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(57)【要約】
【課題】被記録媒体を加熱した後における下流側記録ヘ
ッドに対する熱の影響を低減することができると共に小
型化することができる記録装置を提供すること。
【解決手段】記録装置（１）は、被記録媒体（Ｐ）に対
してインクを吐出する記録ヘッド（２１、２２）と、該
記録ヘッドと対向し被記録媒体（Ｐ）を支持する媒体支
持部（２４）と、被記録媒体（Ｐ）を送り方向下流側へ
送る媒体送り手段（１０）と、加熱することにより記録
された被記録媒体上のインクを乾燥する加熱乾燥部４０
と、該加熱乾燥部４０より送り方向下流側に設けられ、
加熱された被記録媒体（Ｐ）を冷却する冷却部５０と、
を備え、前記記録ヘッド（２１、２２）は、送り方向に
おいて複数並んで配設されており、送り方向において、
上流側の一の記録ヘッド（２１）と、下流側の他の記録
ヘッド（２２）との間に、前記加熱乾燥部４０および前
記冷却部５０が設けられていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被記録媒体に対してインクを吐出して記録を実行する記録ヘッドと、
　被記録媒体を送り方向下流側へ送る媒体送り手段と、
　加熱することにより記録された被記録媒体上のインクを乾燥する加熱乾燥部と、
　該加熱乾燥部より送り方向下流側に設けられ、加熱された被記録媒体を冷却する冷却部
と、を備え、
　前記記録ヘッドは、送り方向において複数並んで配設されており、
　送り方向において、上流側の一の記録ヘッドと、該一の記録ヘッドの下流側隣に位置す
る他の記録ヘッドとの間に、前記加熱乾燥部および前記冷却部が設けられている記録装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、
　前記記録ヘッドと対向し被記録媒体を支持する媒体支持部を備え、
　前記冷却部は、
　　常温より低温である冷風を被記録媒体の表面に吹付ける冷風送出口と、
　　常温より低温である冷却部材と、を有し、
　該冷却部材は、前記媒体支持部に設けられている構成である記録装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の記録装置において、前記加熱乾燥部は、常温より高温である
温風を被記録媒体に吹付ける温風送出口を有しており、
　前記冷却部は、前記温風より低温である冷風を被記録媒体に吹付ける冷風送出口を有し
ており、
　前記上流側の一の記録ヘッドと、前記下流側の他の記録ヘッドとの間に気流を案内する
ダクトユニットが設けられ、
　該ダクトユニットには、送り方向上流側から順に、前記温風送出口、被記録媒体上の空
気を吸引する吸気口、前記冷風送出口が配列されており、
　前記吸気口は、前記温風送出口、及び前記冷風送出口から被記録媒体上に吹付けられた
風を一体的に吸引する記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の記録装置において、前記温風送出口から温風が単位時間当り供給され
る温風供給量をＱ１、前記冷風送出口から冷風が単位時間当り供給される冷風供給量をＱ
２、前記吸気口に吸引される吸気風量をＱ３としたとき、
 
　吸気風量Ｑ３≧温風供給風量Ｑ１＋冷風供給風量Ｑ２
 
の関係が成立する構成である記録装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の記録装置において、前記温風送出口から送出された温風が被
記録媒体に到達するときの温風の風速をｖ１、前記冷風送出口から送出された冷風が被記
録媒体に到達するときの冷風の風速をｖ２としたとき、
 
　温風の風速ｖ１≦冷風の風速ｖ２
 
の関係が成立する構成である記録装置。
【請求項６】
　請求項３乃至５のいずれか１項に記載の記録装置において、前記ダクトユニットは、
　温風を発生させる温風発生手段から前記温風送出口まで温風を案内する温風導管と、
　冷風を発生させる冷風発生手段から前記冷風送出口まで冷風を案内する冷風導管と、
　該冷風導管と隣接して設けられ、前記吸気口から吸引力発生手段まで排気を案内する排
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気導管と、
　前記排気導管における前記冷風導管側に設けられ、少なくとも一部は断熱材が設けられ
ていない部分であって、熱伝導部材で形成された結露部と、
　該結露部より鉛直方向下側に設けられ、前記結露部で生じた水滴を受ける水滴受け部と
、を備える記録装置。
【請求項７】
　請求項３乃至６のいずれか１項に記載の記録装置において、
　前記記録ヘッドおよび前記ダクトユニットと対向し被記録媒体を支持する媒体支持部と
、
　前記上流側の一の記録ヘッドと前記加熱乾燥部との間に設けられた第１遮蔽部材と、
　前記下流側の他の記録ヘッドと前記冷却部との間に設けられた第２遮蔽部材と、
　前記ダクトユニットにおける前記媒体支持部と対向する位置に設けられ、前記温風送出
口から前記吸気口へ温風を案内する温風案内部材と、
　前記ダクトユニットにおける前記媒体支持部と対向する位置に設けられ、前記冷風送出
口から前記吸気口へ冷風を案内する冷風案内部材と、を備え、
　前記温風案内部材と前記媒体支持部との間隔をｇ１、前記冷風案内部材と前記媒体支持
部との間隔をｇ２、前記第１および第２遮蔽部材と前記媒体支持部との間隔をｇ３とした
とき、
 
