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(57)【要約】
【課題】局所的な塗布不足の発生を低減して良好なイン
ク吐出性能を維持することが可能なインクジェット記録
装置及び液滴吐出手段の回復方法を提供する。
【解決手段】インクジェット記録装置は、少なくとも１
以上の液滴吐出部を設けた少なくとも１以上の液滴吐出
手段と、液滴吐出手段の吐出部形成面のワイピングを行
う少なくとも２以上のワイピング部材を液滴吐出部配列
方向に設けたワイピング手段と、ワイピング手段を液滴
吐出部配列方向に対し垂直方向に移動させる移動手段と
、を備える。そして、少なくとも２以上のワイピング部
材のうち、少なくとも１以上のワイピング部材は、吐出
部形成面と当接する面であって液滴吐出部配列方向の中
央部に、吐出部形成面との非当接領域を有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１以上の液滴吐出部を設けた少なくとも１以上の液滴吐出手段と、
　前記液滴吐出手段の吐出部形成面のワイピングを行う少なくとも２以上のワイピング部
材を液滴吐出部配列方向に設けたワイピング手段と、
　前記ワイピング手段を前記液滴吐出部配列方向に対し垂直方向に移動させる移動手段と
、を備え、
　前記少なくとも２以上のワイピング部材のうち、少なくとも１以上のワイピング部材は
、前記吐出部形成面と当接する面であって前記液滴吐出部配列方向の中央部に、前記吐出
部形成面との非当接領域を有する第１のワイピング部材であることを特徴とするインクジ
ェット記録装置。
【請求項２】
　前記第１のワイピング部材は、前記吐出部形成面と当接する面であって前記液滴吐出部
配列方向の両端部に突起部を有し、
　前記突起部が前記吐出部形成面と当接することを特徴とする請求項１記載のインクジェ
ット記録装置。
【請求項３】
　前記ワイピング手段は、前記第１のワイピング部材が最初に前記吐出部形成面と当接す
るように前記少なくとも２以上のワイピング部材を配置することを特徴とする請求項１又
は２に記載のインクジェット記録装置。
【請求項４】
　前記移動手段は、前記ワイピング手段を前記液滴吐出部配列方向に対し垂直方向に前進
及び後進させることを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載のインクジェット装
置。
【請求項５】
　前記液滴吐出部内の液滴を吸引排出させる吸引回復手段をさらに備え、
　前記ワイピング手段は、前記吸引回復手段により吸引排出された前記液滴を、前記吐出
部形成面全体に拡散させることを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載のインク
ジェット記録装置。
【請求項６】
　少なくとも１以上の液滴吐出部を設けた少なくとも１以上の液滴吐出手段における吐出
部形成面の液滴吐出部配列方向に対して垂直方向に、少なくとも２以上のワイピング部材
を前記液滴吐出部配列方向に設けたワイピング手段を移動させる移動ステップと、
　前記吐出部形成面と当接する面であって前記液滴吐出部配列方向の中央部に、前記吐出
部形成面との非当接領域を有する第１のワイピング部材によりワイピングを行う第１のワ
イピングステップと、
　前記吐出部形成面と当接する面であって前記液滴吐出部配列方向の中央部に、前記吐出
部形成面との当接領域を有する第２のワイピング部材によりワイピングを行う第２のワイ
ピングステップと、を備えることを特徴とする液滴吐出手段の回復方法。
【請求項７】
　前記第１のワイピングステップは、前記吐出部形成面と当接する面であって前記液滴吐
出部配列方向の両端部に突起部を有する第１のワイピング部材の前記突起部が前記吐出部
形成面と当接することを特徴とする請求項６記載の液滴吐出手段の回復方法。
【請求項８】
　前記第１のワイピングステップは、前記第１のワイピング部材を、前記液滴吐出部配列
