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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の貫通孔を有し、表面に記録媒体を載せて前記記録媒体を搬送方向に搬送する搬送
ベルトと、
　複数のノズルが設けられたノズル面を有し、前記ノズル面が前記搬送ベルトの前記表面
に対向配置されたインクジェットヘッドと、
　前記搬送ベルトの裏面に対向配置された板状の部材であって、前記搬送ベルト側に開口
するともにその長手方向が前記搬送方向に沿った長溝部と、この長溝部の底面の一部から
厚み方向に貫通する孔部とを含む空気流通部が複数設けられており、これらの空気流通部
が前記搬送方向及びこれに垂直な幅方向に配列された搬送板と、
　前記搬送板の前記空気流通部及び前記搬送ベルトの前記貫通孔を通じて前記記録媒体を
吸引して前記記録媒体を前記搬送ベルトに吸着させるための負圧を発生させる負圧発生手
段と、を備え、
　前記搬送板における前記ノズル面に対向する対向領域には、前記長溝部が設けられてお
り、前記孔部は、前記対向領域以外の領域に設けられており、
　前記対向領域に前記長溝部が設けられ、かつ、前記幅方向に隣り合う２つの空気流通部
において、一方の空気流通部の前記孔部は、前記対向領域よりも上流側の位置に設けられ
ており、他方の空気流通部の前記孔部は、前記対向領域よりも下流側の位置に設けられて
いる、インクジェット記録装置。
【請求項２】
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　前記２つの空気流通部の各孔部は、前記対向領域に隣接する位置に設けられている、請
求項１に記載のインクジェット記録装置。
【請求項３】
　前記一方の空気流通部の前記長溝部の下流側端部は、前記対向領域に、又は前記対向領
域よりも下流側で前記対向領域に隣接する位置に設けられている、請求項１又は２に記載
のインクジェット記録装置。
【請求項４】
　前記他方の空気流通部の前記長溝部の上流側端部は、前記対向領域に、又は前記対向領
域よりも上流側で前記対向領域に隣接する位置に設けられている、請求項１～３のいずれ
かに記載のインクジェット記録装置。
【請求項５】
　前記２つの空気流通部において、前記一方の空気流通部の前記長溝部と前記他方の空気
流通部の前記長溝部は、互いの端部同士が前記幅方向に対向しない位置にそれぞれ設けら
れている、請求項１～４のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置において用紙などの記録媒体を搬送する搬送機構としては、次
のようなものが知られている。例えば、搬送機構としては、複数の貫通孔を有し、表面に
用紙が載置される搬送ベルトと、この搬送ベルトの下面に沿って対向配置され、ほぼ全体
に複数の空気流通孔が設けられた搬送板と、この搬送板の下方に配置され、前記搬送板の
空気流通孔及び前記搬送ベルトの貫通孔を通じて前記用紙を吸引する負圧発生手段とを備
えたものが挙げられる。インクジェットヘッドは、複数のノズルが設けられたノズル面を
前記搬送ベルトの前記表面に対向させた状態で配置される。
【０００３】
　このような搬送機構では、搬送ベルトによって用紙を安定して搬送するために、搬送板
に設けられた複数の空気流通孔全体から安定して空気を吸引することが重要であるのはも
ちろんであるが、インクジェットヘッドの近傍における空気の流れは、画像形成に与える
影響が大きいので特に重要である。
【０００４】
　例えば特許文献１には、インクジェットヘッドの直下から用紙の搬送方向の下流側に向
かう所定領域で空気量を減ずるように制御する空気流制御手段を備えた搬送機構が開示さ
れている。この搬送機構では、搬送板（プラテン）における前記所定領域に対応する部分
の空気流通孔を塞いだり、前記所定領域に対応する部分の空気流通孔の形成密度を小さく
したり、前記所定領域に対応する部分の空気流通孔の径を小さくしたりしている。これに
より、前記所定領域で空気量が減じられて用紙の先端部分に発生するインクミストによる