　ｇ１＞ｇ３、ｇ２＞ｇ３
 
の関係が成立する構成である記録装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の記録装置において、前記第１遮蔽部材および前記第２遮蔽部材の少な
くとも一方を複数設け、被記録媒体に吹付けられた温風および冷風による気流を、複数の
遮蔽部材の間を介して排気可能な構成である記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被記録媒体に対してインクを吐出して記録を実行する記録ヘッドと、被記録
媒体を送り方向下流側へ送る媒体送り手段と、加熱することにより記録された被記録媒体
上のインクを乾燥する加熱乾燥部と、を備える記録装置に関する。　
　本願において、記録装置には、インクジェットプリンター、ワイヤドットプリンター、
レーザープリンター、ラインプリンター、複写機、ファクシミリ等の種類が含まれるもの
とする。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、特許文献１に示す如く、記録装置は、記録ヘッドと、媒体支持部としてのプ
ラテンと、媒体送り手段としての送りローラー対と、乾燥部としての温風ダクトとを有し
ていた。このうち、前記記録ヘッドは、用紙に対してインクを吐出して記録を実行するこ
とができるように設けられていた。また、前記プラテンは、前記記録ヘッドと対向し、用
紙の裏面から用紙を支持することができるように設けられていた。またさらに、前記温風
ダクトは、記録された用紙に対して温風を吹付けることができるように構成されていた。
従って、記録された用紙上のインクの乾燥を促進することができた。
【特許文献１】特開平５－３０１３４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、乾燥部としての前記温風ダクトは、用紙に対して温風のみを吹付ける構
成だった。従って、乾燥後に別の下流側記録ヘッドによって用紙に対して記録を実行する
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場合、該下流側記録ヘッドと対向する位置まで用紙が送られると、用紙と共に温風によっ
て用紙に加えられた熱をも送ることになる。係る場合、用紙の熱が、前記下流側記録ヘッ
ドに伝達することによって不具合が生じる虞がある。具体的には、前記下流側記録ヘッド
のノズル内のインクが熱によって乾燥することによるノズル詰まりが生じる虞がある。ま
た、熱によってノズル内のインクの粘度が高くなることによる吐出不良が生じる虞があり
。その結果、生産性が低下する。　
　また、用紙が自然に元の温度に下がるようにするためには、搬送路を長く設ける等の必
要があり、記録装置の小型化を妨げることになる。
【０００４】
　本発明は、このような状況に鑑み成されたものであり、その課題は、被記録媒体を加熱
した後における下流側記録ヘッドに対する熱の影響を低減することができると共に小型化
することができる記録装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を達成するため、本発明の第１の態様の記録装置は、被記録媒体に対してイン
クを吐出して記録を実行する記録ヘッドと、被記録媒体を送り方向下流側へ送る媒体送り
手段と、加熱することにより記録された被記録媒体上のインクを乾燥する加熱乾燥部と、
該加熱乾燥部より送り方向下流側に設けられ、加熱された被記録媒体を冷却する冷却部と
、を備え、前記記録ヘッドは、送り方向において複数並んで配設されており、送り方向に
おいて、上流側の一の記録ヘッドと、該一の記録ヘッドの下流側隣に位置する他の記録ヘ
ッドとの間に、前記加熱乾燥部および前記冷却部が設けられていることを特徴とする。
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、前記冷却部は、前記加熱乾燥部によって加熱された被記
録媒体を冷却することができる。その結果、前記下流側の他の記録ヘッドへの熱の影響を
無にすることができる。即ち、加熱された被記録媒体の熱が、前記下流側の他の記録ヘッ
ドに伝達することによる不具合を防止することができる。具体的には、記録ヘッドのノズ
ル内のインクが前記熱によって乾燥することによるノズル詰まりが生じる虞がない。また
、前記熱によってノズル内のインクの粘度が高くなることによる吐出不良が生じる虞もな
い。その結果、生産性を向上させることができる。　
　また、記録ヘッド内部の構造等の劣化を防ぐこともできる。記録ヘッド内部に接着剤を
使用している場合は、該接着剤の前記熱による劣化を防ぐことができる。
【０００７】
　また、記録直後のインクが被記録媒体に染み込む前にインクを高速乾燥することができ
る。具体的には、前記冷却部を設けたことによって、前記加熱乾燥部において被記録媒体
を加熱する温度（例えば、温風の温度）を、下流側の記録ヘッドの耐熱温度と関係なく高
めることができる。従って、加熱する温度を高めた分、素早くインクを乾燥することがで
きる。その結果、被記録媒体がインクの染み込みによってシワ等の変形する量を最小限に
することができる。即ち、被記録媒体の記録後の仕上がりをより美しくすることができる
。被記録媒体が用紙である場合に特に有効である。　
　またさらに、加熱された被記録媒体を自然冷却する構成と比較して、自然冷却するため
の搬送路を必要としない分、記録装置全体を小型化することができる。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記記録ヘッドと対向し被記録媒体を支
持する媒体支持部を備え、前記冷却部は、常温より低温である冷風を被記録媒体の表面に
吹付ける冷風送出口と、常温より低温である冷却部材と、を有し、該冷却部材は、前記媒
体支持部に設けられている構成であることを特徴とする。　
　ここで、「常温」とは、記録装置が設置されている場所における加熱・冷却などしない
平常の温度をいう。また、「被記録媒体の表面」とは、記録ヘッドによってインクが吐出
される面をいう。
【０００９】
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　本発明の第２の態様によれば、第１の態様と同様の作用効果に加え、より効率よく被記
録媒体を冷却することができる。具体的には、加熱された被記録媒体の表裏の両側から冷
却することができるので、表裏の一方のみから冷却する場合と比較して、冷却効率がよい
。
【００１０】
　本発明の第３の態様は、第１または第２の態様において、前記加熱乾燥部は、常温より
高温である温風を被記録媒体に吹付ける温風送出口を有しており、前記冷却部は、前記温
風より低温である冷風を被記録媒体に吹付ける冷風送出口を有しており、前記上流側の一
の記録ヘッドと、前記下流側の他の記録ヘッドとの間に気流を案内するダクトユニットが
設けられ、該ダクトユニットには、送り方向上流側から順に、前記温風送出口、被記録媒
体上の空気を吸引する吸気口、前記冷風送出口が配列されており、前記吸気口は、前記温
風送出口、及び前記冷風送出口から被記録媒体上に吹付けられた風を一体的に吸引するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第３の態様によれば、第１または第２の態様と同様の作用効果に加え、前記加
熱乾燥部と前記冷却部とを一体して小型化することができる。その結果、記録装置全体を
、前記一体でない構成と比較して、コンパクトにすることができる。　
　また、温風によって加熱した直後に冷風によって冷却すると共に、被記録媒体に吹付け
られた温風および冷風を、前記吸気口を介して排気することによって、効率的な湿度排気
を可能とする。即ち、被記録媒体上の空間を乾燥した状態で保つことができる。
【００１２】
　さらに、前記吸気口を介して排気するので、被記録媒体に吹付けられた温風および冷風
が、送り方向において、前記ダクトユニットの外側である上流側の一の記録ヘッドおよび
下流側の他の記録ヘッドへ流れる虞を低減することができる。その結果、前記記録ヘッド
から被記録媒体に対してインクを吐出したときのインクの飛行への影響を低減することが
できる。　
　またさらに、冷風は「乾燥している」という特性を有するので、温風だけでなく冷風に
よっても被記録媒体上のインクを乾燥することができる。即ち、冷風を被記録媒体に吹付
ける構成は、冷風を被記録媒体に吹付けない構成と比較して、乾燥能力が高い。
【００１３】
　本発明の第４の態様は、第３の態様において、前記温風送出口から温風が単位時間当り
供給される温風供給量をＱ１、前記冷風送出口から冷風が単位時間当り供給される冷風供
給量をＱ２、前記吸気口に吸引される吸気風量をＱ３としたとき、
 