方向に対し垂直方向に前進及び後進させることを特徴とする請求項６又は７に記載の液滴
吐出手段の回復方法。
【請求項９】
　前記液滴吐出部内の液滴を吸引排出させる吸引回復ステップをさらに備え、
　前記第１のワイピングステップは、前記吸引回復ステップにより吸引排出された前記液
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滴を、前記吐出部形成面全体に拡散させることを特徴とする請求項６から８の何れか１項
に記載の液滴吐出手段の回復方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液滴吐出ヘッドの吐出口形成面に付着したインクを除去するワイピング部材
を備えたインクジェット記録装置及び液滴吐出手段の回復方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、ファクシミリ、複写装置、これらの複合機、プロッタ等の各種画像形成装置
として、記録液の液滴を吐出する液滴吐出ヘッドを用いたインクジェット記録装置を備え
るものがある。これらインクジェット記録装置では、例えば、吐出する液体を貯留容器に
貯留し、この液体を液滴吐出ヘッドに供給して、液滴吐出ヘッド内の圧力発生室で加圧し
た液体をノズルから液滴として対象物に向けて吐出させる。しかし、吐出した液滴が対象
物に着弾した際の飛沫が、ノズルが形成された面（以下、ノズル形成面という）に付着し
てしまい、ノズル形成面が汚れてしまうという問題があった。
【０００３】
　また、ノズルから液滴を吐出する際、対象物に着弾する液滴の他に、その液滴から分離
したより微小な液滴（以下、サテライト）が発生することがある。このサテライトは、対
象物には到達せずに空気中に漂い、ノズル形成面に付着してしまうという問題もあった。
さらに、印刷記録媒体である用紙も用紙パス面との摺動により紙粉を発生させるため、こ
の紙粉がノズル面と印刷用紙の間を浮遊してノズル形成面に付着してしまうという問題が
あった。
【０００４】
　上述したように、液滴吐出ヘッドのノズル面に異物が付着した場合には、液滴の吐出方
向に曲がりを生じさせて画像品質の低下を招く。また、上記異物がノズル周りに堆積する
と、吐出方向の曲がりだけでなく吐出不能にまで発展してしまう。
【０００５】
　上述した問題を解決するために、近年、ノズル面に付着した汚れの払拭を行うためのワ
イピング機構を備えたインクジェット記録装置が普及している。
【０００６】
　ここで、インクジェット記録装置が備えるワイピング機構の例について説明する。ワイ
ピング機構には、例えばゴムやエラストマー等の弾性を有する材料で形成された板状（例
えば、短冊状）のワイパブレードが具備されていて、インクジェット記録装置における液
滴吐出ヘッドの待機領域であるホームポジション側に配置されている。また、このワイパ
ブレードは、通常状態では、液滴吐出ヘッドに接触しない退避位置に位置しているが、ワ
イピングを行う際に、ワイパブレードの上部が液滴吐出ヘッドのノズル形成面に接触可能
な位置まで移動する。そして、ワイパブレードが液滴吐出ヘッドに接触すると、ブレード
全体が弓状に撓み、このブレードの先端部がノズル形成面に接触した状態でワイパブレー
ドを保持する保持部材又は液滴吐出ヘッドが移動してノズル形成面を摺擦することで、ノ
ズル形成面に付着した汚れをワイパブレードによって払拭する。
【０００７】
　また、インクジェット記録装置においては、液路内のインクがインクに含有される溶媒
の蒸発によって増粘してノズル詰まりを生じさせてしまい、吐出の不安定さや、吐出不良
を引き起こしてしまうという問題がある。そこで、上記問題を解決するために、インクジ
ェット記録装置はノズル面をキャッピングするキャップを備え、キャップ内を吸引ポンプ
で吸引してノズルから増粘したインクを吸引した後に、上述したノズル面のワイピングを
行うようにしている。
【０００８】
　このように、液滴吐出ヘッドを用いるインクジェット記録装置においては、インクを吐