用紙汚染を防止することができる、とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３１００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１の搬送機構では、搬送板に設けられている前記複数の空気流通孔
は円形であるので、搬送板のほぼ全体において用紙を吸引できるようにするためには、搬
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送板の全域にわたって多くの空気流通孔を配列する必要がある。このように空気流通孔の
数が多くなると、用紙の搬送時において用紙と搬送板との相対位置が変化するのに伴って
用紙を吸引する吸引力が変動しやすい。すなわち、前記相対位置が変化して搬送板と用紙
とが厚み方向に重なる度合いが変化すると、用紙によって塞がれる（覆われる）空気流通
孔の割合が変化する。用紙によって塞がれる空気流通孔の割合が大きいときには大きな負
圧が得られるので吸引力が大きくなる一方で、用紙がインクジェットヘッドの上流側又は
下流側に位置しているときのように用紙によって塞がれる空気流通孔の割合が小さいとき
には、用紙を吸引する吸引力が不足することがある。すなわち、後者の場合には、塞がれ
ていない多数の空気流通孔が存在するので、これらの空気流通孔から多くの空気が吸引さ
れて、記録媒体を吸引するための負圧が十分に得られないことがある。
【０００７】
　また、インクジェットヘッドのノズル面に対向する領域において用紙を吸引する吸引力
が不足すると、用紙の先端部又は後端部が搬送ベルトから浮いてインクジェットヘッドに
当たってしまうことがある。
【０００８】
　その一方で、インクジェットヘッドのノズル面に対向する領域における空気の吸引力が
大きいと、インクジェットヘッドのノズル面に設けられた複数のノズルにおいてインクの
乾燥が促進されてインクが増粘しやすくなる。
【０００９】
　そこで、本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、
記録媒体を吸引する吸引力の変動を抑制しつつ、インクジェットヘッドのノズル面に対向
する領域において記録媒体の浮きを抑制でき、しかもノズル面におけるインクの増粘を抑
制できるインクジェット記録装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のインクジェット記録装置は、搬送ベルトと、インクジェットヘッドと、搬送板
と、負圧発生手段と、を備えている。前記搬送ベルトは、複数の貫通孔を有し、表面に記
録媒体を載せて前記記録媒体を搬送方向に搬送する。前記インクジェットヘッドは、複数
のノズルが設けられたノズル面を有し、前記ノズル面が前記搬送ベルトの前記表面に対向
配置されている。前記搬送板は、前記搬送ベルトの裏面に対向配置された板状の部材であ
る。この搬送板は、前記搬送ベルト側に開口するともにその長手方向が前記搬送方向に沿
った長溝部と、この長溝部の底面の一部から厚み方向に貫通する孔部とを含む空気流通部
が複数設けられている。これらの空気流通部は、前記搬送方向及びこれに垂直な幅方向に
配列されている。前記搬送板における前記ノズル面に対向する対向領域には、前記長溝部
が設けられており、前記孔部は、前記対向領域以外の領域に設けられている。
【００１１】
　この構成では、前記搬送板は、前記長溝部と前記孔部とを含む空気流通部が複数配列さ
れた構造を有している。このような構造の場合には、特許文献１における搬送板のように
円形の空気流通孔（貫通孔）が複数設けられている場合と比較して、搬送板を貫通する孔
部の数を大幅に減らしても、搬送ベルト側に開口する長溝部の開口領域の大きさを十分に
確保できる。したがって、特許文献１の搬送板に比べて、搬送板に設ける孔部（貫通孔）
の数を少なくできるので、搬送板と記録媒体との相対位置の変化に伴って吸引力が変動す
るのを抑制できる。
【００１２】
　また、前記長溝部と前記孔部とを含む前記空気流通部においては、前記長溝部全体から