　吸気風量Ｑ３≧温風供給風量Ｑ１＋冷風供給風量Ｑ２
 
の関係が成立する構成であることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第４の態様によれば、第３の態様と同様の作用効果に加え、前記記録ヘッド側
へ風が漏れることを防止することができる。その結果、前記ダクトユニットから吹出され
た風による前記記録ヘッドのダメージを防止することができる。具体的には、ノズル内の
インクの状態が変化することを防止することができる。　
　また、前記記録ヘッドから吐出されたインク滴の飛行への影響を無にすることができる
。吹出された風による所謂、飛行曲がりを防止することができる。
【００１５】
　本発明の第５の態様は、第３または第４の態様において、前記温風送出口から送出され
た温風が被記録媒体に到達するときの温風の風速をｖ１、前記冷風送出口から送出された
冷風が被記録媒体に到達するときの冷風の風速をｖ２としたとき、
 
　温風の風速ｖ１≦冷風の風速ｖ２
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の関係が成立する構成であることを特徴とする。　
　本発明の第５の態様によれば、第３または第４の態様と同様の作用効果に加え、被記録
媒体上において、乾燥完了前の液体の状態のインクを吹き飛ばす虞を低減することができ
る。具体的には、比較的ゆっくりの温風を当ててインクの水分を蒸発されて粘度を高めた
後、高速の冷風を当てて冷却すると共に高粘度のインクを確実に乾燥させることができる
。
【００１６】
　本発明の第６の態様は、第３から第５のいずれか一の態様において、前記ダクトユニッ
トは、温風を発生させる温風発生手段から前記温風送出口まで温風を案内する温風導管と
、冷風を発生させる冷風発生手段から前記冷風送出口まで冷風を案内する冷風導管と、該
冷風導管と隣接して設けられ、前記吸気口から吸引力発生手段まで排気を案内する排気導
管と、前記排気導管における前記冷風導管側に設けられ、少なくとも一部は断熱材が設け
られていない部分であって、熱伝導部材で形成された結露部と、該結露部より鉛直方向下
側に設けられ、前記結露部で生じた水滴を受ける水滴受け部と、を備えていることを特徴
とする。　
　本発明の第６の態様によれば、第３から第５のいずれか一の態様と同様の作用効果に加
え、インクを乾燥させたときの蒸発した水分を積極的に回収することができる。
【００１７】
　本発明の第７の態様は、第３から第６のいずれか一の態様において、前記記録ヘッドお
よび前記ダクトユニットと対向し被記録媒体を支持する媒体支持部と、前記上流側の一の
記録ヘッドと前記加熱乾燥部との間に設けられた第１遮蔽部材と、前記下流側の他の記録
ヘッドと前記冷却部との間に設けられた第２遮蔽部材と、前記ダクトユニットにおける前
記媒体支持部と対向する位置に設けられ、前記温風送出口から前記吸気口へ温風を案内す
る温風案内部材と、前記ダクトユニットにおける前記媒体支持部と対向する位置に設けら
れ、前記冷風送出口から前記吸気口へ冷風を案内する冷風案内部材と、を備え、前記温風
案内部材と前記媒体支持部との間隔をｇ１、前記冷風案内部材と前記媒体支持部との間隔
をｇ２、前記第１および第２遮蔽部材と前記媒体支持部との間隔をｇ３としたとき、
 
