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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体が含浸され、吐出液を吐出する吐出ヘッドのノズル面における長手方向と交差する
短手方向の長さよりも、該短手方向に沿った長さが長い接触面を有し、該接触面を前記ノ
ズル面に接触させて該ノズル面を濡らす含浸部材と、
　前記含浸部材によって濡らされた前記ノズル面を払拭する払拭部材と、
　を備え、
　前記含浸部材は、表面が前記接触面を構成する布材と、前記布材の裏面側に配置された
多孔質体と、を有する
　払拭装置。
【請求項２】
　前記含浸部材は、前記短手方向の中央部で凸状に膨らんでいる
　請求項１に記載の払拭装置。
【請求項３】
　液体が含浸され、吐出液を吐出する吐出ヘッドのノズル面における長手方向と交差する
短手方向の長さよりも、該短手方向に沿った長さが長い接触面を有し、該接触面を前記ノ
ズル面に接触させて該ノズル面を濡らす含浸部材と、
　前記含浸部材によって濡らされた前記ノズル面を払拭する払拭部材と、
　を備え、
　前記含浸部材は、前記ノズル面と前記吐出ヘッドの側面とで形成される角部が接触する



(2) JP 6146524 B1 2017.6.14

10

20

30

40

50

部分で凸状に膨らんでいる払拭装置。
【請求項４】
　液体が含浸され、吐出液を吐出する吐出ヘッドのノズル面における長手方向と交差する
短手方向の長さよりも、該短手方向に沿った長さが長い接触面を有し、該接触面を前記ノ
ズル面に接触させて該ノズル面を濡らす含浸部材と、
　前記含浸部材によって濡らされた前記ノズル面を払拭する払拭部材と、
　を備え、
　前記吐出ヘッドの前記含浸部材に対する押し込み量を変えて、前記含浸部材の前記吐出
ヘッドに対する接触範囲を変更可能とされた払拭装置。
【請求項５】
　前記吐出ヘッドの前記含浸部材に対する押し込み量を変えて、前記ノズル面に接触し前
記吐出ヘッドの側面には接触しない接触範囲と、前記ノズル面及び前記吐出ヘッドの側面
に接触する接触範囲と、に変更可能とされた
　請求項４に記載の払拭装置。
【請求項６】
　前記吐出ヘッドへ吐出液を供給する背圧は、前記接触面が前記ノズル面に接触する際に
、前記吐出ヘッドから吐出液を吐出する際よりも高くされている
　請求項１～５のいずれか１項に記載の払拭装置。
【請求項７】
　吐出液を吐出する吐出ヘッドのノズル面における長手方向と交差する短手方向の長さよ
りも、該短手方向に沿った長さが長い接触面を有し、増粘又は固化した前記吐出液を再溶
解可能な液体が含浸され、前記接触面を前記ノズル面に接触させて該ノズル面を濡らす含
浸部材と、
　前記含浸部材によって濡らされた前記ノズル面を払拭する払拭部材と、
　前記含浸部材の前記接触面に対して、前記液体を滴下により供給する供給部と、
　前記供給部と前記吐出ヘッドとの間に配置され、前記含浸部材を払拭する含浸部材用の
払拭部材と、
　を備える払拭装置。
【請求項８】
　前記供給部は、前記含浸部材への前記液体の供給量が変更可能とされている請求項７に
記載の払拭装置。
【請求項９】
　前記含浸部材を移動させながら、前記供給部が前記液体を供給する請求項７又は８に記
載の払拭装置。
【請求項１０】
　記録媒体に吐出液を吐出する吐出ヘッドと、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の払拭装置と、
　を備える吐出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、払拭装置、吐出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、記録ヘッドのノズル面に、クリーニング液を浸透させたパッド部材を
押し当て、その押し当てられている間に、記録ヘッドにインクを供給するパージ動作が実
行される構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１６－６８４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　吐出ヘッドから吐出液を吐出した際に発生するミストや、ノズル面を払拭する際に払拭
部材に付着した吐出液などが吐出ヘッドの側面に付着する場合がある。
【０００５】
　本発明は、吐出ヘッドの側面に付着した付着物を除去できるようにすることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、液体が含浸され、吐出液を吐出する吐出ヘッドのノズル面における
長手方向と交差する短手方向の長さよりも、該短手方向に沿った長さが長い接触面を有し
、該接触面を前記ノズル面に接触させて該ノズル面を濡らす含浸部材と、前記含浸部材に
よって濡らされた前記ノズル面を払拭する払拭部材と、を備える。
【０００７】
　請求項１の発明では、前記含浸部材は、表面が前記接触面を構成する布材と、前記布材
の裏面側に配置された多孔質体と、を有する。
【０００８】
　請求項２の発明では、前記含浸部材は、前記短手方向の中央部で凸状に膨らんでいる。
【０００９】
　請求項３の発明では、前記含浸部材は、前記ノズル面と前記吐出ヘッドの側面とで形成
される角部が接触する部分で凸状に膨らんでいる。
【００１０】
　請求項４の発明は、前記吐出ヘッドの前記含浸部材に対する押し込み量を変えて、前記
含浸部材の前記吐出ヘッドに対する接触範囲を変更可能とされた。
【００１１】
　請求項６の発明では、前記吐出ヘッドへ吐出液を供給する背圧は、前記接触面が前記ノ
ズル面に接触する際に、前記吐出ヘッドから吐出液を吐出する際よりも高くされている。
【００１２】
　請求項７の発明では、前記液体は、増粘又は固化した吐出液を再溶解可能な液体とされ
、前記含浸部材の前記接触面に対して、前記液体を滴下により供給する供給部を備える。
【００１３】
　請求項８の発明では、前記供給部は、前記含浸部材への前記液体の供給量が変更可能と
されている。
【００１４】
　請求項９の発明は、前記含浸部材を移動させながら、前記供給部が前記液体を供給する
。
【００１５】
　請求項７の発明は、前記供給部と前記吐出ヘッドとの間に配置され、前記含浸部材を払
拭する含浸部材用の払拭部材を有する。
【００１６】
　請求項１０の発明は、記録媒体に吐出液を吐出する吐出ヘッドと、請求項１～９のいず
れか１項に記載の払拭装置と、を備える。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の請求項１の構成によれば、吐出ヘッドの側面に付着した付着物を除去すること
ができる。
【００１８】
　本発明の請求項１の構成によれば、含浸部材が多孔質体のみで形成されている構成と比
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べ、ノズル面を汚すことを抑制できる。
【００１９】
　本発明の請求項２の構成によれば、含浸部材が短手方向に沿って平坦に形成された構成
と比べ、含浸部材における短手方向の中央部でのノズル面への接触不良を抑制できる。
【００２０】
　本発明の請求項３の構成によれば、含浸部材が短手方向に沿って平坦に形成された構成
と比べ、吐出ヘッドの側面に付着した付着物を除去する効果を高めることができる。
【００２１】