吸い込まれた空気が前記孔部に集まるので、前記孔部に近いほど空気の勢いが強い傾向に
ある。そこで、本構成では、前記孔部をノズル面に対向する前記対向領域以外の領域に設
けることによって、ノズル面直下の空間における空気の流れが勢いよくなりすぎるのを抑
制してノズル面におけるインクの増粘を抑制している。その一方で、前記対向領域に前記
長溝部を設けることによって、前記対向領域において記録媒体を吸引する吸引力を確保し
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てノズル面直下の空間において記録媒体の浮きが生じるのを抑制できる。
【００１３】
　また、本発明では、前記対向領域に前記長溝部が設けられ、かつ、前記幅方向に隣り合
う２つの空気流通部において、一方の空気流通部の前記孔部は、前記対向領域よりも上流
側の位置に設けられており、他方の空気流通部の前記孔部は、前記対向領域よりも下流側
の位置に設けられている。
【００１４】
　この構成では、前記２つの空気流通部の各孔部は、前記対向領域を挟んで前記対向領域
の上流側と下流側にそれぞれ設けられているので、空気流通部を通じて吸引される空気の
流れがノズル面直下の空間においてこの空間の上流側又は下流側に偏るのを抑制すること
ができる。これにより、記録媒体が上流側からノズル面の直下に進入するとき、及び記録
媒体がノズル面の直下から下流側にぬけ出るときの両方の場合において、記録媒体の浮き
を抑制する効果を満遍なく得ることができる。
【００１５】
　また、前記２つの空気流通部の各孔部は、前記対向領域に隣接する位置に設けられてい
るのが好ましい。
【００１６】
　この構成では、前記２つの空気流通部のうち、一方の空気流通部の孔部が前記対向領域
よりも上流側で、かつ、前記対向領域に隣接した位置に設けられているので、ノズル面直
下に進入する記録媒体の先端部を十分な吸引力で吸引することができる。また、他方の空
気流通部の孔部が前記対向領域よりも下流側で、かつ、前記対向領域に隣接した位置に設
けられているので、ノズル面の直下から下流側にぬけ出る記録媒体の後端部を十分な吸引
力で吸引することができる。これにより、記録媒体が上流側からノズル面の直下に進入す
るとき、及び記録媒体がノズル面の直下から下流側にぬけ出るときの両方の場合において
、記録媒体の浮きをさらに抑制することができる。
【００１７】
　また、前記一方の空気流通部の前記長溝部の下流側端部（先端部）は、前記対向領域に
、又は前記対向領域よりも下流側で前記対向領域に隣接する位置に設けられているのが好
ましい。
【００１８】
　この構成では、一方の空気流通部において、前記孔部が前記対向領域よりも上流側の位
置に設けられており、前記長溝部の下流側端部が前記対向領域に、又は前記対向領域より
も下流側で前記対向領域に隣接する位置に設けられている。したがって、記録媒体の先端
部が上流側からノズル面の直下に進入してきたときに、当該空気流通部（前記一方の空気
流通部）の開口部分の大半が記録媒体によって覆われることになる。すなわち、記録媒体
の先端部がノズル面の直下に進入してきたときに、当該空気流通部を通じて記録媒体の先
端部にかかる負圧が最大又はそれに近い大きさになる。これにより、ノズル面の直下にお
いて、記録媒体の先端部を大きな吸引力で吸引することができるので、記録媒体が上流側
からノズル面の直下に進入するときに、記録媒体の先端部の浮きをより一層抑制すること
ができる。
【００１９】
　また、前記他方の空気流通部の前記長溝部の上流側端部（後端部）は、前記対向領域に
、又は前記対向領域よりも上流側で前記対向領域に隣接する位置に設けられているのが好
ましい。
【００２０】
　この構成では、他方の空気流通部において、前記孔部が前記対向領域よりも下流側の位
置に設けられており、かつ、前記長溝部の上流側端部が前記対向領域に、又は前記対向領
域よりも上流側で前記対向領域に隣接する位置に設けられている。したがって、記録媒体
の後端部がノズル面の直下から下流側にぬけ出るときまで、当該空気流通部（前記他方の
空気流通部）の開口部分の大半が記録媒体によって覆われた状態を維持することができる
