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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を吐出する複数の液体吐出口が配置された液体吐出面を有する液体吐出ヘッドと、
　前記液体吐出ヘッド内の圧力を調整する圧力調整手段と、
　前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口から液体を吐出させる液体吐出駆動波形、および
、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口から液体が吐出しない程度に該液体吐出口のメニ
スカスを微振動させるメニスカス微振動波形を選択的に前記液体吐出ヘッドに対して与え
るヘッド駆動手段と、
　前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面上を摺動する清掃部材と、
　前記清掃部材を前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面上で摺動させる第１の摺動および
該第１の摺動に続き前記清掃部材を前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面上で摺動させる
第２の摺動を制御する制御手段であって、前記第１の摺動は、前記圧力調整手段によって
前記液体吐出ヘッド内を加圧して前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口のメニスカスを凸
形状にするとともに、前記ヘッド駆動手段によって前記メニスカス微振動波形を前記液体
吐出ヘッドに対して付与した状態で、前記液体吐出口で微振動している前記メニスカスに
対して前記清掃部材を接触させることにより、前記液体吐出口から滲み出させた液体を前
記液体吐出口の周辺に広げる一方で、前記第２の摺動は、前記液体吐出ヘッドに対する前
記メニスカス微振動波形の付与を停止した状態で、前記第１の摺動により前記液体吐出口
の周辺に広げられた前記液体を前記液体吐出面に付着していた付着物とともに除去する制
御手段と、
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　を備えたことを特徴とする液体吐出装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第１の摺動の際に、前記圧力調整手段を用いて、前記液体吐出ヘ
ッドの前記液体吐出面のうちで特定領域を前記清掃部材が摺動するときの前記液体吐出ヘ
ッド内の圧力を、前記液体吐出ヘッドの他の領域を前記清掃部材が摺動するときの前記液
体吐出ヘッド内の圧力よりも、高くすることにより、前記特定領域の液体吐出口からの液
体の滲み出し量を前記特定領域以外の領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量よりも多
くさせることを特徴とする請求項１に記載の液体吐出装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の摺動の際に、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面のうち
で特定領域を摺動するときの前記清掃部材の前記液体吐出ヘッドに対する速度を、前記液
体吐出ヘッドの他の領域を摺動するときの前記清掃部材の前記液体吐出ヘッドに対する速
度よりも、遅くすることにより、前記特定領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量を前
記特定領域以外の領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量よりも多くさせることを特徴
とする請求項１に記載の液体吐出装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記ヘッド駆動手段を用いて前記第１の摺動よりも前に前記液体吐出
ヘッドの各液体吐出口から液体を予備吐出させ、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面の
うちで特定領域内の各液体吐出口の予備吐出数を、前記液体吐出ヘッドの他の領域内の各
液体吐出口の予備吐出数よりも、多くすることにより、前記特定領域の液体吐出口からの
液体の滲み出し量を前記特定領域以外の領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量よりも
多くさせることを特徴とする請求項１に記載の液体吐出装置。
【請求項５】
　前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面のうちで特定領域の前記清掃部材と前記液体吐出
面との接触角よりも、前記液体吐出ヘッドの他の領域の前記清掃部材と前記液体吐出面と
の接触角が、小さいことにより、前記特定領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量を前
記特定領域以外の領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量よりも多くさせることを特徴
とする請求項１に記載の液体吐出装置。
【請求項６】
　前記液体吐出面の前記特定領域は、前記液体吐出面のうちで前記液体吐出口が存在する
部分であって前記清掃部材が摺動を開始する位置を含む部分であることを特徴とする請求
項２乃至５の何れか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項７】
　液体を吐出する複数の液体吐出口が配置された液体吐出面を有する液体吐出ヘッドの前
記液体吐出面を、該液体吐出面上を摺動する清掃部材を用いて清掃する液体吐出面の清掃
方法において、
　前記液体吐出ヘッド内の圧力を調整する圧力調整手段を用いて前記液体吐出ヘッド内を
加圧して前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口のメニスカスを凸形状にするとともに、前
記液体吐出ヘッドを駆動するヘッド駆動手段を用いて前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出
口から液体が吐出しない程度のメニスカス微振動波形を前記液体吐出ヘッドに対して付与
した状態で、前記清掃部材を前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面上で摺動させて前記液
体吐出口で微振動している前記メニスカスに対して前記清掃部材を接触させることにより
、前記液体吐出口から滲み出させた液体を前記液体吐出口の周辺に広げる第１の摺動ステ
ップと、
　前記液体吐出ヘッドに対する前記メニスカス微振動波形の付与を停止した状態で、前記
清掃部材を前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面上で摺動させて、前記第１の摺動により
前記液体吐出口の周辺に広げられた前記液体を前記液体吐出面に付着していた付着物とと
もに除去する第２の摺動ステップと、
　を含むことを特徴とする液体吐出面の清掃方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体を吐出する複数の液体吐出口が配置された液体吐出面を有する液体吐出
装置、および、複数の液体吐出口が配置された液体吐出面を清掃する液体吐出面の清掃方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液体を吐出する液体吐出口と、液体吐出口に連通する圧力室と、液体吐出口から
液体を吐出させるための圧力を圧力室内に発生させる圧力発生素子を有する液体吐出ヘッ
ド（以下単に「ヘッド」という）を用いて、紙などの被吐出媒体に向けて液体を吐出する
液体吐出装置が知られている。このような液体吐出装置を用いて、色材を含有するインク
を被吐出媒体に向けて吐出し、被吐出媒体上に画像を形成する。
【０００３】
　特許文献１の従来の技術欄には、ヘッドの液体吐出口をキャッピングするキャップ（キ
ャッピング機構）と、キャッピング状態においてキャップに接続されてポンプを作動して
キャップ内部に負圧を発生させて液体吐出口からインク等を吸引する吸引手段と、ヘッド
の液体吐出面に付着した異物を拭き取るワイピング手段を備えたものが記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、ヘッドと、印刷に適した速度でインク滴を発生させる第１の信号と液
体吐出口からインクを滲み出させる第２の信号とを選択的に出力するヘッド駆動手段と、
常時は非印刷領域に位置し、クリーニング時にはヘッドの長手方向に移動可能なクリーニ
ング装置と、クリーニング装置をヘッドの長手方向に相対的に移動させる駆動手段と、ク
