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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノズル面にインク吐出ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、
　前記ノズル面側の表面からそれと対向する裏面に向かって掘り下げ前記表面の前記ノズ
ル面に重複しない領域全体に規則的に配列された複数の凹部及びこの凹部の底面の一部か
ら前記裏面に貫通する吸引孔を有し、前記ノズル面に重複する領域において前記吸引孔が
配設されていないプラテンプレートと、を備え、
　前記プラテンプレートの前記ノズル面に重複する領域において、前記吸引孔の開口面積
に比べて小さい開口面積を有し、前記表面から前記裏面に貫通する補助吸引孔が配設され
ており、
　前記補助吸引孔は、前記ノズル面の前記搬送方向の最も前端と前記インク吐出ノズルと
の間と、前記ノズル面の前記搬送方向の最も後端と前記インク吐出ノズルとの間とにそれ
ぞれ配設されていることを特徴とするインクジェットプリンタ。
【請求項２】
　前記プラテンプレートは、前記ノズル面の輪郭からその周囲に前記ノズル面と前記プラ
テンプレートの表面上に搬送される記録媒体とのヘッドギャップ寸法分を加算した位置ま
での領域において、前記吸引孔を配設していないことを特徴とする請求項１に記載のイン
クジェットプリンタ。
【請求項３】
　ノズル面にインク吐出ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、
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　前記ノズル面に重複しない領域において前記ノズル面側の表面からそれと対向する裏面
に向かって掘り下げ前記表面に規則的に配列された複数の凹部及びこの凹部の底面の一部
から前記裏面に貫通する吸引孔を有し、前記ノズル面に重複する領域において前記吸引孔
が配設されていないプラテンプレートと、を備え、
　前記プラテンプレートの前記ノズル面に重複する領域において、前記吸引孔の開口面積
に比べて小さい開口面積を有し、前記表面から前記裏面に貫通する補助吸引孔が配設され
ており、
　前記補助吸引孔は、前記ノズル面の前記搬送方向の最も前端と前記インク吐出ノズルと
の間と、前記ノズル面の前記搬送方向の最も後端と前記インク吐出ノズルとの間とにそれ
ぞれ配設されていることを特徴とするインクジェットプリンタ。
【請求項４】
　ノズル面にインク吐出ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、
　前記ノズル面に重複しない領域において前記ノズル面側の表面からそれと対向する裏面
に向かって掘り下げ前記表面に規則的に配列された複数の凹部及びこの凹部の底面の一部
から前記裏面に貫通する吸引孔を有し、前記ノズル面に重複する領域および前記ノズル面
の輪郭からその周囲に前記ノズル面と前記プラテンプレートの表面上に搬送される記録媒
体とのヘッドギャップ寸法分を加算した位置までの領域において、前記吸引孔が配設され
ていないプラテンプレートと、を備え、
　前記プラテンプレートの前記ノズル面に重複する領域において、前記吸引孔の開口面積
に比べて小さい開口面積を有し、前記表面から前記裏面に貫通する補助吸引孔が配設され
ており、
　前記補助吸引孔は、前記ノズル面の前記搬送方向の最も前端と前記インク吐出ノズルと
の間と、前記ノズル面の前記搬送方向の最も後端と前記インク吐出ノズルとの間とにそれ
ぞれ配設されていることを特徴とするインクジェットプリンタ。
【請求項５】
　ノズル面にインク吐出ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、
　前記ノズル面側の表面からそれと対向する裏面に向かって掘り下げ前記表面に規則的に
配列された複数の凹部及びこの凹部の底面の一部から前記裏面に貫通する吸引孔を有する
プラテンプレートと、
　前記プラテンプレートの裏面に沿って摺動し、前記ノズル面に重複する領域に配設され
た前記吸引孔の開閉を行うシャッタ機構と、
　前記シャッタ機構の開閉動作の制御を行う制御部と、を備え、
　前記シャッタ機構は、印字率が低い場合に前記吸引孔の開動作を行い、印字率が高い場
合に前記吸引孔の閉動作を行うことを特徴とするインクジェットプリンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェットプリンタに関し、特に画像形成部において吸着して搬送され
た記録媒体にプリントヘッドからインクを吐出してプリントを行うインクジェットプリン
タに関する。
【背景技術】
【０００２】
　低価格で高速カラー印刷が可能なインクジェットプリンタの普及が目覚ましい。インク
ジェットプリンタは、パーソナルコンピュータ等の端末に接続され、この端末において製
作された文字、イラスト、記号等の画像データを取り込み、用紙に印刷を行う。また、ス
キャナやファクシミリと一体化された複合型のインクジェットプリンタにおいては、スキ
ャナユニットから取り込んだ画像データの印刷を行うことができ、或いはファクシミリに
より転送された画像データの印刷を行うことができる。
【０００３】
　この種のインクジェットプリンタは、画像形成部のプリントヘッドと対向する位置のプ
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ラテンプレート上に記録用紙を吸着させて搬送する機構を備えている。記録用紙は、プラ
テンプレート上を摺動する搬送ベルトにより搬送され、この搬送ベルトを介してプラテン
プレート上に吸引力を用いて吸着されるようになっている。このような機構を備えること
によって、画像形成部において、記録用紙の皺寄せや波打ち現象（コックリング）を防止
することができ、又記録用紙のカールを防止することができるので、記録用紙の浮きを無
くすことができる。結果的に、記録用紙とプリントヘッドとの干渉（例えば、記録用紙詰
まり）を防止することができ、又プリントヘッドと記録用紙との距離（ヘッドギャップ）
を安定して確保することができるので、安定したプリント並びにプリント画質を得ること
ができる。
【０００４】
　更に安定したプリント並びにプリント画質を得るためには記録用紙の吸引力を高めれば
よい。ところが、プリントヘッド近傍の吸引力の増加に伴い空気の流れが速くなり、この
空気の流れはプリントヘッドから吐出されるインク滴の軌道に影響を及ぼしプリント画質
に劣化を生じさせる。また、空気の流れが速くなるとインク滴からミストを誘発し易く、
このミストによって記録用紙に汚れが生じ、インクジェットプリンタ内に汚染（装置内汚
染）が生じる。
【０００５】
　下記特許文献１には、インクジェットヘッド直下近傍に発生する用紙搬送方向の空気流
を減ずるように制御する空気流制御手段を備え、前述のインクミストの発生を抑制するこ
とができる、インクジェット方式のプリンタに用いられる用紙搬送機構が開示されている
。この用紙搬送機構の空気流制御手段としては、プラテン上の空気流通孔を塞ぐ例、空気
流通孔の形成密度を小さくする例、空気流通孔を小径にする例が開示されており、この空
気流制御手段を備えることによって、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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【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】
【０００７】
　しかしながら、前述の特許文献１に開示された用紙搬送機構においては、インクジェッ
トヘッド直下近傍に発生する用紙搬送方向の下流側の空気流を減ずることができるが、プ
リント画質に最も影響するインクジェットヘッド直下に空気流通孔が配設されておらず、
この領域に用紙の浮きが生じる点について配慮がなされていなかった。このインクジェッ
トヘッド直下において用紙の浮きが生じると、インク吐出ノズルとその直下に搬送される
用紙との間のヘッドギャップを安定に確保することが難しく、又用紙がインク吐出ノズル
に接触する場合がある。このため、プリント画質の劣化が懸念される。
【０００８】
　そこで、インクジェットヘッド直下に空気流通孔を配設する試みがなされた。ところが
、インクジェットヘッドの周囲からインクジェットヘッドと用紙との狭いヘッドギャップ
の間を抜けて空気流通孔に空気が流れ込み、インクジェットヘッド直下の空気の流れが加
速される。このため、インク滴からミストを生じ、このミストによって用紙に汚れを生じ
、インクジェットプリンタ内に汚染を生じることが避けられなかった。