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。すなわち、記録媒体の後端部がノズル面の直下からぬけ出るときまで、当該空気流通部
を通じて記録媒体の後端部にかかる負圧が最大又はそれに近い大きさに維持される。これ
により、ノズル面の直下において、記録媒体の後端部を大きな吸引力で吸引することがで
きるので、記録媒体がノズル面の直下から下流側にぬけ出るときに、記録媒体の後端部の
浮きをより一層抑制することができる。
【００２１】
　また、前記２つの空気流通部において、前記一方の空気流通部の前記長溝部と前記他方
の空気流通部の前記長溝部は、互いの端部同士が前記幅方向に対向しない位置にそれぞれ
設けられているのが好ましい。
【００２２】
　前記搬送方向に隣り合う２つの前記空気流通部においては、長溝部の端部同士の間に、
溝が設けられていない長溝部の切れ目ができる。この切れ目においては、記録媒体を吸引
できない。そこで、本構成では、前記幅方向に隣り合う前記２つの空気流通部において、
前記幅方向に並ぶ一方の長溝部と他方の長溝部の端部同士を、前記幅方向に対向しない位
置にそれぞれ設けている。これにより、長溝部の切れ目が前記幅方向には連続しないので
、長溝部の切れ目における吸引力の低下を抑制することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように、本発明によれば、記録媒体を吸引する吸引力の変動を抑制しつつ
、インクジェットヘッドのノズル面に対向する領域において記録媒体の浮きを抑制でき、
しかもノズル面におけるインクの増粘を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態にかかるインクジェット記録装置の概略を示す構成図である
。
【図２】前記インクジェット記録装置におけるインクジェットヘッド、搬送ベルト、及び
搬送板の位置関係を示す平面図である。
【図３】前記インクジェット記録装置における搬送ベルト及び搬送板を示す平面図である
。
【図４】図３のIV-IV線断面図である。
【図５】前記インクジェット記録装置における搬送ベルト、搬送板、ファンケース、及び
ファンを示す側面図である。
【図６】前記インクジェット記録装置における搬送板を示す斜視図である。
【図７】前記インクジェット記録装置における搬送板を示す平面図である。
【図８】図７の一部を拡大した平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の一実施形態にかかるインクジェット記録装置について図面を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００２６】
　図１に示すインクジェット記録装置１は、外部のコンピュータから受信した画像情報に
基づいて記録媒体の一例である用紙Ｐに画像を形成可能なインクジェットプリンタである
。この記録装置１は、ケーシング２内に、記録部２０、用紙収納部１０１、用紙搬送路５
、搬送ユニット３０、排出部１０３、及びこれらを制御する制御部１３１を備えている。
なお、以下の説明において、用紙Ｐが搬送ユニット３０上を搬送されるときの搬送方向を
方向Ｄ１とし、これに垂直な方向（用紙Ｐの幅方向）を方向Ｄ２とする。
【００２７】
　記録部２０は、図１に示すように、方向Ｄ１の上流側から順にブラック、シアン、マゼ
ンダ及びイエローの各色に対応した４組のインクジェットヘッド２２（２２Ｋ、２２Ｃ、
２２Ｍ、２２Ｙ）を備えている。図２に示すように、各組のインクジェットヘッド２２は
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、長手方向が方向Ｄ２に沿って延び、互いの端部が方向Ｄ１に重なり合うように配置され
た３つのインクジェットヘッド２２１～２２３により構成されている。１２個のインクジ
ェットヘッド２２は、後述する搬送ユニット３０の搬送ベルト３１の上方に並べて配置さ
れている。各インクジェットヘッド２２は、図略のヘッド支持部材により支持されている
