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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
記録ヘッドのハウジング内部に設けられ、インクを噴射するための噴射ノズルと、
前記噴射ノズルに供給されるインクを貯留するためのインクタンクと、
前記インクタンクから前記噴射ノズルにインクを供給するためのインク供給経路と、
前記噴射ノズルと対向して配置されるガターと、
前記ガターにより捕捉されたインクを回収するためのインク回収経路と、
前記噴射ノズル内部を洗浄するための溶剤を貯留するための溶剤タンクと、
前記溶剤タンクから前記噴射ノズルに溶剤を供給するための溶剤供給経路と、
前記噴射ノズルに連結され、前記噴射ノズルの洗浄に用いられた溶剤を回収するための溶
剤回収経路とを備えるインクジェット記録装置において、
前記インク供給経路に介装された第１の電磁開閉弁と、
前記溶剤供給経路に介装された第２の電磁開閉弁と、
前記噴射ノズルの洗浄に用いられた溶剤を前記溶剤回収経路を介して吸引するためのポン
プと、
前記噴射ノズルの洗浄の後に前記ハウジング内部に清浄な空気を供給する給気手段とを更
に備え、
前記インクジェット記録装置は前記第１及び第２の電磁開閉弁を共に閉止した状態で前記
ポンプを駆動することにより前記給気手段により供給された前記ハウジング内部の清浄な
空気を前記噴射ノズル内部に吸気することを特徴とするインクジェット記録装置。
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【請求項２】
前記給気手段は、外部の空気を吸い込むエアポンプと、
前記エアポンプにより吸い込まれた外気を前記噴射ノズルに給気するための給気経路と、
前記給気経路に設けられたエアフィルタとからなることを特徴とする請求項１に記載のイ
ンクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録ヘッドに備えられた噴射ノズルからインクを噴射して対象物にパターン形
成するインクジェット記録装置に関し、特に、噴射ノズルから連続的に噴射される粒状の
インクを必要時にのみ偏向し、この偏向量に応じて所望のパターン形成を行わせるように
したコンティニュアス形のインクジェット記録装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
各種の工業製品に、文字、図形等の種々のパターンを形成するための好便な記録装置とし
て、従来から、コンティニュアス形のインクジェット記録装置が広く用いられている。
【０００３】
図２は、コンティニュアス形のインクジェット記録装置の概略構成を示す模式図である。
本図に示す如くインクジェット記録装置は、本体ケース１と記録ヘッド２とを連結チュー
ブ３により連結して構成されている。本体ケース１の内部には、印字用のインクが貯留さ
れたインクタンクＴ1 及び補充インクタンクＴ2 と、前記インクの溶剤が貯留された溶剤
タンクＴ3 とが備えられている。
【０００４】
インクタンクＴ1 には、インク又は溶剤の送給、及び記録ヘッド２から後述の如く回収さ
れるインク又は溶剤の送給のための送給管10と、記録ヘッド２にインクを供給するための
供給管11と、外気に連通する排気管12とが接続されている。送給管10の中途には、ポンプ
Ｐ1 が介装されており、インクタンクＴ1 へのインク又は溶剤の送給は、このポンプＰ1 

の動作により行われるようになしてある。また供給管11の中途には、インク供給用のポン
プＰ2 、フィルタＦ1 及びレギュレータＲが介装されており、インクタンクＴ1 の内部に
貯留されたインクは、ポンプＰ2 の動作により送出され、フィルタＦ1 により異物を除去
し、またレギュレータＲにより圧力を調整して、後述の如く、連結チューブ３の内部を経
て記録ヘッド２に供給されるようになしてある。
【０００５】
補充インクタンクＴ2 には、インクタンクＴ1 に補充用のインクを送給するための補充管
13が接続されている。この補充管13は、電磁開閉弁Ｖ1 を介して前記送給管10に接続され
ており、補充インクタンクＴ2 内に貯留された補充用のインクは、電磁開閉弁Ｖ1 が開放
されたとき、前記ポンプＰ1 の動作により補充管13及び送給管10を経てインクタンクＴ1 

内に供給されるようになしてある。この供給は、後述する動作によりインクタンクＴ1 内