(4) JP 2011-25476 A 2011.2.10

10

20

30

40

50

出する液滴吐出ヘッドの性能を維持、回復する機構が不可欠になる。この液滴吐出ヘッド
の性能維持回復を行うための回復機構は、上述したような、インクに含有される溶媒の自
然蒸発によるノズル付近のインクの増粘固着を防止するためにノズル面を高い密閉性を保
って覆うための保湿用キャップやノズルから増粘したインクを吸引して排出するための吸
引用キャップ（保湿用キャップと兼用されることもある）等のキャップ、ノズル面に付着
したインクを拭き取って除去するためのワイピング手段であるワイパブレード、画像形成
に寄与しない液滴を吐出する空吐出を行うための空吐出受け等で構成される。
【０００９】
　しかし、上述したような性能維持回復を行うための回復機構を備えても、ワイピングし
きれずにノズル面に液体や紙粉等の異物が残存したまま放置された場合や、長時間の連続
印刷でノズル面に付着したサテライトがワイピングされない場合、さらに液体の水分蒸発
による増粘が生じ、またこれにより異物が強固に付着堆積するなどして、ワイピングして
も容易には除去できなくなる場合等もある。
【００１０】
　上述した問題を解決するために、ワイパブレードにインクを吐出してワイピングするこ
とで増粘インクを溶解させる技術が開示されている（例えば、特許文献１）。また、溶媒
にワイパブレードを接触させてワイピングすることで増粘インクを溶解させる技術も開示
されている（例えば、特許文献２）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、上記特許文献１や特許文献２に記載されているように、増粘又は固着したイン
クを溶解させるため、種々の方法によりインクに含まれる溶媒等をノズル形成面に塗布す
るような技術では、塗布後すぐにワイパブレードで溶媒等を拭ききってしまうため溶媒等
が十分に全体に行き渡らず、所々増粘インクの溶解が不十分なままワイピングしている問
題や、ワイパブレード上面に塗布された溶媒等がワイパブレードの後方に回り込んで払拭
性が低下してしまうという問題があった。
【００１２】
　つまり、上記特許文献１や特許文献２の技術では、ワイパブレードの上面にインクまた
は溶媒が付着した状態でワイピングした場合、ワイパブレード後方へのインク回り込みが
発生しやすく、払拭性が低下してしまうという問題を解決できないという課題があった。
さらに、ノズル形成面に増粘もしくは固着したインクが付着した状態でワイピングを行っ
た場合、ワイパブレードの払拭性能が十分に発揮できずに拭き残しが生じたり、増粘イン
クが剥離したときにノズル形成面を傷めたりして、吐出不良を引き起こしやすくなるとい
う問題を解決できないという課題もあった。
【００１３】
　本発明はこのような実情を鑑みてなされたものであり、上記課題を解決するために、ノ
ズル形成面に塗布するインクに含まれる溶媒等を均一に延ばすことにより、局所的な塗布
不足の発生を低減して良好なインク吐出性能を維持することが可能なインクジェット記録
装置及び液滴吐出手段の回復方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明のインクジェット記録装置は、少なくとも１以上の液滴吐出部を設けた少なくと
も１以上の液滴吐出手段と、液滴吐出手段の吐出部形成面のワイピングを行う少なくとも
２以上のワイピング部材を液滴吐出部配列方向に設けたワイピング手段と、ワイピング手
段を液滴吐出部配列方向に対し垂直方向に移動させる移動手段と、を備え、少なくとも２
以上のワイピング部材のうち、少なくとも１以上のワイピング部材は、吐出部形成面と当
接する面であって液滴吐出部配列方向の中央部に、吐出部形成面との非当接領域を有する
第１のワイピング部材であることを特徴とする。
【００１５】
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　本発明の液滴吐出手段の回復方法は、少なくとも１以上の液滴吐出部を設けた少なくと
も１以上の液滴吐出手段における吐出部形成面の液滴吐出部配列方向に対して垂直方向に
、少なくとも２以上のワイピング部材を液滴吐出部配列方向に設けたワイピング手段を移
動させる移動ステップと、吐出部形成面と当接する面であって液滴吐出部配列方向の中央
部に、吐出部形成面との非当接領域を有する第１のワイピング部材によりワイピングを行
う第１のワイピングステップと、吐出部形成面と当接する面であって液滴吐出部配列方向
の中央部に、吐出部形成面との当接領域を有する第２のワイピング部材によりワイピング
を行う第２のワイピングステップと、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、良好なインク吐出性能を維持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施形態に係るインクジェット記録装置の全体概略構成例を示す図である。
【図２】本実施形態に係るインクジェット記録装置の概略構成例を示す図である。
【図３】本実施形態に係るインクジェット記録装置の液滴吐出ヘッドの例を示す図である
。
【図４】本実施形態に係るインクジェット記録装置の概略構成例を示す図である。
【図５】本実施形態に係るインクジェット記録装置のワイピング機構の概略構成例を示す
図である。
【図６】本実施形態に係るインクジェット記録装置のワイピング機構の概略構成例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に本発明の実施形態の例について、図面を用いて詳細に説明する。尚、本実施形態
では、インクジェット記録装置が吐出する液滴としてインクを例に挙げて説明するが、こ
れに限定されるものではない。
【００１９】
　まず、本実施形態に係るインクジェット記録装置の例について、図１を参照して説明す
る。図１は、本実施形態に係るインクジェット記録装置の全体概略構成例を示す。
【００２０】
　インクジェット記録装置は、インクジェット記録装置本体１の内部に画像形成部２等を
有し、装置本体１の下方側に多数枚の記録媒体である用紙３を積載可能な給紙トレイ４を
備えている。この給紙トレイ４から給紙される用紙３を取り込み、用紙搬送機構５によっ
て用紙３を搬送しながら画像形成部２によって所要の画像を記録した後、装置本体１の側
方に装着された排紙トレイ６に用紙３を排紙する。尚、以下、本実施形態では記録媒体と
して用紙３を適用する場合を例に挙げて説明するが、これに限定されるものではない。
【００２１】
　また、このインクジェット記録装置は、インクジェット記録装置本体１に対して着脱可
能な両面ユニット７を備え、両面印刷を行うときには、表面印刷終了後、用紙搬送機構５
によって用紙３を逆方向に搬送しながら両面ユニット７内に取り込み、反転させて裏面を
印刷可能面として再度用紙搬送機構５に送り込み、裏面印刷終了後排紙トレイ６に用紙３
を排紙する。尚、両面ユニット７は備えていなくてもかまわない。
【００２２】
　ここで、画像形成部２は、ガイドシャフトにキャリッジ１３を摺動可能に保持し、図示
しない主走査モータでキャリッジ１３を用紙３の搬送方向と直交する方向に移動（主走査
）させる。このキャリッジ１３には、液滴を吐出する複数の吐出口であるノズルを配列し
た液滴吐出ヘッド１４を搭載し、また、この液滴吐出ヘッド１４に液体を供給するインク
カートリッジ１５を着脱自在に搭載している。尚、インクカートリッジ１５に代えてサブ
タンクを搭載し、メインタンクからインクをサブタンクに補充供給する構成とすることも