リーニング装置の位置を検出するクリーニング装置位置検出手段と、クリーニング指令に
基づいてクリーニング装置位置検出手段によりクリーニング装置の位置を検出し、クリー
ニング装置の位置する近傍の液体吐出口からヘッド駆動手段により圧力発生素子を駆動し
てインクを滲み出させる手段を備えたものが記載されている。
【特許文献１】特開２００２－１６６５６０号公報
【特許文献２】特許３５３５８８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、無駄なインク量を抑えつつ、液体吐出面を十分に清掃することは困難で
あった。
【０００６】
　例えば、ヘッドをキャップで覆ってインクを吸引する態様では、一般に大部分のインク
は液体吐出面に付着せずにキャップに吸引されるため、液体吐出面上の付着物を十分に取
り除くことができない。液体吐出面にインクを十分に付着させるために、キャップと当該
キャップでキャッピングされたヘッドの液体吐出面との間をインクを充満させる必要があ
るが、多数の液体吐出口を有するマトリクスヘッドではキャップが大型になるので多量の
インクが必要になるばかりか、液体吐出面に付着するインクの量は限られてしまうのでイ
ンクの使用効率が悪い。すなわち、無駄なインク量を抑えることと、液体吐出面を十分に
清掃することを両立させることは困難であった。
【０００７】
　また、液体吐出面に付着した異物をワイピング手段によって拭き取る際、ワイピング手
段に向けてインクを吐出する態様も考えられるが、ワイピング手段の周辺にインクが飛び
散り、装置内を汚してしまうという問題がある。
【０００８】
　また、液体吐出口からインクを滲み出させる信号を用いる態様では、液体吐出口近傍は
インクで濡れるものの、液体吐出口から離れたところはインクで濡れることがなく湿潤に
はならないので、液体吐出面上の付着物を十分に取り除くことができない。インクの滲み
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出し量を増やそうとして、波形を大きくしても、インクが吐出してしまい、結局、液体吐
出面を湿潤な状態にすることはできない。すなわち、無駄なインク量を抑えることと、液
体吐出面を十分に清掃することを両立させることは困難であった。
【０００９】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、複数の液体吐出口が配置されている
液体吐出面を液体吐出口から滲み出させた液体により十分に湿潤な状態にして、無駄な液
体の消費を抑えつつ、液体吐出面の清掃性を向上させることができる液体吐出装置および
液体吐出面の清掃方法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】
【００１０】
　前記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、液体を吐出する複数の液体吐出
口が配置された液体吐出面を有する液体吐出ヘッドと、前記液体吐出ヘッド内の圧力を調
整する圧力調整手段と、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口から液体を吐出させる液体
吐出駆動波形、および、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口から液体が吐出しない程度
に該液体吐出口のメニスカスを微振動させるメニスカス微振動波形を選択的に前記液体吐
出ヘッドに対して与えるヘッド駆動手段と、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面上を摺
動する清掃部材と、前記清掃部材を前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面上で摺動させる
第１の摺動および該第１の摺動に続き前記清掃部材を前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出
面上で摺動させる第２の摺動を制御する制御手段であって、前記第１の摺動は、前記圧力
調整手段によって前記液体吐出ヘッド内を加圧して前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口
のメニスカスを凸形状にするとともに、前記ヘッド駆動手段によって前記メニスカス微振
動波形を前記液体吐出ヘッドに対して付与した状態で、前記液体吐出口で微振動している
前記メニスカスに対して前記清掃部材を接触させることにより、前記液体吐出口から滲み
出させた液体を前記液体吐出口の周辺に広げる一方で、前記第２の摺動は、前記液体吐出
ヘッドに対する前記メニスカス微振動波形の付与を停止した状態で、前記第１の摺動によ
り前記液体吐出口の周辺に広げられた前記液体を前記液体吐出面に付着していた付着物と
ともに除去する制御手段と、を備えたことを特徴とする液体吐出装置を提供する。
【００１１】
　この発明によれば、液体吐出ヘッドの液体吐出口のメニスカスが凸形状であって微振動
した状態で第１の摺動が行われるので、液体吐出口から滲み出した液体により液体吐出面
が十分に湿潤な状態となり、次に、メニスカスの微振動が停止した状態で第２の摺動が行
われるので、滲み出しインクで十分に潤滑な状態の液体吐出面から付着物および液体を払
拭することができる。なお、第１の摺動によって液体吐出面が十分に潤滑な状態になる一
方で、例えば液体吐出口から液体を吸引するような場合と比較して、消費する液体の量は
必要最小限で済む。また、液体吐出面が十分に潤滑な状態で第２の摺動が行われるので、
液体吐出面の損傷が防止される。したがって、無駄な液体の消費を抑えつつ、液体吐出面
の清掃性を向上させることができる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記制御手段は、前記第１
の摺動の際に、前記圧力調整手段を用いて、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面のうち
で特定領域を前記清掃部材が摺動するときの前記液体吐出ヘッド内の圧力を、前記液体吐
出ヘッドの他の領域を前記清掃部材が摺動するときの前記液体吐出ヘッド内の圧力よりも
、高くすることにより、前記特定領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量を前記特定領
域以外の領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量よりも多くさせることを特徴とする液
体吐出装置を提供する。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記制御手段は、前記第１
の摺動の際に、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面のうちで特定領域を摺動するときの
前記清掃部材の前記液体吐出ヘッドに対する速度を、前記液体吐出ヘッドの他の領域を摺
動するときの前記清掃部材の前記液体吐出ヘッドに対する速度よりも、遅くすることによ
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り、前記特定領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量を前記特定領域以外の領域の液体
吐出口からの液体の滲み出し量よりも多くさせることを特徴とする液体吐出装置を提供す
る。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記制御手段は、前記ヘッ
ド駆動手段を用いて前記第１の摺動よりも前に前記液体吐出ヘッドの各液体吐出口から液
体を予備吐出させ、前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出面のうちで特定領域内の各液体吐
出口の予備吐出数を、前記液体吐出ヘッドの他の領域内の各液体吐出口の予備吐出数より
も、多くすることにより、前記特定領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量を前記特定
領域以外の領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量よりも多くさせることを特徴とする
液体吐出装置を提供する。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記液体吐出ヘッドの前記
液体吐出面のうちで特定領域の前記清掃部材と前記液体吐出面との接触角よりも、前記液
体吐出ヘッドの他の領域の前記清掃部材と前記液体吐出面との接触角が、小さいことによ
り、前記特定領域の液体吐出口からの液体の滲み出し量を前記特定領域以外の領域の液体
吐出口からの液体の滲み出し量よりも多くさせることを特徴とする液体吐出装置を提供す