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものである。従って、本発明は、プリント
ヘッド直下の記録媒体の吸引に伴う空気の流れを加速させないで、インク滴のミストの発
生を抑えて記録媒体や装置内の汚染を防止することができ、更にプリントヘッド直下の記
録媒体の浮きを防止することができるインクジェットプリンタを提供することである。
【００１０】
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　更に、本発明は、プリントヘッドと記録媒体との干渉を防止することができ、かつプリ
ント画質の向上することができるインクジェットプリンタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明に係る第１の特徴は、インクジェットプリンタにお
いて、ノズル面にインク吐出ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、ノ
ズル面側の表面からそれと対向する裏面に向かって掘り下げ表面のノズル面に重複しない
領域全体に規則的に配列された複数の凹部及びこの凹部の底面の一部から裏面に貫通する
吸引孔を有し、ノズル面に重複する領域において吸引孔が配設されていないプラテンプレ
ートとを備え、プラテンプレートのノズル面に重複する領域において、吸引孔の開口面積
に比べて小さい開口面積を有し、表面から裏面に貫通する補助吸引孔が配設されており、
補助吸引孔は、ノズル面の搬送方向の最も前端とインク吐出ノズルとの間と、ノズル面の
搬送方向の最も後端とインク吐出ノズルとの間とにそれぞれ配設されていることである。
【００１２】
　本発明に係る第２の特徴は、第１の特徴に係るインクジェットプリンタにおいて、プラ
テンプレートは、ノズル面の輪郭からその周囲にノズル面とプラテンプレートの表面上に
搬送される記録媒体とのヘッドギャップ寸法分を加算した位置までの領域において、吸引
孔を配設していないことである。
【００１５】
　本発明に係る第３の特徴は、インクジェットプリンタにおいて、ノズル面にインク吐出
ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、ノズル面に重複しない領域にお
いてノズル面側の表面からそれと対向する裏面に向かって掘り下げ表面に規則的に配列さ
れた複数の凹部及びこの凹部の底面の一部から裏面に貫通する吸引孔を有し、ノズル面に
重複する領域において吸引孔が配設されていないプラテンプレートと、を備え、プラテン
プレートのノズル面に重複する領域において、吸引孔の開口面積に比べて小さい開口面積
を有し、表面から裏面に貫通する補助吸引孔が配設されており、補助吸引孔は、ノズル面
の搬送方向の最も前端とインク吐出ノズルとの間と、ノズル面の搬送方向の最も後端とイ
ンク吐出ノズルとの間とにそれぞれ配設されていることである。
【００１６】
　本発明に係る第４の特徴は、インクジェットプリンタにおいて、ノズル面にインク吐出
ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、ノズル面に重複しない領域にお
いてノズル面側の表面からそれと対向する裏面に向かって掘り下げ表面に規則的に配列さ
れた複数の凹部及びこの凹部の底面の一部から裏面に貫通する吸引孔を有し、ノズル面に
重複する領域およびノズル面の輪郭からその周囲にノズル面とプラテンプレートの表面上
に搬送される記録媒体とのヘッドギャップ寸法分を加算した位置までの領域において、吸
引孔が配設されていないプラテンプレートと、を備え、プラテンプレートのノズル面に重
複する領域において、吸引孔の開口面積に比べて小さい開口面積を有し、表面から裏面に
貫通する補助吸引孔が配設されており、補助吸引孔は、ノズル面の搬送方向の最も前端と
インク吐出ノズルとの間と、ノズル面の搬送方向の最も後端とインク吐出ノズルとの間と
にそれぞれ配設されていることである。
【００１７】
　本発明に係る第５の特徴は、インクジェットプリンタにおいて、ノズル面にインク吐出
ノズルが配列されたインクジェット型プリントヘッドと、ノズル面側の表面からそれと対
向する裏面に向かって掘り下げ表面に規則的に配列された複数の凹部及びこの凹部の底面
の一部から裏面に貫通する吸引孔を有するプラテンプレートと、プラテンプレートの裏面
に沿って摺動し、ノズル面に重複する領域に配設された吸引孔の開閉を行うシャッタ機構
と、シャッタ機構の開閉動作の制御を行う制御部と、を備え、シャッタ機構は、印字率が
低い場合に吸引孔の開動作を行い、印字率が高い場合に吸引孔の閉動作を行うことである
。
【発明の効果】



(5) JP 5802016 B2 2015.10.28

10

20

30

40

50

【００１９】
　本発明に係る第１の特徴によれば、プリントヘッド直下のノズル面に重複する領域おい
てプラテンプレートに吸引孔を配設していないので、ノズル面と記録媒体との間の吸引に
伴う空気の流れを加速することがないので、インク滴の軌跡への影響を抑制することがで
きる。更に、インク滴のミストの発生を抑制することができる。従って、印刷品質を向上
することができるとともに、記録媒体や装置内の汚染を防止することができる。更に、プ
リントヘッドの周囲であってノズル面に重複しない領域全体においてプラテンプレートに
は凹部及び吸引孔が配設されているので、記録媒体がプリントヘッド直下に搬送される直
前まで記録媒体をプラテンプレート側に確実に吸引し、プリントヘッド直下の記録媒体の
浮きを防止することができる。更に、プリントヘッド直下のノズル面に重複する領域にお
いてプラテンプレートに補助吸引孔を配設したので、プリントヘッド直下の記録媒体をプ
ラテンプレート側に確実に吸引し、プリントヘッド直下の記録媒体の浮きを防止すること
ができる。更に、プリントヘッド直下においてインク吐出ノズルを中心として搬送方向に
対称の位置に補助吸引孔が配設されているので、プリントヘッド直下の空気の流れる方向
を安定に保ち、インク滴の軌跡に生じる乱れを減少することができる。
【００２０】
　本発明に係る第２の特徴によれば、第１の特徴に係るインクジェットプリンタにより得
られる効果に加えて、ノズル面の輪郭からヘッドギャップ寸法分を加算した位置までの領
域においては吸引孔を配設していないので、ノズル面の周囲の吸引に伴う空気の流れによ
ってプリントヘッド直下の空気の流れを加速させることがなく、プリントヘッド直下のイ
ンク滴の軌跡の影響を抑制することができ、又インク滴のミストの発生を防止することが
できる。
【００２３】
　本発明に係る第３の特徴によれば、プリントヘッド直下のノズル面に重複する領域おい
てプラテンプレートに吸引孔を配設していないので、ノズル面と記録媒体との間の吸引に
伴う空気の流れを加速することがないので、インク滴の軌跡への影響を抑制することがで
きる。更に、インク滴のミストの発生を抑制することができる。従って、印刷品質を向上
することができるとともに、記録媒体や装置内の汚染を防止することができる。更に、プ
リントヘッドの周囲であってノズル面に重複しない領域においてプラテンプレートには凹
部及び吸引孔が配設されているので、記録媒体がプリントヘッド直下に搬送される直前ま
で記録媒体をプラテンプレート側に確実に吸引し、プリントヘッド直下の記録媒体の浮き
を防止することができる。更に、プリントヘッド直下のノズル面に重複する領域において
プラテンプレートに補助吸引孔を配設したので、プリントヘッド直下の記録媒体をプラテ
ンプレート側に確実に吸引し、プリントヘッド直下の記録媒体の浮きを防止することがで
きる。更に、プリントヘッド直下においてインク吐出ノズルを中心として搬送方向に対称
の位置に補助吸引孔が配設されているので、プリントヘッド直下の空気の流れる方向を安
定に保ち、インク滴の軌跡に生じる乱れを減少することができる。
【００２４】
　本発明に係る第４の特徴によれば、ノズル面に重複する領域およびノズル面の輪郭から
ヘッドギャップ寸法分を加算した位置までの領域においてプラテンプレートに吸引孔を配
設していないので、ノズル面と記録媒体との間およびノズル面の周囲の吸引に伴う空気の
流れによってプリントヘッド直下の空気の流れを加速させることがなく、プリントヘッド
直下のインク滴の軌跡の影響を抑制することができ、又インク滴のミストの発生を防止す
ることができる。従って、印刷品質を向上することができるとともに、記録媒体や装置内
の汚染を防止することができる。更に、プリントヘッドの周囲であってノズル面に重複し
ない領域においてプラテンプレートには凹部及び吸引孔が配設されているので、記録媒体
がプリントヘッド直下に搬送される直前まで記録媒体をプラテンプレート側に確実に吸引