　ｇ１＞ｇ３、ｇ２＞ｇ３
 
の関係が成立する構成であることを特徴とする。　
　本発明の第７の態様によれば、第３から第６のいずれか一の態様の態様と同様の作用効
果に加え、前記記録ヘッド側へ風が漏れることを、より確実に防止することができる。
【００１８】
　本発明の第８の態様は、第７の態様において、前記第１遮蔽部材および前記第２遮蔽部
材の少なくとも一方を複数設け、被記録媒体に吹付けられた温風および冷風による気流を
、複数の遮蔽部材の間を介して排気可能な構成であることを特徴とする。　
　本発明の第８の態様によれば、第７の態様と同様の作用効果に加え、前記記録ヘッド側
へ風が漏れることを、より一層確実に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１に示すのは、本発明に係る「記録装置」或いは「液体噴射装置」の一例としてのイ
ンクジェットプリンター（以下「プリンター」と言う）１の全体の概略を示す側面図であ
る。　
　ここで、液体噴射装置とは、液体噴射ヘッドとしての記録ヘッドから記録紙等の被記録
材へインクを噴射して被記録材への記録を実行するインクジェット式記録装置、複写機及
びファクシミリ等の記録装置に限らず、インクに代えて特定の用途に対応する液体を前述
した記録ヘッドに相当する液体噴射ヘッドから、被記録材に相当する被噴射材に噴射して
、液体を被噴射材に付着させる装置を含む意味で用いる。
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【００２０】
　またさらに、液体噴射ヘッドとしては、前述した記録ヘッド以外に、液晶ディスプレイ
等のカラーフィルター製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ＥＬディスプレイや面発光
ディスプレイ（ＦＥＤ）等の電極形成に用いられる電極材（導電ペースト）噴射ヘッド、
バイオチップ製造に用いられる生体有機物噴射ヘッド、精密ピペットとしての試料を噴射
する試料噴射ヘッド等が挙げられる。
【００２１】
　図１に示す如く、本発明に係るプリンター１は、送り手段１０と、記録部２０と、加熱
乾燥部４０、冷却部５０とを備えている。このうち、送り手段１０は、用紙Ｐを送り方向
下流側（Ｙ軸の矢印の方向）へ送ることができるように設けられている。具体的には、送
り手段１０は、一例として送り駆動ローラー１２および送り従動ローラー１３を有する送
りローラー対１１である。このうち、送り駆動ローラー１２は、図示しない送り駆動用モ
ーターの動力によって駆動するように設けられている。一方、送り従動ローラー１３は、
送り駆動ローラー１２の回動に従って回動するように構成されている。
【００２２】
　尚、送り手段１０は、所謂、サクションベルト機構でもよい。　
　ここで、「サクションベルト機構」とは、複数のローラーに巻回されたベルトによって
用紙Ｐを送る機構をいう。ベルトに複数の孔を設け、吸引手段によってベルトの孔を介し
て用紙Ｐを吸引することによって、用紙Ｐをベルトに吸着させながら送り方向下流側へ送
ることができるように構成されている。
【００２３】
　また、記録部２０は、送られる用紙Ｐに対してインクを吐出して記録を実行することが
できるように設けられている。具体的には、記録部２０は、第１記録ヘッド２１と、第１
記録ヘッド２１より送り方向下流側に設けられた第２記録ヘッド２２と、プラテン２４と
を有している。第１記録ヘッド２１および第２記録ヘッド２２は、用紙Ｐの幅方向（Ｘ軸
方向）全域に延設されており、ノズル列２３からインクを吐出することができるように設
けられている。そして、本実施形態では、第１記録ヘッド２１および第２記録ヘッド２２
からのインクの吐出により、記録が完了するように構成されている。また、プラテン２４
は、用紙Ｐの裏側から用紙Ｐを支持することができるように設けられている。
【００２４】
　またさらに、加熱乾燥部４０は、送り方向Ｙにおける第１記録ヘッド２１と第２記録ヘ
ッド２２との間に設けられ、加熱することにより用紙上のインクの乾燥を促進することが
できるように構成されている。本実施形態では、温風発生手段４５によって発生した温風
が、ダクトユニット３０の温風供給ダクト４４を介して温風送出口４１から吹出すように
設けられている。
【００２５】
　ここで、「温風発生手段」は、発熱手段および気流発生手段によって構成することがで
きる。例えば、発熱手段としてニクロム線を設けることができる。該ニクロム線を通電さ
せることにより、ニクロム線自体が発熱し、空気を加熱することができる。また、気流発
生手段としてファンを設けることができる。　
　そして、温風を用紙Ｐの表面に吹付けることによって、用紙Ｐを加熱し用紙上のインク
の乾燥を促進することができる。所謂、対流式の加熱である。　
　ここで、「対流式」とは、気体や液体などの流体によって熱を伝える方式をいう。
【００２６】
　また、冷却部５０は、送り方向Ｙにおける加熱乾燥部４０と第２記録ヘッド２２との間
に設けられ、加熱乾燥部４０によって加熱された用紙Ｐおよび用紙上のインクを冷却する
ことができるように構成されている。本実施形態では、冷風発生手段５５によって発生し
た冷風が、ダクトユニット３０の冷風供給ダクト５４を介して冷風送出口５１から吹出す
ように設けられている。　
　ここで、「冷風発生手段」は、冷却器および気流発生手段によって構成することができ
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る。例えば、冷却器としてペルチェ素子を用いることができる。ペルチェ素子は、通電す
ることにより熱勾配を発生させ、熱を移動させることにより冷却することができる。
【００２７】
　そして、冷風が用紙Ｐの表面に吹付けられることによって、用紙Ｐおよび用紙上のイン
クを冷却することができる。さらに、冷風は、飽和水蒸気量の関係より温度が高い空気と
比較して、乾燥している性質を有するので、用紙上のインクの乾燥を促進する作用効果も
ある。　
　その後、用紙Ｐは、第２記録ヘッド２２まで送られる。そして、前述したように第２記
録ヘッド２２からインクが吐出されて記録が完了する。
【００２８】
　このとき、用紙Ｐおよび用紙上のインクは、冷却されている。従って、加熱乾燥部４０
によって用紙Ｐに加えられた熱が、第２記録ヘッド２２に伝わることを防止することがで
きる。その結果、第２記録ヘッド２２が熱によってノズル詰まりや吐出不良となることを
防止することができる。そして、第２記録ヘッド２２の不具合によりプリンター１を停止
させる回数を低減することができるので、生産性を向上させることができる。
【００２９】
　続いて、ダクトユニット３０およびその周辺について、より詳しく説明する。　
　ダクトユニット３０は、送り方向Ｙにおける第１記録ヘッド２１と第２記録ヘッド２２
との間に設けられている。そして、ダクトユニット３０は、プラテン２４と対向する側（
Ｚ軸方向の下側）において、送り方向上流側から順に、温風送出口４１、吸気口６０、冷
風送出口５１を有している。　
　尚、Ｚ軸方向は、第１記録ヘッド２２とプラテン２４とが対向する方向である。
【００３０】
　前述したように温風発生手段４５によって発生した温風が、温風供給ダクト４４を介し
て温風送出口４１から吹出すように設けられている。また、冷風発生手段５５によって発
生した冷風が、冷風供給ダクト５４を介して冷風送出口５１から吹出すように設けられて
いる。　
　また、吸引力発生手段６２の吸引力によって排気ダクト６１の内部が負圧になり、吸気
口６０は、プラテン上の空気を吸気することができるように構成されている。
【００３１】
　ここで、「吸引力発生手段」は、吸引ポンプや吸引ファン等、吸引力を発生させること
ができる構成であればよい。　
　従って、温風送出口４１から吹出された温風および冷風送出口５１から吹出された冷風
は、用紙Ｐに吹付けられた後に、吸気口６０に吸気される。即ち、プラテン上の空間から
排気される。　
　尚、吸気された空気は、別の場所（図示せず）に排出されるものとする。
【００３２】
　ここで、温風送出口４１から単位時間当り吹出される温風供給風量をＱ１、冷風送出口
５１から単位時間当り吹出される冷風供給風量をＱ２、吸気口６０から単位時間当り吸気
される吸気風量をＱ３としたとき、
 
　吸気風量Ｑ３≧温風供給風量Ｑ１＋冷風供給風量Ｑ２
 
の関係が成立するように構成されている。　
　その結果、温風および冷風が、送り方向Ｙにおいてダクトユニット３０から第１記録ヘ
ッド２１側へ漏れる虞を低減することができる。同様に、温風および冷風が、送り方向Ｙ
においてダクトユニット３０から第２記録ヘッド２２側へ漏れる虞を低減することができ
る。
【００３３】
　またさらに、温風送出口４１において、送り方向上流側は第１外側案内部材４２によっ
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て形成されている。一方、送り方向下流側は温風案内部材４３によって形成されている。
　
　同様に、冷風送出口５１において、送り方向下流側は第２外側案内部材５２によって形
成されている。一方、送り方向上流側は冷風案内部材５３によって形成されている。
【００３４】
　温風案内部材４３の先端および冷風案内部材５３の先端は、曲線形状となっている。こ
れは、滑らかに、かつ、速やかに流路幅を増やすことで、風圧および風速を、滑らかに、
かつ、速やかに下げるためである。従って、温風が吸気口６０を通過して冷風送出口５１
に吹き込もうとする勢いを削ぐことができる。同様に、冷風が吸気口６０を通過して温風
送出口４１に吹き込もうとする勢いを削ぐことができる。その結果、温風と冷風とが衝突
する空間で極端な乱流が生じ記録画像に悪影響を与える虞を低減することができる。
【００３５】
　また、温風送出口４１からの温風が用紙Ｐに吹付けられるときの風速をｖ１、冷風送出
口５１からの冷風が用紙Ｐに吹付けられるときの風速をｖ２としたとき、
 