る。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項２乃至５の何れか１項に記載の発明において、前記液
体吐出面の前記特定領域は、前記液体吐出面のうちで前記液体吐出口が存在する部分であ
って前記清掃部材が摺動を開始する位置を含む部分であることを特徴とする液体吐出装置
を提供する。
【００１７】
　請求項７に記載の発明は、液体を吐出する複数の液体吐出口が配置された液体吐出面を
有する液体吐出ヘッドの前記液体吐出面を、該液体吐出面上を摺動する清掃部材を用いて
清掃する液体吐出面の清掃方法において、前記液体吐出ヘッド内の圧力を調整する圧力調
整手段を用いて前記液体吐出ヘッド内を加圧して前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口の
メニスカスを凸形状にするとともに、前記液体吐出ヘッドを駆動するヘッド駆動手段を用
いて前記液体吐出ヘッドの前記液体吐出口から液体が吐出しない程度のメニスカス微振動
波形を前記液体吐出ヘッドに対して付与した状態で、前記清掃部材を前記液体吐出ヘッド
の前記液体吐出面上で摺動させて前記液体吐出口で微振動している前記メニスカスに対し
て前記清掃部材を接触させることにより、前記液体吐出口から滲み出させた液体を前記液
体吐出口の周辺に広げる第１の摺動ステップと、前記液体吐出ヘッドに対する前記メニス
カス微振動波形の付与を停止した状態で、前記清掃部材を前記液体吐出ヘッドの前記液体
吐出面上で摺動させて、前記第１の摺動により前記液体吐出口の周辺に広げられた前記液
体を前記液体吐出面に付着していた付着物とともに除去する第２の摺動ステップと、を含
むことを特徴とする液体吐出面の清掃方法を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、複数の液体吐出口が配置されている液体吐出面を液体吐出口から滲み
出させた液体により十分に湿潤な状態にして、無駄な液体の消費を抑えつつ、液体吐出面
の清掃性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付図面に従って、本発明の実施形態について、詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明に係る液体吐出装置の一例としての画像形成装置１０の全体構成を示す
ブロック図である。
【００２１】
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　図１において、画像形成装置１０は、主として、ヘッド５０、液体受け６４、清掃部材
６６、通信インターフェース１１０、システムコントローラ１１２、メモリ１１４、１５
２、搬送部１１６、搬送駆動部１１８、プリント制御部１５０、タイマ１５３、ヘッド駆
動部１５４、給液部１６０、圧力調整部１６２、液体受け移動部１６４、清掃部材移動部
１６６、および、清掃部材押し圧変更部１６８を含んで構成されている。
【００２２】
　ヘッド５０（以下単に「ヘッド」という）は、液体を吐出する複数の液体吐出口が配置
された液体吐出面を有する。なお、本実施形態では、液体としてインクを吐出する場合に
ついて、以下説明する。例えば、画像形成装置１０は、黒（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼン
タ（Ｍ）、イエロ（Ｙ）の各インク色ごとにひとつずつ、合計で４つのヘッド５０を備え
ている。ヘッド５０の具体例は後に詳説する。
【００２３】
　液体受け６４は、ヘッド５０の液体吐出面の清掃時に、ヘッド５０から液体を受け取る
ものである。例えば、Ｋ、Ｃ、Ｍ、Ｙの各ヘッド５０ごとにひとつずつ、合計で４つの液
体受け６４を備える。液体受け６４の具体例は後に詳説する。
【００２４】
　清掃部材６６は、ヘッド５０の液体吐出面の清掃時に、ヘッド５０の複数の液体吐出口
が配置されている液体吐出面上を摺動するものである。本例の画像形成装置１０は、実際
には、Ｋ、Ｃ、Ｍ、Ｙの各ヘッド５０ごとにひとつ又は複数の清掃部材６６を備えている
。この清掃部材６６の具体例は後に詳説する。
【００２５】
　通信インターフェース１１０は、ホストコンピュータ３００から送信される画像データ
を受信する。通信インターフェース１１０には、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、ＩＥ
ＥＥ１３９４などの有線、又は、無線のインターフェースを適用することができる。この
通信インターフェース１１０によって画像形成装置１０に取り込まれた画像データは、画
像データ記憶用の第１のメモリ１１４に一旦記憶される。
【００２６】
　システムコントローラ１１２は、マイクロコンピュータ及びその周辺回路等から構成さ
れており、所定のプログラムに従って画像形成装置１０の全体を制御する。すなわち、シ
ステムコントローラ１１２は、通信インターフェース１１０、搬送駆動部１１８、プリン
ト制御部１５０等の各部を制御する。
【００２７】
　搬送部１１６は、紙などの被吐出媒体を搬送するためのローラ（図示を省略）と、この
ローラに動力を与えるモータ（図示を省略）を含んで構成されている。搬送部１１６によ
って、被吐出媒体とヘッド５０とが相対的に移動される。搬送駆動部１１８は、システム
コントローラ１１２からの指示に従って搬送部１１６を駆動する回路を含んで構成されて
いる。
【００２８】
　プリント制御部１５０は、マイクロコンピュータ及びその周辺回路等から構成され、所
定のプログラムに従って、給液制御部１３４、タイマ１５３、ヘッド駆動部１５４、給液
部１６０、圧力調整部１６２、液体受け移動部１６４、および、清掃部材移動部１６６を
制御する。
【００２９】
　プリント制御部１５０は、画像形成装置１０に入力される画像データに基づいて、ヘッ
ド５０が被吐出媒体に向けて吐出（打滴）を行って被吐出媒体上にドットを形成するため
に必要なデータ（ドットデータ）を生成する。すなわち、プリント制御部１５０は、シス
テムコントローラ１１２の制御に従い、第１のメモリ１１４内の画像データから打滴用の
ドットデータを生成し、生成したドットデータをヘッド駆動部１５４に供給する。プリン
ト制御部１５０には第２のメモリ１５２が付随しており、プリント制御部１５０における
画像処理時にドットデータ等が第２のメモリ１５２に一時的に格納される。
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【００３０】
　ヘッド駆動部１５４は、プリント制御部１５０の指示に従って、プリント制御部１５０
から与えられるドットデータ（実際には第２のメモリ１５２に記憶されたドットデータで
ある）に基づき、ヘッド５０の液体吐出口（図２および図３の５１）からインクを吐出さ
せるための駆動信号（以下「液体吐出駆動波形」と称する）を生成して、ヘッド５０（具
体的には後述する図３の圧電素子５８）に与える。また、ヘッド駆動部１５４は、プリン
ト制御部１５０の指示に従って、ヘッド５０の各液体吐出口からインクが吐出しない程度
に各液体吐出口のメニスカスを微振動させる駆動信号（以下「メニスカス微振動波形」と
称する）を生成して、ヘッド５０（具体的には後述する図３の圧電素子５８）に与える。
ヘッド駆動部１５４は、液体吐出駆動波形とメニスカス微振動波形とを選択的にヘッド５
０に与える。
【００３１】
　給液部１６０は、プリント制御部１５０の指示に従い、インクをヘッド５０へ供給する
ものである。給液部１６０の具体例については後に詳説する。
【００３２】
　圧力調整部１６２は、プリント制御部１５０の指示に従い、ヘッド５１の内部の圧力（
背圧）を調整するものである。この圧力調整部１６２の具体例については後に詳説する。
【００３３】
　液体受け移動部１６４は、後述のプリント制御部１５０の指示に従い、液体受け６４を
ヘッド５０に対して相対移動させるものである。具体的には、液体受け移動部１６４は、
液体受け６４の移動用のモータを含む周知の機構および駆動回路（いずれも図示を省略）
を含んで構成されており、ヘッド５０の液体吐出面に対して平行方向および垂直方向にお
いて、液体受け６４を移動させる。
【００３４】
　清掃部材移動部１６６は、後述のプリント制御部１５０の指示に従い、清掃部材６６を
ヘッド５０に対して相対移動させるものである。具体的には、清掃部材移動部１６６は、
清掃部材６６の移動用のモータを含む周知の機構および駆動回路（いずれも図示を省略）
を含んで構成されており、ヘッド５０の液体吐出面に対して平行方向および垂直方向にお
いて、清掃部材６６を移動させる。
【００３５】
　清掃部材移動部１６６の平行方向の移動機構としては、具体的には、ラック＆ピニオン
・ギアとレール（いずれも図示省略）を用い、清掃部材６６を液体吐出面に対して平行な
方向に移動させる。ベルトまたはワイヤ（いずれも図示省略）に清掃部材６６を固定して
、モータ（図示省略）の回転運動によってベルトまたはワイヤを巻き取って直線運動に変
える機構としてもよい。あるいは、リニアモータやボールネジ（いずれも図示省略）によ