し、プリントヘッド直下の記録媒体の浮きを防止することができる。更に、プリントヘッ
ド直下のノズル面に重複する領域においてプラテンプレートに補助吸引孔を配設したので
、プリントヘッド直下の記録媒体をプラテンプレート側に確実に吸引し、プリントヘッド
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直下の記録媒体の浮きを防止することができる。更に、プリントヘッド直下においてイン
ク吐出ノズルを中心として搬送方向に対称の位置に補助吸引孔が配設されているので、プ
リントヘッド直下の空気の流れる方向を安定に保ち、インク滴の軌跡に生じる乱れを減少
することができる。
【００２５】
　本発明に係る第５の特徴によれば、シャッタ機構及び制御部を備え、制御部からの制御
に基づきシャッタ機構によってノズル面に重複する領域に配設された吸引孔を開閉するこ
とができる。この結果、プラテンプレートのノズル面に重複する領域に吸引孔が配設され
ていないことと等価になるので、第１の特徴に係るインクジェットプリンタにより得られ
る効果と同様の効果を得ることができる。更に、シャッタ機構によってプラテンプレート
のノズル面に重複する領域に配設された吸引孔を開ければ、プリントヘッド直下において
記録媒体の吸引効果を高めることができる。カール用紙等、浮きやすく、プリントヘッド
に干渉し易い記録媒体の搬送には有効である。更に、シャッタ機構の開閉動作を印字率に
基づき自動的に行うことができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施例１に係るインクジェットプリンタの概略構成図である。
【図２】（Ａ）は実施例１に係るインクジェットプリンタの画像形成部の基本構造の要部
拡大断面図、（Ｂ）は画像形成部の同一箇所の要部拡大平面図である。
【図３】図１に示すインクジェットプリンタの画像形成部の平面図である。
【図４】（Ａ）は実施例１に係るインクジェットプリンタの画像形成部の押さえローラを
含む具体的な構造の要部拡大断面図、（Ｂ）は押さえローラの駆動機構を示す要部拡大断
面図である。
【図５】（Ａ）乃至（Ｄ）は実施例１に係るインクジェットプリンタにおいてプリントヘ
ッドのノズル面に対するプラテンプレートの吸引孔の位置の変化と空気の流れの状態との
関係を示す模式図である。
【図６】（Ａ）及び（Ｂ）は実施例１に係るインクジェットプリンタにおいてプリントヘ
ッドのノズル面－プラテンプレート間距離と空気の流速との関係を示す図である。
【図７】（Ａ）は実施例１の変形例１に係るインクジェットプリンタの画像形成部の要部
拡大断面図、（Ｂ）は画像形成部の同一箇所の要部拡大平面図である。
【図８】（Ａ）は実施例１の変形例２に係るインクジェットプリンタの画像形成部の要部
拡大断面図、（Ｂ）は画像形成部の同一箇所の要部拡大平面図である。
【図９】（Ａ）は本発明の実施例２に係るインクジェットプリンタの画像形成部の要部拡
大断面図、（Ｂ）は画像形成部の同一箇所の要部拡大平面図である。
【図１０】（Ａ）及び（Ｂ）は本発明の実施例３に係るインクジェットプリンタの画像形
成部の要部拡大底面図であり、（Ａ）はシャッタ機構を閉じた状態を示し、（Ｂ）はシャ
ッタ機構を開いた状態を示す。
【図１１】実施例３に係るシャッタ機構及びその駆動システムを示す模式図である。
【図１２】実施例３に係るインクジェットプリンタの画像形成部の底面図である。
【図１３】（Ａ）及び（Ｂ）は実施例３の変形例に係るインクジェットプリンタの画像形
成部の要部拡大底面図であり、（Ａ）はシャッタ機構を閉じた状態を示し、（Ｂ）はシャ
ッタ機構を開いた状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　次に、図面を参照して、本発明の実施例を説明する。以下の図面の記載において、同一
又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであ
り、現実のものとは異なる。
【００２９】
　また、以下に示す実施例はこの発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示
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するものであって、この発明の技術的思想は各構成部品の配置等を下記のものに特定する
ものでない。この発明の技術的思想は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えるこ
とができる。
【００３０】
（実施例１）
　本発明の実施例１は、シアンインク、マゼンダインク、イエローインク、ブラックイン
クを用いてプリントを行うカラーインクジェットプリンタに本発明を適用した例を説明す
るものである。なお、本発明は、必ずしもカラーインクジェットプリンタにのみ適用され
るのではなく、グレースケールを含むモノクロインクジェットプリンタにも適用可能であ
る。
【００３１】
［インクジェットプリンタの装置構成］
　図１に示すように、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０は、プリントする記録
媒体１００を供給し、この記録媒体１００にプリントを行い、このプリントされた記録媒
体１００を排出する搬送機構を有する。インクジェットプリンタ１０において、符号を付
けていない筐体の左側側面にはこの筐体から外側に突出する着脱自在の給紙台１０１が配
設され、筐体内部には複数の給紙トレイ１０２、１０３、１０４及び１０５が配設されて
いる。これらの給紙台１０１及び給紙トレイ１０２～１０５には未プリント（印刷前）の
記録媒体１００が格納されている。また、インクジェットプリンタ１０の筐体の左側上部
には排紙台１１０が配設されている。排紙台１１０にはプリント済み（印刷後）の記録媒
体１００が排出される。ここで、記録媒体１００には記録用紙が使用される。また、記録
媒体１００は、この記録用紙に限定されるものではなく、記録フィルムがコーティングさ
れた用紙、オーバーヘッドプロジェクタ（ＯＨＰ）に使用されるＯＨＰフィルム（ＯＨＰ
シート）、樹脂製ディスク等であってもよい。
【００３２】
　インクジェットプリンタ１０は、給紙台１０１等から供給される記録媒体１００の搬送
方向に対して交差する方向（ここでは直交する方向）に多数のインク吐出ノズル（図２（
Ａ）及び図２（Ｂ）において符号２１、２２を付して示す。）が配列されたインクジェッ
ト型プリントヘッド２を複数備えている。これらのプリントヘッド２はインク供給系７に
接続されている。必ずしもこの方式に限定されるものではないが、又その構成を図示して
いないが、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０は、プリントヘッド２にインクを
供給し、プリントに使用されなかった余剰のインクを回収し、この回収されたインクを再
び循環させるインク循環方式を採用している。インク供給系７は制御部６に接続され、イ
ンク供給系７及びプリントヘッド２の動作は制御部６によって制御を行っている。それぞ
れのプリントヘッド２は、ブラックインク、シアンインク、マゼンダインク、イエローイ
ンクを吐出し、ライン単位においてプリントを行う。つまり、実施例１に係るインクジェ
ットプリンタ１０は、ラインプリント方式を採用するカラーインクジェットプリンタであ
る。
【００３３】
　インクジェットプリンタ１０の画像形成部において、プリントヘッド２（のノズル面２
Ｓ）に対向する位置には搬送ベルト３を介在してプラテンプレート４が配設されている（
図２（Ａ）、図３等参照。）。搬送ベルト３は、終端のない巡回ベルトであり、プラテン
プレート４上を摺動し（表面上を走行し）、プラテンプレート４上に記録媒体１００を搬
送し（供給し）、プリント後にプラテンプレート４上から記録媒体１００を搬送（排出）
する。なお、搬送ベルト３並びにプラテンプレート４の詳細な構成は後述する。
【００３４】
　プラテンプレート４下つまりプリントヘッド２とは反対側（図２（Ａ）中、下側の裏面
）には吸引装置５が配設されている。吸引装置５は、画像形成部に搬送されプリントされ
る記録媒体１００を搬送ベルト３を介在してプラテンプレート４に吸着させる機能を有す
る。実施例１において、吸引装置５にはエア吸引ファンが使用される。また、実施例１に
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おいて、吸引装置５は、インクジェットプリンタ１０の筐体内部に内蔵されているが、イ
ンクジェットプリンタ１０の筐体外部に外付け装置として設置し、吸引ダクトを用いてプ
ラテンプレート５下に配管してもよい。吸引装置５は制御部６に接続され、この制御部６