　温風の風速ｖ１≦冷風の風速ｖ２
 
の関係が成り立つように構成されている。　
　ここで、温風の風速ｖ１は、冷風の風速ｖ２と同じでもよいが、冷風の風速ｖ２より遅
い構成が望ましい。　
　係る場合、冷風と比較して、温風を用紙Ｐに対してゆっくりした風速でソフトに吹付け
ることができる。その結果、温風によって、第１記録ヘッド２１から吐出されたインク中
の水分を蒸発させて粘度を高めることができる。このとき、用紙上の乾燥完了前の液体状
のインクを吹き飛ばす虞を低減することができる。その後、比較的風速の速い冷風によっ
て冷却すると共に、インクを完全に乾燥させることができる。このとき、用紙上のインク
は高粘度であるため、インクを吹き飛ばす虞は殆ど無い。
【００３６】
　またさらに、温風案内部材４３とプラテン２４との間の距離をｇ１、冷風案内部材５３
とプラテン２４との間の距離をｇ２、第１外側案内部材４２とプラテン２４との間の距離
および第２外側案内部材５２とプラテン２４との間の距離をｇ３としたとき、
 
　ｇ１＞ｇ３、ｇ２＞ｇ３
 
の関係が成り立つように構成されている。
【００３７】
　その結果、温風が、送り方向Ｙにおいてダクトユニット３０から上流側である第１記録
ヘッド２１側へ漏れ出す虞を低減することができる。同様に、冷風が、送り方向Ｙにおい
てダクトユニット３０から下流側である第２記録ヘッド２２側へ漏れ出す虞を低減するこ
とができる。即ち、温風および冷風が、送り方向Ｙにおいてダクトユニット３０から漏れ
出す虞を低減することができる。
【００３８】
　本実施形態では、温風案内部材４３とプラテン２４との間の距離ｇ１は、約３．０ｍｍ
程度である。また、冷風案内部材５３とプラテン２４との間の距離ｇ２は、約２．０ｍｍ
程度である。またさらに、第１外側案内部材４２とプラテン２４との間の距離ｇ３および
第２外側案内部材５２とプラテン２４との間の距離ｇ３は、約１．０ｍｍ程度である。　
　尚、上記距離に限定されないのは言うまでもない。
【００３９】
　また、送り方向Ｙにおける第１記録ヘッド２１とダクトユニット３０との間には、断熱
素材で形成された第１遮蔽板３１が設けられている。第１遮蔽板３１とプラテン２４との
間の距離は、第１外側案内部材４２とプラテン２４との間の距離ｇ３と同じに構成されて
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いる。従って、温風および冷風が、送り方向Ｙにおいてダクトユニット３０から上流側で
ある第１記録ヘッド２１側へ漏れ出す虞を、より低減することができる。さらに、第１遮
蔽板３１は、断熱素材で形成されているため、加熱乾燥部４０の熱が第１記録ヘッド２１
で伝導することを防止することができる。
【００４０】
　同様に、送り方向Ｙにおけるダクトユニット３０と第２記録ヘッド２２との間には、断
熱素材で形成された第２遮蔽板３２が設けられている。第２遮蔽板３２とプラテン２４と
の間の距離は、第２外側案内部材５２とプラテン２４との間の距離ｇ３と同じに構成され
ている。従って、温風および冷風が、送り方向Ｙにおいてダクトユニット３０から下流側
である第２記録ヘッド２２側へ漏れ出す虞を、より低減することができる。
【００４１】
　さらに、送り方向Ｙにおける第１遮蔽板３１と第１記録ヘッド２１との距離をＬ１、第
２遮蔽板３２と第２記録ヘッド２２との間の距離をＬ２としたとき、
　Ｌ１＞Ｌ２
の関係が成り立つように構成されている。　
　Ｌ１を比較的広めとしたのは、温風によって温められた第１外側案内部材４２からの輻
射熱が第１記録ヘッド２１に及ぶことを防ぐためである。一方、Ｌ２を比較的狭めとした
のは、輻射熱の心配がなく、プリンター１の小型化のためである。即ち、小型化のために
間隔Ｌ２を出来るだけ詰めたことにより、結果的に上記関係が成り立つ。
【００４２】
　また、第１外側案内部材４２からの輻射熱を考慮して、第１遮蔽板３１を複数設けるこ
とが望ましい。　
　尚、本実施形態において、第１外側案内部材４２とプラテン２４との間の距離をｇ３と
したのは、第１外側案内部材４２が、第１遮蔽板３１の役割を兼ねるためである。役割を
兼ねない構成とする場合、第１外側案内部材４２とプラテン２４との間の距離をｇ３より
長くしてもよいのは勿論である。本実施形態では、小型化するため、役割を兼ねる構成と
した。第２外側案内部材５２についても同様である。その説明は省略する。
【００４３】
　またさらに、第１外側案内部材４２と第１遮蔽板３１との間から、図示しない吸引手段
によって空気が吸気され、別の場所（図示せず）に排出されるように構成してもよい。所
謂、自然排気でもよいのは勿論である。係る場合、ダクトユニット３０から漏れ出た温風
および冷風が、第１記録ヘッド２１へ到達する虞を、より一層低減することができる。　
　尚、第１遮蔽板３１を複数設けた場合、第１遮蔽板３１と第１遮蔽板３１との間から空
気が吸気され、別の場所（図示せず）に排出されるように構成してもよい。
【００４４】
　同様に、第２外側案内部材５２と第２遮蔽板３２との間から、図示しない吸引手段によ
って空気が吸気され、別の場所（図示せず）に排出されるように構成してもよい。係る場
合、ダクトユニット３０から漏れ出た温風および冷風が、第２記録ヘッド２２へ到達する
虞を、より一層低減することができる。　
　尚、第２遮蔽板３２を複数設けた場合、第２遮蔽板３２と第２遮蔽板３２との間から空
気が吸気され、別の場所（図示せず）に排出されるように構成してもよい。
【００４５】
　また、第２遮蔽板３２と第２記録ヘッド２２との間には、温度センサー３３が設けられ
ている。そして、制御部（図示せず）は、温度センサー３３の値によって冷風の強弱、お
よび（または）温度を調整することができるように設けられている。　
　例えば、温度センサー３３の値が第１所定値より高い場合、冷却が十分ではないと判断
し、温度センサー３３の値が第１所定値に下がるまで冷風の風量を増大させる。また、前
記冷却器（図示せず）の出力を増大させ、冷風の温度を下げてもよい。
【００４６】
　一方、温度センサー３３の値が第２所定値より低い場合、冷却が十分過ぎると判断し、
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温度センサー３３の値が第２所定値に上がるまで冷風の風量を減少させる。また、前記冷
却器（図示せず）の出力を減少させ、冷風の温度を上げてもよい。ここで、第２所定値は
、第１所定値より低い値である。　
　その結果、所謂、省エネに寄与することができる。　
　尚、本実施形態では、プリンター１を小型化するため一体のダクトユニット３０から温
風および冷風が吹き出るように構成したが、温風送出口４１と、冷風送出口５１とを別に
構成に構成してもよい。
【００４７】
　本実施形態の記録装置であるプリンター１は、被記録媒体の一例である用紙Ｐに対して
インクを吐出して記録を実行する記録ヘッドとしての第１記録ヘッド２１と、用紙Ｐを送
り方向下流側へ送る媒体送り手段である送り手段１０としての送りローラー対１１と、加
熱することにより記録された用紙上のインクを乾燥する加熱乾燥部４０と、加熱乾燥部４
０より送り方向下流側に設けられ、加熱された用紙Ｐを冷却する冷却部５０と、を備えて
いることを特徴とする。
【００４８】
　また、本実施形態において、記録ヘッドである第１記録ヘッド２１および第２記録ヘッ
ド２２は、送り方向Ｙにおいて複数並んで配設されており、送り方向において、上流側の
一の記録ヘッドとしての第１記録ヘッド２１と、第１記録ヘッド２１の下流側隣に位置す
る他の記録ヘッドとしての第２記録ヘッド２２との間に、加熱乾燥部４０および冷却部５
０が設けられていることを特徴とする。
【００４９】
　またさらに、本実施形態において、送り方向Ｙにおける冷却部５０と下流側の第２記録
ヘッド２２との間に温度検出手段としての温度センサー３３が設けられており、温度セン
サー３３によって得られる温度の値に応じて、冷却部５０の出力を変化させる構成である
ことを特徴とする。
【００５０】
　また、本実施形態において、加熱乾燥部４０は、常温より高温である温風を用紙Ｐに吹
付ける温風送出口４１を有しており、冷却部５０は、温風より低温である冷風を用紙Ｐに
吹付ける冷風送出口５１を有しており、上流側の第１記録ヘッド２１と、下流側の第２記
録ヘッド２２との間に気流を案内するダクトユニット３０が設けられ、ダクトユニット３
０には、送り方向上流側から順に、温風送出口４１、用紙上の空気を吸引する吸気口６０
、冷風送出口５１が配列されており、吸気口６０は、温風送出口４１、及び冷風送出口５
１から用紙上に吹付けられた風を一体的に吸引することを特徴とする。
【００５１】
　またさらに、本実施形態において、温風送出口４１から温風が単位時間当り供給される
温風供給量をＱ１、冷風送出口５１から冷風が単位時間当り供給される冷風供給量をＱ２
、吸気口６０に吸引される吸気風量をＱ３としたとき、
 