って清掃部材６６を直接移動させる機構としてもよい。
【００３６】
　清掃部材移動部１６６の垂直移動機構としては、具体的には、カムとリンク（いずれも
図示省略）によって、清掃部材６６を液体吐出面に対して垂直な方向に移動させる。また
、ソレノイド（図示省略）をオンおよびオフすることで、清掃部材６６の位置を変えるよ
うにしてもよい。空圧や油圧を用いてもよい。
【００３７】
　清掃部材押し圧変更部１６８は、清掃部材６６をヘッド５０の液体吐出面に押し当てる
圧力（押し圧）を変更するものである。
【００３８】
　プリント制御部１５０は、給液部１６０を用いてヘッド５０へインクを供給する給液制
御、圧力調整部１６２を用いてヘッド５０の背圧（ヘッド５０の内部の圧力）を調整する
圧力調整制御、液体受け移動部１６４を用いて液体受け６４をヘッド５０に対して相対移
動させる液体受け移動制御、および、清掃部材移動部１６６を用いて清掃部材６６をヘッ
ド５０に対して相対移動させる清掃部材移動制御を行う。これらの給液制御、圧力調整制
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御、液体受け移動制御、清掃部材移動制御については、後に詳説する。
【００３９】
　タイマ１５３は、インク滲み出し量の切換タイミングを生成するための清掃部材６６の
摺動開始からの経過時間の計時、待ち時間（ウエイトタイム）の計時等に用いられる。な
お、プリント制御部１５０が計時機能を有している場合には、タイマ１５３を省略しても
よい。
【００４０】
　なお、プリント制御部１５０は、所定のプログラムに従って、ヘッド５０の液体吐出面
の清掃処理等を実行する。このような清掃処理の際、プリント制御部１５０は、ヘッド５
０の液体吐出面上で清掃部材６６を摺動させる第１の摺動および第１の摺動に続き清掃部
材６６をヘッド５０の液体吐出面上で摺動させる第２の摺動を制御する。第１の摺動は、
圧力調整部１６２によってヘッド５０内を加圧してヘッド５０の液体吐出口のメニスカス
を凸形状にするとともに、ヘッド駆動部１５４によってメニスカス微振動波形をヘッド５
０に対して付与した状態で行わせる。第２の摺動は、ヘッド５０に対するメニスカス微振
動波形の付与を停止した状態で行わせる。この清掃処理の詳細については、後に詳説する
。
【００４１】
　なお、図１ではシステムコントローラ１１２とプリント制御部１５０とを分けて表した
が、１つのマイクロコンピュータによって構成されていてもよい。
【００４２】
　図２は、図１のヘッド５０の一例の全体構成を示す平面透視図であり、図３は、図２の
３－３線に沿った断面図である。
【００４３】
　図２に一例として示すヘッド５０は、いわゆるフルライン型のヘッドであり、被吐出媒
体１６の搬送方向（図中に矢印Ｓで示す副走査方向）と直交する方向（図中に矢印Ｍで示
す主走査方向）において、被吐出媒体１６の幅Ｗｍに対応する長さにわたり、被吐出媒体
１６に向けてインクを打滴する多数の液体吐出口５１を２次元的に配列させた構造を有し
ている。
【００４４】
　ヘッド５０は、液体吐出口５１、液体吐出口５１に連通する圧力室５２、および、液体
供給口５３を含んでなる複数の吐出素子５４が、主走査方向Ｍおよび主走査方向Ｍに対し
て所定の鋭角θ（０度＜θ＜９０度）をなす斜め方向の２方向に沿って配列されている。
なお、図２では、図示の便宜上、一部の吐出素子５４のみ描いている。
【００４５】
　液体吐出口５１は、具体的には、主走査方向Ｍに対して所定の鋭角θをなす斜め方向に
おいて、一定のピッチｄで配列されており、これにより、主走査方向Ｍに沿った一直線上
に「ｄ×ｃｏｓθ」の間隔で配列されたものと等価に取り扱うことができる。
【００４６】
　ヘッド５０を構成するひとつの吐出素子５４について、図２中の３－３線に沿った断面
図を図３に示す。なお、図３では、吐出素子５４をひとつだけ示ししているので液体吐出
面５０ａに液体吐出口５１がひとつだけ配置されているが、実際には、図２に示すように
ヘッド５０には多数の吐出素子５４が２次元配列されており、液体吐出面５０ａには多数
の液体吐出口５１が二次元配列されている。
【００４７】
　図３に示すように、各圧力室５２は液体供給口５３を介して共通液室５５と連通してい
る。共通液室５５は、後述する図４のサブタンク４２を介してインク供給源としての図４
のインクタンク６０と連通している。言い換えると、インクタンク６０からサブタンク４
２を介して供給されるインクが、共通液室５５を介して各圧力室５２に分配供給される。
【００４８】
　圧力室５２の天面を構成する振動板５６の上には圧電体５８ａが配置され、この圧電体
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５８ａの上には個別電極５７が配置されている。振動板５６は、接地されており、共通電
極として機能する。これらの振動板５６、個別電極５７および圧電体５８ａによって、圧
力室５２内に圧力を発生させる手段としての圧電素子５８が構成されている。
【００４９】
　図１のヘッド駆動部１５４によって生成された液体吐出駆動波形が圧電素子５８に与え
られると、すなわち、圧電素子５８の個別電極５７にインク吐出用の駆動電圧が印加され
ることにより、圧電体５８ａが変形して圧力室５２の容積が変化し、これに伴う圧力室５
２内の圧力の変化によって、液体吐出口５１からインクが吐出される。インクの吐出にと
もなって、共通液室５５から液体供給口５３を通って新しいインクが圧力室５２に供給さ
れる。
【００５０】
　また、図１のヘッド駆動部１５４によって生成されたメニスカス微振動波形が圧電素子
５８に与えられると、すなわち、圧電素子５８の個別電極５７にメニスカス微振動用の駆
動電圧が印加されることにより、圧電体５８ａが変形して圧力室５２内のインクが微振動
し、もって圧力室５２に連通している液体吐出口５１のメニスカスが微振動する。
【００５１】
　なお、図２および図３に示す吐出素子５４は、一例であって、このような場合に特に限
定されない。例えば、圧力室５２よりも下（すなわち圧力室５２よりも液体吐出面５０ａ
側）に共通液室５５を配置する代りに、圧力室５２よりも上（すなわち液体吐出面５０ａ
とは反対側）に共通液室５５を配置してもよい。
【００５２】
　図４は、図１において説明したヘッド５０、液体受け６４、清掃部材６６、給液部１６
０および圧力調整部１６２を含んで構成される画像形成装置１０の要部を示す構成図であ
る。
【００５３】
　インク供給源としてのインクタンク６０から、第１の液体供給路７１を経て、サブタン
ク４２へインクが供給される。具体的には、液体供給弁６２が開かれた状態で、液体供給
ポンプ６１が駆動されることにより、インクタンク６０内のインクはフィルタ６３によっ
てゴミや気泡が除去された後、サブタンク４２へ送液される。このサブタンク４２には、
サブタンク４２内のインク残量を検知するインク残量センサ４２１が設けられている。サ
ブタンク４２内のインクは、第２の液体供給路７２を経て、ヘッド５０へ供給される。
【００５４】
　また、サブタンク４２には、圧力計４２２、大気連通口４２３、大気開放弁４２４、お
よび、圧力調整ポンプ４２５が付随している。
【００５５】
　圧力計４２２は、サブタンク４２内の圧力を計測し、もってヘッド５０の背圧、すなわ
ちヘッド５０の内部の圧力を計測する。大気開放弁４２４は、大気連通口４２３とサブタ
ンク４２との連通を開閉する弁である。圧力調整ポンプ４２５は、大気開放弁４２４が開
かれた状態でサブタンク４２内の気体（大気）の補給および排出を行うことによってサブ
タンク４２内の圧力を調整し、もってヘッド５０の背圧を調整する。
【００５６】
　前述のインクタンク６０、液体供給ポンプ６１、液体供給弁６２、フィルタ６３、第１
の液体供給路７１、第２の液体供給路７２、サブタンク４２、インク残量センサ４２１、
圧力計４２２、大気連通口４２３、大気開放弁４２４および圧力調整ポンプ４２５は、図
１の給液部１６０を構成している。
【００５７】
　また、圧力計４２２、大気連通口４２３、大気開放弁４２４および圧力調整ポンプ４２
５は、図１の圧力調整部１６２も構成している。このような圧力調整部１６２によってサ
ブタンク４２内の圧力を調整することにより、ヘッド５０の背圧を調整するようになって
いる。
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【００５８】
　清掃部材６６は、清掃部材移動部１６６によって、ヘッド５０の液体吐出面５０ａに対
して垂直な方向（図中に矢印Ｖで示す垂直方向）において移動自在であるとともに、ヘッ
ド５０の液体吐出面５０ａに対して平行な方向（図中に矢印Ｍで示すヘッド５０の主走査
方向、「摺動方向」ともいう）において移動自在である。
【００５９】
　清掃部材６６は、ブレード６６ａを有し、このブレード６６ａにおいてヘッド５０の液
体吐出面５０ａに当接しながら、ヘッド５０の液体吐出面５０ａ上を摺動する。
【００６０】