によって吸引装置５の吸引動作が制御されている。
【００３５】
　なお、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０は、ライン単位においてプリントを
行う方式だけに限定されるものではなく、ライン方向に走査してプリントを行うシリアル
方式に適用してもよい。
【００３６】
［インクジェットプリンタのプリント動作］
　前述の図１に示すインクジェットプリンタ１０のプリント動作は以下の通りである。ま
ず最初に、給紙台１０１、給紙トレイ１０２～１０５のいずれかから供給された未プリン
ト状態の記録媒体１００は、特に符号を付していないが、ローラ等により構築される駆動
機構によって筐体内の給紙系搬送路に沿って搬送され、レジスト部１２１に導かれる。レ
ジスト部１２１は、搬送された記録媒体１００の供給方向先端の位置合わせ、斜行修正等
を行う機能を有し、給紙系搬送路に対して垂直方向に配設された一対のレジストローラを
備えている。レジスト部１２１に搬送された記録媒体１００はここで一旦停止され後、所
定のタイミングにおいてプリントヘッド２が配列された画像形成部（印刷部）の方向に搬
送される。
【００３７】
　プリントヘッド２に給紙系搬送路を介して対向する領域には環状の搬送ベルト３が配設
され、この搬送ベルト３はプリント条件により定められる速度において記録媒体１００の
搬送を行う。この搬送ベルト３を用いてプラテンプレート４上に搬送される記録媒体１０
０に対してプリントヘッド２は各色インクを吐出し、カラープリント、モノクロプリント
又はグレースケールプリントが行われる。
【００３８】
　プリント済みの記録媒体１００は、駆動機構によって排紙系搬送路に沿って搬送され、
片面プリントの場合にはそのまま排紙台１１０に導かれて排紙される。また、両面プリン
トの場合には、片面プリント済みの記録媒体１００が排紙系搬送路から切換機構１２２を
通してスイッチバック経路１１１に導かれ、この記録媒体１００はプリント面を反転させ
て再び給紙系搬送路に戻される。片面プリントの場合と同様に、給紙系搬送路に戻された
記録媒体１００は、レジスト部１２１から画像形成部に搬送され、ここでプリントを行っ
た後、排紙系経路を通して排紙台１１０に排出される。
【００３９】
［画像形成部の基本的構成］
　実施例１に係るインクジェットプリンタ１０の画像形成部は、図１、図２（Ａ）、図２
（Ｂ）及び図３に示すように、ノズル面２Ｓにインク吐出ノズル２１及び２２が配列され
たインクジェット型プリントヘッド２と、ノズル面２Ｓに重複しない領域においてノズル
面２Ｓ側の表面からそれと対向する裏面に向かって掘り下げ表面に規則的に配列された複
数の凹部４１及びこの凹部４１の底面の一部から裏面に貫通する吸引孔４２を有し、ノズ
ル面２Ｓに重複する領域４３において吸引孔４２が配設されていないプラテンプレート４
とを備えている。
【００４０】
　ここで、プラテンプレート４の表面とは、図１中及び図２（Ａ）中、前述の通りノズル
面２Ｓ側の表面（同図中、上側表面）であり、プリントヘッド２側の表面である。また、
プラテンプレート４の裏面とは、図１中及び図２（Ａ）中、前述の通りプラテンプレート
４の表面に対向する表面（同図中、下側表面）であり、吸引装置５側の表面である。
【００４１】
　プラテンプレート４は実施例１において射出成形法を用いて製作された樹脂製プレート
である。樹脂製プレートは、加工し易く、材料費が易く、結果的に製作費用を大幅に削減
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可能である。また、プラテンプレート４は金属製プレートを使用してもよい。
【００４２】
　図２（Ａ）に示すプラテンプレート４の厚さ（表面から裏面までの寸法）は例えば２．
５ｍｍ－７．０ｍｍに設定される。このプラテンプレート４の表面に配設された凹部４１
の平面形状（開口形状）はここでは記録媒体１００の搬送方向に沿って細長い長方形形状
により構成されている。図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示す凹部４１の搬送方向の長さ（一
方の端部４１Ｅ１から他方の端部４１Ｅ２までの溝長）は例えば１６ｍｍ－６８ｍｍに設
定されている。この凹部４１の長さは、搬送方向（図２（Ａ）中及び図２（Ｂ）中、左か
ら右に向かう方向）に配列されたプリントヘッド２の間隔又はその倍数に設定されている
。図２（Ｂ）に示す凹部４１の搬送方向と交差する方向の長さ（溝幅）は例えば３ｍｍ－
１０ｍｍに設定されている。図２（Ａ）に示す凹部４１の深さ（プラテンプレート４の表
面から凹部４１の底面までの寸法）は、プラテンプレート４の厚さに対して１／３．５－
１／４程度小さい例えば０．５ｍｍ－２．０ｍｍに設定されている。ここで、図２（Ａ）
中及び図２（Ｂ）中、プリントヘッド２を中心として搬送方向の左側は、未プリント状態
の記録媒体１００を供給する側であって、搬送方向の上流側である。プリントヘッド２を
中心として搬送方向の右側は、プリント済み状態の記録媒体１００を排出する側であって
、搬送方向の下流側である。
【００４３】
　図２（Ｂ）及び図３に示すように、プリントヘッド２のノズル面２Ｓに重複する領域４
３（ノズル面２Ｓをその面から垂直に投影した領域）及びノズル面２Ｓの外縁から所定範
囲内（ここでは、ノズル面２Ｓとプラテンプレート４の表面上に搬送される記録媒体１０
０の表面とのヘッドギャップ寸法Ｇに相当する範囲内）の領域を除き、凹部４１は搬送方
向に一定のピッチにより規則的に配列されている。搬送方向と交差する（直交する）方向
に隣り合う次段の凹部４１はその前段ピッチに対して半ピッチずれて搬送方向に同一の一
定ピッチにより規則的に配列されている。つまり、凹部４１はプラテンプレート４の表面
に千鳥模様に配列されている。
【００４４】
　吸引孔４２は凹部４１の掘り下げた底面の中央部（一部）に配設され、吸引孔４２はプ
ラテンプレート４下に配設された吸引装置５に連接されるようになっている。吸引孔４２
の平面形状（開口形状）はここでは搬送方向に細長く搬送方向の両端に円弧形状を有する
長円形状により構成されている。図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示す吸引孔４２の搬送方向
の長さ（一方の端部４２Ｅ１から他方の端部４２Ｅ２までの溝長）は凹部４１の同一搬送
方向の長さに比べて短い例えば４ｍｍ－３０ｍｍに設定されている。図２（Ｂ）に示す吸
引孔４２の搬送方向と交差する方向の長さ（溝幅）は凹部４１の同一方向の溝幅に比べて
短い例えば３ｍｍ－８ｍｍに設定されている。図２（Ａ）に示す吸引孔４２の深さ（凹部
４１の底面からプラテンプレート４の裏面までの寸法）は、プラテンプレート４の全体の
厚さの大半を占める例えば２ｍｍ－５ｍｍに設定されている。
【００４５】
　実施例１に係るプラテンプレート４は、図２（Ｂ）及び図３に示すように、プリントヘ
ッド２のノズル面２Ｓに重複しない領域において凹部４１及び吸引孔４２を配設し、搬送
ベルト３の表面上に搬送される記録媒体１００に凹部４１及び吸引孔４２並びに搬送ベル
ト３のベルト穴３１を通して作用する吸引装置５からの吸引力（図２（Ａ）において、符
号Ａ１を付けて吸引空気の流れを表記している）を用い、記録媒体１００の浮きを防止し
ている。つまり、プラテンプレート４の凹部４１及び吸引孔４２並びに吸引装置５におい
ては、プリントヘッド２と記録媒体１００との干渉に伴う搬送不良（ジャムの発生）を防
止することができ、更にノズル面２Ｓとその直下に搬送される記録媒体１００の表面との
ヘッドギャップＧを適正に確保することができるので、印刷品質を向上することができる
。
【００４６】
　更に、実施例１に係るプラテンプレート４は、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示すように
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、プリントヘッド２のノズル面２Ｓに重複する領域４３において凹部４１及び吸引孔４２
を配設せず、ノズル面２Ｓとその直下に搬送される記録媒体１００との間のヘッドギャッ
プＧの隙間に吸引に伴い生じる空気の流れ（図２（Ａ）中、符号は付けていないが矢印を
用いて表記している）を加速しないようにしている。空気の流れを加速しない結果、イン
ク吐出ノズル２１及び２２から吐き出されるインクの軌跡に影響を与えることを減少する
ことができ、又ミストの発生を防止することができるので、印刷品質を向上することがで
きる。
【００４７】
　プラテンプレート４のノズル面２Ｓに重複する領域４３とは、実行的なノズル面２Ｓを
その垂直方向に平行に投影したプラテンプレート４の表面上の領域であって、プリントヘ
