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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液滴を吐出するノズルを有する記録ヘッドと、
　前記記録ヘッドのノズル面をキャッピングするキャップ部材、前記キャップ部材に接続
された吸引手段及び前記ノズル面を払拭するワイピング部材を含む維持回復手段と、
　前記記録ヘッドの供給するインクを収容するインク収容手段と、
　前記インク収容手段から記録ヘッドに至る供給経路内を加圧する加圧手段と、
　前記加圧手段による加圧位置よりも下流側で前記供給経路を開閉する開閉手段と、
　前記記録ヘッドの状態を維持回復する動作の制御を行う制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、
　前記キャップ部材で前記ノズル面をキャッピングして前記吸引手段による吸引を行い、
前記加圧手段で前記供給経路を大気圧以上の圧力に加圧した加圧状態であって、かつ、前
記記録ヘッドの内部圧力が負圧から正圧に切り替わる時点で、前記キャップ部材を前記ノ
ズル面から離間させ、前記加圧状態で前記開閉手段により前記供給経路を閉じた後、前記
ワイピング部材で前記ノズル面を払拭し、払拭動作終了後に前記開閉手段で前記供給経路
を開く動作の制御を行う
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記供給経路に途中に設けられた少なくとも一部が可撓性を有するサブタンクと、前記
サブタンクを収容するサブタンク収容手段と、前記サブタンク収容手段内にエアーを供給
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して前記サブタンクを加圧する手段とを備えていることを特徴とする請求項１に記載の画
像形成装置。
【請求項３】
　前記吸引手段による吸引動作を停止した後、前記加圧手段による前記供給経路内の加圧
を開始することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像形成装置に関し、特に液滴を吐出する記録ヘッドを備える画像形成装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、ファクシミリ、複写装置、プロッタ、これらの複合機等の画像形成装置とし
て、例えばインク液滴を吐出する記録ヘッドを用いた液体吐出記録方式の画像形成装置と
してインクジェット記録装置などが知られている。この液体吐出記録方式の画像形成装置
は、記録ヘッドからインク滴を、搬送される用紙（紙に限定するものではなく、ＯＨＰな
どを含み、インク滴、その他の液体などが付着可能なものの意味であり、被記録媒体ある
いは記録媒体、記録紙、記録用紙などとも称される。）に対して吐出して、画像形成（記
録、印字、印写、印刷も同義語で使用する。）を行なうものであり、記録ヘッドが主走査
方向に移動しながら液滴を吐出して画像を形成するシリアル型画像形成装置と、記録ヘッ
ドが移動しない状態で液滴を吐出して画像を形成するライン型ヘッドを用いるライン型画
像形成装置がある。
【０００３】
　なお、本願において、液体吐出方式の「画像形成装置」は、紙、糸、繊維、布帛、皮革
、金属、プラスチック、ガラス、木材、セラミックス等の媒体に液体を吐出して画像形成
を行う装置を意味し、また、「画像形成」とは、文字や図形等の意味を持つ画像を媒体に
対して付与することだけでなく、パターン等の意味を持たない画像を媒体に付与すること
（単に液滴を媒体に着弾させること）をも意味する。また、「インク」とは、インクと称
されるものに限らず、記録液、定着処理液、液体などと称されるものなど、画像形成を行
うことができるすべての液体の総称として用い、例えば、ＤＮＡ試料、レジスト、パター
ン材料なども含まれる。
【０００４】
　液体吐出方式の型画像形成装置（以下、単に「インクジェット記録装置」ともいう。）
においては、一般的にインクの吐出不良を低減するために、記録ヘッドのノズルから気泡
や増粘インク等を排出するクリーニングが適時行われている。このクリーニング動作は、
ノズル面をキャップ部材（以下、単に「キャップ」という。）で封止し、キャップに接続
された吸引手段としての吸引ポンプを駆動してノズル面とキャップで形成される空間を減
圧することで、ノズルから強制的にインクを吸引排出させる。
【０００５】