　清掃部材６６のブレード６６ａの材料としては、例えば、シリコンゴム、ＥＰＤＭ（エ
チレン－プロピレン－ジエンゴム）、ＮＢＲ（ニトリルゴム）、ウレタンゴムが挙げられ
る。本例では、ＮＢＲに水素を添加したＨＮＢＲ（水素化ニトリルゴム）を用いた。
【００６１】
　清掃部材６６は、清掃部材移動部１６６によって、通常はヘッド５０の液体吐出面５０
ａ下から退避した所定の退避位置（ヘッド５０からのインク吐出を妨げない位置である）
へ移動した状態となっており、ヘッド５０の液体吐出面５０ａの清掃が行われるときには
、ヘッド５０の液体吐出面５０ａにそのブレード６６ａを当接させて液体吐出面５０ａ上
を摺動する。
【００６２】
　液体受け６４は、ヘッド５０からパージ（空吐出）されたインク、および、清掃部材６
６によってヘッド５０から払拭されたインクを受け取るものである。また、液体受け６４
はヘッド５０の液体吐出面５０ａを封止するキャップの機能も有する。
【００６３】
　液体受け６４は、液体受け移動部１６４によって、通常はヘッド５０の液体吐出面５０
ａ下から退避した所定の退避位置（ヘッド５０からのインク吐出を妨げない位置である）
へ移動した状態となっており、ヘッド５０の液体吐出面５０ａの清掃が行われるときには
、ヘッド５０の液体吐出面５０ａ下の所定のメンテナンス位置（すなわちヘッド５０から
インクを受け取り可能な位置である）へ移動した状態となっている。
【００６４】
　ヘッド５０から液体受け６４に受け渡されたインクは、回収ポンプ６７が駆動されると
、液体回収流路７３を経て、回収タンク６８へ送液される。
【００６５】
　次に、ヘッド５０の液体吐出口５１のメニスカスの様子を模式的に示す図５（Ａ）、図
５（Ｂ）および図５（Ｃ）を用いて、液体吐出面５０ａの湿潤化について説明する
　吐出待機時には、圧力調整部１６２によってヘッド５０の背圧は負圧（大気圧よりも低
い圧力である）に保たれているので、図５（Ａ）に示すように、液体吐出口５１のメニス
カス８１は凹形状に保たれている。ここで、メニスカス８１の周縁８２（クリップポイン
ト）は液体吐出口５１の周縁５１ａに略一致している。
【００６６】
　このような図５（Ａ）に示す状態において、圧力調整部１６２によってヘッド５０の背
圧が負圧から正圧（大気圧よりも高い圧力である）に切り換えられるとともに、ヘッド駆
動部１５４からヘッド５０の図３に示す圧電素子５８に対してメニスカス微振動波形が印
加される。そうすると、図５（Ｂ）に示すように、液体吐出口５１のメニスカス８１は凸
形状になり且つ微振動する。このとき、メニスカス８１の周縁８２（クリップポイント）
は、図５（Ａ）に示す吐出待機時と比較して、液体吐出口５１の周縁５１ａからその周縁
５１ａの外側へ向けて若干広がる。すなわち、液体吐出口５１からインクが若干滲み出る
。このような初期のインクの滲み出しにより、液体吐出口５１の周縁５１ａやその周縁５
１ａのごく近傍に付着している付着物は、滲み出したインク中に溶解するか、剥がれてイ
ンクに浮遊することになる。
【００６７】
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　ただし、図５（Ｂ）に示す状態では、インクの滲み出しによるメニスカス８１の直径の
増分は液体吐出口５１の直径と比較して小さい。例えば、液体吐出口５１の直径が約３０
μｍである場合、顕微鏡観察によれば、メニスカス８１の直径は数μｍ程度広がるにとど
まった。そのため、メニスカス８１の直径よりも長い紙の繊維やほこり等の除去は難しい
。また、インク吐出時に主液滴とともに生じたサテライト液滴やミストなどは、液滴同士
の静電反発に因り液体吐出口５１から離れた位置に付着し易く、液体吐出面５０ａ上で固
化している。このようなインク滴が固化してなる付着物は、液体吐出面５０ａ（例えば撥
液膜が形成されている）を汚染することになる。以上のような付着物は、吐出時に液体吐
出面５０ａから脱落したり、脱落しなくても紙などの被吐出媒体に接触し、画像劣化を引
き起こす。
【００６８】
　そこで、図５（Ｂ）に示す状態、すなわち、ヘッド５０の背圧を正圧に保ち且つメニス
カス微振動波形をヘッド５０の圧電素子５８に印加した状態において、清掃部材６６を液
体吐出面５０ａ上で摺動させる。これにより、凸形状且つ微振動状態のメニスカス８１に
対して清掃部材６６が接触して、インクが液体吐出面５０ａ上で広がり、図５（Ｃ）に示
すように、液体吐出口５１の周辺がインクで濡れて湿潤な状態になる。例えば、図５（Ｂ
）に示す状態でメニスカス８１の直径が約３０μｍ～４０μｍであった場合、メニスカス
８１の直径が数百μmまで広がった。
【００６９】
　このような清掃部材６６の液体吐出面５０ａに対する摺動、すなわち、メニスカス８１
が凸形状且つ微振動状態で清掃部材６６をヘッド５０の液体吐出面５０ａに対して相対移
動させて液体吐出口５１の周辺をインクで湿潤にさせることを、以下「湿潤化摺動処理」
または「第１の摺動処理」と称する。
【００７０】
　湿潤化摺動処理後、所定期間（以下「ウエイトタイム」という）、メニスカス微振動波
形をヘッド５０の圧電素子５８に印加した状態を保つ。メニスカス８１が微振動すること
により、僅かずつインクの濡れ面積が広がり、最終的には互いに隣接する液体吐出口５１
間でインクが繋がる。これにより液体吐出口５１の周辺のインク固形成分がインクに溶解
する。
【００７１】
　このように、液体吐出口５１から滲み出してヘッド５０の液体吐出面５０ａを濡らして
いるインクを以下「滲み出しインク」といい、その量を以下「滲み出しインク量」という
。
【００７２】
　ウエイトタイムの経過後、メニスカス微振動波形の印加を停止して、ヘッド５０の液体
吐出面５０ａに付着していた付着物および滲み出しインクを除去するため、清掃部材６６
を液体吐出面５０ａ上で摺動させる。ここで、液体吐出口５１の周辺に滲み出ているイン
クが液体吐出口５１の内部へ戻らないように、ヘッド５０の背圧を正圧に保ったまま清掃
部材６６を摺動させるようにしてもよいが、ヘッド５０の背圧を正圧に保たなくても短時
間で清掃部材６６を摺動すると、液体吐出口５１の周辺が濡れた状態（湿潤状態）となる
ので、このように短時間で清掃部材６６を摺動する構成の場合には、ヘッド５０の背圧を
正圧に保たなくてもよい。
【００７３】
　このような清掃部材６６の液体吐出面５０ａに対する摺動、すなわち、滲み出しインク
が液体吐出口５１の周辺を濡らしている状態（湿潤状態）且つ微振動停止状態で清掃部材
６６をヘッド５０の液体吐出面５０ａに対して相対移動させて液体吐出口５１の周辺のイ
ンクを除去することを、以下「払拭摺動処理」または「第２の摺動処理」と称する。
【００７４】
　前述の湿潤化摺動処理について、図６（Ａ）～（Ｆ）に示す模式図を用いて、さらに詳
細に説明する。図６（Ａ）～（Ｄ）は、図４に示したブレード６６ａの先端部６６ｂのう
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ちで摺動方向（本例では主走査方向Ｍ）における前方部分６６ｂｆの摺動の様子を示す。
また、図６（Ｅ）～（Ｆ）は、図４に示したブレード６６ａの先端部６６ｂのうちで摺動
方向（本例では主走査方向Ｍ）における後方部分６６ｂｂの摺動の様子を示す。
【００７５】
　図６（Ａ）に示すように、ヘッド５０の背圧を正圧に設定してメニスカス８１を凸形状
にするとともに、圧電素子５８にメニスカス微振動波形を印加して凸形状のメニスカス８
１を矢印Ｑのように微振動させることにより、液体吐出口５１から滲み出したインクから
なるメニスカス８１が、液体吐出口５１の直径よりも若干広がっていく。一方で、清掃部
材６６のブレード６６ａの先端部６６ｂの前方部分６６ｂｆが液体吐出口５１に近づき、
図６（Ｂ）に示すように、液体吐出口５１上に来ると、液体吐出口５１の周縁５１ａとブ
レード６６ａの先端部６６ｂの前方部分６６ｂｆとの間で、メニスカス８１が少し盛り上
がる。詳細には、図中に符号８２、８３で示すクリップポイントの間で、メニスカス８１
の盛り上がりが生じ、図６（Ｃ）に示すように、やがて、メニスカス８１の周縁としての
クリップポイント８２が液体吐出口５１の周縁５１ａに対して、さらに広がっていく。図
６（Ｄ）に示すように、メニスカス８１が壊れて微量のインクがブレード６６ａの斜面に
沿って流れ落ちていく。一方で、図６（Ｅ）および図６（Ｆ）に示すように、ブレード６
６ａの先端部６６ｂの後方部分６６ｂｂが液体吐出口５１上に来ると、矢印Ｑのように微
振動しているメニスカス８１が、液体吐出口５１の周辺に広がっていくとともに、ブレー
ド６６ａの先端部６６ｂの後方部分６６ｂｂに付着する。図６（Ｇ）および図６（Ｈ）に
示すように、ブレード６６ａの先端部６６ｂの後方部分６６ｂｂが液体吐出口５１から離
れていくときには、ブレード６６ａの先端部６６ｂの後方部分６６ｂｂに付着していたイ
ンクが液体吐出口５１の周辺に広がっていく。図６（Ｈ）に示すように、液体吐出口５１
の周辺に広がったインクは、ヘッド５０の正圧により、液体吐出口５１内へ逆流すること
はない。
【００７６】