(6) JP 2011-25476 A 2011.2.10

10

20

30

40

50

できる。
【００２３】
　給紙コロ（半月コロ）２１と図示しない分離パッドは、給紙トレイ４の用紙３を１枚ず
つ分離し、インクジェット記録装置本体１内に給紙して、用紙搬送機構５に送り込む。
【００２４】
　用紙搬送機構５は、搬送ガイド部２３、搬送ローラ２４、加圧コロ２５、ガイド部材２
６、２７、押し付けコロ２８、を有している。搬送ガイド部２３は、給紙された用紙３を
ガイド面２３ａに沿って上方にガイドし、また両面ユニット７から送り込まれる用紙３を
ガイド面２３ｂに沿ってガイドする。搬送ローラ２４は、用紙３を搬送する。加圧コロ２
５は、搬送ローラ２４に対して用紙３を押し付ける。ガイド部材２６は、用紙３を搬送ロ
ーラ２４側にガイドする。ガイド部材２７は、両面印刷時に戻される用紙３を両面ユニッ
ト７にガイドする。押し付けコロ２８は、搬送ローラ２４から送り出す用紙３を押圧する
。
【００２５】
　さらに、用紙搬送機構５は、液滴吐出ヘッド１４で用紙３の平面性を維持したまま搬送
するために、駆動ローラ３１と従動ローラ３２との間に掛け渡した搬送ベルト３３と、こ
の搬送ベルト３３を帯電させるための帯電ローラ３４と、帯電ローラ３４に対向するガイ
ドローラ３５と、図示しないが、搬送ベルト３３を画像形成部２に対向する部分で案内す
るガイド部材と、搬送ベルト３３に付着した記録液を除去するためのクリーニング手段で
ある多孔質体等からなるクリーニングローラ等を有している。
【００２６】
　ここで、搬送ベルト３３は、無端状ベルトであり、駆動ローラ３１と従動ローラ３２と
の間に掛け渡されて、図１の矢示方向、つまり用紙搬送方向に周回するように構成してい
る。
【００２７】
　この搬送ベルト３３は、単層構成又は２層構成あるいは３層以上の構成とすることがで
きる。例えば、この搬送ベルト３３は、抵抗制御を行っていない純粋な厚さ４０μｍ程度
の樹脂材、例えばＥＴＦＥピュア材で形成した用紙吸着面となる表層と、この表層と同材
質でカーボンによる抵抗制御を行った裏層（中抵抗層、アース層）とで構成することがで
きる。
【００２８】
　帯電ローラ３４は、搬送ベルト３３の表層に接触し、搬送ベルト３３の回動に従動して
回転するように配置されている。この帯電ローラ３４には図示しない高圧回路から高電圧
が所定のパターンで印加される。
【００２９】
　また、用紙搬送機構５から下流側には画像が記録された用紙３を排紙トレイ６に送り出
すための排紙ローラ３８を備えている。
【００３０】
　このように構成したインクジェット記録装置において、搬送ベルト３３は矢示方向に周
回し、高電位の印加電圧が印加される帯電ローラ３４と接触することで正に帯電される。
この場合、帯電ローラ３４は、所定の時間間隔で極性を切り替えることによって、所定の
帯電ピッチで搬送ベルト３３を帯電する。
【００３１】
　ここで、この高電位に帯電した搬送ベルト３３上に用紙３を給送すると、用紙３内部が
分極状態になり、搬送ベルト３３上の電荷と逆極性の電荷が用紙３の搬送ベルト３３と接
触している面に誘電され、搬送ベルト３３上の電荷と搬送される用紙３上に誘電された電
荷同士が互いに静電的に引っ張り合い、用紙３は搬送ベルト３３に静電的に吸着される。
このようにして、搬送ベルト３３に強力に吸着した用紙３は反りや凹凸が校正され、高度
に平らな面が形成される。
【００３２】
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　そこで、搬送ベルト３３を周回させて用紙３を移動し、キャリッジ１３を片方向又は双