のインクが減少したとき、減少分を補填し、インクタンクＴ1 内のインク残量を適正に保
つべく行われる。
【０００６】
溶剤タンクＴ3 には、その内部に貯留された溶剤の送給のための送給管14が接続されてい
る。この送給管14は、電磁開閉弁Ｖ1 に並設された電磁開閉弁Ｖ2 を介して前記送給管10
に接続されており、溶剤タンクＴ3 内に貯留された溶剤は、電磁開閉弁Ｖ2 が開放された
とき、前記ポンプＰ1 の動作により送給管14及び送給管10を経てインクタンクＴ1 内に供
給されるようになしてある。この供給は、インクタンクＴ1 内のインクに含まれる溶剤成
分が蒸発により失われたとき、この喪失分を補填し、前記インクの濃度を適正に保つべく
行われる。
【０００７】
また送給管14の中途には、溶剤供給用のポンプＰ3 及びフィルタＦ2 が介装され、この送
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給管14は、前記電磁開閉弁Ｖ2 の上流側にて分岐管 14aに接続されており、前記電磁開閉
弁Ｖ2 を閉じた状態で前記ポンプＰ2 を駆動すると、溶剤タンクＴ3 内の溶剤は、前記フ
ィルタＦ2 により塵埃を除去されて分岐管 14aに導入され、後述の如く、連結チューブ３
の内部を経て記録ヘッド２に直接的に供給されるようになしてある。なおこの供給は、記
録ヘッド２に後述の如く内蔵された噴射ノズル20を、インクの供給系及び回収系を含めて
洗浄すべく行われる。この洗浄は、特に、インクジェット記録装置の運転休止に際して行
われる。
【０００８】
また前記送給管10には、電磁開閉弁Ｖ1 ，Ｖ2 と並設された電磁開閉弁Ｖ3 を介して溶剤
回収管16が接続され、更に、これらの電磁開閉弁Ｖ1 ，Ｖ2 ，Ｖ3 の下流側にインク回収
管15が接続されている。溶剤回収管16は、前記噴射ノズル20の洗浄に使用された溶剤を回
収すべく設けてあり、この溶剤回収管16に回収される溶剤は、電磁開閉弁Ｖ3 を開放して
前記ポンプＰ1 を動作させることにより、送給管10を経てインクタンクＴ1 内に戻されて
回収される。またインク回収管15は、前記噴射ノズル20から後述の如く噴射され、印字に
供されなかった余剰インクを回収すべく設けてあり、このインク回収管15に回収される余
剰インクは、前記ポンプＰ1 の動作により送給管10を経てインクタンクＴ1 内に戻されて
回収される。
【０００９】
記録ヘッド２は、後述の如く送給されるインクを一方向に噴射する噴射ノズル20と、該噴
射ノズル20による噴射流に正対するように配された回収用のガター21と、噴射ノズル20か
らガター21に至る噴射経路に沿って並設された帯電電極22及び偏向電極23とを、箱形をな
すハウジング24の内部に備えて構成されている。
【００１０】
図３は、噴射ノズル20の概略構成を示す模式図である。噴射ノズル20は、その内部にイン
ク又は溶剤が供給される中空の本体ブロック2aと、この本体ブロック2aの一側に、その振
動片を内側に突出させて取付けられたピエゾ振動子2bとを備えてなる。本体ブロック2aに
は、ピエゾ振動子2bの取付け側と逆側の端壁を内外に貫通する小径の噴射孔2cと、ピエゾ
振動子2bの取付け側と同側の周壁を内外に貫通する供給口2dと、同じく逆側の周壁を内外
に貫通する排出口2eとが形成されている。本体ブロック2aの内部には、前記噴射孔2cの形
成位置に向けて縮径するノズル部が設けてあり、前記ピエゾ振動子2bは、その振動片の先
端を噴射孔2cの近傍に臨ませて配してある。
【００１１】
以上の如く構成された噴射ノズル20においては、本体ブロック2aの内部に、前記供給口2d
を経て所定の圧力に維持されたインクを導入すると、このインクが小径の噴射孔2cを経て
所定の速度にて噴射される。このとき、前記ピエゾ振動子2bに所定の電圧を印加して振動
させると、噴射孔2cを経て噴射されるインクの噴流は、図示の如く、前記振動に応じて波
形にくびれた形態となり、このくびれが噴射方向への移動に応じて徐々に深くなり、表面
張力により相互に分離して、球状のインク粒Ｉ1 ，Ｉ2 ，Ｉ3 …となって飛翔する。なお
このとき前記排出口2eは閉止しておく。
【００１２】
前記帯電電極22は、前述の如くインク粒Ｉ1 ，Ｉ2 ，Ｉ3 …への分離が生じる位置に配設
し、また前記偏向電極23は、前記分離が生じる位置の直後に配設してあり、相互に分離し
て飛翔する各インク粒Ｉ1 ，Ｉ2 ，Ｉ3 …は、帯電電極22の配設位置を通過するとき、こ