　以上説明した、湿潤化摺動処理、払拭摺動処理などの処理は、図１のプリント制御部１
５０が、タイマ１５３、ヘッド駆動部１５４、圧力調整部１６２、清掃部材移動部１６６
等を用いて行う。
【００７７】
　次に、インク滲み出し量を調整する各種の態様について、一覧を図７に示す。
【００７８】
　第１に、摺動速度、すなわち清掃部材６６とヘッド５０との相対速度を調整することに
より、インクの滲み出し量を調整する態様がある。
【００７９】
　例えば、摺動速度を２０～１２０[mm/sec]の範囲内で変化させると、摺動速度が速いほ
ど（上限値の１２０[mm/sec]に近いほど）インクの滲み出し量が少なくなり、摺動速度が
遅いほど（下限値の２０[mm/sec]に近いほど）インクの滲み出し量が多くなる。
【００８０】
　図８において、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうちで所定の摺動開始領域５０１を清
掃部材６６が摺動するときの摺動速度を、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうちで摺動終
了領域を含む摺動開始領域以外の領域５０２を清掃部材６６が摺動するときの摺動速度よ
りも遅くする。
【００８１】
　これにより、摺動始めのインクの滲みだし量を増やすことができ、清掃部材６６によっ
て摺動始めに滲み出たインクを液体吐出面５０ａ上に押し広げることになるので、摺動の
終点に近づくほど必要なインクは少なくて済む。また、ヘッド５０の液体吐出面５０ａに
与える損傷を防止する観点からも、摺動の始めにインクを十分に滲み出させればよい。そ
こで、例えば、摺動の開始領域５０１における摺動速度を２０［mm/sec］、それ以外の領
域５０２における摺動速度を８０［mm/sec］と切り換える。１２０［mm/sec］を選択する
と更なるインク量の低下が期待できるが、清掃部材移動部１６６の大型化およびコストア
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ップのため、８０［mm/sec］を選択した。
【００８２】
　摺動速度の切り換えは、例えば、図１のプリント制御部１５０が、清掃部材移動部１６
６およびタイマ１５３を用いて行う。図１のタイマ１５３により摺動開始時点からの経過
時間を計時して予め決められた時間を超えたときに摺動速度を切り換える。
【００８３】
　また、図９に示すように、長尺ヘッドの場合、すなわち清掃部材６６の摺動距離が長い
場合には、一定間隔で、インク滲み出し量を多くする領域５０１、すなわち摺動速度が遅
い領域５０１を設けると効果的である。
【００８４】
　また、摺動速度は、連続的に変化させるようにしてもよいし、段階的に変化させるよう
にしてもよい。このように連続的または段階的に摺動速度を変化させることによって、長
尺ヘッドにおいて、液体吐出口５１からのインク滲み出し量を摺動位置に応じてより細か
く変化させることも可能となる。
【００８５】
　なお、タイマ１５３を用いないで、清掃部材６６の摺動位置を検知する手段（図示を省
略）を設け、摺動位置が予め決められた位置となったときに摺動速度を切り換えるように
してもよい。
【００８６】
　異常吐出検知（ノズルチェックパターンによる手動検出を含む）と組み合わせて、異常
ノズルのある部分の摺動速度を遅くし、十分湿潤させて、清掃する。少ないインクで有効
な清掃が可能である。
【００８７】
　摺動速度を速くするとインクの滲みだし量が少なくなる理由は、図６（Ｂ）および（Ｃ
）に示す状態の時に、インクが液体吐出口５１の周辺まで余分に広がる前に液体吐出口５
１の周辺を通り過ぎるためと考えられる。
【００８８】
　第２に、背圧、すなわちヘッド５０の内部の圧力を調整することにより、インクの滲み
出し量を調整する態様がある。
【００８９】
　例えば、背圧を０～１００[mmH2O]の範囲内で変化させると、背圧が低いほど（下限値
の０[mmH2O]に近いほど）インクの滲み出し量が少なくなり、背圧が高いほど（上限値の
１００[mmH2O]に近いほど）インクの滲み出し量が多くなる。
【００９０】
　なお、０～１００[mmH2O]の範囲内で良好な結果が得られたが、ノズル径、インクの種
類、清掃部材６６の材質、液体吐出面５０ａの撥水性能などにより背圧の良好な値は異な
るので、適宜設定する必要がある。
【００９１】
　また、背圧が高すぎると、第２の摺動後にインクがあふれる。逆に、背圧が低すぎると
、第１の摺動時に十分なインクが滲み出さず、インク固形分の溶解に支障をきたすことが
ある。
【００９２】
　図８において、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうちで所定の摺動開始領域５０１を清
掃部材６６が摺動するときのヘッド５０の背圧を、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうち
で摺動終了領域を含む摺動開始領域以外の領域５０２を清掃部材６６が摺動するときのヘ
ッド５０の背圧よりも高くする。このようにしても第１の態様と同じ効果が得られる。
【００９３】
　ヘッド５０の背圧の切り換えは、例えば、図１のプリント制御部１５０が、圧力調整部
１６２およびタイマ１５３を用いて行う。図１のタイマ１５３により摺動開始時点からの
経過時間を計時して予め決められた時間を超えたときにヘッド５０の背圧を切り換える。
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【００９４】
　また、図９に示すように、摺動距離が長い場合には、一定間隔で、インク滲み出し量を
多くする領域５０１、すなわち摺動速度が遅い領域５０１を設けると効果的である。ヘッ
ド５０の背圧は、連続的に変化させるようにしてもよいし、段階的に変化させるようにし
てもよい。タイマ１５３を用いないで、清掃部材６６の摺動位置を検知する手段（図示を
省略）を設け、摺動位置が予め決められた位置となったときにヘッド５０の背圧を切り換
えるようにしてもよい。
【００９５】
　また、長尺ヘッドの場合、ヘッド５０の共通液室５５を分割するとともに各共通液室５
５ごとにサブタンク４２を設けて、各サブタンク４２ごとに背圧を切り換えることにより
、一定間隔ごとにインクの滲みだし量を調整することも可能である。
【００９６】
　また、ヘッド５０の背圧を調整する方法として、サブタンク４２の内圧を調整する場合
を例に説明したが、インクタンク６０のインクを直接加圧してもよい。また、サブタンク
４２を大気連通とし、さらにサブタンク４２を上下させる機構を設けて、サブタンク４２
内の液面とヘッド５０の液体吐出面５０ａとの水頭差でヘッド５０の背圧を変えてもよい
。
【００９７】
　第３に、予備吐出数、すなわち湿潤化前のパージ（空吐出）の各液体吐出口５１の吐出
数を調整することにより、インクの滲み出し量を調整する態様がある。
【００９８】
　例えば、各液体吐出口５１の予備吐出数を２００～２００００［shot］の範囲内で変化
させると、予備吐出数が少ないほど（下限値ｍ２００［shot］に近いほど）インクの滲み
出し量が少なくなり、予備吐出数が多いほど（上限値の２００００［shot］に近いほど）
インク滲み出し量が多くなる。
【００９９】
　図８において、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうちで所定の摺動開始領域５０１内の
各液体吐出口５１の予備吐出数よりも、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうちで摺動終了
領域を含む摺動開始領域以外の領域５０２内の各液体吐出口５１の予備吐出数を少なくす
る。例えば、摺動開始領域５０１内では各液体吐出口５１ごとに２００００[shot]、それ
以外の領域５０２内では各液体吐出口５１ごとに２００[shot]とする。
【０１００】
　各液体吐出口５１の予備吐出数の調整は、図１のプリント制御部１５０が、ヘッド駆動
部１５４を用いて行う。
【０１０１】
　予備吐出数が少ないとインクの滲み出し量が少なくなる理由は、液体吐出口５１内のイ
ンクが増粘するためと考えられる。
【０１０２】
　第４に、接触角、すなわち清掃部材６６の表面上に小さなインク滴を乗せた状態におけ
る清掃部材６６の表面とインクの表面とがなす角度（清掃部材６６のインクに対する表面
性を示す）を切り換えることにより、インクの滲み出し量を調整する態様がある。
【０１０３】
　例えば、接触角を２０～６０［度］の範囲内で変化させると、接触角が小さいほど（下
限値の２０［度］に近いほど）インクの滲み出し量が少なくなり、接触角が大きいほど（
上限値の６０［度］に近いほど）インクの滲み出し量が多くなる。
【０１０４】
　図１０（Ａ）は、第４の態様に適した画像形成装置１００を示す要部構成図である。図
１０（Ａ）の画像形成装置１００は、図１０（Ｂ）および図１０（Ｃ）に示す清掃部材６
００を備える。図１０（Ｂ）は清掃部材６６０の摺動方向Ｍに沿った側面図であり、図１