方向に移動走査しながら画像信号に応じて液滴吐出ヘッド１４を駆動し、液滴吐出ヘッド
１４から液滴を吐出して、停止している用紙３に液滴を着弾してドットを形成することに
より、１行分を記録し、用紙３を所定量搬送後、次の行の記録を行う。記録終了信号又は
用紙３の後端が記録領域に到達した信号を受けることにより、記録動作を終了する。
【００３３】
　上述したような方法により、画像が記録された用紙３は排紙ローラによって排紙トレイ
６に排紙される。
【００３４】
　次に、図２～図６を参照して、本実施形態に係るインクジェット記録装置の回復機構の
例について、説明する。
【００３５】
　図２は、本実施形態に係るインクジェット記録装置の概略構成例を示す。図２では、図
示しない複数の液滴吐出ヘッドを有するキャリッジ１３によって、用紙３に液滴を吐出す
ることでドットマトリックスの形で画像、文字を記録している例を示している。用紙３は
、図示しない用紙搬送機構により搬送されている。
【００３６】
　また、液滴吐出ヘッド１４には、液滴を吐出する孔（ノズル）が用紙搬送方向に対して
垂直に等間隔で配置されていて、このノズル形成面１４ａはノズル付近にインクが溜まる
ことによる液滴の曲がり、不吐出の発生を抑えるために撥水処理がされている。さらに、
キャリッジ１３の後方には、液滴吐出ヘッド１４のインク吐出性能を良好な状態に保つた
めの回復機構４０が配置されていて、非印刷時にキャリッジ１３はモータ４１を駆動源と
して用紙搬送方向に対してガイドレール４２に沿って垂直方向に退避するようになってい
る。
【００３７】
　上記回復機構４０は、インクジェット記録装置本体の所定の位置に固定されており、吸
引回復機構と、ワイピング機構と、これらの機構を昇降および用紙搬送方向に水平移動さ
せる機構と、画像形成に寄与しない液滴を回収する空吐出受け等を備えている。
【００３８】
　ここで、本実施形態に係るインクジェット記録装置の液滴吐出ヘッド１４としては、例
えば、図３に示すように、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（
Ｂｋ）の各色のインク滴を吐出する液滴吐出ヘッドである独立した４個のインクジェット
ヘッド１４ｙ、１４ｍ、１４ｃ、１４ｋとすることができる。また、各色のインク滴を吐
出する複数のノズル列を有する１又は複数のヘッドを用いる構成とすることもできる。尚
、色の数や種類、配列順はこれに限ったものではない。
【００３９】
　次に、本実施形態に係る回復機構４０が備える各機構について説明する。
【００４０】
＜吸引回復機構＞
　吸引回復機構は、回復処理の一形態である吸引回復処理を行う。ここで、吸引回復処理
とは、液滴吐出ヘッド１４から強制的にインクを吸引することによって、液滴吐出ヘッド
１４内のインクを吐出に適した状態のインクに置き換える処理である。具体的には、図４
に示すような液滴吐出ヘッド１４のノズル形成面１４ａを、カム４５によって昇降可能に
構成されたキャップ４３を上昇させて覆うと共に、そのキャップ４３に連通する図示して
いないポンプによってキャップ４３内に負圧を発生させ、その負圧によってノズルからイ
ンクを強制的に吸引する処理である。
【００４１】
＜ワイピング機構＞
　ワイピング機構は、各液滴吐出ヘッド１４のノズル形成面１４ａのワイピング動作を行
うものであり、用紙搬送方向と垂直方向に複数の板状の部材からなるワイパブレード４４
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ａ、４４ｂと、このワイパブレード４４ａ、４４ｂを昇降させるカム４５と、用紙搬送方
向に水平移動させるワイパブレード移動機構４６と、を備える。