。各色のインクジェットヘッド２２に対応して、図略の４台のインクタンクが備えられて
いる。各色のインクは、このインクタンクから各インクジェットヘッド２２に補給される
。なお、以下の説明において、特に限定する必要がある場合を除き、「Ｋ」「Ｃ」「Ｍ」
「Ｙ」の識別記号は省略する。
【００２８】
　図１に示すように、各インクジェットヘッド２２は、その下面にノズル面２２ａを有し
ている。ノズル面２２ａは、用紙Ｐの搬送方向に直交する方向に長い矩形状に形成されて
いる。ノズル面２２ａには、インクを吐出する複数のノズルが設けられている。各インク
ジェットヘッド２２は、ノズル面２２ａの前記ノズルから用紙Ｐの紙面に略垂直な方向に
インクを吐出して画像を形成することが可能なラインタイプのヘッドである。
【００２９】
　インクジェットヘッド２２のインクの吐出方式としては、例えばピエゾ素子を用いてイ
ンクを押し出すピエゾ方式や、発熱体によって気泡を発生させ、圧力をかけてインクを吐
出するサーマルインクジェット方式など、各種方式を適用することができる。
【００３０】
　用紙収納部１０１は、用紙Ｐを収納可能であり、搬送ユニット３０の下部に配置されて
いる。用紙収納部１０１は、用紙が収納される給紙カセット３と、用紙搬送路５に用紙を
供給するための用紙供給ローラ４とを有している。
【００３１】
　用紙搬送路５は、この用紙搬送路５の上流側に配置されたローラ１０２と用紙を一旦停
止させて斜め補正等を行った後、用紙を搬送ユニット３０へ送り出すレジストローラ６と
を有している。
【００３２】
　搬送ユニット３０は、記録部２０の下方に配置されている。この搬送ユニット３０は、
用紙Ｐを記録部２０に供給し、この記録部２０により表面に画像が形成された用紙Ｐを排
出部１０３に搬送する。搬送ユニット３０の詳細については後述する。
【００３３】
　排出部１０３は、乾燥装置７、排出ローラ８、排出口９、及び排出トレイ１０を備えて
いる。乾燥装置７は、搬送ユニット３０の方向Ｄ１の下流側に配置されている。記録部２
０において用紙Ｐに吐出されたインクは乾燥装置７によって乾燥する。インクが乾燥した
用紙Ｐは、排出ローラ８によって排出口９に送られ、ケーシング２の側面から外部に延設
された排出トレイ１０に排出される。
【００３４】
　制御部１３１は、中央処理装置（ＣＰＵ）、プログラムなどのデータが記憶されている
メモリ（ＲＯＭ）、プログラム実行時にデータを一時的に記憶するためのメモリ（ＲＡＭ
）などで構成されている。
【００３５】
　記録装置１の動作について簡単に説明すると次のようになる。まず、外部に接続された
コンピュータから画像を形成するための命令が出されると、用紙収納部１０１から搬送ユ
ニット３０へと用紙が送り出される。そして、用紙が、搬送ユニット３０の搬送ベルト３
１で搬送されているときに、インクジェットヘッド２２からインクが吐出され、用紙上に
画像が形成される。そして、画像が形成された用紙は、排出部１０３のローラ８によって
搬送され、排出口９から排出トレイ１０に排出される。
【００３６】
　以上が記録装置１の全体構成であるが、次に、搬送ユニット３０の詳細について説明す
る。
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【００３７】
　図１に示すように、搬送ユニット３０は、フレーム３６、ローラ３２，３３，３４、搬
送ベルト３１、搬送板３５、ファンケース３７、及び３つのファン３８を有している。ロ
ーラ３２，３３，３４は、方向Ｄ１に所定の間隔を隔ててフレーム３６に回転自在に支持
されている。ファンケース３７及び各ファン３８は後述するように負圧発生手段として機
能する。
【００３８】
　図１～図３に示すように、搬送ベルト３１は、無端ベルトになっており、ローラ３２，
３３，３４に架け渡されている。搬送ベルト３１は、ローラ３３とローラ３２の間に位置
する部分の上面が用紙Ｐの搬送面４７として機能する。この搬送面４７は、複数のインク
ジェットヘッド２２のノズル面２２ａに対向している。図３及び図４に示すように、搬送
ベルト３１のほぼ全域には、複数の貫通孔３１ａが所定間隔で配列されている。なお、図