れに印加された電圧に応じて個々に異なる電位に帯電せしめられて偏向電極23の配設位置
を通過する。偏向電極23には高圧の直流電圧が印加され、該偏向電極23の配設位置には、
所定の強度の電界が形成されており、この配設位置を通過するインク粒Ｉ1 ，Ｉ2 ，Ｉ3 

…は、前記電界の作用により各別の帯電量に応じて偏向される。
【００１３】
このように偏向されたインク粒は、記録ヘッド２のハウジング24に形成された送出口25を
経て外部に飛び出し、図示しない対象物に衝突せしめられて付着し、該対象物の表面に、
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文字、図形等の所望のパターンを形成する。また、前記帯電電極22の通過時に帯電されな
かった一部のインク粒は、偏向電極23の配設位置にて偏向されることなく直進し、ハウジ
ング24内部の回収用のガター21に捕捉される。
【００１４】
以上の如き記録ヘッド２と本体ケース１とを連結する連結チューブ３は、可撓性材料から
なる中空のチューブであり、インク供給チューブ30、溶剤供給チューブ31、インク回収チ
ューブ32、及び溶剤回収チューブ33を内包している。前記チューブ30，31，32，33の夫々
は、本体ケース１の内部に延長され、インク供給チューブ30の延長端は、インクの供給管
11に、溶剤供給チューブ31の延長端は、溶剤の供給管14から分岐された分岐管 14aに、イ
ンク回収チューブ32の延長端は、インク回収管15に、溶剤回収チューブ33の延長端は、溶
剤回収管16に夫々連結されている。
【００１５】
また前記チューブ30，31，32，33の夫々は、記録ヘッド２の内部にも延長されており、イ
ンク供給チューブ30及び溶剤供給チューブ31の延長端は、各別の電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 を
介して噴射ノズル20に設けられた前記供給口2dに連結され、またインク回収チューブ32の
延長端は、噴射ノズル20に正対して配された回収用のガター21に連結され、更に溶剤回収
チューブ33の延長端は、噴射ノズル20に設けられた前記排出口2eに連結されている。
【００１６】
而して、記録ヘッド２へのインクの供給は、前記電磁開閉弁Ｋ1 を開放し、前記供給口2d
をインク供給チューブ30に接続してなされ、供給されたインクが噴射ノズル20から噴射さ
れ、帯電電極22及び偏向電極23の前述した作用により記録ヘッド２から送出されてパター
ン形成に用いられる。このようなインクの噴射に際しては、噴射ノズル20に設けた排出口
2eが閉止されるが、この閉止は、本体ケース１内の電磁開閉弁Ｖ3 を閉状態とすることに
より実現される。
【００１７】
また、帯電電極22及び偏向電極23の作用により偏向されずに直進し、ガター21に捕捉され
た一部のインクは、前記ポンプＰ1 の動作により吸引され、インク回収チューブ32及び送
給管10を経てインクタンクＴ1 に回収される。このとき前記ポンプＰ1 には、ガター21に
捕捉されたインクと共に空気が吸引されるが、この空気は、前記インクタンクＴ1 内に導
入された後、該インクタンクＴ1 に接続された前記排気管12を経て外気に排出される。
【００１８】
一方、前記電磁開閉弁Ｋ2 を開放して前記供給口2dを溶剤供給チューブ31に接続し、本体
ケース１内部の溶剤供給用のポンプＰ3 を動作させると、溶剤タンクＴ3 に貯留された溶
剤が、供給管14、分岐管 14a及び溶剤供給チューブ31を経て記録ヘッド２内部の噴射ノズ
ル20に供給される。この供給は、例えば、インクジェット記録装置の運転休止の間に、イ
ンクの噴射を休止した状態にある噴射ノズル20を、インクの供給系，回収系を含めて溶剤
により洗浄すべくなされるものであり、このような洗浄は、残留したインクの凝固により
、前記噴射ノズル20の内部を含めたインクの供給系及び回収系の各部に発生する詰まりを
未然に防止するために不可欠なものである。
【００１９】
このとき本体ケース１内部の電磁開閉弁Ｖ3 を開放しておくと、記録ヘッド２に供給され
た溶剤の大部分は、溶剤回収チューブ33を経て本体ケース１内に還流し、溶剤回収管16及
び送給管10を経てインクタンクＴ1 に戻される。また記録ヘッド２に供給された溶剤の一
部は、噴射ノズル20から噴射されてガター21に捕捉され、インク回収管32を経て本体ケー
ス１内に還流し、送給管10を経てインクタンクＴ1 に戻される。
【００２０】
【発明が解決しようとする課題】