　この場合、クリーニング終了後吸引ポンプを停止し、キャップ内を所定の時間放置し、
キャップ内がインクで満たされ、キャップ内負圧が緩和された状態で、キャップをノズル
面から離間させることで、キャップを離間する際の大きな圧力変動が生じないようにして
いる。
【０００６】
　例えば、特許文献１には、液体貯留手段としてのインクカートリッジに接続された導入
路に設けられ、インクカートリッジ内に空気を導入し、インクカートリッジ内に貯留され
たインクを加圧する加圧ポンプを備え、吸引ポンプによってヘッドからインクをキャップ
内空間に吐出させた後に、加圧ポンプを駆動してヘッド内のインクに対して吐出方向に正
圧を加えて、キャップをノズル面から離間させるようにしたものが開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２２５１６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、吸引動作を行った後キャップをノズル面から離間するとき、キャップ
内負圧が緩和された状態でキャップをノズル面から離間させるようにしても、吸引による
ヘッド内部の微小な残留圧力、又はメニスカス形成のための負圧力によって、キャップ離
間後ノズル面に付着したインク及び気泡をノズル流路内に引き込み、吐出不良を引き起こ
すことがある。
【０００９】
　そこで、特許文献１のように、キャップ離間前にヘッド内インクに正圧を付与すること
でインクや気泡の引き込みを低減することができるが、加圧ポンプと記録ヘッドとの間に
、記録ヘッドにインクを供給するインクカートリッジが配置されているため、加圧ポンプ
による加圧を停止しても、インクカートリッジ内に加圧された残留空気が残り、キャップ
を離間させた後にヘッドのノズルからインク垂れが発生し、ワイピング部材による払拭動
作でもノズル面を清浄化することが難しいという課題がある。
【００１０】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、キャップ離間時における吐出不良ノ
ズルの発生を防止するとともにキャップ離間後のインク垂れを防止することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る画像形成装置は、
　液滴を吐出するノズルを有する記録ヘッドと、
　前記記録ヘッドのノズル面をキャッピングするキャップ部材、前記キャップ部材に接続
された吸引手段及び前記ノズル面を払拭するワイピング部材を含む維持回復手段と、
　前記記録ヘッドの供給するインクを収容するインク収容手段と、
　前記インク収容手段から記録ヘッドに至る供給経路内を加圧する加圧手段と、
　前記加圧手段による加圧位置よりも下流側で前記供給経路を開閉する開閉手段と、
　前記記録ヘッドの状態を維持回復する動作の制御を行う制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、
　前記キャップ部材で前記ノズル面をキャッピングして前記吸引手段による吸引を行い、
前記加圧手段で前記供給経路を大気圧以上の圧力に加圧した加圧状態であって、かつ、前
記記録ヘッドの内部圧力が負圧から正圧に切り替わる時点で、前記キャップ部材を前記ノ
ズル面から離間させ、前記加圧状態で前記開閉手段により前記供給経路を閉じた後、前記
ワイピング部材で前記ノズル面を払拭し、払拭動作終了後に前記開閉手段で前記供給経路
を開く動作の制御を行う
構成とした。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る画像形成装置によれば、キャップ離間時にノズルにインクや気泡が引き込
まれるのが防止されるとともに、キャップ離間後開閉手段によって供給経路に対する加圧
を遮断するので、ノズルからのインク垂れが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る画像形成装置の一例の全体構成を説明する正面概略説明図である。
【図２】同じく要部平面説明図である。
【図３】記録ヘッドの平面説明図である。
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【図４】ヘッドの平面説明図である。
【図５】本発明の第１実施形態におけるインク供給系の模式的説明図である。
【図６】制御部の概要を説明するブロック説明図である。
【図７】同実施形態の維持回復動作を示すタイミングチャートである。
【図８】本発明の第２実施形態における維持回復動作を示すタイミングチャートである。