３においては、搬送ベルト３１の一部にのみ貫通孔３１ａを図示し、他の部分の図示は省
略している。
【００３９】
　図４～図６に示すように、搬送板３５は、長方形状の板状部材であり、搬送ベルト３１
の下方において搬送ベルト３１の載置面４７に沿って記録部２０に対向する位置に配置さ
れている。搬送板３５の上面３５ａは、搬送ベルト３１の裏面（載置面４７の反対側の面
）と対向している。
【００４０】
　図７に示すように、搬送板３５は、そのほぼ全体に複数の空気流通部３５３が方向Ｄ１
及び方向Ｄ２に沿って配列されている。各空気流通部３５３は、長溝部３５１と孔部３５
２とを含む。各長溝部３５１は、搬送板３５の上面３５ａ側に形成された溝である。各長
溝部３５１の長手方向は方向Ｄ１に沿って延びている。図４に示すように、孔部３５２は
、長溝部３５１の底面３５１ａの一部から搬送板３５の下面３５ｂまで貫通している。本
実施形態では、各空気流通部３５３は、一つの孔部３５２を有している。
【００４１】
　図４及び図５に示すように、ファンケース３７は、搬送板３５と同程度の大きさの長方
形状の底板部３７ａと、この底板部３７ａの４つの周縁から上方に立設された側壁部３７
ｂとを有し、上部が開口している。各側壁部３７ｂの上端は、搬送板３５の下面３５ｂに
接合されている。底板部３７ａは、３つのファン３８とそれぞれ連通する３つの開口部３
７ｃを有している。
【００４２】
　３つのファン３８は、方向Ｄ１に沿って配列されている。各ファン３８は、ケーシング
の内部に図略の羽根車を有している。各ファン３８が駆動し羽根車が回転することによっ
てファンケース３７内が負圧となる。これにより、搬送ベルト３１の載置面４７の近傍の
空気は、貫通孔３１ａ、空気流通部３５３及び開口部３７ｃを通じてファン３８側に吸引
される。この吸引力により、搬送ベルト３１の載置面４７に供給される用紙Ｐは、搬送ベ
ルト３１の載置面４７に吸着する。
【００４３】
　図６は搬送板３５を示す斜視図であり、図７は搬送板３５を示す平面図であり、図８は
、図７の一部を拡大した平面図である。図７及び図８においては、搬送板３５上に、ノズ
ル面２２ａに対向する対向領域Ｔを二点鎖線で図示している。この対向領域Ｔは、インク
ジェットヘッド２２及び搬送板３５を平面視したときに、インクジェットヘッド２２のノ
ズル面２２ａの位置と一致する。
【００４４】
　図８においては、複数の空気流通部３５３のうち、長溝部３５１の一部が対向領域Ｔに
位置しているものを空気流通部３５３ａ又は空気流通部３５３ｂと表記する。これらのう
ち、孔部３５２が対向領域Ｔよりも上流側にあるものを空気流通部３５３ａと表記し、孔
部３５２が対向領域Ｔよりも下流側にあるものを空気流通部３５３ｂと表記する。
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【００４５】
　図７及び図８に示すように、各対向領域Ｔには、各空気流通部３５３ａの長溝部３５１
ａ及び各空気流通部３５３ｂの長溝部３５１ｂが設けられている。言い換えると、長溝部
３５１ａ及び長溝部３５１ｂは、対向領域Ｔを上流側から下流側に向かって跨ぐように配
置されている。一方、各空気流通部３５３ａの孔部３５２及び各空気流通部３５３ｂの孔
部３５２は、対向領域Ｔ以外の領域に設けられている。各孔部３５２（３５２ａ，３５２
ｂ）は、対向領域Ｔに隣接する位置に設けられている。
【００４６】
　空気流通部３５３ａと空気流通部３５３ｂは、方向Ｄ２に沿って交互に配置されており
、したがって、孔部３５２（３５２ａ，３５２ｂ）は、対向領域Ｔの上流側の位置と下流
側の位置に方向Ｄ２に沿って交互に配置されている。
【００４７】
　空気流通部３５３ａの長溝部３５１ａの下流側端部Ｌａは、対向領域Ｔよりも下流側で
対向領域Ｔに隣接する位置に設けられている。空気流通部３５３ｂの長溝部３５１ｂの上
流側端部Ｈｂは、対向領域Ｔよりも上流側で対向領域Ｔに隣接する位置に設けられている
。空気流通部３５３ａの長溝部３５１ａの上流側端部Ｈａ及び下流側端部Ｌａは、空気流
通部３５３ｂの長溝部３５１ｂの上流側端部Ｈｂ及び下流側端部Ｌｂと方向Ｄ２に対向し