　吸気風量Ｑ３≧温風供給風量Ｑ１＋冷風供給風量Ｑ２
 
の関係が成立する構成であることを特徴とする。
【００５２】
　また、本実施形態において、温風送出口４１から送出された温風が用紙Ｐに到達すると
きの温風の風速をｖ１、冷風送出口５１から送出された冷風が用紙Ｐに到達するときの冷
風の風速をｖ２としたとき、
 
　温風の風速ｖ１≦冷風の風速ｖ２
 
の関係が成立する構成であることを特徴とする。
【００５３】
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　またさらに、本実施形態において、第１記録ヘッド２１、ダクトユニット３０および第
２記録ヘッド２２と対向し用紙Ｐを支持する媒体支持部としてのプラテン２４と、上流側
の第１記録ヘッド２１と加熱乾燥部４０との間に設けられた第１遮蔽部材としての第１遮
蔽板３１と、下流側の第２記録ヘッド２２と冷却部５０との間に設けられた第２遮蔽部材
としての第２遮蔽板３２と、ダクトユニット３０におけるプラテン２４と対向する位置に
設けられ、温風送出口４１から吸気口６０へ温風を案内する温風案内部材４３と、ダクト
ユニット３０におけるプラテン２４と対向する位置に設けられ、冷風送出口５１から吸気
口６０へ冷風を案内する冷風案内部材５３と、を備え、温風案内部材４３とプラテン２４
との間隔をｇ１、冷風案内部材５３とプラテン２４との間隔をｇ２、第１遮蔽板３１およ
び第２遮蔽板３２とプラテン２４との間隔をｇ３としたとき、
 