　本発明の請求項４の構成によれば、吐出ヘッドにおける液体で濡らす範囲を調整できる
。
【００２２】
　本発明の請求項６の構成によれば、吐出ヘッドへ吐出液を供給する背圧が常に一定であ
る構成に比べ、接触面がノズル面に接触する際にノズル面のノズルから液体及び異物を吸
い込みことを抑制できる。
【００２３】
　本発明の請求項７の構成によれば、供給部が含浸部材の内部に液体を供給する構成に比
べ、含浸部材の接触面に付着した吐出液を薄める効果を高めることができる。
【００２４】
　本発明の請求項８の構成によれば、含浸部材の汚れに応じた量の液体を含浸部材に供給
することができる。
【００２５】
　本発明の請求項９の構成によれば、含浸部材が固定された構成と比べ、少量の液体で含
浸部材の全体に液体を行き渡らせることができる。
【００２６】
　本発明の請求項７の構成によれば、含浸部材用の払拭部材が供給部に対する吐出ヘッド
側とは反対側に配置された構成に比べ、供給部が含浸部材に供給する液体が吐出ヘッド側
へ飛び散ることを抑制できる。
【００２７】
　本発明の請求項１０の構成によれば、含浸部材の接触面の長さが、ノズル面の長手方向
及び短手方向においてノズル面の長さ以下である場合に比べ、吐出ヘッドの側面に付着し
た付着物が記録媒体に落下することによる記録媒体の汚れを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態に係る画像形成装置の構成を示す概略図である。
【図２】本実施形態に係る吐出ユニットの構成を示す斜視図である。
【図３】本実施形態に係る吐出ユニット及び払拭装置の構成を示す概略図である。
【図４】図３に示す構成において、吐出ユニットがワイピング位置に位置する状態を示す
概略図である。
【図５】図３に示す構成において、吐出ユニットが加圧パージ位置に位置する状態を示す
概略図である。
【図６】図３に示す構成において、吐出ユニットがキャップ位置に位置する状態を示す概
略図である。
【図７】図３に示す構成において、吐出ユニットが濡らし位置に位置する状態を示す概略
図である。
【図８】図３に示す構成において、吐出ユニットが画像形成位置に位置する状態を示す概
略図である。
【図９】図３に示す構成において、キャップ部材が供給領域に位置する状態を示す概略図
である。
【図１０】本実施形態に係るキャップ部材の構成を示す斜視図である。
【図１１】本実施形態に係るパッドの構成を示す正断面図である。
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【図１１Ｃ】本実施形態に係るパッドの構成を示す側断面図である。
【図１２】本実施形態に係る洗浄液供給機構の構成を示す斜視図である。
【図１３】本実施形態に係る洗浄液供給機構における洗浄液の供給動作を示す平面図であ
る。
【図１４】濡らし動作のフローを示す図である。
【図１５】ワイピング動作のフローを示す図である。
【図１６】ワイピング動作を示す概略図である。
【図１７】ワイピング動作を示す概略図である。
【図１８】図１１に示す構成において、（Ａ）ノズル面の全面にパッドを接触させた状態
を示し、（Ｂ）ノズル面の一部にパッドを接触させた状態を示す正断面図である。
【図１９】変形例に係るパッドの構成を示す正断面図である。
【図２０】変形例に係るパッドの構成を示す側断面図である。
【図２１】変形例に係るパッドの構成を示す正断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に、本発明に係る実施形態の一例を図面に基づき説明する。
　（画像形成装置１０）
　まず、画像形成装置１０（吐出装置の一例）について説明する。図１は、画像形成装置
１０の構成を示す概略図である。
【００３０】
　画像形成装置１０は、搬送方向に長尺な連帳紙Ｐ（記録媒体の一例）にインク滴を吐出
して連帳紙Ｐに画像を形成する装置であり、液滴を吐出する吐出装置の一例として機能す
る。具体的には、画像形成装置１０は、図１に示されるように、搬送機構２０と、吐出ユ
ニット３０と、払拭装置４０と、制御部１９と、を備えている。
【００３１】
　（搬送機構２０）
　搬送機構２０は、連帳紙Ｐを搬送する機構である。具体的には、搬送機構２０は、図１
に示されるように、連帳紙Ｐを巻き出す巻出ロール２２と、連帳紙Ｐを巻き取る巻取ロー
ル２４と、連帳紙Ｐを搬送する複数の搬送ロール２６と、を有している。巻取ロール２４
は、駆動部２８によって回転駆動される。これにより、巻取ロール２４が連帳紙Ｐを巻き
取ると共に、巻出ロール２２が連帳紙Ｐを巻き出す。
【００３２】
　複数の搬送ロール２６は、巻出ロール２２と巻取ロール２４との間で連帳紙Ｐに巻き掛
けられている。これにより、巻出ロール２２から巻取ロール２４までの連帳紙Ｐの搬送経
路が定められている。複数の搬送ロール２６は、巻取ロール２４が連帳紙Ｐを巻き取るこ
とで、巻取ロール２４側へ進行する連帳紙Ｐに従動回転する。なお、各図では、連帳紙Ｐ
の搬送方向（以下、単に「搬送方向」という場合がある）を、適宜、矢印Ａにて示してい
る。
【００３３】
　（吐出ユニット３０）
　吐出ユニット３０は、連帳紙Ｐにインク滴を吐出する吐出ユニットである。吐出ユニッ
ト３０は、連帳紙Ｐの幅方向（連帳紙Ｐの搬送方向と交差する交差方向）に沿って長さを
有している。すなわち、連帳紙Ｐの幅方向に沿った方向が、吐出ユニット３０の長手方向
（以下、単に、長手方向という場合がある）とされ、連帳紙Ｐの搬送方向に沿った方向が
、吐出ユニット３０の短手方向（以下、単に、短手方向という場合がある）とされている
。なお、図２では、吐出ユニット３０の長手方向を矢印Ｘ方向にて示し、吐出ユニット３
０の短手方向を矢印Ｙ方向で示している。
【００３４】
　吐出ユニット３０は、図２に示されるように、複数（具体的には５つ）の吐出ヘッド３
１、３２、３３、３４、３５（以下、３１～３５という）を有している。各吐出ヘッド３
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１～３５は、底面視にて、吐出ユニット３０の長手方向に沿って長さを有する矩形状とさ
れている。この吐出ヘッド３１～３５は、この順で、吐出ユニット３０の長手方向に沿っ
て千鳥状に配置されている。すなわち、吐出ユニット３０では、吐出ヘッド３１、３３、
３５が長手方向に沿って配置された第一ヘッド列１１と、吐出ヘッド３２、３４が長手方
向に沿って配置された第二ヘッド列１２と、が形成されている。この第一ヘッド列１１と
第二ヘッド列１２は、短手方向に隣接している。
【００３５】
　各吐出ヘッド３１～３５は、インク（吐出液の一例）を貯留する貯留部１４（図１参照
）に、図示しないチューブ（管）を介して接続されている。貯留部１４から各吐出ヘッド
３１～３５へインクが供給される。
【００３６】
　また、各吐出ヘッド３１～３５は、複数のノズル３８が形成されたノズル面３９を有し
ている。なお、図２では、複数のノズル３８を簡略化して図示している。そして、各吐出
ヘッド３１～３５では、それぞれに設けられた駆動系（駆動回路）を駆動して、ノズル面
３９のノズル３８からインク滴を吐出する。なお、ノズル面３９には、ノズル３８（穴）
の形成部分以外の部分において、撥水加工により撥水膜が形成されている。
【００３７】
　なお、吐出ユニット３０は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラッ
ク（Ｋ）の色ごとに複数備えられていてもよい。
【００３８】
　（吐出ユニット３０の動作）
　本実施形態では、吐出ユニット３０は、ボールねじやベルトなどの機械要素を用いた移
動機構３７（図３参照）によって、上下方向に沿って移動可能に構成されている。具体的
には、吐出ユニット３０は、一例として、図３に示す待機位置、図４に示すワイピング位
置、図５に示す加圧パージ位置、図６に示すキャッピング位置、図７に示す濡らし位置、
及び図８に示す画像形成位置（印字位置）に移動可能とされている。この待機位置、ワイ
ピング位置、加圧パージ位置、キャッピング位置、濡らし位置、及び画像形成位置は、例
えば、この順で、上下方向の高さが低くなるように設定されている。
【００３９】
　吐出ユニット３０は、図４に示すワイピング位置において、ワイピング機構５０の後述
の一対のワイパ５１、５２が各ノズル面３９を払拭（ワイピング）するワイピング動作が
実行される。なお、具体的なワイピング動作については後述する。
【００４０】
　吐出ユニット３０は、図５に示す加圧パージ位置において、以下の加圧パージ動作が実
行される。加圧パージ動作では、貯留部１４（図１参照）に接続された加圧ポンプ（図示
省略）で貯留部１４内を加圧することにより、各吐出ヘッド３１～３５のノズル３８から
後述のキャップ部材６６へインクを排出して、ノズル３８内の気泡や増粘したインクを除
去する。なお、この加圧パージ動作によって、ノズル面３９におけるノズル３８の周辺は
、インクで濡れた状態となる。
【００４１】
　また、吐出ユニット３０は、図５に示す加圧パージ位置において、各吐出ヘッド３１～
３５の駆動系を駆動することで、ノズル３８から後述のキャップ部材６６へインクを吐出
して、ノズル３８内の気泡や増粘したインクを除去するダミージェット動作が実行される
。
【００４２】
　また、吐出ユニット３０は、図６に示すキャッピング位置において、キャップ機構６０
の後述のキャップ部材６６が吐出ユニット３０の底面３０Ｂを被覆するキャッピング動作
が実行される。
【００４３】
　また、吐出ユニット３０は、図７に示す濡らし位置において、キャップ機構６０の後述



(7) JP 6146524 B1 2017.6.14

10

20

30

40

50

のパッド６１～６５がノズル面３９を濡らす濡らし動作が実行される。なお、具体的な濡
らし動作については後述する。
【００４４】
　また、吐出ユニット３０は、図８に示す画像形成位置において、各吐出ヘッド３１～３
５の駆動系を駆動することで、ノズル３８から連帳紙Ｐにインク滴を吐出して、連帳紙Ｐ
に画像を形成する画像形成動作が実行される。この画像形成位置において、各吐出ヘッド
３１～３５のノズル面３９は、貯留部１４の液面よりも下方に位置する。このように、ノ
ズル面３９よりも貯留部１４の液面を下げることによる水頭差によって、画像形成動作に
おいて適切なインク背圧が各吐出ヘッド３１～３５に付与される。
【００４５】
　なお、貯留部１４は、移動機構（図示省略）によって上下方向へ移動して、吐出ユニッ
ト３０の位置に応じて、貯留部１４の液面と各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９との
高さ関係が調整される。
【００４６】
　具体的には、吐出ユニット３０が濡らし位置（図７参照）に位置する状態において、貯
留部１４の液面のノズル面３９に対する高さは、画像形成位置（図８参照）における高さ
よりも高くされる。このように、水頭差が調整されることで、各吐出ヘッド３１～３５へ
インクを供給する背圧は、濡らし動作の際において、画像形成動作の際よりも高くされる
。
【００４７】
　また、吐出ユニット３０がワイピング位置（図６参照）に位置する状態において、貯留
部１４の液面のノズル面３９に対する高さは、濡らし位置（図７参照）に高さよりも低く
、画像形成位置（図８参照）における高さよりも高くされる。このように、水頭差が調整
されることで、各吐出ヘッド３１～３５へインクを供給する背圧は、ワイピング動作の際
において、画像形成動作の際よりも高く、濡らし動作の際よりも低くされる。
【００４８】
　なお、吐出ユニット３０は、待機位置（図３参照）、加圧パージ位置（図５参照）、キ
ャッピング位置（図６参照）において、貯留部１４の液面と各吐出ヘッド３１～３５のノ
ズル面３９との高さ関係が、画像形成位置における高さ関係と同様とされている。
【００４９】
　（払拭装置４０）
　払拭装置４０は、図３に示されるように、ワイピング機構５０（払拭機構）と、キャッ
プ機構６０（被覆機構）と、洗浄液供給機構８０と、を有している。
【００５０】
　（ワイピング機構５０）
　ワイピング機構５０は、各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９を払拭（ワイピング）
する機構である。具体的には、ワイピング機構５０は、図２及び図３に示されるように、
一対のワイパ５１、５２（払拭部材の一例）と、一対の支持部材５３、５４と、一対の移
動機構５５、５６（図３参照）と、一対の除去部材５７、５８（図２参照）と、を有して
いる。
【００５１】
　各ワイパ５１、５２は、ワイピング位置（図４参照）に位置する吐出ユニット３０の各
ノズル面３９及び各除去部材５７、５８に接触可能な位置に各支持部材５３、５４から上
方へ突出するように、各支持部材５３、５４に支持されている。
【００５２】
　各除去部材５７、５８は、各ワイパ５１、５２に付着したインクなど異物を除去するた
めの除去部材である。この各除去部材５７、５８は、吐出ヘッド３１及び吐出ヘッド３２
の各々に対する長手方向一端側に配置されている。
【００５３】
　（ワイパ５１、５２の動作）
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　各ワイパ５１、５２は、各支持部材５３、５４を介して、各移動機構５５、５６によっ
て個別に独立して動作される。具体的には、各移動機構５５、５６は、ボールねじやベル
トなどの機械要素を用いて、各支持部材５３、５４を吐出ユニット３０の長手方向に移動
させることで、各ワイパ５１、５２を吐出ユニット３０の長手方向に移動させる。
【００５４】
　ワイパ５１は、第一ヘッド列１１を構成する吐出ヘッド３１、３３、３５の各ノズル面
３９に接触した状態で吐出ユニット３０の長手方向に移動されることで、その各ノズル面
３９を払拭する。ワイパ５２は、第二ヘッド列１２を構成する吐出ヘッド３２、３４の各
ノズル面３９に接触した状態で吐出ユニット３０の長手方向に移動されることで、その各
ノズル面３９を払拭する。
【００５５】
　なお、各ワイパ５１、５２による払拭動作は、キャップ機構６０の後述の各パッド６１
～６５によって、各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９が濡らされた後に実行される。
すなわち、各ワイパ５１、５２は、後述の各パッド６１～６５によって濡らされたノズル
面３９を払拭する。
【００５６】
　また、各ワイパ５１、５２は、各除去部材５７、５８に接触した状態で吐出ユニット３
０の長手方向に移動されることで、各除去部材５７、５８が、各ワイパ５１、５２に付着
したインク等の異物を擦り取って除去する。
【００５７】
　また、各ワイパ５１、５２は、使用されない状態では、各移動機構５５、５６によって