さて、以上の如く構成された従来のインクジェット記録装置においては、噴射の休止に際
して噴射ノズル20の洗浄が前述の如く行われる結果、運転休止後、次回の起動までの待機
期間中、噴射ノズル20の本体ブロック2aの内部が溶剤で満たされた状態となる。
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【００２１】
ところが、前記溶剤としては、パターン形成時におけるインクの乾燥及び定着を早めるべ
く、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）等の気化性に優れた溶剤が用いられているため、例え
ば、運転休止期間が長期に亘る場合、本体ブロック2a内に満たされた溶剤が蒸発して失わ
れ、この溶剤中にわずかに残留するインク成分が本体ブロック2a内の各部において凝固し
、付着する虞れがあり、この付着が、小径の噴射孔2cの近傍に生じた場合、前記運転休止
後の再起動に際して噴射ノズル20からのインクの噴射に支障を来すという問題があった。
【００２２】
この問題は、前記溶剤による噴射ノズル20の洗浄時間を長くし、洗浄後に本体ブロック2a
内に満たされた溶剤中のインク成分を可及的に減じることにより解消し得る。ところがこ
のようにした場合、洗浄後にインクタンクＴ1 に戻される多量の溶剤により該インクタン
クＴ1 内のインクの濃度（粘度）が低下し、運転を再開した後、噴射ノズル20から噴射さ
れたインクの前述した粒状化が粘度不足により阻害され、良好な印字がなされなくなると
いう新たな問題が発生し、前記粘度の低下が過度に進行している場合、印字が不可能にな
る虞れさえあった。
【００２３】
このような問題を解消するため、噴射ノズル20の本体ブロック2aの内部を溶剤により洗浄
した後、前記噴射孔2cを経て空気を吸い込み、この空気により本体ブロック2aの内部を満
たして待機するようにしたインクジェット記録装置が提案されている。
【００２４】
このような空気の吸い込みは、図２に示す如く構成されたインクジェット記録装置におい
ては、例えば、印字ヘッド２の内部の前記電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 を共に閉止し、また本体
ケース１内部の前記電磁開閉弁Ｖ3 を開放し、この状態で前記ポンプＰ1 を駆動すること
により実現することができる。また空気の吸い込み専用のエアポンプを別個に設けてもよ
い。
【００２５】
この構成によれば、前記空気の吸い込みにより本体ブロック2aの内部から洗浄に用いられ
た溶剤が排出されるから、該溶剤中のインク成分が本体ブロック2a内に凝固し、付着する
虞れを軽減でき、前述した問題を有効に解消することができる。ところが一方、コンティ
ニュアス形のインクジェット記録装置は、製造年月日、製造番号等の印字を行うために、
各種の工業製品の製造ラインにおいて用いられ、前記記録ヘッド２は、塵埃の多い劣悪な
環境に配置されることが多く、このような環境下にて前述の如く空気の吸い込みを行った
場合、空気中に含まれる塵埃が本体ブロック2a内に導入されて小径の噴射孔2cに詰まる虞
れがあり、インクが付着した場合と同様に、運転の再開後の噴射ノズル20からのインクの
噴射に支障を来すという問題があった。
【００２６】
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、噴射の休止後の待機中に噴射ノズルに
詰まりが発生する虞れを軽減し、運転の再開後、直ちに正常な噴射状態が得られ、パター
ン形成に支障を来すことのないインクジェット記録装置を提供することを目的とする。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１発明に係るインクジェット記録装置は、記録ヘッドのハウジング内部に設け
られ、インクを噴射するための噴射ノズルと、前記噴射ノズルに供給されるインクを貯留
するためのインクタンクと、前記インクタンクから前記噴射ノズルにインクを供給するた
めのインク供給経路と、前記噴射ノズルと対向して配置されるガターと、前記ガターによ
り捕捉されたインクを回収するためのインク回収経路と、前記噴射ノズル内部を洗浄する
ための溶剤を貯留するための溶剤タンクと、前記溶剤タンクから前記噴射ノズルに溶剤を
供給するための溶剤供給経路と、前記噴射ノズルに連結され、前記噴射ノズルの洗浄に用
いられた溶剤を回収するための溶剤回収経路とを備えるインクジェット記録装置において