　ｇ１＞ｇ３、ｇ２＞ｇ３
 
の関係が成立する構成であることを特徴とする。
【００５４】
　また、本実施形態において、第１遮蔽板３１および第２遮蔽板３２の少なくとも一方を
複数設け、用紙Ｐに吹付けられた温風および冷風による気流を、複数の第１遮蔽板３１（
第２遮蔽板３２）の間を介して排気可能な構成であることを特徴とする。
【００５５】
　［他の実施形態１］
　図２に示すのは、他の実施形態１のプリンターの概略を示す側面図である。　
　図２に示す如く、他の実施形態１のプリンター７０のプラテン７１は、送り方向上流側
から順に第１加熱用プラテン７２と、冷却用プラテン７５と、第２加熱用プラテン７３と
から構成されている。このうち、第１加熱用プラテン７２および第２加熱用プラテン７３
は、加熱乾燥部４０としての役割を果たす。一方、冷却用プラテン７５は、冷却部５０と
しての役割を果たす。　
　尚、特に説明する部材以外の部材は、前述した実施形態の部材と同様であるので、その
説明は省略する。
【００５６】
　第１加熱用プラテン７２は、送り方向Ｙにおいて第１記録ヘッド２１と対向する位置か
らダクトユニット７７の吸気口６０の中央近傍と対向する位置まで延設されている。また
、冷却用プラテン７５は、送り方向Ｙにおいてダクトユニット７７の吸気口６０の中央近
傍と対向する位置から第２遮蔽板８５と第２記録ヘッド２２との間の位置まで延設されて
いる。またさらに、第２加熱用プラテン７３は、送り方向Ｙにおいて第２遮蔽板８５と第
２記録ヘッド２２との間の位置から第２記録ヘッド２２より下流側の位置まで延設されて
いる。
【００５７】
　また、第１加熱用プラテン７２および第２加熱用プラテン７３は、例えば、ニクロム線
で構成されるヒーター７４を有する。そして、第１加熱用プラテン７２および第２加熱用
プラテン７３の上面で用紙Ｐの裏面と接触することにより、用紙Ｐを加熱することができ
るように構成されている。所謂、熱伝導式の加熱である。　
　ここで、「熱伝導式」とは、物体の内部を通って高温部から低温部へ熱を伝える方式を
いう。即ち、高温の物体である第１加熱用プラテン７２および第２加熱用プラテン７３が
用紙Ｐと接触することにより、用紙側へ熱を伝導する方式である。　
　従って、前述した温風による用紙Ｐの表側からの加熱に加え、用紙Ｐの裏側からも加熱
することができる。その結果、用紙上のインクの乾燥をより促進することができる。
【００５８】
　またさらに、冷却用プラテン７５は、例えば、ペルチェ素子で構成される冷却部材７６
を有する。そして、冷却用プラテン７５の上面を冷却することができるように構成されて
いる。従って、冷却部材７６は、用紙Ｐが有する熱を、冷却用プラテン７５を介して奪う
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ことができる。その結果、前述した冷風による用紙Ｐの表側からの冷却に加え、用紙Ｐの
裏側からも冷却することができる。即ち、用紙Ｐの熱をより効率よく奪うことができ、用
紙Ｐをより効率よく冷却することができる。
【００５９】
　尚、他の実施形態１では、第１加熱用プラテン７２および第２加熱用プラテン７３を設
けたが、第１加熱用プラテン７２および第２加熱用プラテン７３を設けずに、冷却用プラ
テン７５のみを設ける構成でもよいのは勿論である。　
　また、冷却用プラテン７５は、冷却用のファンを有する構成でもよい。冷却用プラテン
７５に設けられた冷却部材（７６）を冷却用ファンで冷やし、冷却用プラテン７５の上面
が用紙Ｐの裏面と接触することにより、用紙Ｐの熱を奪うことができる構成であればよい
。即ち、冷却用プラテン７５に設けられた冷却部材（７６）が、常温より低温に保たれ、
冷却用プラテン７５を介して用紙Ｐから熱を奪うことができる構成であればよい。
【００６０】
　また、他の実施形態１のダクトユニット７７において、温風供給ダクト７８における温
風送出口側はＺ軸方向に対して傾いて形成されている。具体的には、第１外側案内部材７
９および温風案内部材８０は、温風の流れる方向下流側へ進むに従って送り方向下流側へ
変位するようにＺ軸に対して傾いて形成されている。従って、用紙Ｐに吹付けられる温風
が、送り方向下流側へ進む成分を有することができる。その結果、用紙Ｐに吹付けられた
温風が吸気口６０に入りやすくすることができ、温風がダクトユニット７７から漏れ出す
虞をより低減することができる。
【００６１】
　同様に、冷風供給ダクト８１における冷風送出口側はＺ軸方向に対して傾いて形成され
ている。具体的には、第２外側案内部材８２および冷風案内部材８３は、冷風の流れる方
向下流側へ進むに従って送り方向上流側へ変位するようにＺ軸に対して傾いて形成されて
いる。従って、用紙Ｐに吹付けられる冷風が、送り方向上流側へ進む成分を有することが
できる。その結果、用紙Ｐに吹付けられた冷風が吸気口６０に入りやすくすることができ
、冷風がダクトユニット７７から漏れ出す虞をより低減することができる。
【００６２】
　またさらに、第１遮蔽板８４は、第１外側案内部材７９と同様にＺ軸に対して傾いて設
けられている。従って、仮に温風および冷風がダクトユニット７７から送り方向上流側へ
漏れ出た場合、漏れ出た温風および冷風が第１遮蔽板８４と第１外側案内部材７９との間
に入りやすくすることができる。ここで、前述した図示しない吸引手段によって漏れ出た
温風および冷風が吸気され、別の場所（図示せず）に排出されるように構成することがで
きる。その結果、ダクトユニット７７から漏れ出た温風および冷風が、第１記録ヘッド２
１へ到達する虞を、より一層低減することができる。
【００６３】
　同様に、第２遮蔽板８５は、第２外側案内部材８２と同様にＺ軸に対して傾いて設けら
れている。従って、仮に温風および冷風がダクトユニット７７から送り方向下流側へ漏れ
出た場合、漏れ出た温風および冷風が第２遮蔽板８５と第２外側案内部材８２との間に入
りやすくすることができる。ここで、前述した図示しない吸引手段によって漏れ出た温風
および冷風が吸気され、別の場所（図示せず）に排出されるように構成することができる
。その結果、ダクトユニット７７から漏れ出た温風および冷風が、第２記録ヘッド２２へ
到達する虞を、より一層低減することができる。
【００６４】
　他の実施形態１のプリンター７０において、第１記録ヘッド２１および第２記録ヘッド
２２と対向し用紙Ｐを支持する媒体支持部としてのプラテン７１を備え、冷却部５０は、
常温より低温である冷風を用紙Ｐに吹付ける冷風送出口５１と、常温より低温である冷却
部材７６と、を有し、冷却部材７６は、プラテン７１を構成する冷却用プラテン７５に設
けられている構成であることを特徴とする。
【００６５】
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　［他の実施形態２］
　図３に示すのは、他の実施形態２のプリンターの概略を示す側面図である。　
　図３に示す如く、他の実施形態２のプリンター９０は、前述した実施形態の第１記録ヘ
ッド２１および第２記録ヘッド２２に加え、第３記録ヘッド９１および第４記録ヘッド９
２を有する。また、送り方向Ｙにおいて、加熱用プラテン９３と、冷却用プラテン９４と
が交互に配列されている。またさらに、第１記録ヘッド２１と第２記録ヘッド２２との間
、第２記録ヘッド２２と第３記録ヘッド９１との間、第３記録ヘッド９１と第４記録ヘッ
ド９２との間には、前述した他の実施形態１のダクトユニット７７が配設されている。　
　尚、特に説明する部材以外の部材は、前述した実施形態の部材と同様であるので、その
説明は省略する。
【００６６】
　従って、前述した実施形態の作用効果と同様に、送り方向上流側で用紙Ｐが受けた熱が
下流側の記録ヘッド（２２、９１、９２）に影響を及ぼす虞がない。特に、他の実施形態
２のプリンター９０の如く、多数の記録ヘッド（２１、２２、９１、９２）を有する場合
に有効である。　
　尚、第１記録ヘッド２１～第４記録ヘッド９２が、それぞれ異なる色のインクを吐出す