【図９】本発明の第３実施形態における維持回復動作の処理を説明するフロー図である。
【図１０】同実施形態の維持回復動作を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。まず、本発明に係る
画像形成装置の一例について図１及び図２を参照して説明する。なお、図１は同画像形成
装置の全体構成を説明する概略構成図、図２は同装置の模式的平面説明図である。
【００１９】
　この画像形成装置はライン型画像形成装置であり、装置本体１と、用紙Ｐを積載し給紙
する給紙トレイ２と、印刷された用紙Ｐを排紙積載する排紙トレイ３と、用紙Ｐを給紙ト
レイ２から排紙トレイ３まで搬送する搬送ユニット４と、搬送ユニット４によって搬送さ
れる用紙Ｐに液滴を吐出し印字する記録ヘッドを構成するヘッドモジュール５１を含む画
像形成ユニット５と、印刷終了後又は所要のタイミングで画像形成ユニット５の各記録ヘ
ッドの維持回復を行う維持回復機構であるヘッドクリーニング装置６と、ヘッドクリーニ
ング装置６を開閉する搬送ガイド部７と、画像形成ユニット５のヘッドモジュール５１に
インクを供給するサブタンクで構成されるインクタンクユニット８と、インクタンクユニ
ット８にインクを供給するメインタンクユニット９とを備えている。
【００２０】
　装置本体１は、図示しない前後側板及びステーなどで構成されており、給紙トレイ２上
に積載されている用紙Ｐは、分離ローラ２１及び給紙ローラ２２によって１枚ずつ搬送ユ
ニット４に給紙される。
【００２１】
　搬送ユニット４は、搬送駆動ローラ４１Ａと搬送従動ローラ４１Ｂと、これらのローラ
４１Ａ、４１Ｂ間に掛け回された無端状の搬送ベルト４３とを備えている。この搬送ベル
ト４３の表面には複数の図示しない穴が形成されており、搬送ベルト４３の下部には用紙
Ｐを吸引する吸引ファン４４が配置されている。また、搬送駆動ローラ４１Ａ、搬送従動
ローラ４１Ｂ上部には、それぞれ搬送ガイドローラ４２Ａ、４２Ｂが図示しないガイドに
保持されて、自重にてベルト４３に当接している。
【００２２】
　搬送ベルト４３は、搬送駆動ローラ４１Ａが図示しないモータにより回転されることで
周回移動し、用紙Ｐは搬送ベルト４３上に吸引ファン４４により吸い付けられ、搬送ベル
ト４３の周回移動によって搬送される。なお、搬送従動ローラ４１Ｂ、搬送ガイドローラ
４２Ａ、４２Ｂは搬送ベルト４３に従動して回転する。
【００２３】
　搬送ユニット４の上部には用紙Ｐに印字する液滴を吐出する複数のヘッドモジュール５
１で構成される画像形成ユニット５が矢示Ａ方向（及び逆方向）に移動可能に配置されて
いる。この画像形成ユニット５は、維持回復動作時（クリーニング時）にはクリーニング
装置６上方まで移動され、画像形成時には図１の位置に戻される。
【００２４】
　画像形成ユニット５は、図３及び図４に示すように、液滴を吐出する複数のノズル１０
２をノズル面１０４に２列配列した複数のヘッド１０１を一列に配列し、各ヘッド１０１
にインクを分配供給する分岐部材５４とともに一体化したヘッドモジュール（記録ヘッド
ユニット）５１Ａ、５１Ｂ、５１Ｃ、５１Ｄが、用紙搬送方向に沿って並べてラインベー
ス部材５２に取付けられて配置されている。
【００２５】
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　ここでは、ヘッドモジュール５１Ａ、５１Ｂの２つのノズル列の一方でイエロー（Ｙ）
の液滴を、他方でマゼンタ（Ｍ）の液滴を吐出し、また、ヘッドモジュール５１Ｃ、５１
Ｄの２つのノズル列の一方でシアン（Ｃ）の液滴を、他方でブラック（Ｋ）の液滴を吐出
する。つまり、この画像形成ユニット５は、同じ色の液滴を吐出する２つのヘッドモジュ
ール５１が用紙搬送方向に並べて配置され、２つのヘッドモジュール５１で用紙幅相当の
１列分のノズル列が構成されている構成としている。
【００２６】
　この画像形成ユニット５の上流側にはインクタンクユニット８のサブタンク（インクタ
ンク）８１（図示の都合上１つのインクタンクのみ符号を付している。）が配置され、供
給チューブ８２を介してサブタンク８１からインクが各ヘッドモジュール５１の分岐部材
５４に供給され、インクタンク８１とヘッドモジュール５１との水頭差によりヘッドモジ
ュール５１の各ヘッドに対する負圧が形成される。このインクタンクユニット８は画像形
成ユニット５とともに矢示Ａ方向に移動可能に配置されている。なお、インクタンク８１
からヘッドモジュール５１に対する供給チューブ８２は分かり易くするためヘッドモジュ
