可能である。
【００２９】
　ここで、本願発明の画像形成装置では、記録媒体の厚みを選択・判断する選択手段（図
示せず）が設けられており、当該選択手段の選択値、例えば、厚紙、普通紙、薄紙を使用
者が選択することによって、記録媒体の厚みに応じた搬送制御をやはり図示しない制御手
段により行うことが可能な構成となっている。なお、当該選択手段は、実施形態に示され
るようなローエンドな小型プリンタなどでは、使用者が選択する選択スイッチ方式の選択
手段が用いられており、当該選択スイッチは、例えばダイヤルやプッシュボタン等の機械
式のものであっても良いし、タッチパネル等の操作パネルに表示される電気信号的なボタ
ン形式のものでも良く、通常公知の選択スイッチを適宜使用可能である。さらに、小型の
プリンタにも搭載は可能であるが、大量印刷を目的とする所謂プロダクション・プリンテ
ィング分野の高速機等では、センサを用いて自動で記録媒体の厚みを検出する厚み検出手
段を選択手段として採用し、当該検出された厚みにしたがって記録媒体の紙種乃至厚みを
、制御手段等を用いて判断することもできる。このようなセンサによる自動紙種検知を用
いれば、記録媒体の厚みに対する設定忘れや設定ミスを効果的に防止することができるよ
うになる。
【００３０】
　次に、本発明の実施形態における記録媒体の搬送制御について、図３を用いて説明する
。レジストローラ１３に搬送され、その後、画像転写部である二次転写部にて画像を転写
される記録媒体の選択手段の選択値が普通紙か厚紙である場合には、レジストローラ１３
に突き当てられて斜行を矯正するために撓ませられる記録媒体は、分離パッド１２を有す
る分離装置での摩擦負荷や、搬送ガイド部１０ａ、１４、１５との接触による摺動負荷な
どが薄紙の場合と比較して大きくなり、レジストローラ１３による記録媒体の搬送速度が
安定しがたくなる傾向がある。このような搬送負荷変動による記録媒体の搬送速度変動が
生じると、二次転写部でショックジターや濃度変動などが発生することがあり、したがっ
て、本発明では、このショックジターや濃度変動などの不具合を防止するために、記録媒
体の設定値が少なくとも普通紙か厚紙の場合には、レジストローラ１３の駆動開始に同期
させて給送ローラ１１も駆動させることにより、記録媒体の搬送負荷の低減を行うことが
できるように構成されている。
【００３１】
　ここで、普通紙よりも厚みのある厚紙の場合では、図１に記載されるような画像形成装
置においては搬送経路を大きく変更させられているため、記録媒体の先端がレジストロー
ラ１３に突き当たる位置が若干ずれてしまうこともあり、さらに、このような厚紙の場合
は、給送ローラ１１のスリップ量が普通紙と比較してさらに大きくなるため、レジストロ
ーラ１３と給送ローラ１１との間で記録媒体の撓みが十分に形成されず、レジストローラ
１３の駆動開始時において、レジストローラ１３が記録媒体をそのニップに挟むグリップ
が遅れる傾向にある。このため、本発明では、普通紙である記録媒体の場合には、給送ロ
ーラ１１の駆動をレジストローラ１３の駆動開始と同時行っているが、特に厚紙の場合に
は、給送ローラ１１の駆動開始をレジストローラ１３の駆動開始よりも時間Ｔ３だけ早く
設定することで十分な撓みが発生したのと同等の作用を得られるようにしている。これら
の給送ローラ１１及びレジストローラ１３の駆動開始タイミング制御は、図示しない制御
機器を用いて、やはり図示しない電磁クラッチなどの駆動連結手段のｏｎ／ｏｆｆタイミ
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ングにより同一のモータで行われる。
【００３２】
　また、給送ローラ１１をレジストローラ１３の駆動に対してどの程度早めに再度駆動さ
せるか、すなわち時間Ｔ３をどの程度の長さに設定するかは、搬送手段であるレジストロ
ーラ１３が実際に駆動を開始する時点で給送手段である給送ローラ１１が確実に記録媒体
に対して搬送力を作用させていなければならないことにより決定される。本実施形態にお
いて具体的に言えば、給送ローラ１１を駆動させるための駆動手段の駆動開始から給送ロ
ーラ１１が実際に駆動を開始するまでの駆動応答時間、及び、制御手段からの信号を受け
た上記給送ローラ駆動手段が駆動を開始するまでの制御応答時間などの遅れ時間に、給送
ローラ１１が駆動を開始してから記録媒体に搬送力が実際に作用するための時間である搬
送力作用時間を加えた時間に時間Ｔ３は設定される。これら駆動応答時間、制御応答時間
、及び、搬送力作用時間は、実験やシュミレーションを用いて定めることができる。なお