ッド２の真上から見てノズル面２Ｓが重なるプラテンプレート４の表面上の領域である。
実行的なノズル面２Ｓは、ここでは、プラテンプレート４の表面に対向し、その表面と実
質的に平行な面をなす、インク吐出ノズル２１及び２２が配設されたプリントヘッド２の
表面である。
【００４８】
　実施例１に係るインクジェットプリンタ１０においては、ノズル面２Ｓに重複する領域
４３には凹部４１及び吸引孔４２を配設していないが、その領域４３の近傍であってその
領域４３の外周領域にも凹部４１及び吸引孔４２は配設されていない。詳細には、図２（
Ａ）に示すように、ノズル面２Ｓの輪郭（外縁）２Ｅからその周囲に寸法Ｌ１を加算した
位置までの領域（プリントヘッド２を中心として搬送方向の上流及び下流において同様）
には凹部４１及び吸引孔４２が配設されていない。このノズル面２Ｓの周囲の領域（寸法
Ｌ１の領域）に吸引孔４２が存在した場合、この吸引孔４２を通してノズル面２Ｓの周囲
の空気の大半が吸引され、ノズル面２Ｓ直下の空気の流れを加速させてしまい、インクの
軌跡に影響を与え、ミストの発生を誘発する。従って、ノズル面２Ｓの輪郭から寸法Ｌ１
の領域には吸引孔４２を配設せずに、ノズル面２Ｓ直下の空気の流れに影響を与えない必
要がある。寸法Ｌ１は実施例１においてノズル面２Ｓとプラテンプレート４の表面上に搬
送される記録媒体１００とのヘッドギャップＧの寸法に設定されている。ノズル面２Ｓの
輪郭からヘッドギャップＧを越える寸法の領域に吸引孔４２を配設した場合には、ノズル
面２Ｓ直下の空気の流れを加速させないことが実験的に確認されている。
【００４９】
　なお、実施例１において、プリントヘッド２の位置はプラテンプレート４に対して垂直
方向に変えることができるので、ヘッドギャップＧを変更することができるが、ノズル面
２Ｓの輪郭からの寸法Ｌ１を変更することができないので、寸法Ｌ１は最小寸法のヘッド
ギャップＧに設定する。
【００５０】
　更に、実施例１に係るプラテンプレート４においては、プリントヘッド２のノズル面２
Ｓに重複する領域４３（及びその周囲の寸法Ｌ１分の一部の領域）には、吸引孔４２は勿
論のこと、重複しない領域に規則的に配列された凹部４１が配設されていない。つまり、
プラテンプレート４のノズル面２Ｓに重複する領域４３の表面をプラテンプレート４の表
面に一致する凹部４１及び吸引孔４２が存在しないフラット面に構成することができる。
このように構成されるプラテンプレート４はノズル面２Ｓに重複する領域４３の表面形状
を特に複雑化することを必要としないので、プラテンプレート４の樹脂射出成形用金型を
容易に製作することができる。なお、プラテンプレート４は、樹脂製プレートにおいて製
作する場合に限らず、金属製プレートにおいて製作する場合も簡易な機械加工を用いて製
作可能である。
【００５１】
　また、実施例１に係るプラテンプレート４においては、ノズル面２Ｓに重複しない領域
に千鳥模様において凹部４１及び吸引孔４２を配列しつつ、ノズル面２Ｓに重複する領域
４３に凹部４１及び吸引孔４２を配設しないために、図２（Ｂ）に示すように、本来、レ
イアウト上、ノズル面２Ｓに重複する凹部４１の搬送方向の長さを短縮した凹部４１Ｓが
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配列されている。この凹部４１Ｓは、凹部４１の搬送方向の長さに対して同一方向の長さ
を半分（２分の１）に設定し、搬送方向においてノズル面２Ｓ（プリントヘッド２）に重
複する直前（上流側）及び直後（下流側）に配列されている。凹部４１Ｓ内には凹部４１
に配設した吸引孔４２と同一平面形状（開口形状）並びに同一断面形状を有する、同一の
吸引孔４２Ｓが配設されている。ここでは、吸引孔４２Ｓの中心位置は凹部４１Ｓの中心
位置に一致させている。
【００５２】
　このように構成されるプラテンプレート４においては、特に搬送方向のノズル面２Ｓに
重複する直前に長さが短い凹部４１Ｓを配列したことによって、プリントヘッド２直下に
記録媒体１００が搬送される直前の単位面積当たりの吸引孔４２Ｓの配列密度がその他の
領域の単位面積当たりの吸引孔４２の配列密度に比べて高くなる。つまり、記録媒体１０
０の搬送方向先端がプリントヘッド２に搬送される直前において吸引力を高めることがで
き、記録媒体１００とプリントヘッド２との干渉を防止することができる。別の見方をす
れば、記録媒体１００の搬送方向先端がプリントヘッド２に搬送される直前において吸引
力を高めることができるので、吸引装置５の小型化を図ることができる。
【００５３】
　搬送ベルト３は、可塑性を有し、記録媒体１００と適度な摩擦力を発生させるゴム、樹
脂等の材料により構成されている。搬送ベルト３には図２（Ａ）及び図３に示すようにベ
ルト穴３１が配設され、このベルト穴３１を通して吸引装置５の負圧による空気の流れ（
吸引力）Ａ１によって搬送ベルト３の表面に記録媒体１００を吸着することができる。搬
送ベルト３のベルト穴３１の平面形状は例えば円形状により構成され、図２（Ａ）に示す
ベルト穴３１の直径（開口径）は例えば１ｍｍ－３ｍｍに設定されている。ベルト穴３１
の搬送方向のピッチは、プラテンプレート４の凹部４１の同一方向のピッチに比べて小さ
く設定され、例えば６ｍｍ－１８ｍｍに設定されている。また、ベルト穴３１の搬送方向
と交差する方向のピッチは、図３に示すように、凹部４１の同一方向のピッチと同一に設
定されている。更に、ベルト穴３１の搬送方向の配列ピッチに対して、搬送方向と交差す
る方向に隣り合う次段のベルト穴３１の搬送方向の配列ピッチは前段に対して半ピッチず
れている。つまり、ベルト穴３１はプラテンプレート４の凹部４１の配列と同様に千鳥模
様に配列されている。
【００５４】
　図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示すように、プリントヘッド２はプラテンプレート４の表
面に対向しヘッドギャップＧを生成するノズル面２Ｓを有し、このノズル面２Ｓにインク
吐出ノズル２１及び２２が配設されている。実施例１において、１つのプリントヘッド２
のノズル面２Ｓには搬送方向に２列のインク吐出ノズル２１及び２２が配列されおり、イ
ンク吐出ノズル２１、２２のそれぞれには搬送方向と交差する方向に各々複数個のノズル
が一定間隔を持って配設されている。また、インク吐出ノズル２１及び２２はノズル面２
Ｓに配設されていることから、インク吐出ノズル２１及び２２の直下には凹部４１及び吸
引孔４２は配設されていない。
【００５５】
［画像形成部の具体的構成］
　実施例１に係るインクジェットプリンタ１０において、画像形成部の基本的構成は前述
の図２（Ａ）、図２（Ｂ）及び図３に示す通りであるが、画像形成部の具体的構成は、図
４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、プリントヘッド２に搬送される直前の記録媒体１
００の浮きをより一層減少するために更に押さえローラ４０１を備えている。
【００５６】
　押さえローラ４０１は、プリントヘッド２に対して、記録媒体１００の搬送方向（同図
中、左側から右側に向かう方向。前述の図３も参照。）の上流側に配列されている。この
押さえローラ４０１は、プリントヘッド２に搬送される直前の記録媒体１００の浮きを搬
送ベルト３の表面上に押さえ込みながら回転する。押さえローラ４０１の最もプラテンプ
レート４側の表面（ローラ面）は、搬送ベルト３の表面との間に一定のギャップを持って
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配設されている。このギャップを適宜設定することにより、押さえローラ４０１と搬送ベ
ルト３との間に記録媒体１００をスムースに通過させることができる。また、カール等に
よって記録媒体１００に生じる浮きは押さえローラ４０１を用いて押さえ込み、記録媒体
１００とプリントヘッド２との干渉を防止することができる。ここで、ギャップは例えば
０．３ｍｍ－０．７ｍｍ、好ましくは０．５ｍｍに設定されている。
【００５７】
　押さえローラ４０１は、図４（Ａ）に示すように真円形状の断面形状を有し、図４（Ｂ
）に示すように搬送方向と交差する方向に細長く同方向に渡って一定の直径を有する円柱
形状により構成されている。押さえローラ４０１の直径は例えば３．５ｍｍ－５．０ｍｍ
の範囲内に設定され、押さえローラ４０１は小径化されている。実施例１において、３．
８ｍｍ又は４．８ｍｍの直径を有する押さえローラ４０１が使用されている。ここでは、
搬送方向に交差する方向に配列された複数のプリントヘッド２に沿って、つまりプラテン
プレート４の幅方向の一端から他端に渡って一本の押さえローラ４０１が配設され、この