ール５１の上方から接続して状態で図示しているが、実際はヘッドモジュール５１の長手
方向（用紙搬送方向と直交する方向）の端部に接続される。
【００２７】
　さらに、インクタンク８１の上流側にはインク収容手段であるメインタンクユニット９
が配置され、メインタンク（インクカートリッジ）９１から供給チューブ９２を介してイ
ンクがサブタンク８１に供給される。
【００２８】
　搬送ユニット４の下流側には用紙Ｐを排紙トレイ３に排紙する搬送ガイド部７が設けら
れている。搬送ガイド部７にて案内されて搬送される用紙Ｐは排紙トレイ３に排紙される
。排紙トレイ３は、用紙Ｐの幅方向を規制する対のサイドフェンス３１と用紙Ｐの先端を
規制するエンドフェンス３２を備えている。
【００２９】
　維持回復機構（ヘッドクリーニング装置）６は、画像形成ユニット５の各ヘッドモジュ
ール５１に対応して、４列分のクリーニング手段６１Ａ～６１Ｄが配置され、１つのクリ
ーニング手段６１は、ヘッドモジュール５１の各ヘッド１０１に対応してノズル面をキャ
ッピングするキャップ部材６２及びノズル面を払拭するワイピング部材（ワイパ部材）６
４などで構成されている。なお、各クリーニング手段６１のキャップ部材６２は各列毎に
独立して上下動させることができる構成としている。さらに、クリーニング手段６１の下
方には、キャップ部材６２でヘッド１０１のノズル面をキャッピングした状態でノズルか
らインクを吸引するための吸引手段である吸引ポンプ６３Ａ～６３Ｄが配置されている。
【００３０】
　また、この画像形成装置においては、印刷終了後、液滴を吐出するヘッドモジュール５
１の各ヘッドのノズル面をクリーニング手段６１でキャッピングした状態でノズルからイ
ンクを吸引する場合、あるいは、ヘッドモジュール５１の各ヘッドのノズル面に付着した
インクをワイピング部材で清掃する場合は、図１にも示すように、印刷停止後、搬送ユニ
ット４全体が搬送従動ローラ４１Ｂを支点に矢印Ｂ方向に回動し、画像形成ユニット５と
の間の空間を画像形成時よりも大きくすることで、画像形成ユニット５の移動スペースを
確保するようにしている。このとき、ヘッドクリーニング装置６上部に配置されている搬
送ガイド部７の搬送ガイド板７１も支点７２にて矢印Ｃ方向上方に回動され、ヘッドクリ
ーニング装置６の上方が開放される。
【００３１】
　そして、搬送ユニット４と搬送ガイド部７がそれぞれ解放（解除）された後に、画像形
成ユニット５が用紙通紙方向（矢示Ａ方向）に移動し、ヘッドクリーニング装置６上方で
停止され、クリーニング手段６１が上昇して各ヘッドモジュール５１のクリーニング動作
（維持回復動作）に移行する。
【００３２】
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　次に、本発明の第１実施形態について図５をも参照して説明する。なお、図５は同実施
形態におけるインク供給系を示す模式的説明図である。
　ヘッドモジュール５１の各ヘッド１０１に供給するインク２００を収容するサブタンク
（インクタンク）８１は、少なくとも一部が可撓性部材、例えば可撓性フィルムで形成さ
れた密閉構造として構成され（これを「密閉式サブタンク」という。）、ヘッドモジュー
ル５１の各ヘッド１０１との間で所要の水頭差を持たせて配置している。このサブタンク
８１には交換可能に装着されるメインタンク（インクカートリッジ）９１から供給路（供
給チューブ）９２を介してインクが補給される。この供給路９２とサブタンク８１と間に
は常閉弁であるインク供給弁９３が介装されている。
【００３３】
　ここで、サブタンク８１はサブタンク収容手段である加圧ケース１８１内に収容してい
る。そして、加圧ケース１８１内にエアーを供給してサブタンク８１を加圧することでメ
インタンク９１からヘッドモジュール５１に至る供給経路内を加圧する加圧手段としての
チューブポンプなどで構成した加圧ポンプ１８２を備えている。また、加圧ポンプ１８２
から加圧ケース１８１内へのエアー供給経路１８３には、エアー供給路１８３を大気に開
放する大気開放経路１８５が分岐接続され、この大気開放経路１８５には常開弁である大
気開放弁１８４を介装している。
【００３４】
　一方、サブタンク８１から分岐部材５４までの供給路（供給チューブ：供給経路）８２
には供給経路の開閉手段としての供給経路遮断弁１８６を介装している。なお、供給経路
遮断弁１８６は、常開弁であり、通常は供給路８２を開放した状態にある。
【００３５】