、前記インク供給経路に介装された第１の電磁開閉弁と、
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前記溶剤供給経路に介装された第２の電磁開閉弁と、前記噴射ノズルの洗浄に用いられた
溶剤を前記溶剤回収経路を介して吸引するためのポンプと、前記噴射ノズルの洗浄の後に
前記ハウジング内部に清浄な空気を供給する給気手段とを更に備え、前記インクジェット
記録装置は前記第１及び第２の電磁開閉弁を共に閉止した状態で前記ポンプを駆動するこ
とにより前記給気手段により供給された前記ハウジング内部の清浄な空気を前記噴射ノズ
ル内部に吸気することを特徴とする。
【００２８】
本発明においては、運転の休止に伴ってインクの噴射を休止する噴射ノズルの内部、より
具体的には本体ブロックの内部を、まず溶剤により洗浄し、その後吸気手段により記録ヘ
ッドのハウジング内に空気を供給し、この状態で噴射孔を経て噴射ノズルの内部に空気を
吸気して、この吸気に先立って前記給気手段によりハウジング内に供給された清浄な空気
により噴射ノズルの内部を満たし、この状態で運転再開までの間待機する。
【００２９】
本発明の第２発明に係るインクジェット記録装置は、記録ヘッドのハウジングに備えられ
たインクの噴射ノズルの内部を、その噴射の休止に際し、前記インクの溶剤により洗浄し
た後、噴射孔から吸気される空気により満たす構成としたインクジェット記録装置におい
て、前記噴射孔からの吸気を、前記噴射の休止中に所定の時間毎に行わせる制御手段を具
備することを特徴とする。
【００３０】
本発明においては、運転休止中にインクの噴射を休止している噴射ノズルの内部に所定時
間毎に空気を吸引し、この吸気により噴射ノズルの内部にわずかに残るインクを定期的に
除去しつつ運転再開までの間待機して、この間における詰まりの発生を防ぎ、運転再開後
、噴射ノズルからのインクの噴射が良好になされるようにする。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。図１は本発明に係るインク
ジェット記録装置の概略構成を示す模式図である。図示の如く本発明に係るインクジェッ
ト記録装置は、図２に示す従来の装置と同様に、本体ケース１と記録ヘッド２とを連結チ
ューブ３により連結して構成されている。
【００３２】
本体ケース１の内部には、インクタンクＴ1 、補充インクタンクＴ2 及び溶剤タンクＴ3 

が備えられ、またこれらのタンクＴ1 ，Ｔ2 ，Ｔ3 の相互間、並びにインクタンクＴ1 及
び溶剤タンクＴ3 と記録ヘッド２との間にてインク又は溶剤を授受するための配管（送給
管10、供給管11、補充管13、送給管14、分岐管 14a、インク回収管15、溶剤回収管16）が
備えられ、更にこれらの配管に介装された電磁開閉弁Ｖ1 ，Ｖ2 ，Ｖ3 が備えられている
。これらの構成は、図２に示す従来の装置と同様であり、共通する構成部材に同一の参照
符号を付して詳細な説明を省略する。
【００３３】
また記録ヘッド２は、その一側にインクの送出口25が開設された矩形箱形のハウジング24
の内部に、噴射ノズル20、ガター21、帯電電極22及び偏向電極23を備え、また噴射ノズル
20への送給経路を切り換える電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 を備えて構成されている。これらの構
成は、図２に示す従来の装置と同様であり、更に噴射ノズル20の構成は、図３に示す従来
の噴射ノズル20と同様であり、共通する構成部材に同一の参照符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００３４】
また記録ヘッド２と本体ケース１とを連結する連結チューブ３は、可撓性材料からなる中
空のチューブであり、インク供給チューブ30、溶剤供給チューブ31、インク回収チューブ
32及び溶剤回収チューブ33を内包している。これらの構成、並びに、本体ケース１内の前
記配管との連結関係、及び記録ヘッド２内の構成部材との連結関係もまた図２に示す従来
の装置と同様であり、共通する構成部材に同一の参照符号を付して詳細な説明を省略する
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。なお、図１においては、連結チューブ３が短寸の筒体として示されているが、該連結チ
ューブ３の長さは、本体ケース１と記録ヘッド２との離反距離に応じて適宜に設定するこ