、吐出ユニット３０の長手方向一端側（図３における紙面の手前側）に移動されて、この
位置に待機する。なお、各ワイパ５１、５２が使用されない状態には、ワイピング動作以
外の動作（例えば、加圧パージ動作、キャッピング動作、濡らし動作、画像形成動作、ダ
ミージェット動作など）を実行する場合が含まれる。
【００５８】
　（キャップ機構６０）
　キャップ機構６０は、吐出ユニット３０の底面３０Ｂを被覆（キャッピング）する機構
である。具体的には、キャップ機構６０は、図３及び図１０に示されるように、キャップ
部材６６と、リブ６８と、複数（具体的には５つ）のパッド６１、６２、６３、６４、６
５（以下、６１～６５という）と、を備えている。
【００５９】
　キャップ部材６６は、底壁６６Ｂと、平面視にて枠状とされた側壁６６Ｓと、を有して
おり、上方が開放されている。リブ６８は、図３に示されるように、側壁６６Ｓの上面に
配置されており、図１０に示されるように、平面視にて枠状とされている。このリブ６８
は、ゴム等の弾性体で構成されている。
【００６０】
　キャップ部材６６の内部、すなわち、底壁６６Ｂ上には、予め定められた量の洗浄液Ｌ
が収容されている。洗浄液Ｌとしては、増粘又は固化したインクを再溶解可能な液体とさ
れている。具体的には、洗浄液としては、一例として、インクに含まれる溶媒が用いられ
る。なお、洗浄液としては、ノズル面３９での濡れ性を向上させるため、表面張力がイン
クよりも低い液体を用いることが望ましい。
【００６１】
　キャップ部材６６は、前述の加圧パージ動作及びダミージェット動作によって、各吐出
ヘッド３１～３５から吐出されたインクを受ける受け部材としても機能する。加圧パージ
動作及びダミージェット動作によってキャップ部材６６に排出されたインクは、キャップ
部材６６に収容され、洗浄液Ｌとして機能する。
【００６２】
　なお、キャップ部材６６の側壁６６Ｓには、チューブ６６Ｃ（排出管）の一端部が接続
され、チューブ６６Ｃの他端部が廃液タンク６６Ｔに接続されている。そして、キャップ
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部材６６の内部に収容された洗浄液Ｌ（加圧パージ動作及びダミージェット動作によるイ
ンクも含む。以下同様）の量が予め定められた量を超えると、チューブ６６Ｃを通じて廃
液タンク６６Ｔに排出されるようになっている。
【００６３】
　（パッド６１～６５）
　各パッド６１～６５は、洗浄液Ｌ（液体の一例）が含浸され各吐出ヘッド３１～３５の
ノズル面３９に接触してノズル面３９を濡らす含浸部材の一例として機能する（図７参照
）。
【００６４】
　具体的には、各パッド６１～６５は、図１０に示されるように、キャップ部材６６の内
部に、すなわち、キャップ部材６６の側壁６６Ｓの平面視における内側且つ底壁６６Ｂ上
に設けられている。さらに、各パッド６１～６５は、各吐出ヘッド３１～３５に対応する
位置に設けられている。すなわち、各パッド６１～６５は、キャップ部材６６が後述の図
３～図７に示す動作位置に位置する状態において、各吐出ヘッド３１～３５に対向する位
置に配置されている。
【００６５】
　各パッド６１～６５は、平面視にて、吐出ユニット３０の長手方向に沿って長さを有す
る矩形状とされている。具体的には、各パッド６１～６５は、図１１（Ａ）に示されるよ
うに、布材７２と、多孔質体７４と、収容部材７６と、を有している。
【００６６】
　収容部材７６は、上下方向に開放された長枠状に形成されている。収容部材７６は、例
えば、樹脂材料で構成されており、布材７２及び多孔質体７４よりも剛性が高くされてい
る。
【００６７】
　多孔質体７４は、上部が収容部材７６の上方へ突出するように、収容部材７６の内部に
収容されている。多孔質体７４としては、例えば、弾性を有するスポンジ状の多孔質体（
具体的には、軟質ウレタンフォームなど）が用いられる。多孔質体７４は、収容部材７６
の上方へ突出した上部における短手方向の中央部で、膨らみが最大となるように、上方へ
凸状に膨らんでおり、かまぼこ形状に形成されている。
【００６８】
　布材７２としては、例えば、低発塵性のポリエステル布（具体的には、商品名：アズピ
ュアスーパーワイパー（アズワン社製）など）が用いられる。この布材７２は、多孔質体
７４の上面及び収容部材７６の外側面を被覆すると共に、多孔質体７４の下面で端部同士
が固定されている。
【００６９】
　布材７２の下部及び多孔質体７４の下部が、キャップ部材６６の内部に収容された洗浄
液に浸漬しており、当該洗浄液が各パッド６１～６５に含浸されている。これにより、各
パッド６１～６５が洗浄液を保持している。
【００７０】
　各パッド６１～６５の布材７２の上面（表面の一例）が、図１１（Ｂ）に示されるよう
に、各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９に接触する接触面７２Ａを構成している。多
孔質体７４は、布材７２の接触面７２Ａに対する裏面側に配置されており、当該裏面に接
触している。したがって、多孔質体７４には、各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９は
接触しない。
【００７１】
　なお、短手方向の中央部で上方へ凸状に膨らんだ多孔質体７４を布材７２が被覆するこ
とで、各パッド６１～６５は、接触面７２Ａにおいて、短手方向の中央部で上方へ凸状に
膨らんでいる。
【００７２】
　さらに、各パッド６１～６５の接触面７２Ａは、図１１（Ａ）及び図１１Ｃに示される
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ように、ノズル面３９の長手方向及び短手方向において、ノズル面３９の長さよりも長く
されている。そして、各パッド６１～６５と各吐出ヘッド３１～３５とが対向した状態に
おいて、平面視において各パッド６１～６５の四辺（外縁）の内側に各吐出ヘッド３１～
３５のノズル面３９が配置される。
【００７３】
　（キャップ部材６６の動作）
　キャップ部材６６は、ボールねじやベルトなどの機械要素を用いた移動機構６７（図３
参照）によって、連帳紙Ｐの搬送方向Ａに沿って移動可能に構成されている。具体的には
、キャップ部材６６は、図３～図７に示す動作位置と、図８に示す退避位置と、の間を移
動可能とされている。さらに、キャップ部材６６は、図９に示されるように、図３～図７
に示す動作位置と図８に示す退避位置との間には、動作位置と退避位置との間での移動中
に洗浄液供給機構８０から洗浄液が供給される供給領域が設定されている。
【００７４】
　キャップ部材６６が動作位置（図３参照）に位置する状態において、吐出ユニット３０
が待機位置（図３参照）から降下して、キャッピング位置（図６参照）に移動することで
、リブ６８が平面視にて吐出ヘッド３１～３５の周囲を囲むように、吐出ユニット３０の
底面３０Ｂに接触する。これにより、キャップ部材６６が吐出ユニット３０の底面３０Ｂ
をシール状態で被覆する（キャッピング動作）。
【００７５】
　キャップ部材６６が吐出ユニット３０の底面３０Ｂを被覆した状態において、キャップ
部材６６の内部に収容された洗浄液Ｌによって、キャップ部材６６の内部の湿度が保たれ
る。これにより、吐出ヘッド３１～３５のノズル３８の乾燥を抑制する。なお、このとき
、各パッド６１～６５は、図６に示されるように、各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３