　このように構成したインク供給系においては、メインタンク９１から水頭差を利用して
密閉式サブタンク８１にインクが供給され、図示しないが、密閉式サブタンク８１の可撓
性フィルム（可撓性部材）に倣って変位する部材によってサブタンク８１内のインク量が
検出され、サブタンク８１内のインク量が所定量になるようにインク供給弁９３の開閉制
御が行われて、メインタンク９１からサブタンク８１へのインク供給制御が行われる。
【００３６】
　そして、ブタンク８１からヘッドモジュール５１の各ヘッド１０１までのインク供給は
、ヘッド１０１のノズル面とサブタンク８１の上面との水頭差を利用した自然供給方式で
行われる。
【００３７】
　次に、制御部の概要について図６のブロック説明図を参照して説明する。
　この制御部５００は、この画像形成装置全体の制御を司る本発明に係る維持回復に関わ
る動作の制御を行う手段を兼ねるマイクロコンピュータ、画像メモリ、通信インタフェー
スなどで構成した主制御部（システムコントローラ）５０１を備えている。主制御部５０
１は、外部の情報処理装置（ホスト側）などから転送される画像データ及び各種コマンド
情報に基づいて用紙に画像を形成するために、印刷制御部５０２に印刷用データを送出す
る。
【００３８】
　印刷制御部５０２は、主制御部５０１からの受領する印刷データ信号に基づいて、ヘッ
ドモジュール（記録ヘッド）５１のヘッドから液滴を吐出させるための圧力発生手段を駆
動するためのデータを生成し、このデータの転送及び転送の確定などに必要な各種信号な
どをヘッドドライバ５０３に転送するとともに、駆動波形データ格納手段である記憶部、
駆動波形のデータをＤ／Ａ変換するＤ／Ａ変換器及び電圧増幅器や電流増幅器等で構成さ
れる駆動波形生成部、ヘッドドライバ５０３に与える駆動波形を選択する選択手段を含み
、１の駆動パルス（駆動信号）或いは複数の駆動パルス（駆動信号）で構成される駆動波
形を生成してヘッドドライバ５０３に出力して、ヘッドモジュール５１を駆動制御する。
【００３９】
　また、主制御部５０１は、モータドライバ５０４を介して、画像形成ユニット５を画像
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形成位置と維持回復位置との間で移動させるユニット移動モータ５０５、搬送ベルト４３
を周回移動させる用紙送りモータ５０６、吸引ファン４４を駆動する図示しないファンモ
ータ、クリーニング手段６１を昇降させる維持回復モータ５０７の駆動制御を行う。
【００４０】
　また、主制御部５０１は、ドライバ５１０を介してクリーニング装置６の吸引ポンプ６
２、供給経路内を加圧する加圧手段である加圧ポンプ１８２の駆動制御を行い、また、ド
ライバ５１１を介して、インク供給弁９３、供給経路遮断弁１８６、加圧ポンプ１８２か
らのエアー供給路を大気開放する大気開放弁１８４の駆動制御（開閉制御）を行う。
【００４１】
　また、主制御部５０１には各種センサを含むセンサ群５１２からの検出信号が入力され
、また、操作部５１３との間で各種情報の入出力及び表示情報のやり取りを行う。
【００４２】
　次に、この実施形態における維持回復動作について図７のタイミングチャートをも参照
して説明する。
　先ず、前述したようにヘッドモジュール５１の各ヘッド１０１の維持回復動作を行うと
きには、ユニット移動モータ５０５を駆動して画像形成ユニット５をクリーニング装置６
上に移動させ、維持回復モータ５０７を駆動してクリーニング手段６１を上昇させ、図５
に示すように、キャップ６２によってヘッド１０１のノズル面をキャッピングする。
【００４３】
　その後、図７（ａ）に示すように、時点ｔ１で吸引ポンプ６３を駆動（ｏｎ）して吸引
を開始することで、ヘッド１０１のノズル面とキャップ６２とで形成される空間を負圧に
し、ノズルからインクを吸引排出される。このとき、同図（ｃ）に示すようにヘッド内部
圧力が負圧に変化する。所要の吸引を完了した時点ｔ２で吸引ポンプ６３を停止（ｏｆｆ
）することで、前記空間内の負圧が低減し、ヘッド内部圧力も徐々に大気圧に向かって上
昇する。
【００４４】
　ここで、時点３において、加圧ポンプ１８２を駆動（ｏｎ）することによってサブタン
ク８１を加圧すると、サブタンク８１からヘッドモジュール５１のヘッド１０１に至る供
給経路８２内が加圧され、ヘッド内部圧力に正圧が付与され、これによってヘッド内部圧
力も、実線で示すように、加圧力を加えない場合（破線図示）よりも短時間で上昇して時
点ｔ４で大気圧に達した後正圧に移行する。そこで、この時点ｔ４からキャップ６２の離