【００４２】
　ワイピング処理は、ワイパブレード４４ａ、４４ｂをカム４５により上昇させてワイパ
ブレード４４ａ、４４ｂがノズル形成面１４ａに接触可能な位置としてから、ワイパブレ
ード移動機構４６により水平方向に移動させることでワイパブレード４４ａ、４４ｂをノ
ズル形成面１４ａに接触させながらワイピングして、ノズル形成面１４ａに付着している
余剰インクや異物を払拭してノズル部が良好な吐出性能を維持できるようにするものであ
る。
【００４３】
　しかし、回復機構においてキャップ４３内を負圧にしてノズル内のインクを吸引する吸
引回復処理の後にワイピング処理を行うとすると、長時間の連続記録を行った場合には、
液滴を吐出する際に、用紙３にドットマトリックスとして画像を形成する液滴とは別に発
生する微小なサテライトが浮遊しながらノズル形成面１４ａに付着してしまう。このノズ
ル形成面１４ａに付着した液滴は増粘あるいは固化してしまうため、通常のワイピング処
理では、ワイパブレード本来のインク除去機能が十分に働かず、ノズル形成面１４ａから
十分にインクを除去することができないという問題があった。あるいは、ノズル形成面１
４ａに付着している増粘または固化したインクをノズル内に運ぶことがあり、このとき、
ノズルは吐出不良を起こしインクジェット記録装置は正常な印刷ができなくなるという問
題があった。
【００４４】
　上述した問題に対して本実施形態に係るインクジェット記録装置１では、吸引回復処理
でノズルより溢れたインクをノズル形成面１４ａ全体に拡散する専用ワイパブレード４４
ａを設置している。これにより、ワイピング処理の前にインクをノズル形成面１４ａ全体
に拡散する動作が追加され、増粘及び固化インクを溶解してワイパブレード４４ｂ本来の
インク除去機能を確保するとともに、増粘及び固化インクのノズル内への進入を防ぐこと
ができる。
【００４５】
　具体的には、キャリッジ１３を退避位置に移動させた後、回復機構４０のキャップ４３
を上昇させてノズル形成面１４ａに密着させる。この状態でキャップ４３内を負圧として
液滴吐出ヘッド１４内のインクを吸引排出させて、ノズル近傍をノズルから溢れたインク
で浸した状態とする。この状態でワイピングしてしまうとノズル近傍のみ増粘あるいは固
着インクが溶解された状態でのワイピングとなってしまう。しかし、本実施形態に係るイ
ンクジェット記録装置１では、図４に示すように、ワイピング機構に複数のワイパブレー
ド４４ａ、４４ｂが備えられていて、少なくとも１つは、吸引インクをノズル形成面全体
に拡散させる専用ワイパブレード４４ａとなっている。尚、本実施形態では吸引インクを
ノズル形成面全体に拡散させる専用ワイパブレード４４ａとインク除去するためのワイパ
ブレード４４ｂとの２つを備える例を挙げて説明するが、これに限定されるものではなく
、各々１以上設けられていればよい。
【００４６】
　図５の（ａ）及び図５の（ｂ）は、ワイピング処理を行っていない際の専用ワイパブレ
ード４４ａの例を示す。図５の（ｃ）及び図５の（ｄ）は、ワイピング処理を行っている
際の専用ワイパブレード４４ａの例を示す。以下、本実施形態に係るインクジェット記録
装置が備えるワイパブレードについて、説明する。
【００４７】
　図５の（ａ）に示すように、専用ワイパブレード４４ａにおけるノズル形成面１４ａと
接触する側の面の両端部には突起が設けられている。この専用ワイパブレード４４ａの両
端部に設けられた突起は、０．３ｍｍ程度であることが好ましいが、これに限定されるも
のではなく、適宜変更可能である。また、ワイピング処理を行っていない際には、図５の
（ｂ）に示すように、専用ワイパブレード４４ａはカム４５によって下降された位置にあ