９に対して隙間を有しており、当該ノズル面３９に対して非接触となる。
【００７６】
　さらに、吐出ユニット３０が、キャッピング位置（図６参照）から濡らし位置（図７参
照）に移動することで、リブ６８が圧縮され、各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９が
接触面７２Ａに押し込まれる。これにより、接触面７２Ａが、各吐出ヘッド３１～３５の
ノズル面３９に接触して、ノズル面３９を洗浄液で濡らす（濡らし動作）。
【００７７】
　ノズル面３９を洗浄液で濡らすことで、ノズル面３９で固着したインクが再溶解される
。また、接触面７２Ａがノズル面３９に接触することで、再溶解したインクやノズル面３
９に付着した紙粉などの固形物（溶けないもの）が接触面７２Ａに付着されて除去される
。
【００７８】
　なお、吐出ユニット３０の濡らし位置（図７参照）における上下方向の位置は、移動機
構３７（図３参照）によって、微調整可能となっている。これにより、各吐出ヘッド３１
～３５の各パッド６１～６５に対する押し込み量を変えて、各パッド６１～６５の各吐出
ヘッド３１～３５に対する接触範囲を変更可能とされている。具体的には、例えば、各パ
ッド６１～６５が各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９に接触する接触範囲（図１８（
Ａ）参照）と、各パッド６１～６５が各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９及び側面３
６に接触する接触範囲（図１１（Ｂ）参照）と、変更可能にされる。なお、各吐出ヘッド
３１～３５が各パッド６１～６５に食い込むように、各ノズル面３９を各パッド６１～６
５に接触させることで、各パッド６１～６５が各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９及
び側面３６に接触する。
【００７９】
　また、各ノズル面３９に対する各パッド６１～６５の接触範囲を変更するようにしても
よい。例えば、各ノズル面３９の全面に各パッド６１～６５が接触する接触範囲（図１８
（Ａ）参照）と、各ノズル面３９の一部に各パッド６１～６５が接触する接触範囲（図１
８（Ｂ）参照）と、に変更可能とされる。
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【００８０】
　また、各パッド６１～６５の各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９に対する接触時間
が調整可能とされている。各パッド６１～６５の接触時間及び前述の接触範囲は、例えば
、各吐出ヘッド３１～３５の稼働履歴（ノズル面３９の汚れ具合）により調整される。各
吐出ヘッド３１～３５の稼働履歴は、連帳紙Ｐの搬送長（画像が形成された連帳紙Ｐの長
さ）や、画像形成時間、画像濃度などから規定される。
【００８１】
　（洗浄液供給機構８０）
　洗浄液供給機構８０は、各パッド６１～６５へ洗浄液Ｌを滴下により供給する機構であ
る。具体的には、洗浄液供給機構８０は、図３に示されるように、供給ヘッド８１、８２
（供給部の一例）と、流通管８４と、タンク８６と、ポンプ８８と、ブレード８３（含浸
部材用の払拭部材の一例）と、を有している。
【００８２】
　各供給ヘッド８１、８２は、図９に示す供給領域に位置する状態におけるキャップ部材
６６のパッド６１、６３、６５とパッド６２、６４との各々の上方に配置されている。こ
の各供給ヘッド８１、８２は、図１２に示されるように、吐出ユニット３０の長手方向に
沿って長さを有している。各供給ヘッド８１、８２には、図１３（Ｂ）（Ｃ）に示される
ように、各パッド６１～６５に対向する位置にノズル８９が形成されている。各供給ヘッ
ド８１、８２は、このノズル８９から各パッド６１～６５へ洗浄液Ｌを滴下する。
【００８３】
　タンク８６は、各供給ヘッド８１、８２に送られる洗浄液Ｌを収容する収容部として機
能する。流通管８４は、一端部がタンク８６に接続され、他端側が複数に分岐して各供給
ヘッド８１、８２に接続されている。
【００８４】
　ポンプ８８は、流通管８４に設けられており、ポンプ８８が駆動されることで、タンク
８６から各供給ヘッド８１、８２へ洗浄液Ｌを送ると共に、各供給ヘッド８１、８２のノ
ズル８９から各パッド６１～６５へ洗浄液Ｌが滴下される。洗浄液供給機構８０では、ポ
ンプ８８が駆動制御されることで、各パッド６１～６５への洗浄液Ｌの供給量が変更可能
とされている。
【００８５】
　ブレード８３は、上下方向に延び且つ搬送方向Ａに厚みを有する板状に形成されている
。このブレード８３は、さらに、吐出ユニット３０の長手方向に沿って長さを有している
。
【００８６】
　また、ブレード８３は、図９に示されるように、供給ヘッド８１に対する吐出ユニット
３０側（図９における右側）に配置されている。このブレード８３は、連帳紙Ｐの搬送方
向Ａ（水平方向）において、各供給ヘッド８１、８２と吐出ユニット３０との間に配置さ
れている。
【００８７】
　また、ブレード８３は、移動機構（図示省略）によって、各パッド６１～６５の接触面
７２Ａに接触可能な接触位置（二点鎖線で示す位置）と、キャップ部材６６から退避した
退避位置（実線で示す位置）と、の間を移動するようになっている。
【００８８】
　ブレード８３は、接触位置において、キャップ部材６６が図９に示す供給領域から図３
～図７に示す動作位置へ向けて移動することで、各パッド６１～６５を払拭する。このよ
に、ブレード８３は、各パッド６１～６５の接触面７２Ａを払拭する払拭部材として機能
する。
【００８９】
　（制御部１９）
　制御部１９は、画像形成装置１０の各部、具体的には、搬送機構２０、吐出ユニット３
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０及び払拭装置４０等の各部を制御する。制御部１９は、吐出ユニット３０及び払拭装置
４０の各部を制御することで、メンテナンス動作における各動作（ダミージェット動作、
加圧パージ動作、濡らし動作及びワイピング動作など）、及び、その他の動作が実行され
る。以下に、メンテナンス動作の具体的な動作について説明する。
【００９０】
　（メンテナンス動作）
　画像形成装置１０において実行される各種のメンテナンス動作の一例について説明する
。画像形成装置１０では、例えば、以下の第一、第二、第三、第四メンテナンス動作が実
行される。
【００９１】
　第一メンテナンス動作では、各吐出ヘッド３１～３５の駆動系を駆動して、各吐出ヘッ
ド３１～３５のノズル３８からキャップ部材６６へインクを吐出するダミージェット動作
を実行する。
【００９２】
　第二メンテナンス動作では、各パッド６１～６５を各吐出ヘッド３１～３５のノズル面
３９に接触させて当該ノズル面３９を濡らす濡らし動作と、濡らし動作で濡れたノズル面
３９を各ワイパ５１、５２で払拭するワイピング動作と、ダミージェット動作と、をこの
順で実行する。
【００９３】
　第三メンテナンス動作では、濡らし動作と、貯留部１４内を加圧することにより、各吐
出ヘッド３１～３５のノズル３８からキャップ部材６６へインクを排出する加圧パージ動
作と、ワイピング動作と、ダミージェット動作と、をこの順で実行する。
【００９４】