０（Ｃ）は清掃部材６６０の清掃方向Ｍと直交する方向に沿った平面図である。図１０（
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Ｂ）および（Ｃ）において、清掃部材６６０は、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうちで
摺動開始領域５０１を摺動する高接触角部材６６１と、インクとの接触角が高接触角部材
６６１よりも小さく、ヘッド５０の液体吐出面５０ａのうちで摺動終了領域５０３を含む
摺動開始領域５０１以外の領域を摺動する低接角触部材６６２とを有する。具体的には、
清掃部材６６０の先端部６６ｂに、高接触角に表面処理したエリア（高接触角部材６６１
）と、高接触角部材６６１よりも低い接触角に表面処理したエリア（低接触角部材６６２
）を持つ。また、図１０（Ａ）の画像形成装置１００は、清掃部材６６０をヘッド５０の
液体吐出面５０ａに押し当てる圧力（押し圧）を変更する清掃部材押し圧変更部１６８を
備える。他の構成要素については、図４に示す画像形成装置１０の構成要素と同じであり
既に説明したので、ここでは説明を省略する。
【０１０５】
　清掃開始前、具体的には第１の摺動処理（湿潤化摺動処理）の前に、圧力調整部１６２
（圧力計４２２、大気連通口４２３、大気開放弁４２４および圧力調整ポンプ４２５）に
より、サブタンク４２の内部圧力を正圧にする。すなわち、ヘッド５０の背圧を正圧にす
る。そうすると、ヘッド５０の液体吐出口のメニスカスは、凸形状となる。この状態で第
１の摺動処理（湿潤化摺動処理）を開始する。液体吐出面５０ａの摺動開始領域５０１は
、掃部材押し圧変更部１７０により設定した弱い押し圧で清掃部材６６０が摺動する。そ
うすると、図１０（Ｄ）に示すように、清掃部材６６０の先端部の高接触角部材６６１が
液体吐出面５０ａ上を摺動して、ヘッド５０の液体吐出口から滲み出したインクによって
液体吐出面５０ａが湿潤になる。
【０１０６】
　清掃部材６６が液体吐出面５０ａの摺動開始領域５０１を過ぎた位置に来たとき、掃部
材押し圧変更部１７０により清掃部材６６の押し圧を強くする。このとき、図１０（Ｅ）
に示すように、清掃部材６６０の先端部の低接触角部材６６２が液体吐出面５０ａ上を摺
動する。そうすると、液体吐出面５０ａに付着するインク量は少なくなる。
【０１０７】
　第１の摺動処理（湿潤化摺動処理）が終わったとき、圧力調整部１６２によりサブタン
ク４２内の圧力を負圧にする。すなわち、ヘッド５０の背圧を負圧にする。そして、第２
の摺動処理（払拭摺動処理）を行う。このとき、掃部材押し圧変更部１７０により設定し
た弱い押し圧で清掃部材６６０の高接触エリア６６１を液体吐出面５０ａに押し当てる。
このとき、図１０（Ｄ）に示すように、清掃部材６６０の先端部の高接触角部材６６１が
液体吐出面５０ａ上を摺動して液体吐出面５０ａのインク等を払拭する。このとき、メニ
スカス振動波形のヘッド５０への印加は停止した状態としておき、インクを液体吐出面５
０ａに滲み出させないようにする。
【０１０８】
　接触角が大きいほどインクの滲み出し量が多くなる理由は、図６（Ｂ）及び（Ｃ）に示
す状態の時に、液体吐出面５０ａとブレード６６ａとの間に形成されるメニスカスの盛り
上がりの大きさによりインクの滲み出し量が決まり、接触角が大きいほどメニスカスの盛
り上がり形状も大きくなるためと考えられる。
【０１０９】
　第５に、ウエイトタイムを調整することにより、インクの滲み出し量を調整する態様が
ある。ここで、ウエイトタイムは、湿潤化摺動処理（第１の摺動処理）の終了からメニス
カス微振動停止までの待機時間である。
【０１１０】
　例えば、ウエイトタイムを０～６０[sec] の範囲内で変化させると、ウエイトタイムが
短いほど（下限値の０[sec]に近いほど）インクの滲み出し量が少なくなり、ウエイトタ
イムが長いほど（上限値の６０[sec]に近いほど）インクの滲み出し量が多くなる。
【０１１１】
　ウエイトタイムの調整は、図１のプリント制御部１５０が、ヘッド駆動部１５４および
タイマ１５３を用いて行う。
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【０１１２】
　特に、不吐出検出と組み合わせて、不吐出口が多いときは、ウエイトタイムを長くする
と有効である。ウエイトタイムを長くすることで、液体吐出口５１内部の増粘したインク
の排出と液体吐出面についたインクの固形分の溶解が可能となる。また、液体吐出面の汚
れがひどいとき、および、吐出方向性不良が多いときには、ウエイトタイムを長くすると
有効である。
【０１１３】
　［清掃処理］
　図１１は、摺動速度を変化させることよりインク滲み出し量を調整する第１の態様にお
ける液体吐出面の清掃処理の一例の流れを示すフローチャートである。
【０１１４】
　図１１において、所定の事前準備を行う（Ｓ２）。ここでは、図４のインク残量センサ
４２１によって検知されたサブタンク４２内のインク残量と予め決められた規定値とを比
較し、インク残量が規定値以下のときには、インクの補給を行う。インクの補給は、図４
の液体受け６４と対向するメンテナンス位置にヘッド５０を移動させて、液体受け６４で
ヘッド５０の液体吐出面５０ａを封止し、サブタンク４２の大気開放弁４２４を開放して
サブタンク４２内部を大気と連通させ、その後、液体供給弁６２が開かれている状態で液
体供給ポンプ６１を駆動して行う。これにより後述の湿潤化摺動処理（第１の摺動処理）
においてインクが足りなくなることを防止する。
【０１１５】
　次に、清掃前の予備吐出（パージ）を行う（Ｓ４）。パージは、ヘッド５０が液体受け
６４と対向するメンテナンス位置にない場合には、ヘッド５０をメンテナンス位置へ移動
させた後に行う。ヘッド駆動部１５４からヘッド５０の図３に示す各圧電素子５８へパー
ジ用の駆動信号を与えることによって、各液体吐出口５１の増粘したメニスカス表面のイ
ンクをヘッド５０外に出す。
【０１１６】
　次に、図４の液体供給弁６２を閉じる（Ｓ６）。これにより、インクタンク６０とサブ
タンク４２間を遮断する。
【０１１７】
　次に、ヘッド５０の背圧を正圧に設定する（Ｓ８）。ここでは、図４の圧力計４２２に
よって圧力を計測しつつ、サブタンク４２を加圧する方向に圧力調整ポンプ４２５を回転
駆動することにより、ヘッド５０の背圧を目的の範囲内の正圧に設定する。このようにヘ
ッド５０の背圧を正圧に設定することで、後述の湿潤化摺動処理で液体吐出口５１から滲
み出たインクが液体吐出口５１の内部に戻ることを抑える。ここでは、30mmH2Oとした。
【０１１８】
　次に、メニスカス微振動を開始する（Ｓ１０）。ここでは、ヘッド駆動部１５４からヘ
ッド５０の図３に示す各圧電素子５８にメニスカス微振動波形を印加して、ヘッド５０の
液体吐出口５１のメニスカスを微振動させる。メニスカス微振動波形は全液体吐出口５１
から吐出しない波形を選択する必要がある。このようなメニスカス微振動に因り、インク
の滲みだしを促進させる効果がある
　次に、図１２（Ａ）に示すように、液体吐出面５０ａ上で清掃部材６６の第１の摺動を
開始する（Ｓ１２）。
【０１１９】
　背圧設定（Ｓ８）とメニスカス微振動（Ｓ１０）により、凸形状且つ微振動しているメ
ニスカスに清掃部材６６が接触して、メニスカスが壊れ、インクが滲みだし液体吐出面５
０ａに広がる。インクの滲みだし量は、清掃部材６６の摺動が遅いほど、また清掃部材６
６のブレード６６ａの接触角が大きいほど、多くなる。
【０１２０】
　清掃部材６６が液体吐出面５０ａの摺動開始領域５０１を摺動しているか否かを判定し
（Ｓ１４）、清掃部材６６が摺動開始領域５０１以外の領域を摺動していると判定したと
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きには、清掃部材移動部１６６によって摺動する清掃部材６６の摺動速度を変更し、図１
２（Ｂ）に示すように清掃部材６６の摺動を続ける（Ｓ１６）。すなわち、摺動速度を変
化させることにより、摺動開始領域における液体吐出口５１からのインク滲み出し量より
も摺動開始領域以外の領域における液体吐出口５１からのインク滲み出し量を減少させた
。例えば、摺動開始領域の摺動速度は20mm/sec、それ以外の領域を80mm/secとした。
【０１２１】
　所定時間だけウエイトし（Ｓ１８）、メニスカス微振動を終了する（Ｓ２０）。すなわ
ち、図１のタイマ１５３を用いて予め決められたウエイトタイムだけ待機した後、図１の
ヘッド駆動部１５４からヘッド５０の圧電素子５８に対して与えていたメニスカス微振動
波形の付与を停止する。図１２（Ｃ）に示すように、清掃部材６６は摺動開始位置の近傍
まで戻す。
【０１２２】
　なお、ウエイトタイムを切り換えることでインク滲みだし量を調整できる。ウエイトタ
イムを長くするとインクの滲みだし量は増加する。
【０１２３】
　メニスカス微振動を終了することにより、インクの滲み出しを抑える。ただし、メニス
カス微振動を停止した後もヘッド５０の背圧は正圧のまま維持されているため、若干のイ