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るため、ノズル形成面１４ａとは当接しない。
【００４８】
　他方、ワイピング処理時は、図５の（ｃ）及び図５の（ｄ）に示すように、カム４５に
より上昇された専用ワイパブレード４４ａは、ノズル形成面１４ａと当接する。その際、
専用ワイパブレード４４ａの両端部の突起のみがノズル形成面１４ａに接触し、中央部に
好ましくは０．１～０．３ｍｍの隙間を生じながらワイピングする。これにより、ノズル
形成面１４ａ全体に吸引インクを拡散することができる。尚、本実施形態では、中央部に
０．１～０．３ｍｍの隙間を生じながらワイピング処理を行う例を挙げて説明するが、こ
れに限定されるものではない。
【００４９】
　さらに、このワイパブレード４４ａはワイピング機構の移動方向の先頭に配置されてい
るため、図６の（ａ）及び図６の（ｂ）に示すように、ノズル形成面１４ａのクリーニン
グ前にノズル近傍に溢れているインクをワイピング方向に拡散することができ、さらにワ
イピング方向を前後させることでノズル形成面１４ａ全体に吸引インクが拡散される。そ
の後、図６の（ｃ）及び図６の（ｄ）に示すように、ノズル形成面１４ａに当接するワイ
パブレード４４ｂにより、ノズル形成面１４ａのクリーニングを行う。これにより、ノズ
ル形成面１４ａ全体の増粘及び固化インクを溶解することが可能となり、安定したインク
除去機能を確保することができる。
【００５０】
　また、本実施形態では、付着している増粘または固化インクを溶解するためのワイパブ
レード４４ａとノズル形成面１４ａをクリーニングするためのワイパブレード４４ｂとを
別個の専用ブレードとして備えているため、ワイパブレード上面に付着したインクによる
ワイパブレード後方へのインクの回り込みを減少させることができ、拭き残しを防止する
ことがでる。
【００５１】
　更に、ワイパブレード４４ａによってノズル形成面１４ａ上にインクを拡散し、ノズル
形成面１４ａ上にある増粘及び固化インクを溶解した後、ワイパブレード７ｂにてノズル
形成面５ａ上の全てのインクをワイピングすることにより、拭き残しのないワイピングを
行うこともできる。
【００５２】
　尚、本実施形態では、吸引インクをノズル形成面全体に拡散させる専用ワイパブレード
４４ａの形状として、ノズル形成面１４ａと接触する側の面であってノズル配列方向の両
端部に突起が設けられているものを例に挙げて説明したが、これに限定されるものではな
く、適宜変更可能である。
【００５３】
　また、例えば増粘あるいは固化してノズル形成面に付着した液滴を溶解しやすくするた
めに、ワイピング処理前に上記付着した液滴を溶解する液体をノズル形成面に塗布するよ
うにしてもよい。
【００５４】
　本実施形態により、ノズル形成面とワイピングブレードとの当接面の間に隙間がある状
態でワイピング処理を行うため、吸引インクをノズル形成面に残しながら均一に拡散させ
ることが可能となる。これにより、局所的な塗布不足の発生を低減して良好なインク吐出
性能を維持すことが可能となる。
【００５５】
　また、ノズル形成面をクリーニングする前に、ノズル形成面とワイパブレードの当接部
の中央部に隙間があるワイパブレードでワイピングするため、残存インクを有効に活用す
ることが可能となる。さらに、ノズル形成面とワイパブレードの間に隙間があるワイパブ
レードで前後方向にワイピングするため、ワイピング方向によらずノズル形成面全体に吸
引インクを拡散することが可能となる。これにより、効率的に良好なインク吐出性能を維
持すことが可能となる。