、図１に示されるプリンタにおける搬送力作用時間は、例えば２０～５０ｍｓｅｃ程度で
ある。
【００３３】
　一方で、選択手段により選択された記録媒体の厚みが薄紙の場合には、給送ローラ１１
でのスリップはほとんど起こらないため、斜行矯正のための記録媒体撓み量は設定値どお
り、例えば３ｍｍに形成される。さらに、レジストローラ１３の駆動開始時に給送ローラ
１１の駆動を行うと、記録媒体を搬送するにしたがってレジストローラ１３と給送ローラ
１１の速度差によりレジストローラ１３と給送ローラ１１との間の記録媒体撓み量が増加
してしまい、この撓み量の増加は、記録媒体ガイド１０ａ、１４、１５などに記録媒体を
押し付けることになり、記録媒体にシワを発生させたり、また、記録媒体ガイド１０ａ、
１４、１５に記録媒体が接触することによる搬送音の増加という問題を発生させる要因と
なってしまう。加えて、給送ローラ１１の送り出しにより記録媒体に斜行が生じている場
合には、レジストローラ１３と給送ローラ１１との間に記録媒体のねじれが生じているた
め、やはり記録媒体にシワを発生させてしまう可能性がある。
【００３４】
　このため、本発明の実施形態では、薄紙の場合には、レジストローラ１３の駆動開始時
には給送ローラ１１の駆動を行わないように制御するように構成している。このように構
成することで、レジストローラ１３の駆動開始後は記録媒体の撓みが解消され、撓み解消
後は、給送ローラ１１は電磁クラッチなどの駆動連結手段により駆動連結しているため、
給送ローラ１１は記録媒体の搬送に伴い記録媒体と連れ回ることになる。したがって、記
録媒体撓みに斜行によるねじれが生じていても、撓み解消とともにねじれも解消される。
また、薄紙では搬送負荷が小さいため、給送ローラ１１を連れ回りさせたとしても、二次
転写部等の作像部でショックジターや濃度変動といった問題は生じないため、このような
搬送制御を行うことで、適切な記録媒体搬送と画像形成とを行うことができるようになる
。
【００３５】
　次に、図４を参照して、本発明の範囲外の形態における給送ローラ１１とレジストロー
ラ１３との搬送制御を説明する。
【００３６】
　図４は、この形態の駆動タイミングを説明するための図である。本形態においても、給
送ローラ１１は、記録媒体がレジストローラ１３に到達してから一定時間Ｔ１だけ、例え
ば３ｍｍの記録媒体を撓み量を得るための時間だけ駆動するのは本発明の実施形態と同様
であるが、記録媒体選択手段による選択値が薄紙の場合の給送ローラ１１の駆動制御が異
なる。
【００３７】
　この形態では、選択手段により選択された記録媒体の厚みが薄紙の場合、レジストロー
ラ駆動開始から時間Ｔ２だけ遅らせて、給送ローラ１１の駆動を開始させているのが見て
取れる。このレジストローラ１３と給送ローラ１１との駆動開始タイミングの制御は、本
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発明の実施形態と同様に図示しない電磁クラッチのＯＮ／ＯＦＦタイミング制御により同
一のモータで行われる。給送ローラ１１の駆動開始を時間Ｔ２だけ遅らせることにより、
レジストローラ１３と給送ローラ１１との間における記録媒体の撓み量が若干解消される
のと同時に、記録媒体の撓みが完全になくなってローラ間での記録媒体の引張りが生じる
ことを防ぐことができるようになる。このように構成することで、記録媒体ガイド部１４
、１５、及び１０ａと記録媒体との摺動負荷を低減することが可能となるだけでなく、記
録媒体の引張りが防止され、記録媒体に生じる衝撃をなくすことが可能となる。
【００３８】
　ここで、本形態のように給送ローラ１１の駆動制御を構成する場合、給送ローラ１１の
記録媒体搬送速度がレジストローラ１３の記録媒体搬送速度よりも速いことにより、記録
媒体の搬送にしたがって記録媒体の撓み量が増加することになるが、給送ローラ１１の駆
動開始時には、既にレジストローラ１３が駆動していることで斜行矯正のための撓み量が
減少させられており、記録媒体全体に発生している撓み量は少なくなるので、シワなどが
発生するまでの撓み量になることはない。記録媒体の後端が給送ローラ１１を抜けること
により、各ローラ間の記録媒体搬送速度差により生じた記録媒体撓み量は解消されること
になる。
【００３９】
　上述のように、本形態では、本発明の実施形態の効果に加えて、記録媒体に生じる衝撃
をも防止することを目的とする。したがって、前述したレジストローラ１３に記録媒体が
突き当たった後の給送ローラ１１の記録媒体搬送時間である時間Ｔ１と上記時間Ｔ２との