とが可能であることは言うまでもない。
【００３５】
以下に本発明に係るインクジェット記録装置の従来と異なる構成について述べる。本体ケ
ース１の内部には、エアポンプＡＰが備えられ、このエアポンプＡＰの吸い込み側は、吸
込管17により本体ケース１の外部に連通させてある。またエアポンプＡＰの吐出側は、本
体ケース１の内部を前記連結チューブ３との連結部に向けて延設され、その中途にエアフ
ィルタＡＦを備えた給気管18が接続されている。
【００３６】
また連結チューブ３には、前記インク供給チューブ30、溶剤供給チューブ31、インク回収
チューブ32及び溶剤回収チューブ33と並行する態様に給気チューブ34が内包されている。
この給気チューブ34は、本体ケース１の内部に延長されており、この延長端は前記給気管
18に連結されている。また前記給気チューブ34は、記録ヘッド２のハウジング24内にも延
長されており、この延長端は前記ハウジング24の内部に開放されている。
【００３７】
以上の構成により前記エアポンプＡＰが駆動された場合、本体ケース１の外部に連通する
前記吸込管17を経て外気が吸い込まれ、前記給気管18に導入され、これの中途の前記エア
フィルタＡＦの通過により、塵埃を除去された清浄な空気となって給気チューブ34に送出
されて、該給気チューブ34の他方の開口端から記録ヘッド２のハウジング24内に供給され
ることとなる。
【００３８】
また記録ヘッド２の内部には、２つの電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 が備えられ、記録ヘッド２内
部の噴射ノズル20は、一方の電磁開閉弁Ｋ1 が開放されたとき前記インク供給チューブ30
に、他方の電磁開閉弁Ｋ2 が開放されたとき溶剤供給チューブ31に夫々接続され、また電
磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 が共に閉止されたときには、インク供給チューブ30及び溶剤供給チュ
ーブ31のいずれにも接続されないようにしてある。
【００３９】
このように構成された本発明に係るインクジェット記録装置においては、電磁開閉弁Ｋ1 

を開放し、本体ケース１内部のポンプＰ1 及びＰ2 を駆動すると、図２に示す従来の装置
におけると同様に、インクタンクＴ1 内部のインクが、前記ポンプＰ2 の動作により噴射
ノズル20に供給されて噴射され、帯電電極22及び偏向電極23の前述した作用により偏向さ
れて、ハウジング24に形成された送出口25を経て外部に送り出され、対象物に衝突、付着
して所望のパターン形成がなされる。
【００４０】
また噴射ノズル20から噴射されたインクの一部は、帯電電極22及び偏向電極23の作用によ
り偏向されずに直進してガター21に捕捉され、前記ポンプＰ1 の動作により吸引されて、
インク回収チューブ32及び送給管10を経てインクタンクＴ1 に回収される。このとき前記
ポンプＰ1 にインクと共に吸引される空気は、前記インクタンクＴ1 に接続された排気管
12を経て外気に排出される。
【００４１】
図１に示すインクジェット記録装置においては、本体ケース１内部の溶剤回収管16の中途
に、その内部圧力を検出する圧力センサ４が取付けてある。溶剤回収管16は、前述したイ
ンクの噴射がなされる間には前記電磁開閉弁Ｖ3 の閉止により閉じられた管となっており
、これの内部圧力は、溶剤回収チューブ33を介して連通されている記録ヘッド２内部の噴
射ノズル20の内圧と等しい。前記圧力センサ７の検出圧力は、噴射ノズル20から噴射され
ようとするインクの圧力であり、この検出圧力は、図示しない制御部に与えられ、インク
の送給のための前記ポンプＰ2 の駆動制御に用いられている。これにより、噴射ノズル20
の内部圧力、即ち、噴射ノズル20から噴射されるインクの速度を正確に管理することがで
き、該インクによる前述したパターン形成を精度良く行わせることができる。
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【００４２】
以上の運転動作は、インク送給用のポンプＰ2 が、前記圧力センサ７の検出圧力に応じて
駆動制御される点を除けば、従来の装置の運転動作と同様であるが、本発明に係るインク
ジェット装置においては、噴射ノズル20からのインクの噴射を休止し、前述した運転動作
を休止する際に、前記噴射ノズル20を清浄化するために以下の如き特徴的な動作が行われ