　第四メンテナンス動作では、第三メンテナンス動作と同じ動作が実行される。ただし、
第四メンテナンス動作における濡らし動作では、各パッド６１～６５の各吐出ヘッド３１
～３５のノズル面３９への接触範囲が、第三メンテナンス動作よりも広くされる。
例えば、第三メンテナンス動作において、各パッド６１～６５が各吐出ヘッド３１～３５
のノズル面３９のみに接触する接触範囲とされ、第四メンテナンス動作において、各パッ
ド６１～６５が各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９及び側面３６に接触する接触範囲
とされる。なお、ノズル面３９への接触範囲を広くするのに加えて又は替えて、各パッド
６１～６５の各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９への接触時間を、第三メンテナンス
動作よりも長くしてもよい。
【００９５】
　なお、第三、第四メンテナンス動作では、濡らし動作と、加圧パージ動作との順序は、
逆であってもよい。
【００９６】
　前述の第一、第二、第三、第四メンテナンス動作は、各吐出ヘッド３１～３５の状態に
回復させる回復性（回復強度）としては、この順で高くなる。第一、第二、第三、第四メ
ンテナンス動作は、例えば、以下の場合に実行される。
【００９７】
　第一メンテナンス動作は、例えば、キャップ部材６６が吐出ユニット３０の底面３０Ｂ
を被覆したキャッピング状態において、画像形成命令を取得した際に、画像形成動作を実
行する前に実行される。
【００９８】
　第二メンテナンス動作は、例えば、画像形成装置１０の電源が入れられた起動の際に、
実行される。
【００９９】
　また、第二、第三、第四メンテナンス動作は、例えば、画像形成動作が終了した後に、
当該画像形成動作の時間に応じて、実行される。具体的には、第二メンテナンス動作は、
画像形成動作の時間が、予め定められた第一時間未満である場合に実行される。第四メン
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テナンス動作は、第一時間よりも長い予め定められた第二時間以上である場合に、実行さ
れる。第三メンテナンス動作は、第一時間以上であって、第二時間未満である場合に実行
される。
【０１００】
　また、第二、第三、第四メンテナンス動作は、画像形成動作の終了タイミングとは関係
なく、定期的に、連帳紙Ｐの搬送長（画像が形成された連帳紙Ｐの長さ）などに基づき、
実行してもよい。
【０１０１】
　（濡らし動作）
　次に、濡らし動作の具体的な手順の一例について説明する。
【０１０２】
　本実施形態では、制御部１９がノズル面３９の濡らし動作実行命令を取得すると、以下
の濡らし動作が実行される（図１４参照）。図１４に示されるように、制御部１９がノズ
ル面３９の濡らし動作命令を取得すると、洗浄液供給機構８０のタンク８６における洗浄
液Ｌの残量が下限か否かを判断する（ステップ１０２）。洗浄液Ｌの残量が下限である場
合には、ステップ１０４にて、タンク８６の交換指示を報知して、ステップ１０２に戻る
。洗浄液Ｌの残量が下限でない場合は、ステップ１０６に移行して、前回の各パッド６１
～６５への洗浄液Ｌの供給動作からの経過時間が、規定時間以上であるか否かを判断する
。当該経過時間が規定時間未満である場合は、ステップ１１２に移行する。
【０１０３】
　当該経過時間が規定時間以上である場合には、ステップ１０８に移行して、前回の加圧
パージ動作からの経過時間が、規定時間以上であるか否かを判断する。当該経過時間が規
定時間未満である場合は、ステップ１１２に移行する。
【０１０４】
　当該経過時間が規定時間以上である場合には、ステップ１１０に移行して、各パッド６
１～６５への洗浄液Ｌの供給動作を実行する。
【０１０５】
　当該供給動作は、以下のように実行される。すなわち、例えばキャップ部材６６を、図
３及び図１３（Ａ）に示す動作位置から図９及び図１３（Ｂ）に示す供給領域に移動させ
る。キャップ部材６６は、供給領域において、供給ヘッド８１、８２のノズル８９が、各
パッド６１～６５における短手方向（Ｙ方向）の一端部に対向する位置（図１３（Ｂ）参
照）から、ノズル８９が各パッド６１～６５における短手方向（Ｙ方向）の他端部に対向
する位置（図１３（Ｃ）参照）移動する。この移動中に、供給ヘッド８１、８２のノズル
８９から各パッド６１～６５へ洗浄液Ｌが滴下されて、各パッド６１～６５へ洗浄液Ｌが
供給される。このように、当該供給動作では、パッド６１～６５を移動させながら、各パ
ッド６１～６５へ洗浄液Ｌを供給する。
【０１０６】
　ステップ１１２では、キャップ部材６６を動作位置（図３参照）に移動させる。次に、
ステップ１１４において、吐出ユニット３０を濡らし位置（図７参照）へ移動させ、各吐
出ヘッド３１～３５のノズル面３９が接触面７２Ａに押し込まれる。これにより、接触面
７２Ａが、各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９に接触して、ノズル面３９を洗浄液で
濡らす。このとき、貯留部１４も下方へ移動し、貯留部１４の液面のノズル面３９に対す
る高さが、画像形成位置（図８参照）における高さよりも高くされる。したがって、各吐
出ヘッド３１～３５へインクを供給する背圧は、濡らし動作の際に画像形成動作の際より
も高くされる。なお、第四メンテナンス動作における濡らし動作では、第三メンテナンス
動作における濡らし動作よりも、ノズル面３９の接触面７２Ａへの押し込み量を多くされ
る。
【０１０７】
　次に、ステップ１１６において、吐出ユニット３０が濡らし位置に位置した状態を、予
め定められた規定時間維持する。次に、ステップ１１８において、吐出ユニット３０を待
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機位置（図３参照）に移動させて、濡らし動作が終了する。
【０１０８】
　（各パッド６１～６５の接触面７２Ａの清掃動作）
　各パッド６１～６５の接触面７２Ａの清掃動作が、例えば、前述の濡らし動作が終了し
た後に、実行される。
【０１０９】
　本清掃動作では、まず、各パッド６１～６５への洗浄液Ｌの供給動作を実行する。
【０１１０】
　当該供給動作は、以下のように実行される。すなわち、例えばキャップ部材６６を、図
３及び図１３（Ａ）に示す動作位置から図９及び図１３（Ｂ）に示す供給領域に移動させ
る。キャップ部材６６は、供給領域において、供給ヘッド８１、８２のノズル８９が、各
パッド６１～６５における短手方向（Ｙ方向）の一端部に対向する位置（図１３（Ｂ）参
照）から、ノズル８９が各パッド６１～６５における短手方向（Ｙ方向）の他端部に対向
する位置（図１３（Ｃ）参照）移動する。この移動中に、供給ヘッド８１、８２のノズル
８９から各パッド６１～６５へ洗浄液Ｌが滴下されて、各パッド６１～６５へ洗浄液Ｌが
供給される。このように、当該供給動作では、パッド６１～６５を移動させながら、各パ
ッド６１～６５へ洗浄液Ｌを供給する。
【０１１１】
　なお、当該供給動作では、ポンプ８８が駆動制御されることで、各パッド６１～６５へ
の洗浄液Ｌの供給量が変更される。具体的には、例えば、各パッド６１～６５の稼働履歴
（各パッド６１～６５の汚れ具合）により調整される。各パッド６１～６５の稼働履歴は
、濡らし動作の回数などから規定される。
【０１１２】