押さえローラ４０１は搬送方向に複数本配列されている。前述の図３に示すように、搬送
方向と交差する方向にジグザクに一列の１色分のインクを吐出するプリントヘッド２が配
列され、シアンインク、マゼンダインク、イエローインク、ブラックインクの４色分のイ
ンクを吐出するプリントヘッド２が配列されている場合、平面的に見てプリントヘッド２
はジグザクに４列、直線的に８列配列されているので、それらの搬送方向の直前に合計８
本の押さえローラ４０１が配列されている。
【００５８】
　図４（Ｂ）に示すように、押さえローラ４０１の一端（図中、左側）、他端（図示して
いないが、一端と同様に構成されている。）の少なくとも一方には従属回転ローラ４０２
が取り付けられ、押さえローラ４０１及び従属回転ローラ４０２は回転自在にインクジェ
ットプリンタ１０の筐体１３０に取り付けられている。押さえローラ４０１は例えば金属
製円柱、樹脂製円柱等により製作されている。従属回転ローラ４０２は、例えばゴム製ロ
ーラ、樹脂製ローラ等により製作され、押さえローラ４０１にねじ等を用いて機械的に固
定されるか、押さえローラ４０１に自身の弾力性を利用して締め付けて取り付けられてい
る。従属回転ローラ４０２は、搬送ベルト３の幅方向の一端、他端の少なくとも一方にお
いて、搬送ベルト３の表面に適度な圧力（摩擦力）を持って接触し、搬送ベルト３の搬送
方向の移動に従い回転する。この従属回転ローラ４０２の回転は押さえローラ４０１に伝
達され、従属回転ローラ４０２の回転に従い押さえローラ４０１の回転が行われる。押さ
えローラ４０１のローラ面の回転速度は搬送ベルト３の摺動速度と同一である。
【００５９】
［プリントヘッド下の吸引孔位置と空気の流速との関係］
　次に、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０の効果を実証するために実施したシ
ミュレーション結果は以下の通りである。図５（Ａ）乃至図５（Ｄ）は、凹部４１及び吸
引孔４２を有するプラテンプレート４と、ヘッドギャップＧを作り出すプリントヘッド２
の形状を有し、かつ流入空気Ａ１及びＡ２が一定になるようにプラテンプレート４の表面
との間に一定の間隔を設定したヘッド模型４５０との断面を示している。符号Ａは、プラ
テンプレート４とヘッド模型４５０との間から流入した流入空気Ａ１及びＡ２が凹部４１
及び吸引孔４２を通して吸引装置５側に流れる流出空気（吸引空気）Ａである。図中、縞
状の細線は流入空気Ａ１、Ａ２、流出空気Ａの流れの状態を表している。なお、ここでは
、吸引の影響のみを明確にするために、ベルト搬送に伴う空気の流れの要素については考
慮していない。
【００６０】
　図５（Ａ）は、プラテンプレート４の吸引孔４２の搬送方向の一端（４２Ｅ１に相当す
る位置）からヘッド模型４５０のインク吐出ノズル２１及び２２の中心位置（プリントヘ
ッド２の搬送方向の中心に相当する位置）に３ｍｍずれた場合の流入空気Ａ１、Ａ２、流
出空気Ａの流れの状態を表している。図５（Ｂ）は、プラテンプレート４の吸引孔４２の
搬送方向の一端からヘッド模型４５０のインク吐出ノズル２１及び２２の中心位置に８ｍ
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ｍずれた場合の流入空気Ａ１、Ａ２、流出空気Ａの流れの状態を表している。この図５（
Ａ）及び図５（Ｂ）に示す状態は、いずれもプリントヘッド２のノズル面２Ｓに重複する
領域４３に吸引孔４２を配設した状態である。
【００６１】
　図５（Ｃ）は、プラテンプレート４の吸引孔４２の搬送方向の一端からヘッド模型４５
０のインク吐出ノズル２１及び２２の中心位置に１３ｍｍずれた場合の流入空気Ａ１、Ａ
２、流出空気Ａの流れの状態を表している。この図５（Ｃ）に示す状態は、プリントヘッ
ド２のノズル面２Ｓの輪郭の位置と吸引孔４２の一端の位置とを一致させた状態である。
【００６２】
　図５（Ｄ）は、プラテンプレート４の吸引孔４２の搬送方向の一端からヘッド模型４５
０のインク吐出ノズル２１及び２２の中心位置に１８ｍｍずれた場合の流入空気Ａ１、Ａ
２、流出空気Ａの流れの状態を表している。この図５（Ｄ）に示す状態は、プリントヘッ
ド２のノズル面２Ｓに重複する領域４３に吸引孔４２を配設していない状態である。
【００６３】
　図６（Ａ）は、上記図５（Ａ）乃至図５（Ｄ）においてプリントヘッド２のノズル面２
Ｓとプラテンプレート４との間のヘッドギャップＧにおける空気の流速を算出した結果で
ある。ヘッドギャップＧは１．５ｍｍに設定されている。
【００６４】
　図６（Ａ）から明らかなように、図５（Ａ）及び図５（Ｂ）に示すノズル面２Ｓに重複
する領域４３に吸引孔４２が配設されている状態においては、ヘッドギャップＧにおける
空気の流速がかなり速く、最速値は約８７０ｍｍ／ｓ～１６４０ｍｍ／ｓに達する。これ
に対して、図５（Ｃ）に示すノズル面２Ｓの輪郭の位置と吸引孔４２の一端の位置とが一
致した状態においては、ヘッドギャップＧにおける空気の流速が大幅に減少し、最速値は
約３２０ｍｍ／ｓ～３３０ｍｍ／ｓになる。図５（Ｃ）に示す状態の流速は、図５（Ａ）
に示す状態の流速に対して約１９％～２０％まで大幅に減少し、図５（Ｂ）に示す状態の
流速に対しても約３６％～３７％まで大幅に減少する。
【００６５】
　更に、図５（Ｄ）に示すノズル面２Ｓに重複する領域４３に吸引孔４２を配設しない状
態においては、ヘッドギャップＧにおける空気の流速が激減し、最速値は約３２ｍｍ／ｓ
～３３ｍｍ／ｓになる。図５（Ｄ）に示す状態の流速は、図５（Ａ）に示す状態の流速に
対して約１．９％～２．０％まで大幅に減少し、図５（Ｂ）に示す状態の流速に対しても
約３．６％～３．７％まで激減し、ゼロに近づく。
【００６６】
　図６（Ｂ）は、ヘッドギャップＧを３．０ｍｍに設定した場合において、同様にヘッド
ギャップＧにおける空気の流速を算出した結果である。図６（Ｂ）から明らかなように、
図５（Ａ）及び図５（Ｂ）に示すノズル面２Ｓに重複する領域４３に吸引孔４２が配設さ
れている状態においては、ヘッドギャップＧにおける空気の流速の最速値は約６４０ｍｍ
／ｓ～１０７５ｍｍ／ｓに達する。これに対して、図５（Ｃ）に示すノズル面２Ｓの輪郭
の位置と吸引孔４２の一端の位置とが一致した状態においては、ヘッドギャップＧにおけ
る空気の流速は約３１０ｍｍ／ｓ～３２０ｍｍ／ｓになる。図５（Ｃ）に示す状態の流速
は、図５（Ａ）に示す状態の流速に対して約２８％～２９％まで大幅に減少し、図５（Ｂ
）に示す状態の流速に対しても約４９％～５０％まで大幅に減少する。
【００６７】
　更に、図５（Ｄ）に示すノズル面２Ｓに重複する領域４３に吸引孔４２を配設しない状
態においては、ヘッドギャップＧにおける空気の流速が約７．４ｍｍ／ｓ～７．７ｍｍ／
ｓになる。図５（Ｄ）に示す状態の流速は、図５（Ａ）に示す状態の流速に対して約０．
６％～０．７％まで大幅に減少し、図５（Ｂ）に示す状態の流速に対しても約１．１％～
１．２％まで激減し、より一層ゼロに近づく。
【００６８】
［実施例１の特徴］
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　以上説明したように、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０においては、プリン
トヘッド２直下のノズル面２Ｓに重複する領域４３おいてプラテンプレート４に吸引孔４
２を配設していないので、ノズル面２Ｓと記録媒体１００との間の吸引に伴う空気の流れ
を加速することがなく、インク滴の軌跡への影響を抑制することができる。更に、インク
滴のミストの発生を抑制することができる。従って、印刷品質を向上することができると
ともに、記録媒体１００や装置内の汚染を防止することができる。更に、プリントヘッド
２の周囲であってノズル面２Ｓに重複しない領域においてプラテンプレート４には凹部４
１及び吸引孔４２が配設されているので、記録媒体１００がプリントヘッド２直下に搬送
される直前まで記録媒体１００をプラテンプレート４側に確実に吸引し、プリントヘッド
２直下の記録媒体１００の浮きを防止することができる。この記録媒体１００の浮きを防
止することによって、ジャム等の搬送不良を防止することができる。
【００６９】
　更に、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０においては、ノズル面２Ｓの輪郭か
らヘッドギャップＧ寸法分（Ｌ１）を加算した領域においてプリントヘッド２直下と同様
に空気の流れが速いので、このヘッドギャップＧ寸法分を加算した領域に吸引孔４２を配
設しないことによって、この部分での空気の流れを加速することがない（空気の流れを一
定にすることができる）。
【００７０】