る。
【００４３】
噴射ノズル20からのインクの噴射を休止する際には、まず、電磁開閉弁Ｋ2 を開放して噴
射ノズル20を溶剤供給チューブ31に接続し、また本体ケース１内部のポンプＰ1 及びポン
プＰ3 を駆動し、更に、本体ケース１内部の電磁開閉弁Ｖ3 を開放する。これにより、溶
剤タンクＴ3 に貯留された溶剤が、前記ポンプＰ3 の動作により、供給管14、分岐管 14a
及び溶剤供給チューブ31を経て記録ヘッド２内部の噴射ノズル20に供給され、この溶剤に
より噴射ノズル20の内部、より具体的には、本体ブロック2a（図３参照）の内部が洗浄さ
れる。
【００４４】
この洗浄によりインクが混じった溶剤の大部分は、前記排出口2e（図３参照）に接続され
た溶剤回収チューブ33を経て本体ケース１内に還流し、溶剤回収管16に導入されて、前記
ポンプＰ1 の動作により、開放された電磁開閉弁Ｖ3 及び送給管10を経てインクタンクＴ

1 に戻される。また記録ヘッド２に供給された溶剤の一部は、噴射ノズル20の噴射孔2c（
図３参照）から噴射されて直進し、ガター21に捕捉された後、このガター21に接続された
インク回収チューブ32を経て本体ケース１内に還流し、インク回収管15に導入されて、前
記ポンプＰ1 の動作により送給管10を経てインクタンクＴ1 に戻される。
【００４５】
このような洗浄を所定時間継続した後、本体ケース１内部のエアポンプＡＰを所定時間駆
動して前記吸込管17を経て外気を吸い込み、エアフィルタＡＦの通過により清浄化された
空気を、給気管18及び給気チューブ34を経て記録ヘッド２のハウジング24内に供給する。
この供給に伴いハウジング24内の空気は、主として前記送出口25を経て外気に送出され、
ハウジング24の内部は、エアポンプＡＰにの動作により供給される清浄な空気により満た
される。
【００４６】
次いで、記録ヘッド２内部の電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 を共に閉止して、記録ヘッド２内部の
噴射ノズル20とインク供給チューブ30及び溶剤供給チューブ31との連通を絶ち、これと共
に、本体ケース１内部の前記ポンプＰ1 を駆動し、更に電磁開閉弁Ｖ3 を開放する。これ
により、噴射ノズル20の内部、より具体的には、本体ブロック2aの内部に滞留するインク
混じりの溶剤は、前記ポンプＰ1 に吸引されて溶剤回収チューブ33を経て本体ケース１内
に還流し、溶剤回収管16に導入されて、開放された電磁開閉弁Ｖ3 及び送給管10を経てイ
ンクタンクＴ1 に戻される。
【００４７】
このとき、電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 が共に閉状態にあり、噴射ノズル20の本体ブロック2aの
内部は、噴射孔2cを介して記録ヘッド２のハウジング24内に連通するのみである。従って
前記本体ブロック2aの内部は、前述した溶剤の吸引に伴って噴射孔2cを経て吸気される空
気により満たされる。またこのとき、噴射孔2cの外側に連通する前記ハウジング24の内部
は、先に供給された清浄な空気により満たされていることから、本体ブロック2aの内部は
、塵埃を含まない清浄な空気により満たされることとなる。
【００４８】
以上の如く本発明に係るインクジェット装置においては、インクの噴射を休止した噴射ノ
ズル20の清浄化が、溶剤による洗浄の後、記録ヘッド２のハウジング24内に清浄な空気を
供給しておき、この空気を噴射ノズル20内に吸引する手順により行われるから、次なる運
転の再開までの間の待機期間中、噴射ノズル20の内部が清浄な空気により満たされた状態
となり、噴射孔2cの周辺にインクの凝固及び塵埃の付着が生じる虞れが殆どなく、運転の
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再開後、直ちに正常な噴射状態が得られ、パターン形成に支障を来すことがない。
【００４９】
噴射ノズル20の噴射休止に際して以上の如く行われる清浄化動作においては、ポンプＰ1 

，Ｐ2 及びエアポンプＡＰの駆動，停止、電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 の開閉、並びに電磁開閉
弁Ｖ3 の開閉が必要となるが、これらは、タイマを含んで構成された図示しない制御部の
動作により、前記タイマの計時により夫々のタイミング及び継続時間を設定して各別に発
せられる制御信号に応じて自動的に行わせるようにしてある。