ンクが滲み出す。
【０１２４】
　次に、図１２（Ｄ）に示すように、清掃部材６６を液体吐出面５０ａ上で摺動させる払
拭を行う（Ｓ２２）。これにより、ヘッド５０の液体吐出面５０ａに付着していた付着物
が溶解しているインクやごみを除去できる。ヘッド５０の液体吐出面５０ａは湿潤化（Ｓ
１２～１４）により十分に濡れているため、清掃部材６６により液体吐出面５０ａ（例え
ば撥液膜）を傷つけることもない。
【０１２５】
　次に、図１２（Ｅ）に示すように、圧力計４２２によってサブタンク４２の内圧を計測
しながら、圧力調整ポンプ４２５を逆回転駆動して、ヘッド５０の背圧を吐出待機時と同
じ負圧に設定する（Ｓ２４）。なお、サブタンク４２の大気開放弁４２４を開けて大気解
放した後、圧力調整ポンプ４２５を駆動すると、短時間で所定の背圧に設定することがで
きる。
【０１２６】
　次に、図４の液体供給弁６２を開ける（Ｓ２６）。これにより、サブタンク４２をイン
クタンク６０と連通させる。
【０１２７】
　次に、清掃後の空吐出（パージ）を行う（Ｓ２８）。具体的には、ヘッド５０の各液体
吐出口５１からインクを液体受け６４に向けて吐出する。
【０１２８】
　図１３は、ヘッド５０の背圧を変化させることによりインク滲み出し量を調整する第２
の態様における液体吐出面清掃処理の一例の流れを示すフローチャートである。
【０１２９】
　図１３において、ステップＳ２～Ｓ１０は図１１に示す第１の態様における処理と同じ
であり、事前準備し（Ｓ２）、パージし（Ｓ４）、液体供給弁６２を閉じ（Ｓ６）、ヘッ
ド５０の背圧を正圧に設定し（Ｓ８）、メニスカス微振動を開始する（Ｓ１０）。
【０１３０】
　本態様では、図１４（Ａ）に示すように、圧力計４２２でサブタンク４２の内圧（すな
わちヘッド５０の背圧）を計測しながら、圧力調整ポンプ４２５を駆動することによって
、ヘッド５０の背圧を摺動開始領域用の圧力に変更する（Ｓ１１）。次に、図１４（Ｂ）
に示すように液体吐出面５０ａ上で清掃部材６６の第１の摺動を開始すると（Ｓ１２）、
清掃部材６６が液体吐出面５０ａの摺動開始領域５０１を摺動しているか否か判定し（Ｓ
１４）、清掃部材６６が摺動開始領域５０１以外の領域を摺動していると判定したときに
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は、圧力調整部１６２を用いて、ヘッド５０の背圧を変更し、図１４（Ｃ）に示すように
清掃部材６６の摺動を続ける（Ｓ１５）。
【０１３１】
　なお、ステップＳ１１およびＳ１５において、液体吐出面５０ａの摺動開始領域５０１
を清掃部材６６が摺動するときのヘッド５０の背圧を、液体吐出面５０ａの摺動開始領域
５０１以外の領域を清掃部材６６が摺動するときのヘッド５０の背圧よりも高くする。
【０１３２】
　ステップＳ１８～Ｓ２８は図１１に示す第１の態様における処理と同じである。所定時
間だけウエイトし（Ｓ１８）、メニスカス微振動を終了する（Ｓ２０）。なお、図１４（
Ｄ）に示すように、清掃部材６６は摺動開始位置の近傍まで戻す。次に、図１４（Ｅ）に
示すように、清掃部材６６を液体吐出面５０ａ上で摺動させる払拭を行い（Ｓ２２）、図
１４（Ｆ）に示すように、ヘッド５０の背圧を負圧に設定し（Ｓ２４）、液体供給弁６２
を開けて（Ｓ２６）、パージを行う（Ｓ２８）。
【０１３３】
　なお、図７を用いて説明した、各種のインク滲み出し量の調整態様は、組み合わせて行
ってもよい。例えば、摺動速度およびヘッド５０の背圧の両方を調整してもよいし、全て
の調整態様を組み合わせてもよい。
【０１３４】
　また、湿潤化摺動処理（第１の摺動処理）と払拭摺動処理（第２の摺動処理）とで、同
一の清掃部材６６を摺動させる場合を例に説明したが、湿潤化摺動処理と払拭摺動処理と
で異なる清掃部材を摺動させるようにしてもよい。
【０１３５】
　また、図９を用いて、一定間隔で、摺動速度が遅い領域５０１を設けた場合、すなわち
清掃部材６６の摺動速度を切り換える態様について説明したが、ヘッド５０の液体吐出面
５０ａの特定場所でヘッド５０の液体吐出口５１からの滲み出し液体量を変える態様は、
摺動速度（清掃部材６６とヘッド５０との相対速度である）を切り換える態様に特に限定
されない。具体的には、図７を用いて既に説明したように、ヘッド５０の内部の圧力（背
圧）を切り換える態様、予備吐出数を切り換える態様、接触角を切り換える態様などが挙
げられる。
【０１３６】
　また、ヘッド５０の液体吐出面５０ａの特定場所で滲み出し液体量の切り換えを行うに
は、既に説明したように、図１のプリント制御部１５０がタイマ１５３を用いて摺動開始
時点からの経過時間を計時した時間を位置に変換して行う態様のほか、清掃部材６６の位
置を検知する手段（図示省略）を設けて検知した位置に基づいて行う態様などが挙げられ
る。
【０１３７】
　また、ヘッド５０の液体吐出面５０ａの特定場所で滲み出し液体量の切り換えを行う態
様を説明したが、液体吐出面５０ａ（ノズル５１の配置面である）の全領域で同一の滲み
出し条件を用いてもよい。すなわち、液体吐出面５０ａの全領域で、清掃部材６６の摺動
速度、予備吐出数、接触角などの滲み出し条件を同一にする。
【０１３８】
　このように液体吐出面５０ａの全領域で同一の滲み出し条件を用いた場合には、画像形
成装置１０のヘッド５０による液体吐出に関する状態に応じて、液体吐出面５０ａの全領
域で液体の滲み出し量を切り換えると、液体吐出面５０ａの清掃性の向上につながる。例
えば、被吐出媒体１６の通紙頻度（被吐出媒体１６が液体吐出面５０ａに対して通過する
頻度である）が所定値を超えたとき、ヘッド５０を非吐出状態のまま所定期間を超えて放
置したとき、ヘッド５０の吐出異常が検出されたとき（ノズルチェックパターンによるユ
ーザ判断を含む）、被吐出媒体１６のジャムが回復したとき、画像形成装置１０の電源オ
ン時、などの所定の状態で液体の滲み出し量を切り換える。具体的には、プリント制御部
１５０がヘッド５０の液体吐出口５１からの滲み出し液体量を通常よりも増やすか否かを
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の摺動（湿潤化摺動）における液体の滲み出し量を通常よりも増やす切り換えを行う。
【０１３９】
　以上、本発明の実施形態について、ヘッド５０から吐出する液体がインクである場合を
例について説明したが、インク以外の何らかの処理液や、他の産業用の液体を吐出する場
合にも、本発明を適用できる。
【０１４０】
　また、圧電素子を圧力発生手段として用いた場合を例に説明したが、例えばヒータなど
の他の圧力発生手段を用いる場合にも本発明を適用できる。
【０１４１】
　本発明は、本明細書において説明した例や図面に図示された例には限定されず、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において、各種の設計変更や改良を行ってよいことはもちろんで
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】本発明に係る液体吐出装置の一例としての画像形成装置の全体構成を示すブロッ
ク図
【図２】ヘッドの一例の全体構成を示す平面透視図
【図３】図２の３－３線に沿ったヘッドの断面図
【図４】画像形成装置の要部を示す構成図
【図５】（Ａ）は吐出待機時のメニスカスの様子を示す模式図、（Ｂ）は加圧及びメニス
カス微振動開始直後のメニスカスの様子を示す模式図、（Ｃ）は湿潤化直後のメニスカス
の様子を示す模式図
【図６】湿潤化摺動の説明に用いる模式図
【図７】インクの滲み出し量を調整する各種の態様の一覧を示す図
【図８】インクの滲み出し量調整の一例の説明に用いる説明図
【図９】インクの滲み出し量調整の他の例の説明に用いる説明図
【図１０】清掃部材とインクとの接触角によりインクの滲み出し量を調整する態様の一例
を示す模式図
【図１１】摺動速度によりインクの滲み出し量を調整する態様における液体吐出面の清掃
処理の一例の流れを示すフローチャート
【図１２】図１１に示す液体吐出面の清掃処理の説明に用いる説明図
【図１３】ヘッドの背圧によりインクの滲み出し量を調整する態様における液体吐出面の
清掃処理の一例の流れを示すフローチャート
【図１４】図１３に示す液体吐出面の清掃処理の説明に用いる説明図
【符号の説明】
【０１４３】
　４２…サブタンク、５０…ヘッド（液体吐出ヘッド）、５０ａ…ヘッドの液体吐出面、
５１…ヘッドの液体吐出口、５１ａ…液体吐出口の周縁、５２…ヘッドの圧力室、５８…
ヘッドの圧電素子、６０…インクタンク、６１…液体供給ポンプ、６２…液体供給弁、６
４…液体受け、６６…清掃部材、６６ａ…清掃部材のブレード、８１…メニスカス、１５
０…プリント制御部（制御手段）、１５２…メモリ、１５３…タイマ、１５４…ヘッド駆
動部、１６０…給液部、１６２…圧力調整部、１６４…液体受け移動部、１６６…清掃部
材移動部
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