　次に、ブレード８３を、図９に示されるように、各パッド６１～６５の接触面７２Ａに
接触可能な接触位置（二点鎖線で示す位置）に移動させる。ブレード８３が各パッド６１
～６５に接触するように、キャップ部材６６を連帳紙Ｐの搬送方向Ａに沿って移動させる
。これにより、ブレード８３が各パッド６１～６５の接触面７２Ａを払拭して、接触面７
２Ａに付着した紙粉などの付着物が除去される。
【０１１３】
　（ワイピング動作）
　次に、ワイピング動作の具体的な手順の一例について説明する。なお、本ワイピング動
作では、以下のように、最初に、１つの吐出ヘッド３１のノズル面３９を払拭した後に、
２つの吐出ヘッド３３、３２のノズル面３９を払拭し、さらに、２つの吐出ヘッド３５、
３４のノズル面３９を払拭する。
【０１１４】
　本実施形態では、制御部１９がワイピング動作実行命令を取得すると、以下のワイピン
グ動作が実行される（図１５参照）。図１５に示されるように、制御部１９がワイピング
動作実行命令を取得すると、吐出ユニット３０を待機位置（図３参照）に移動させる（ス
テップ２０２）。
【０１１５】
　次に、ステップ２０４にて、ワイパ５１を、吐出ヘッド３１に対する長手方向一端側の
ワイピング開始位置に移動させる（図１６（Ａ）参照）。このとき、ワイパ５２は、吐出
ユニット３０に対する長手方向一端側の待機位置に待機している。
【０１１６】
　次に、ステップ２０６にて、吐出ユニット３０をワイピング位置（図４参照）に移動さ
せる。次に、ステップ２０８にて、ワイパ５１を吐出ヘッド３１に対する長手方向他端側
へ移動させる（図１６（Ｂ）参照）。これにより、ワイパ５１が吐出ヘッド３１のノズル
面３９を払拭する。
【０１１７】
　次に、ステップ２１０にて、吐出ユニット３０を待機位置（図３参照）に移動させる。
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次に、ステップ２１２にて、除去部材５７によるワイパ５１に付着したインクの除去動作
を実行する（図１６（Ｃ）参照）。当該除去動作では、ワイパ５１を除去部材５７へ移動
させた後、吐出ユニット３０をワイピング位置（図４参照）に移動させる。そして、ワイ
パ５１が除去部材５７に接触するように、ワイパ５１を移動させて、ワイパ５１に付着し
たインクを擦り取って除去する。
【０１１８】
　次に、ステップ２１４にて、吐出ユニット３０を待機位置（図３参照）に移動させる。
次に、ステップ２１６にて、ワイパ５１を、吐出ヘッド３３に対する長手方向一端側のワ
イピング開始位置に移動させ、ワイパ５２を、吐出ヘッド３２に対する長手方向一端側の
ワイピング開始位置に移動させる（図１７（Ａ）参照）。
【０１１９】
　次に、ステップ２１８にて、吐出ユニット３０をワイピング位置（図４参照）に移動さ
せる。次に、ステップ２２０にて、ワイパ５１を吐出ヘッド３３に対する長手方向他端側
へ移動させ、ワイパ５２を吐出ヘッド３２に対する長手方向他端側へ移動させる。これに
より、ワイパ５１が吐出ヘッド３３のノズル面３９を払拭し、ワイパ５２が吐出ヘッド３
２のノズル面３９を払拭する（図１７（Ａ）の二点鎖線参照）。
【０１２０】
　次に、ステップ２２２にて、吐出ユニット３０を待機位置（図３参照）に移動させる。
次に、ステップ２２４にて、除去部材５７、５８によるワイパ５１、５２に付着したイン
クの除去動作を実行する。当該除去動作では、ワイパ５１、５２を除去部材５７、５８へ
移動させた後、吐出ユニット３０をワイピング位置（図４参照）に移動させる。そして、
ワイパ５１、５２が除去部材５７、５８に接触するように、ワイパ５１、５２を移動させ
て、ワイパ５１、５２に付着したインクを擦り取って除去する。
【０１２１】
　次に、ステップ２２６にて、吐出ユニット３０を待機位置（図３参照）に移動させる。
次に、ステップ２２８にて、ワイパ５１を、吐出ヘッド３５に対する長手方向一端側のワ
イピング開始位置に移動させ、ワイパ５２を、吐出ヘッド３４に対する長手方向一端側の
ワイピング開始位置に移動させる（図１７（Ｂ）参照）。
【０１２２】
　次に、ステップ２３０にて、吐出ユニット３０をワイピング位置（図４参照）に移動さ
せる。次に、ステップ２３２にて、ワイパ５１を吐出ヘッド３５に対する長手方向他端側
へ移動させ、ワイパ５２を吐出ヘッド３４に対する長手方向他端側へ移動させる。これに
より、ワイパ５１が吐出ヘッド３５のノズル面３９を払拭し、ワイパ５２が吐出ヘッド３
４のノズル面３９を払拭する（図１７（Ｂ）の二点鎖線参照）。
【０１２３】
　次に、ステップ２３４にて、吐出ユニット３０を待機位置（図３参照）に移動させる。
次に、ステップ２３６にて、除去部材５７、５８によるワイパ５１、５２に付着したイン
クの除去動作を実行する。
【０１２４】
　次に、ステップ２３８にて、吐出ユニット３０を待機位置（図３参照）に移動させる。
次に、ステップ２４０にて、ワイパ５１、５２を、吐出ユニット３０に対する長手方向一
端側の待機位置に移動させる。
【０１２５】
　次に、ステップ２４２にて、画像形成命令を取得しているか判断し、画像形成命令を取
得している場合には、ワイピング動作を終了し、画像形成命令を取得していない場合は、
ステップ２４４に移行する。ステップ２４４では、吐出ユニット３０をキャップ位置（図
６参照）に移動させる。これにより、キャップ部材６６が吐出ユニット３０の底面３０Ｂ
を被覆するキャッピング動作が実行される。
【０１２６】
　（本実施形態の作用）
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　本実施形態では、各パッド６１～６５の接触面７２Ａは、ノズル面３９の長手方向及び
短手方向において、ノズル面３９の長さよりも長くされている。したがって、濡らし動作
において、ノズル面３９の全面を接触面７２Ａに押し付けることで、ノズル面３９の全面
が濡らされる。さらに、ノズル面３９を接触面７２Ａに押し込むことで、各パッド６１～
６５が各吐出ヘッド３１～３５の側面３６に回り込んで接触する。これにより、各吐出ヘ
ッド３１～３５の側面３６に付着したインクなどの付着物が、各パッド６１～６５で吸い
取られたり、各パッド６１～６５に付着したりすることで除去される。
【０１２７】
　このように、各吐出ヘッド３１～３５の側面３６に付着したインクなどの付着物が除去
されるので、当該付着物が連帳紙Ｐに落下することによる連帳紙Ｐの汚れが抑制される。
【０１２８】
　また、本実施形態では、各パッド６１～６５は、布材７２と多孔質体７４とを有してお
り、布材７２で各吐出ヘッド３１～３５のノズル面３９に接触する。このように、各パッ
ド６１～６５におけるノズル面３９が接触する接触部分（布材７２）と、接触しない非接
触部分（多孔質体７４）とを別体に構成することで、接触部分と非接触部分とで異なる機
能（例えば、発塵性、洗浄液Ｌの保持力など）を持たせられる。したがって、多孔質体７
４よりも発塵性が低い布材７２を用いることで、各パッド６１～６５が多孔質体７４のみ
で形成される構成に比べ、ノズル面３９にゴミが付着しにくく、ノズル面３９を汚すこと
が抑制される。
【０１２９】
　また、本実施形態では、各パッド６１～６５は、収容部材７６の上方へ突出した上部に
おける短手方向の中央部で、上方へ凸状に膨らんでいる。これにより、各パッド６１～６
５が短手方向に沿って平坦に形成された構成と比べ、各パッド６１～６５における短手方
向の中央部でのノズル面３９への接触不良が抑制される。