関係は、Ｔ１≧Ｔ２とすることが好ましい。また、時間Ｔ２は、記録媒体斜行矯正のため
に形成した撓みが増加してしまうのを防止することを目的とするのと同時に、搬送手段で
あるレジストローラ１３に対する記録媒体搬送負荷の変動を防止することにもあるため、
給送ローラ１１とレジストローラ１３との間で記録媒体の撓みが過剰になって不具合が発
生しないようにするのと同時に、記録媒体の斜行矯正のために形成した上記撓み量が完全
に消滅して記録媒体に引っ張りが発生しないようにも設定しなければならない。
【００４０】
　次に別の形態について説明する。この別の形態では、給送ローラ１１とレジストローラ
１３との駆動を別個のモータにより実施し、給送ローラ１１とレジストローラ１３との駆
動を独立に制御して行うことを特徴とする。停止しているレジストローラ１３に記録媒体
を突き当て、給送ローラ１１の駆動により一定量、例えば３ｍｍ程度、記録媒体を搬送し
て斜行矯正のための記録媒体撓みを形成し、その後、給送ローラ１１を停止することは、
前記した形態と同様である。ここで、この別の形態では、画像転写部で転写されるべき画
像とのタイミングでレジストローラ１３が駆動を開始すると、これと同期して、記録媒体
の厚みに関係なく給送ローラ１１の駆動も開始させることが前記形態とは相違する。しか
しながら、その際のレジストローラ１３の記録媒体搬送速度をＶ１とし、給送ローラ１１
の記録媒体搬送速度をＶ２とすると、当該Ｖ１とＶ２との関係は、記録媒体設定値が厚紙
又は普通紙の場合は、給送ローラ１１での記録媒体のスリップが発生するためＶ１≦Ｖ２
となるように構成する一方で、薄紙の場合は給送ローラ１１での記録媒体のスリップがほ
とんど発生しないためＶ１＞Ｖ２となるように構成する。なお、給送ローラ１１とレジス
トローラ１３とのこの搬送速度は、別個独立に設けられたモータの回転数を制御すること
により行うことができる。
【００４１】
　このように構成することでも、斜行矯正のために発生させられた記録媒体撓みを記録媒
体にシワなどを発生させない撓み量で適切に解消しうるが、薄紙の場合においては、給送
ローラ１１の搬送速度がレジストローラ１３の搬送速度よりも遅いために、記録媒体が完
全に給送ローラ１１を抜けるまでの間に記録媒体の撓みが完全になくなって、記録媒体が
レジストローラ１３により引っ張られることのないように、Ｖ１とＶ２との速度差を設定
することが好ましい。
【００４２】
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　上記した別の形態に、先の形態の特徴である給送ローラ１１の駆動開始をレジストロー
ラ１３の駆動開始から一定時間Ｔ２だけ遅らせる制御を組み合わせることも可能である。
この場合には、給送ローラ１１の駆動開始タイミングの制御は、レジストローラ１３の駆
動用のモータとは別個に設けられた給送ローラ１１の駆動用のモータを駆動させるタイミ
ングを制御することにより行われる。
【００４３】
　最後に、本発明における画像形成装置の作像方法は任意であり、カラー画像形成装置と
してはタンデム型の直接転写方式や、１つの像担持体の周囲に複数の現像器を配置する方
式、ロータリー現像器を用いる方式なども採用可能である。また、本願発明は、フルカラ
ー装置に限られるものではなく、モノクロ装置であってもよい。定着装置や光書き込み装
置等各部の構成も適宜なものを採用可能である。さらに、作像方式も電子写真に限定され
るものではなく、インクジェット方式等任意な方式を採用可能である。また、ファクシミ
リ等の機能を更に備える所謂複合機にも対応可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の記録媒体搬送装置が適用される画像形成装置の一例であるカラープリン
タの概略構成を示す断面図である。
【図２】図１において一点鎖線で示される円Iで囲まれた給送部の一部を拡大して示した
概略図である。
【図３】本発明の実施形態における給送ローラとレジストローラとの、各記録媒体におけ
る動作関係を示す図である。
【図４】本発明の範囲外の形態における給送ローラとレジストローラとの、各記録媒体に
おける動作関係を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　　　給紙トレイ
　１１　　　給送手段
　１２　　　分離装置
　１３　　　搬送手段
　１６　　　レジストセンサ
　１００　　画像形成装置
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