ない位置にそれぞれ設けられている。
【００４８】
　以上説明したように本実施形態では、搬送板３５におけるノズル面２２ａに対向する対
向領域Ｔには、長溝部３５１が設けられており、孔部３５２は、対向領域Ｔ以外の領域に
設けられている。このような構造の場合には、搬送板に円形の空気流通孔（貫通孔）が複
数設けられている場合と比較して、搬送板３５を貫通する孔部の数を大幅に減らしても、
搬送ベルト３１側に開口する長溝部３５１の開口領域の大きさを十分に確保できる。した
がって、搬送板３５に設ける孔部（貫通孔）３５２の数を少なくできるので、搬送板３５
と記録媒体Ｐとの相対位置の変化に伴って吸引力が変動するのを抑制できる。
【００４９】
　また、本実施形態では、孔部３５２を対向領域Ｔ以外の領域に設けることによって、ノ
ズル面２２ａの直下の空間における空気の流れが勢いよくなりすぎるのを抑制してノズル
面２２ａにおけるインクの増粘を抑制している。その一方で、対向領域Ｔに長溝部３５１
を設けることによって、対向領域Ｔにおいて記録媒体Ｐを吸引する吸引力を確保してノズ
ル面２２ａの直下の空間において記録媒体Ｐの浮きが生じるのを抑制できる。
【００５０】
　また、本実施形態では、方向Ｄ２に隣り合う空気流通部３５３ａ，３５３ｂの孔部３５
２ａと孔部３５２ｂは、対向領域Ｔを挟んで対向領域Ｔの上流側と下流側にそれぞれ設け
られているので、空気流通部３５３を通じて吸引される空気の流れがノズル面２２ａの直
下の空間においてこの空間の上流側又は下流側に偏るのを抑制することができる。これに
より、記録媒体Ｐが上流側からノズル面の直下に進入するとき、及び記録媒体Ｐがノズル
面２２ａの直下から下流側にぬけ出るときの両方の場合において、記録媒体Ｐの浮きを抑
制する効果を満遍なく得ることができる。
【００５１】
　また、本実施形態では、方向Ｄ２に隣り合う空気流通部３５３ａ，３５３ｂのうち、一
方の空気流通部３５３ａの孔部３５２ａが対向領域Ｔよりも上流側で、かつ、対向領域Ｔ
に隣接した位置に設けられているので、ノズル面２２ａの直下に進入する記録媒体Ｐの先
端部を十分な吸引力で吸引することができる。また、他方の空気流通部３５３ｂの孔部３
５２ｂが対向領域Ｔよりも下流側で、かつ、対向領域Ｔに隣接した位置に設けられている
ので、ノズル面２２ａの直下から下流側にぬけ出る記録媒体Ｐの後端部を十分な吸引力で
吸引することができる。これにより、記録媒体Ｐが上流側からノズル面２２ａの直下に進
入するとき、及び記録媒体Ｐがノズル面２２ａの直下から下流側にぬけ出るときの両方の
場合において、記録媒体Ｐの浮きをさらに抑制することができる。
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【００５２】
　また、本実施形態では、前記一方の空気流通部３５３ａにおいて、孔部３５２ａが対向
領域Ｔよりも上流側の位置に設けられており、長溝部３５１ａの下流側端部Ｌａが対向領
域Ｔよりも下流側で対向領域Ｔに隣接する位置に設けられている。したがって、記録媒体
Ｐの先端部が上流側からノズル面の直下に進入してきたときに、当該空気流通部３５３ａ
の開口部分の大半が記録媒体Ｐによって覆われることになる。すなわち、記録媒体Ｐの先
端部がノズル面２２ａの直下に進入してきたときに、当該空気流通部３５３ａを通じて記
録媒体Ｐの先端部にかかる負圧が最大又はそれに近い大きさになる。これにより、ノズル
面２２ａの直下において、記録媒体Ｐの先端部を大きな吸引力で吸引することができるの
で、記録媒体Ｐが上流側からノズル面の直下に進入するときに、記録媒体Ｐの先端部の浮
きをより一層抑制することができる。
【００５３】
　また、本実施形態では、他方の空気流通部３５３ｂにおいて、孔部３５２ｂが対向領域
Ｔよりも下流側の位置に設けられており、かつ、長溝部３５１ｂの上流側端部Ｈｂが対向
領域Ｔよりも上流側で対向領域Ｔに隣接する位置に設けられている。したがって、記録媒
体Ｐの後端部がノズル面２２ａの直下から下流側にぬけ出るときまで、当該空気流通部３
５３ｂの開口部分の大半が記録媒体Ｐによって覆われた状態を維持することができる。す