間を開始する。なお、加圧ポンプ１８２を駆動するときには大気開放弁１８４も閉じる。
【００４５】
　このように、ヘッド内部に正圧をかけた状態でキャップをノズル面から離間させること
により、吸引によるヘッド内部の微小な残留圧力やメニスカス形成のための負圧力によっ
てキャップ離間後ノズル面に付着したインクや気泡がノズル内に引き込まれ、吐出不良ノ
ズルが発生することが防止される。
【００４６】
　その後、時点ｔ５で供給経路遮断弁１８６を閉じて（ｏｎして）供給経路８２を遮断す
ることによって、ヘッド１０１に対する加圧力が遮断され、ヘッド内部に正圧がかからな
くなって大気圧に戻される。そして、時点ｔ６で加圧ポンプ１８２の駆動を停止（ｏｆｆ
）した後、ワイパ部材６４を上昇させ、画像形成ユニット５をワイパ部材６４に対して相
対的に移動させることでノズル面のワイピング（払拭）動作を行い、ワイピング動作が終
了した後の時点ｔ７で供給経路遮断弁１８６を開き（ｏｆｆし）、サブタンク８１からヘ
ッドモジュール５１に至る供給経路８２を開放する。
【００４７】
　このように、供給経路遮断弁で供給経路を閉じてヘッドに対する加圧力を遮断し、ヘッ
ド内部圧力を大気圧に戻すことによって、キャップ離間後に残留加圧力によるノズルから
のインク垂れが防止され、この状態でワイピングが行われるので、良好にノズル面を清浄
化することができる。
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【００４８】
　次に、本発明の第２実施形態について図８に示すタイミングチャートを参照して説明す
る。
　ここでは、時点ｔ１で吸引ポンプ６３を駆動して（ｏｎして）吸引動作を開始するとと
もに、加圧ポンプ１８２も駆動して（ｏｎして）ヘッド１０１内の加圧を開始するように
している。
【００４９】
　このように吸引動作と加圧動作を併行して行うことによって、ヘッド１０１内部の流速
が上がって気泡や増粘インクの排出性が向上する。
【００５０】
　次に、本発明の第３実施形態について制御部が行う回復シーケンスを図９に示すフロー
図及び図１０に示すタイミングチャートを参照して説明する。
　先ず、キャップ６２を上昇させてヘッド１０１のノズル面に当接させ、供給経路遮断弁
１８６をオンして供給経路８２を遮断し、大気開放弁１８４をオンしてエアー供給経路１
８３を大気に開放する大気開放経路１８５を遮断する。そして、加圧ポンプ１８２の駆動
を開始して加圧ケース１８１内にエアーを供給して圧力を上昇させることで、加圧ケース
１８１内が所定の圧力になったときに加圧ポンプ１８２を停止する。
【００５１】
　その後、吸引ポンプ６３の駆動を開始し、供給径路遮断弁１８６をオフして供給径路８
２を開く（開放する）ことで、供給径路８２内を加圧し、ヘッド１０１内を正圧状態に加
圧する。そして、所定の吸引量の吸引が終了したときに吸引ポンプ６３を停止し、キャッ
プ６２の下降を開始する。その後、供給径路遮断弁１８６をＯＮして供給径路８２を遮断
し、ヘッド１０１に対する加圧を停止した後、ワイパ部材８４によってノズル面のワイピ
ング（払拭）動作を行う。
【００５２】
　その後、大気開放弁１８３を開いて加圧ケース１８１内の正圧を大気開放し、供給径路
遮断弁１８６をＯＦＦして供給径路８２を開放する。
【００５３】
　このようにすることで、吸引動作の開始からヘッド内部に正圧をかけることができる。
【００５４】
　なお、上記実施形態ではライン型画像形成装置に適用した例で説明しているが、シリア
ル型画像形成装置にも同様に適用することができる。
【符号の説明】
【００５５】
　　１…装置本体
　　４…搬送ユニット（搬送部）
　　５…画像形成ユニット
　　６…クリーニング装置（維持回復機構）
　　７…搬送ガイド部
　　８…インクタンクユニット（サブタンクユニット）
　　９…メインタンクユニット
　　５１…ヘッドモジュール（記録ヘッド）
　　５４…分岐部材（ディストリビュータ）
　　６１…クリーニング手段
　　６２…キャップ
　　６３…吸引ポンプ
　　６４…ワイパ部材
　　８１…サブタンク
　　８２…供給径路
　　９１…メインタンク（インクカートリッジ）
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　　１０１…ヘッド
　　１８１…加圧ケース
　　１８２…加圧ポンプ
　　１８６…供給径路遮断弁

【図１】 【図２】
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