(10) JP 2011-25476 A 2011.2.10

10

20

30

40

【００５６】
　尚、各処理を、ＣＰＵが実行するためのプログラムは本発明によるプログラムを構成す
る。このプログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体としては、半導体記
憶部や光学的及び／又は磁気的な記憶部等を用いることができる。このようなプログラム
及び記録媒体を、前述した各実施形態とは異なる構成のシステム等で用い、そこのＣＰＵ
で上記プログラムを実行させることにより、本発明と実質的に同じ効果を得ることができ
る。
【００５７】
　以上好適な実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上述したインクジェット
記録装置及び液滴吐出手段の回復方法に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない
範囲で種々変更可能であるということは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５８】
　１　　インクジェット記録装置
　２　　画像形成部
　３　　用紙
　４　　給紙トレイ
　５　　用紙搬送機構
　６　　排紙トレイ
　７　　両面ユニット
　１３　　キャリッジ
　１４　　液滴吐出ヘッド
　１４ａ　　ヘッドノズル形成面
　１５　　インクカートリッジ
　２１　　給紙コロ
　２３　　搬送ガイド部
　２４　　搬送ローラ
　２５　　加圧コロ
　２６　　ガイド部材
　２７　　ガイド部材
　２８　　押し付けコロ
　３１　　駆動ローラ
　３２　　従動ローラ
　３３　　搬送ベルト
　３４　　帯電ローラ
　３５　　ガイドローラ
　４０　　回復機構
　４１　　モータ
　４２　　ガイドレール
　４３　　キャップ
　４４ａ　　ワイパブレード
　４４ｂ　　ワイパブレード
　４５　　カム
　４６　　ワイパブレード移動機構
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