なわち、記録媒体Ｐの後端部がノズル面２２ａの直下からぬけ出るときまで、当該空気流
通部３５３ｂを通じて記録媒体Ｐの後端部にかかる負圧が最大又はそれに近い大きさに維
持される。これにより、ノズル面２２ａの直下において、記録媒体Ｐの後端部を大きな吸
引力で吸引することができるので、記録媒体Ｐがノズル面２２ａの直下から下流側にぬけ
出るときに、記録媒体Ｐの後端部の浮きをより一層抑制することができる。
【００５４】
　また、本実施形態では、方向Ｄ２に隣り合う空気流通部３５３ａ，３５３ｂにおいて、
方向Ｄ２に並ぶ一方の長溝部３５１ａの端部Ｈａ，Ｌａと他方の長溝部３５１ｂの端部Ｈ
ｂ，Ｌｂを、方向Ｄ２に対向しない位置にそれぞれ設けている。これにより、長溝部３５
１の切れ目が方向Ｄ２には連続しないので、長溝部３５１の切れ目における吸引力の低下
を抑制することができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、下流側端部Ｌａと孔部３５２ｂは、対向領域Ｔの下流側におい
て方向Ｄ２に沿って交互に配置されており、上流側端部Ｈｂと孔部３５２ａは、対向領域
Ｔの上流側において方向Ｄ２に沿って交互に配置されている。すなわち、長溝部３５１の
切れ目に対して方向Ｄ２にほぼ隣接する位置に孔部３５２が設けられているので、長溝部
３５１の切れ目における吸引力の低下をさらに効果的に抑制することができる。
【００５６】
　なお、本発明は、前記実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲で
種々変更、改良等が可能である。例えば、前記実施形態では、４色フルカラーのインクジ
ェット記録装置を例に挙げて説明したが、本発明は、５色以上又は単色のインクを用いた
インクジェット記録装置に適用することもできる。
【００５７】
　また、前記実施形態では、各空気流通部に対して一つの孔部が形成されている場合を例
に挙げて説明したが、これに限定されず、一つの空気流通部に対して二つ以上の孔部が形
成されていてもよい。具体的には、例えば、前記対向領域に前記長溝部が配置され、この
長溝部の上流側の底面及び下流側の底面に孔部がそれぞれ設けられた構成が挙げられる。
すなわち、これらの孔部は、前記対向領域以外の領域に設けられ、前記対向領域を上流側
と下流側とから挟むように配置される。
【００５８】
　また、前記実施形態では、前記幅方向に隣り合う２つの空気流通部において、前記一方
の空気流通部の前記長溝部の下流側端部が前記対向領域よりも下流側で前記対向領域に隣
接する位置に設けられている場合を例に挙げて説明したが、前記長溝部の下流側端部は、
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【００５９】
　また、前記実施形態では、前記幅方向に隣り合う２つの空気流通部において、前記他方
の空気流通部の前記長溝部の上流側端部が前記対向領域よりも上流側で前記対向領域に隣
接する位置に設けられている場合を例に挙げて説明したが、前記長溝部の上流側端部は、
前記対向領域内に設けられていてもよい。
【００６０】
　また、前記実施形態では、前記幅方向に隣り合う２つの空気流通部においてその一方の
長溝部と他方の長溝部の端部同士が前記幅方向に対向しない位置にそれぞれ設けられてい
るという位置関係を、全ての空気流通部が満足している場合を例に挙げて説明したが、全
ての空気流通部がこのような位置関係を満足する必要はなく、一部の空気流通部が上記の
位置関係を満足するような形態であってもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１ インクジェット記録装置
　２０ 記録部
　２２ インクジェットヘッド
　２２ａ ノズル面
　３０　搬送ユニット
　３１　搬送ベルト
　３５　搬送板
　３５１　長溝部
　３５１ａ　長溝部の底面
　３５２　孔部
　３５３　空気流通部
　Ｄ１　搬送方向
　Ｄ２　搬送板の幅方向
　Ｔ　対向領域
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