　更に、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０においては、プラテンプレート４の
ノズル面２Ｓに重複する領域４３の表面を凹部４１及び吸引孔４２が存在しないフラット
面にすることができる。この結果、プラテンプレート４の製作において、プラテンプレー
ト４の樹脂射出成形用金型を容易に製作することができる。
【００７１】
［変形例１］
　変形例１は、前述の実施例１に係るインクジェットプリンタ１０において、画像形成部
のプラテンプレート４の形状を変えた例を説明するものである。図７（Ａ）及び図７（Ｂ
）に示すように、実施例１の変形例１に係るインクジェットプリンタ１０は、プラテンプ
レート４のノズル面２Ｓに重複する領域４３において、前述の実施例１に係るプラテンプ
レート４と同様に吸引孔４２を配設していないが、凹部４１Ｄが配設されている。凹部４
１Ｄは基本的にはノズル面２Ｓに重複しない領域に配設された凹部４１と同様の形状を有
している。
【００７２】
　このように構成される変形例１に係るインクジェットプリンタ１０においては、前述の
実施例１に係るインクジェットプリンタ１０によって得られる効果に加えて、プラテンプ
レート４のノズル面２Ｓに重複する領域４３の凹部４１Ｄとノズル面２Ｓに重複しない領
域の凹部４１との配列パターンを均一に揃えることができる。この結果、プラテンプレー
ト４の製作において樹脂射出成形法を用いる場合、樹脂流動の均一化と樹脂硬化速度の均
一化とを実現することができるので、内部に巣が生じにくく、樹脂表面にヒケ（sink mar
k）に伴う凹凸が発生しない、品質の高いプラテンプレート４を製作することができる。
【００７３】
［変形例２］
　変形例２は、前述の実施例１に係るインクジェットプリンタ１０において、画像形成部
のプラテンプレート４の形状を変えた別の例を説明するものである。図８（Ａ）及び図８
（Ｂ）に示すように、実施例１の変形例２に係るインクジェットプリンタ１０は、プラテ
ンプレート４のノズル面２Ｓに重複する領域４３において、前述の実施例１に係るプラテ
ンプレート４と同様に吸引孔４２を配設していないが、裏面に凹部４１ＢＤが配設されて
いる。凹部４１ＢＤは、基本的にはノズル面２Ｓに重複しない領域に配設された凹部４１
におけるプラテンプレート４の厚さ（凹部４１の底面から裏面までの肉厚）に対して、ノ
ズル面２Ｓに重複する領域４３におけるプラテンプレート４の厚さを均一化するように形
成されている。
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【００７４】
　このように構成される変形例１に係るインクジェットプリンタ１０においては、前述の
実施例１に係るインクジェットプリンタ１０のプラテンプレート４と同様に、プラテンプ
レート４のノズル面２Ｓに重複した領域４３をフラット面にすることができるとともに、
前述の変形例１に係るインクジェットプリンタ１０のプラテンプレート４と同様に、プラ
テンプレート４を容易に製作することができる。
【００７５】
（実施例２）
　本発明の実施例２は、前述の実施例１に係るインクジェットプリンタ１０において、画
像形成部のプリントヘッド２とそれに搬送される記録媒体１００との干渉をより一層防止
した例を説明するものである。
【００７６】
［画像形成部の構成］
　図９（Ａ）及び図９（Ｂ）に示すように、実施例２に係るインクジェットプリンタ１０
は、画像形成部において、プラテンプレート４のノズル面２Ｓに重複した領域４３に、凹
部４１及び吸引孔４２を配設しないが、吸引孔４２の開口面積に比べて小さい開口面積を
有し、表面から裏面に貫通する補助吸引孔４２ＳＨを備えている。この補助吸引孔４２Ｓ
Ｈは、吸引装置５に連接されており、吸引孔４２において発生する吸引力よりも小さい吸
引力を発生させ、プリントヘッド２直下において空気の流速を抑えつつ、記録媒体１００
をプラテンプレート４側に吸着させる機能を有する。
【００７７】
　プリントヘッド２のノズル面２Ｓとプラテンプレート４のノズル面２Ｓに重複する領域
４３との間のヘッドギャップＧにおいて、空気の流速を抑えるために、補助吸引孔４２Ｓ
Ｈの開口面積は、吸引孔４２の開口面積に比べて半分以下に設定されている。つまり、２
以上の補助吸引孔４２ＳＨの加算された開口面積は１つの吸引孔４２の開口面積に比べて
小さく設定されている。補助吸引孔４２ＳＨは、例えば真円形状の平面形状（開口形状）
を有し、例えば０．５ｍｍ－４．０ｍｍに設定されている。
【００７８】
　補助吸引孔４２ＳＨは、ノズル面２Ｓの搬送方向の最も前端とインク吐出ノズル２１と
の間と、ノズル面２Ｓの搬送方向の最も後端とインク吐出ノズル２２との間とにそれぞれ
配設されている。つまり、補助吸引孔４２ＳＨは、インク吐出ノズル２１及び２２を中心
として、このインク吐出ノズル２１及び２２の直下を避け、ノズル面２Ｓの搬送方向の前
端及び後端に２カ所配設されている。補助吸引孔４２ＳＨがインク吐出ノズル２１及び２
２直下を避けて配設されているので、インク吐出ノズル２１及び２２から吐出されるイン
クの軌跡に影響を与えることがない。更に、補助吸引孔４２ＳＨがインク吐出ノズル２１
及び２２を中心としてノズル面２Ｓの搬送方向の前端及び後端の２カ所に配設されている
ので、両端付近の空気の流速が均一になり、空気の流れが安定する。
【００７９】
　なお、実施例２に係る補助吸引孔４２ＳＨの平面形状は、真円形状に限定されるもので
はなく、凹部４１の幅寸法の範囲内において、搬送方向と交差する方向に長い寸法を有す
る楕円形状、スリット形状等であってもよい。また、実施例２に係る補助吸引孔４２ＳＨ
は、前述の実施例１の変形例１又は変形例２に係るインクジェットプリンタ１０において
プラテンプレート４に配設してもよい。
【００８０】
［実施例２の特徴］
　以上説明したように、実施例２に係るインクジェットプリンタ１０においては、実施例
１に係るインクジェットプリンタ１０によって得られる効果に加えて、プリントヘッド２
直下のノズル面２Ｓに重複する領域４３においてプラテンプレート４に補助吸引孔４２Ｓ
Ｈを配設したので、プリントヘッド２直下の記録媒体１００をプラテンプレート４側に確
実に吸引し、プリントヘッド２直下の記録媒体１００の浮きを防止することができる。こ
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の結果、プリントヘッド２と記録媒体１００との干渉を防止することができるので、搬送
不良を防止することができる。
【００８１】
　更に、実施例２に係るインクジェットプリンタ１０においては、プリントヘッド２直下
においてインク吐出ノズル２１及び２２を中心として搬送方向に対称の位置に補助吸引孔
４２ＳＨが配設されているので、プリントヘッド２直下の空気の流れる方向を安定に保ち
、インク滴の軌跡に生じる乱れを減少することができる。この結果、印刷品質を向上する
ことができる。
【００８２】
（実施例３）
　本発明の実施例３は、前述の実施例１に係るインクジェットプリンタ１０において、画
像形成部に吸引力を調整するシャッタ機構を備えた例を説明するものである。
【００８３】
［画像形成部の第１の構成（第１のシャッタ機構）］
　図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）、図１１及び図１２に示すように、実施例３に係るインク
ジェットプリンタ１０は、画像形成部において、ノズル面２Ｓにインク吐出ノズル２１及
び２２が配列されたインクジェット型プリントヘッド２と、ノズル面２Ｓ側の表面からそ
れと対向する裏面に向かって掘り下げ表面に規則的に配列された複数の凹部４１及びこの
凹部４１の底面の一部から裏面に貫通する吸引孔４２を有するプラテンプレート４と、プ
ラテンプレート４の裏面に沿って摺動し、ノズル面２Ｓに重複する領域４３に配設された
吸引孔４２の開閉を行うシャッタ機構と、シャッタ機構の開閉動作の制御を行う制御部６
とを備える。実施例３に係るインクジェットプリンタ１０は、実施例１に係るインクジェ
ットプリンタ１０のプラテンプレート４の形状とは若干異なり、プラテンプレート４のノ
ズル面２Ｓに重複する領域４３には重複しない領域と同様に凹部４１及び吸引孔４２を配
設している。シャッタ機構は、実施例３において、図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）及び図１
２に示すシャッタ４６０と、図１１に示す駆動機構６０２及び駆動源６０１とを備えてい
る。
【００８４】
　シャッタ機構のシャッタ４６０は、ノズル面２Ｓに重複する領域４３に配設されたすべ
ての吸引孔４２に対応し、プラテンプレート４の裏面に摺動自在に配設されている。シャ
ッタ４６０の摺動方向はここでは記録媒体１００の搬送方向と交差する方向である。シャ