【００５０】
また前述した清浄化動作の間、前記ポンプＰ1 の動作により、記録ヘッド２内部のガター
21に接続されたインク回収チューブ32、及び本体ケース１内において前記インク回収チュ
ーブ32に連結されたインク回収管15中に残るインクも吸引されてインクタンクＴ1 に戻り
、これらのインク回収チューブ32及びインク回収管15の内部は、前記ガター21を経て吸気
される前記ハウジング24内部の清浄な空気により満たされる。従って、運転休止の間、前
記インク回収チューブ32及びインク回収管15に詰まりが発生する虞れもなく、運転再開後
にインクの回収が阻害されることもない。
【００５１】
このように本発明においては、噴射ノズル20及びガター21を含むインクの供給系及び回収
系が、前記タイマを利用した簡単な制御により、溶剤による洗浄の後空気を吸引する手順
により清浄化されるから、前記噴射ノズル20及びガター21の周壁に膜状に残留しているイ
ンクをも確実に除去することができ、インクの凝固による各部の詰まりの発生を確実に排
除することができ、更に、吸引される空気が記録ヘッド２のハウジング24内に予め導入さ
れた清浄な空気であることから、前述した如く、運転休止の間の待機期間中に、塵埃の付
着による各部の詰まりの発生も有効に防止することができる。
【００５２】
また前記制御部は、前記タイマによる計時を運転休止の期間中にも継続し、この計時が予
め設定された所定時間に達する毎に前述した吸気動作、即ち、電磁開閉弁Ｋ1 ，Ｋ2 を共
に閉止し、ポンプＰ1 を駆動し、更に電磁開閉弁Ｖ3 を開放する動作を行う構成としてあ
る。
【００５３】
これにより、夜間、休日等、長期に亘る運転の休止中に噴射ノズル20の内部に定期的に空
気が吸い込まれ、該噴射ノズル20内にわずかに残り、内壁面に膜状に付着するインクを回
収、除去することができる。特に、前記吸気が噴射孔2cからなされるから、該噴射孔2cの
目詰まりの発生を確実に防ぐことができる。またこのことが、溶剤を用いることなく空気
の吸気のみによって実現されるから、溶剤の消費量が増すこともない。
【００５４】
なおこのとき、所定時間毎の前述した吸気に先立ってハウジング24内への吸気動作、即ち
、本体ケース１内部のエアポンプＡＰの動作を行わせ、前記ハウジング24内に清浄な空気
を給気するようにすれば一層好ましい。
【００５５】
【発明の効果】
以上詳述した如く第１発明に係るインクジェット記録装置においては、運転の休止に伴っ
てインクの噴射を休止する記録ヘッドの噴射ノズルの内部を溶剤により洗浄した後、噴射
孔から吸気される空気により満たす前に、給気手段の動作により、記録ヘッドのハウジン
グ内に清浄な空気を導入するから、この後の前記給気により前記噴射ノズルの内部に清浄
な空気が満たされ、運転休止の間に、インクの凝固、塵埃の付着に起因する噴射ノズルの
詰まりの発生を未然に防止することができ、その後の運転再開に際し、直ちに正常な噴射
状態が得られ、パターン形成に支障を来す虞れを緩和することができる。
【００５６】
また第２発明に係るインクジェット記録装置においては、噴射休止中の噴射ノズルの内部
に所定の時間毎に吸気がなされるから、運転再開までの間、噴射ノズルの内部にわずかに
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残るインクが前記吸気により確実に除去され、この間における噴射ノズルの詰まりの発生
を効果的に防止することができ、運転再開後、直ちに正常な噴射状態が得られパターン形
成に支障を来す虞れを緩和し得ると共に、このために溶剤諸費量が増し、ランニングコス
トの増加を招くこともない等、本発明は優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るインクジェット記録装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】従来のインクジェット記録装置の概略構成を示す模式図である。
【図３】噴射ノズルの概略構成を示す模式図である。
【符号の説明】
１　　本体ケース
２　　記録ヘッド
2a　　本体ブロック
2c　　噴射孔
３　　連結チューブ
17　　吸込管
18　　給気管
34　　給気チューブ
ＡＰ　エアポンプ
ＡＦ　エアフィルタ
Ｔ1 　インクタンク

【図１】 【図２】
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