【０１３０】
　また、本実施形態では、各吐出ヘッド３１～３５の各パッド６１～６５に対する押し込
み量を変えて、各パッド６１～６５の各吐出ヘッド３１～３５に対する接触範囲を変更可
能とされている。このため、例えば、各パッド６１～６５が各吐出ヘッド３１～３５のノ
ズル面３９に接触する接触範囲（図１８（Ａ）参照）と、各パッド６１～６５が各吐出ヘ
ッド３１～３５のノズル面３９及び側面３６に接触する接触範囲（図１１（Ｂ）参照）と
、に接触範囲を調整可能となる。さらに、各吐出ヘッド３１～３５における洗浄液Ｌで濡
らす範囲が調整可能となる。すなわち、例えば、各ノズル面３９の全面を各パッド６１～
６５で濡らす場合（図１８（Ａ）参照）と、各ノズル面３９の一部を各パッド６１～６５
で濡らす場合（図１８（Ｂ）参照）と、に濡らす範囲を調整可能となる。
【０１３１】
　また、本実施形態では、吐出ユニット３０が濡らし位置（図７参照）に位置する状態に
おいて、貯留部１４の液面のノズル面３９に対する高さは、画像形成位置（図８参照）に
おける高さよりも高くされる。すなわち、各吐出ヘッド３１～３５へインクを供給するイ
ンク背圧は、濡らし動作において、画像形成動作よりもよりも高くされている。
【０１３２】
　このため、吐出ユニット３０の位置に関わらず、インク背圧が常に一定である構成に比
べ、濡らし動作において、ノズル面３９のノズル３８からインク及び異物を吸い込みこと
が抑制される。
【０１３３】
　また、本実施形態では、洗浄液供給機構８０が、各パッド６１～６５の接触面７２Ａに
対して、洗浄液Ｌを滴下により供給する。このため、洗浄液供給機構８０が、各パッド６
１～６５の内部に液体を供給する構成に比べ、各パッド６１～６５の接触面７２Ａに付着
したインクを薄める効果が高まる。これにより、インクが各パッド６１～６５の接触面７
２Ａで増粘や固化することが抑制される。
【０１３４】
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　また、本実施形態では、洗浄液供給機構８０では、パッド６１～６５への洗浄液Ｌの供
給量が変更可能とされている。これにより、パッド６１～６５の汚れに応じた量の洗浄液
Ｌを各パッド６１～６５に供給可能となる。
【０１３５】
　また、本実施形態では、各パッド６１～６５を移動させながら、洗浄液供給機構８０が
洗浄液Ｌを供給する。このため、各パッド６１～６５が固定された構成と比べ、少量の洗
浄液Ｌで各パッド６１～６５の全体に洗浄液Ｌが行き渡る。
【０１３６】
　また、本実施形態では、洗浄液供給機構８０のブレード８３は、連帳紙Ｐの搬送方向Ａ
（水平方向）において、供給ヘッド８１、８２と吐出ユニット３０との間に配置されてい
る。このため、供給ヘッド８１、８２から各パッド６１～６５に供給された洗浄液Ｌが飛
び散った場合でも、該洗浄液Ｌがブレード８３に当たって吐出ユニット３０側へ向かうこ
とが抑制される。すなわち、この構成によれば、ブレード８３が供給ヘッド８１、８２に
対する吐出ユニット３０側とは反対側に配置された構成に比べ、供給ヘッド８１、８２が
各パッド６１～６５に供給する洗浄液Ｌが吐出ユニット３０側へ飛び散ることが抑制され
る。
【０１３７】
　（パッド６１～６５の変形例）
　各パッド６１～６５は、図１９（Ａ）及び図２０に示されるように、吐出ユニット３０
のノズル面３９と側面３６とで形成される角部４９が接触する部分で、凸状に膨らんでい
てもよい。具体的には、各パッド６１～６５は、角部４９に向けて長手方向視及び短手方
向視に凸状に突出する凸部７４Ａが多孔質体７４に形成されている。すなわち、凸部７４
Ａは、底面視にて矩形状（枠状）に形成された角部４９（図３参照）に対向して、枠状に
形成されている。これにより、各パッド６１～６５は、吐出ユニット３０の角部４９が接
触する部分で、凸状に膨らんでいる。
【０１３８】
　この構成では、図１９（Ｂ）に示されるように、ノズル面３９を接触面７２Ａに押し込
むことで、各パッド６１～６５の凸部分が、各吐出ヘッド３１～３５の側面３６に回り込
んで接触する。これにより、各パッド６１～６５が短手方向に沿って平坦に形成された構
成と比べ、各吐出ヘッド３１～３５の側面３６に付着したインクなどの付着物を除去する
効果が高まる。
【０１３９】
　また、本構成では、各パッド６１～６５の凸部分が、他の部分よりも圧縮される。これ
により、インクの吸収力が高まるので、各吐出ヘッド３１～３５の側面３６に付着したイ
ンクを効果的に除去できる。
【０１４０】
　また、本実施形態では、各パッド６１～６５は、短手方向の中央部で上方へ凸状に膨ら
んで、かまぼこ形状に形成されていたが、これに限られない。
【０１４１】
　例えば、各パッド６１～６５は、図２１（Ａ）に示されるように、正断面視にて、上部
が台形状に形成された構成であってもよい。さらに、図２１（Ｂ）に示されるように、図
２１（Ａ）における台形状の斜辺が階段状に形成されたものであってもよい。この構成に
おいても、各吐出ヘッド３１～３５の各パッド６１～６５に対する押し込み量を変えるこ
とで、例えば、各吐出ヘッド３１～３５における洗浄液Ｌで濡らす範囲が調整可能となる
。すなわち、例えば、各ノズル面３９の全面を各パッド６１～６５で濡らす場合（図１８
（Ａ）参照）と、各ノズル面３９の一部を各パッド６１～６５で濡らす場合（図１８（Ｂ
）参照）とに、濡らす範囲を調整可能となる。
【０１４２】
　（他の変形例）
　本実施形態は、各パッド６１～６５は、液体の一例としてのインク及び洗浄液が含浸さ
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として用いる構成であってもよい。
【０１４３】
　本実施形態では、各パッド６１～６５が、キャッピング動作を実行するキャップ部材６
６の内部に設けられていたが、これに限られない。各パッド６１～６５は、濡らし動作を
実行する専用の部材に設けられる構成であってもよい。
【０１４４】
　本実施形態では、払拭部材の一例として、ワイパ５１、５２を用いたが、これに限られ
ず、例えば、ウェブ等の布材を用いてもよい。
【０１４５】
　本発明は、上記の実施形態に限るものではなく、その主旨を逸脱しない範囲内において
種々の変形、変更、改良が可能である。例えば、上記に示した変形例は、適宜、複数を組
み合わせて構成してもよい。
【符号の説明】
【０１４６】
１０   画像形成装置（吐出装置の一例）
３１～３５    吐出ヘッド
３６   側面
３９   ノズル面
４０   払拭装置
４９   角部
５１、５２    ワイパ（払拭部材の一例）
６１～６５    パッド（含浸部材の一例）
７２   布材
７２Ａ 接触面
７４   多孔質体
８１、８２    供給ヘッド（供給部の一例）
８３   ブレード（含浸部材用の払拭部材の一例）
Ｌ     洗浄液（液体の一例）
【要約】
【課題】吐出ヘッドの側面に付着した付着物を除去できるようにする。
【解決手段】払拭装置は、液体が含浸され、吐出液を吐出する吐出ヘッドのノズル面の長
手方向及び該長手方向と交差する短手方向において前記ノズル面の長さよりに長い接触面
を有し、該接触面を前記ノズル面に接触させて該ノズル面を濡らす含浸部材と、前記含浸
部材によって濡らされた前記ノズル面を払拭する払拭部材と、を備える。
【選択図】図３
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