ッタ４６０は、この搬送方向と交差する方向において、吸引孔４２の１つの配列ピッチ分
に相当する距離の往復摺動を行う。シャッタ４６０は、図１０（Ｂ）に示す閉動作時に吸
引孔４２を塞ぎ、図１０（Ａ）に示す開動作時に吸引孔４２に連通する開口を有する、例
えば樹脂製プレート又は金属製プレートにより構成されている。図１２に示すように、複
数のプリントヘッド２下に配設されたシャッタ４６０は隣接同士を相互に連結し、一体化
がなされている。
【００８５】
　駆動機構６０２は、シャッタ４６０に機械的に連接され、シャッタ４６０の開閉動作を
行う。実施例３において、駆動機構６０２は、図示していないが、シャッタ４６０を搬送
方向と交差する方向に押圧移動（摺動）を行う偏心カムと、この偏心カムによって移動が
なされたシャッタ４６０を元の位置に戻す弾性部材（例えば、引張ぱね又は圧縮ばね）と
、必要に応じてシャッタ４６０の摺動をガイドするガイド部材とを備えている。
【００８６】
　駆動源６０１は制御部６からの制御信号に基づき駆動機構６０２を駆動する。駆動源６
０１には、例えば、前述の駆動機構６０２の偏心カムを回転させる電導モータ、電磁ソレ
ノイド等を実用的使用することができる。
【００８７】
［シャッタ機構の動作］
　実施例３に係るインクジェットプリンタ１０のシャッタ機構の動作は以下の通りである
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。実施例３に係るインクジェットプリンタ１０は、制御部６の図示しないプリンタドライ
バにおいて、印刷ジョブの画像情報に基づき印刷する記録媒体（例えば普通紙）１００の
搬送方向の先端領域又は全域の印字率を算出する。印字率が低い場合、制御部６は駆動源
６０１にシャッタ４６０の開動作を実行する制御信号を出力し、駆動源６０１はこの制御
信号を受信し駆動機構６０２の駆動を行いシャッタ４０６の開動作を行う。プリントヘッ
ド２のノズル面２Ｓに重複した領域４３において、吸引孔４２とシャッタ４６０の開口と
が連通し、吸引装置５からの吸引力が働くので、記録媒体１００は搬送ベルト３の表面に
吸着された状態においてプリントヘッド２下に搬送される。そして、プリントヘッド２の
インク吐出ノズル２１及び２２からインクが吐出され、記録媒体１００に印刷が行われる
。
【００８８】
　印字率が低い場合には、インク吐出ノズル２１及び２２から吐出されるインク量が根本
的に少ないので、インク滴のミストの発生が少なく、印刷品質に影響を及ぼすことが少な
い。また、記録媒体１００にカールが生じている場合には、プリントヘッド２に至る直前
からプリントヘッド２下に至るまで記録媒体１００には吸引力が働いているので、記録媒
体１００とプリントヘッド２との干渉が無くなり、搬送不良を減少することができる。
【００８９】
　一方、印字率が高い場合、制御部６は駆動源６０１にシャッタ４６０の閉動作を実行す
る制御信号を出力し、駆動源６０１はこの制御信号を受信し駆動機構６０２の駆動を行い
シャッタ４０６の閉動作を行う。プリントヘッド２のノズル面２Ｓに重複した領域４３に
おいて、吸引孔４２がシャッタ４６０により塞がれ、吸引装置５からの吸引力が働かなく
なる。記録媒体１００は搬送ベルト３の表面に吸着された状態においてプリントヘッド２
の直前まで搬送される。そして、プリントヘッド２下に記録媒体１００が搬送され、吸引
力が働かない状態つまり空気の流速を加速させない状態においてインク吐出ノズル２１及
び２２からインクが吐出され、記録媒体１００に印刷が行われる。
【００９０】
　印字率が高い場合には、インク吐出ノズル２１及び２２から吐出されるインク量が根本
的に多くなり、インク滴のミストの発生が誘発されるが、プリントヘッド２下つまりノズ
ル面２Ｓに重複する領域４３において空気の流れを加速させないので、ミストの発生を防
止し、印刷品質を向上することができる。また、記録媒体１００にはプリントヘッド２に
至る直前まで吸引力が働いているので、記録媒体１００とプリントヘッド２との干渉が無
く、搬送不良が生じない。
【００９１】
［実施例３の特徴］
　以上説明したように、実施例３に係るインクジェットプリンタ１０においては、シャッ
タ機構及び制御部６を備え、制御部６からの制御信号に基づきシャッタ機構によってノズ
ル面２Ｓに重複する領域４３に配設された吸引孔４２を開閉することができる。この結果
、プラテンプレート４のノズル面２Ｓに重複する領域４３に吸引孔４２が配設されていな
いことと等価になるので、実施例１に係るインクジェットプリンタ１０により得られる効
果と同様の効果を得ることができる。更に、シャッタ機構によってプラテンプレート４の
ノズル面２Ｓに重複する領域４３に配設された吸引孔４２を開ければ、プリントヘッド２
直下において記録媒体１００の吸引効果を高めることができる。カール用紙等、浮きやす
く、プリントヘッド２に干渉し易い記録媒体１００の搬送には有効である。シャッタ機構
の開閉動作は印字率に基づき自動的に行うことができる。
【００９２】
［変形例］
　実施例３の変形例は、前述の実施例３に係るインクジェットプリンタ１０において、画
像形成部のプリントヘッド２とそれに搬送される記録媒体１００との干渉をより一層防止
することができるシャッタ機構の例を説明するものである。
【００９３】
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［画像形成部の第２の構成（第２のシャッタ機構）］
　図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）に示すように、変形例に係るインクジェットプリンタ１
０の画像形成部において、シャッタ機構のシャッタ４６０は、ノズル面２Ｓに重複する領
域４３の一部の、インク吐出ノズル２１及び２２の直下に配設された吸引孔４２の開閉動
作を行う開口を備えている。インク吐出ノズル２１及び２２直下の吸引孔４２を通じて空
気が流れると、インク吐出ノズル２１及び２２から吐出されるインクの軌跡に影響を及ぼ
し、インク滴のミストが生じやすい。従って、この印字品質に影響が生じる領域の吸引孔
４２のみシャッタ４６０によって開閉を行い、ノズル面２Ｓに重複する領域４３の他の一
部の、インク吐出ノズル２１及び２２の直下に配設されていない吸引孔４２は常時吸引力
が働くようにしている。この結果、プリントヘッド２下であってインク吐出ノズル２１及
び２２に至る直前までは記録媒体１００に吸引力が働いているので、記録媒体１００とプ
リントヘッド２との干渉が無くなり、搬送不良を減少することができる。特に、初期カー
ル状態、印刷搬送によって生じるカール状態のいずれも問わず、記録媒体１００にカール
が生じている場合、記録媒体１００が厚手の封筒である場合に、変形例に係るシャッタ機
構は有効である。
【００９４】
　なお、シャッタ機構の動作は前述の実施例３に係るインクジェットプリンタ１０のシャ
ッタ機構の動作と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００９５】
（その他の実施例）
　上記のように、本発明を実施例１乃至実施例３によって記載したが、この開示の一部を
なす論述及び図面はこの発明を限定するものでない。本発明は様々な代替実施の形態、実
施例及び運用技術に適用することができる。例えば、前述の実施例１乃至実施例３はプリ
ントヘッド２に２列のインク吐出ノズル２１及び２２を備えたインクジェットプリンタ１
０について説明したが、本発明は、１列又は３列以上のインク吐出ノズルを有するプリン
トヘッドを備えたインクジェットプリンタに適用可能である。
【００９６】
　更に、本発明は、プリンタ機能単独ではなく、スキャナ機能やファクシミリ機能を備え
た複合型のインクジェットプリンタに適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明は、プリントヘッド直下の記録媒体の吸引に伴う空気の流れを加速しないので、
インク滴のミストの発生を抑えて記録媒体や装置内の汚染を防止することができ、更にプ
リントヘッド直下の記録媒体の浮きを防止することができるインクジェットプリンタに広
く適用可能である。
【符号の説明】
【００９８】
２…プリントヘッド、２Ｓ…ノズル面、２１、２２…インク吐出ノズル、３…搬送ベルト
、３１…ベルト穴、４…プラテンプレート、４１、４１Ｓ、４１Ｄ、４１ＢＤ…凹部、４
２、４２Ｓ…吸引孔、４２ＳＨ…補助吸引孔、４３…ノズル面に重複する領域、４０１…
押さえローラ、４１Ｅ１、４１Ｅ２、４２Ｅ１、４２Ｅ２…開口端、５…吸引装置、６…
制御部、６０１…駆動源、６０２…駆動機構、７…インク供給系、１０…インクジェット
プリンタ。
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