る構成であってもよい。例えば、第１記録ヘッド２１がシアン、第２記録ヘッド２２がマ
ゼンタ、第３記録ヘッド９１がイエロー、第４記録ヘッド９２がブラックのインクを吐出
する構成でもよい。
【００６７】
　［他の実施形態３］
　図４の示すのは、他の実施形態３のダクトユニットの概略を示す斜視図である。　
　図４に示す如く、他の実施形態３のダクトユニット１００において、温風供給ダクト１
０１および排気ダクト１０２は、断熱材１０３で形成されている。　
　尚、特に説明する部材以外の部材は、前述した実施形態の部材と同様であるので、その
説明は省略する。
【００６８】
　従って、温風の熱が、第１記録ヘッド２１、第２記録ヘッド２２および冷風供給ダクト
８１に伝導すること防止することができる。その結果、第１記録ヘッド２１および第２記
録ヘッド２２において、温風の熱による不具合を防止することができる。また、冷風供給
ダクト８１における冷風が、温風の熱を受けて温められることを防止することができる。
即ち、冷却効率が低下する虞がない。
【００６９】
　尚、温風は、幅方向Ｘの一端側に配設された温風発生手段４５から送られてくるものと
する。そして、温風供給ダクト１０１の内部の図示しない羽根状部材によって温風送出口
４１へ向きが変えられるように構成されているものとする。冷風についても同様である。
その説明は省略する。また、吸気口６０から吸気された温風と冷風の混合気は、排気ダク
ト１０２におけるＺ軸方向上方へ吸気され、排気ダクト１０２の内部の図示しない羽根状
部材によって幅方向Ｘの他端側へ向きが変えられるように構成されているものとする。そ
して、幅方向Ｘの他端側に配設された吸引力発生手段６２へ吸引されるものとする。
【００７０】
　［他の実施形態４］
　図５に示すのは、他の実施形態４のダクトユニットの概略を示す斜視図である。　
　図５に示す如く、他の実施形態４のダクトユニット１１０における排気ダクト１１３は
、冷風供給ダクト側の面に設けられた結露部１１１と、結露部１１１の鉛直方向下側に設
けられた結露水排水溝１１２とを備えている。　
　尚、特に説明する部材以外の部材は、前述した実施形態の部材と同様であるので、その
説明は省略する。
【００７１】
　このうち、結露部１１１は、排気ダクト１１３における冷風供給ダクト側の面における
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断熱材１０３で形成されないことによって構成されている。即ち、熱伝導性の優れた部材
によって構成されている。　
　尚、排気ダクト１１３における結露部以外の箇所は、断熱材１０３によって形成されて
いる、または断熱材１０３によって覆われているものとする。
【００７２】
　ここで、温風送出口４１から吹出した温風および冷風送出口５１から吹出した冷風が、
用紙上のインクを乾燥する際、温風および冷風はインク中の水分を吸収する。そして、水
分を多く含んだ温風および冷風は互いに混ざり合った混合気となって排気ダクト１１３に
入る。このとき、冷風供給ダクト８１を通る冷風によって結露部１１１の近傍の熱が奪わ
れる。　
　即ち、結露部１１１は冷却される。そして、排気ダクト１１３において結露部１１１を
通過する前記水分を多く含んだ前記混合気の水分は、結露部１１１によって冷却され結露
する。その結果、蒸発したインク中の水分を積極的に集め、プリンターの内部が全体とし
て多湿になることを防止することができる。即ち、除湿することができる。
【００７３】
　また、結露水排水溝１１２は、結露部１１１で結露し垂れてくる水滴を受けることがで
きるように構成されている。またさらに、結露水排水溝１１２は、幅方向Ｘの一端側が他
端側よりＺ軸方向において低くなるように構成されている。従って、垂れてくる水滴を受
けた後、該水滴を前記一端側の水滴収集タンク（図示せず）へ集めることができる。
【００７４】
　尚、結露水排水溝１１２において、幅方向Ｘにおける前記水滴が流れる方向は、排気ダ
クト１１３において幅方向Ｘにおける混合気の流れる方向と同じであることが望ましい。
混合気流が、結露水排水溝１１２の内部における前記水滴の流れを助長することができる
からである。具体的には、結露水排水溝１１２は、幅方向Ｘにおける吸引力発生手段６２
が設けられた前記他端側が前記一端側よりＺ軸方向において低くなる構成である。
【００７５】
　他の実施形態４において、ダクトユニット１１０は、温風を発生させる温風発生手段４
５から温風送出口４１まで温風を案内する温風導管としての温風供給ダクト１０１と、冷
風を発生させる冷風発生手段５５から冷風送出口５１まで冷風を案内する冷風導管として
の冷風供給ダクト８１と、冷風供給ダクト８１と隣接して設けられ、吸気口６０から吸引
力発生手段６２まで排気を案内する排気導管としての排気ダクト１１３と、排気ダクト１
１３における冷風供給ダクト８１側に設けられ、少なくとも一部は断熱材（１０３）が設
けられていない部分であって、熱伝導部材で形成された結露部１１１と、結露部１１１よ
り鉛直方向下側に設けられ、結露部１１１で生じた水滴を受ける水滴受け部としての結露
水排水溝１１２と、を備えていることを特徴とする。
【００７６】
　尚、本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲
内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることは言
うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明に係るプリンター全体の概略を示す側面図。
【図２】他の実施形態１のプリンターの概略を示す側面図。
【図３】他の実施形態２のプリンターの概略を示す側面図。
【図４】他の実施形態３のダクトユニットの概略を示す斜視図。
【図５】他の実施形態４のダクトユニットの概略を示す斜視図。
【符号の説明】
【００７８】
１　プリンター、１０　送り手段、１１　送りローラー対、１２　送り駆動ローラー、
１３　送り従動ローラー、２０　記録部、２１　第１記録ヘッド、
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２２　第２記録ヘッド、２３　ノズル列、２４　プラテン、３０　ダクトユニット、
３１　第１遮蔽板、３２　第２遮蔽板、３３　温度センサー、４０　加熱乾燥部、
４１　温風送出口、４２　第１外側案内部材、４３　温風案内部材、
４４　温風供給ダクト、４５　温風発生手段、５０　冷却部、５１　冷風送出口、
５２　第２外側案内部材、５３　冷風案内部材、５４　冷風供給ダクト、
５５　冷風発生手段、６０　吸気口、６１　排気ダクト、６２　吸引力発生手段、
７０　（他の実施形態１の）プリンター、７１　プラテン、７２　第１加熱用プラテン、
７３　第２加熱用プラテン、７４　ヒーター、７５　冷却用プラテン、７６　冷却部材、
７７　ダクトユニット、７８　温風供給ダクト、７９　第１外側案内部材、
８０　温風案内部材、８１　冷風供給ダクト、８２　第２外側案内部材、
８３　冷風案内部材、８４　第１遮蔽板、８５　第２遮蔽板、
９０　（他の実施形態２の）プリンター、９１　第３記録ヘッド、
９２　第４記録ヘッド、９３　加熱用プラテン、９４　冷却用プラテン、
１００　（他の実施形態３の）ダクトユニット、１０１　温風供給ダクト、
１０２　排気ダクト、１０３　断熱材、１１０　（他の実施形態４の）ダクトユニット、
１１１　結露部、１１２　結露水排水溝、１１３　排気ダクト、
ｇ１　温風案内部材とプラテンとの間の距離、
ｇ２　冷風案内部材とプラテンとの間の距離、
ｇ３　第１、第２遮蔽板とプラテンとの間の距離、Ｐ　用紙、Ｑ１　温風供給風量、
Ｑ２　冷風供給風量、Ｑ３　吸気風量、ｖ１　温風速度、ｖ２　冷風速度、Ｘ　幅方向、
Ｙ　送り方向、Ｚ　記録ヘッドとプラテンとが対向する方向

【図１】 【図２】
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