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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液滴を吐出する複数の吐出ヘッドと、
　前記複数の吐出ヘッドの主走査方向への移動走査を案内する案内部材と、
　隣接する前記複数の吐出ヘッド同士が互いに直接接触するように、前記複数の吐出ヘッ
ドを主走査方向に並べた状態で一体に結合してヘッド集合体を形成する結合手段と、を備
え、
　前記複数の吐出ヘッドの各々は、主走査方向に互いに隣接する吐出ヘッドと係合する係
合部を前記結合手段として有し、
　前記複数の吐出ヘッドの内の少なくとも２つの吐出ヘッドは、主走査方向と直交する副
走査方向に互いにずらした位置に配置された状態で結合され、
　前記複数の吐出ヘッドを主走査方向と直交する副走査方向に互いにずらした位置に配置
したときに生じる空間において離れて対向する前記係合部同士を連結する連結部材が設け
られている
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置において、前記結合手段を構成する係合部が凹部及び凸
部であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の画像形成装置において、前記複数の吐出ヘッドには印字幅の異
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なる吐出ヘッドが含まれていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の画像形成装置において、前記複数の吐出ヘッドに
は単色の液滴を吐出する吐出ヘッドと複数色の液滴を吐出する吐出ヘッドが含まれている
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の画像形成装置において、主走査方向に主走査移動
することにより前記液滴が着弾する媒体の搬送路を清掃する清掃手段が、前記複数の吐出
ヘッドに前記結合手段で結合されていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の画像形成装置において、前記複数の吐出ヘッドは
前記ヘッド集合体の重心と主走査方向の中央値が近くなる組合せで組み合わされているこ
とを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の画像形成装置において、吐出ヘッドの維持回復を
行う複数の維持回復手段と、前記複数の維持回復手段が互いに接触するように並べた状態
で一体に結合して維持回復手段の集合体を形成する結合手段を備えていることを特徴とす
る画像形成装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の画像形成装置において、前記維持回復手段は、前記吐出ヘッドをキャ
ップ部材でキャップするキャッピング装置を備えていることを特徴とする画像形成装置。

【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吐出ヘッドを多種多様に組み合わる
ことが可能な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、これらの複合機等の画像形成装置として、例えば
記録液の液滴を吐出する吐出ヘッドを記録ヘッドを用いた液体吐出装置を含む画像形成装
置としてインクジェット記録装置などが知られている。この液体吐出方式の画像形成装置
は、記録ヘッドから記録液、例えばインク滴を、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、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をも意味する。また、液体とは記録
液、インクに限るものではなく、画像形成を行うことができる液体であれば特に限定され
るものではない。また、液体吐出装置とは、吐出ヘッドから液体を吐出する装置を意味す
る。
【０００４】
　このような画像形成装置を備えて画像を形成する画像形成装置において、例えば特許文
献１には各吐出ヘッドをホルダに保持し、各ホルダを結合することで、複数の吐出ヘッド
を主走査方向と直交する方向に主走査方向に位置をずらしながら結合して配置することが
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記載されている。
【特許文献１】米国特許明細書第６８９００５６号
【０００５】
　また、特許文献２、３にはキャリッジ上に記録ヘッドを搭載するモジュールユニットを
着脱可能に装着することが、特許文献４にはキャリッジ上にヘッドユニットを着脱可能に
装着することが、特許文献５にはノズル間ピッチよりも高い解像度で画像を形成するとき
のヘッド配置がそれぞれ記載されている。その他、特許文献６ないし８もある。
【特許文献２】特開２００５－２９７５５４号公報
【特許文献３】特開２００５－２６２６２９号公報
【特許文献４】特開２００５－０５８９４６号公報
【特許文献５】特開２００５－０７４９１９号公報
【特許文献６】特開２００１－２１９５７０号公報
【特許文献７】特開２００３－１９１４８３号公報
【特許文献８】特開２００５－２９７５５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のシリアル型画像形成装置にあっては、上述した特許文献２ないし８に記載されて
いるようにキャリッジのヘッドを搭載する構成を採用しているために、搭載する吐出ヘッ
ドの種類や吐出する液滴の色及びその数などが変更された場合には、それぞれについてキ
ャリッジを変更しなければならない。
【０００７】
　例えば、カラーの画像形成装置としては、黒（Ｋ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、
イエロー（Ｙ）の４つの吐出ヘッドを搭載した装置、染料インクのＫＭＣＹの４つの吐出
ヘッドとＫの文字を鮮明にするための顔料インク用の吐出ヘッドモジュールの５つの吐出
ヘッドを搭載した装置、ＫＭＣＹの４つの吐出ヘッドモジュールと写真等の画像品質を向
上するために第２のＭ、Ｃの吐出ヘッドの６つの吐出ヘッドを搭載した装置などが、ユー
ザーの要求に応じて提供されている。この場合、吐出ヘッドを搭載するキャリッジとして
は、４色用、５色用、６色用…とそれぞれ用意する必要がある。
【０００８】
　そこで、特許文献１に記載のように吐出ヘッドをそれぞれ独立したホルダに装着し、こ
のホルダを結合してヘッドホルダ集合体とすることが考えられるが、ヘッド数が増加する
にしたがって、ホルダ数も増加することになって、ヘッドホルダ集合体が大型化するとい
う課題があるとともに、主走査方向と直交する方向に結合されていくために強度が弱くな
るという課題がある。
【０００９】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、装置を大型化することなく拡張性や
メンテナンス性を向上すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　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、
　液滴を吐出する複数の吐出ヘッドと、
　前記複数の吐出ヘッドの主走査方向への移動走査を案内する案内部材と、
　隣接する前記複数の吐出ヘッド同士が互いに直接接触するように、前記複数の吐出ヘッ
ドを主走査方向に並べた状態で一体に結合してヘッド集合体を形成する結合手段と、を備
え、
　前記複数の吐出ヘッドの各々は、主走査方向に互いに隣接する吐出ヘッドと係合する係
合部を前記結合手段として有し、
　前記複数の吐出ヘッドの内の少なくとも２つの吐出ヘッドは、主走査方向と直交する副
走査方向に互いにずらした位置に配置された状態で結合され、
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　前記複数の吐出ヘッドを主走査方向と直交する副走査方向に互いにずらした位置に配置
したときに生じる空間において離れて対向する前記係合部同士を連結する連結部材が設け
られている
構成とした。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る画像形成装置によれば、装置を大型化することなく拡張性やメンテナンス
性を向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　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。本発明に係る画像形
成装置の一例について図１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
を説明する模式的説明図である。
　この画像形成装置は、給紙部、搬送部、印字部、排紙部から構成される、給紙部は、給
紙トレイ１０、給紙ローラ１１、分離パッド１２、手差し給紙トレイ１３等から構成され
、給紙トレイ１０にある被記録媒体を分離パッド１２により１枚に分離し、給紙ローラ１
１によって搬送部へと搬送する。搬送部は、搬送ローラ２０等から構成され、被記録媒体
を搬送ローラ２０によって印字部へと搬送する。
【００１７】
　印字部は、複数の吐出ヘッドを直接接触させて主走査方向に並べて一体的に着脱自在に
結合したヘッド集合体（ヘッドユニット）１、ヘッド集合体１を主走査方向に案内する案
内部材であるガイドロッド３１、搬送ローラ３２及び従動ローラ３３間に架け回された搬
送ベルト３４等より構成され、搬送ローラ２０によって送られてきた被記録媒体に、ヘッ
ド集合体１からインクを吐出して印字する。このとき、ヘッド集合体１はガイドロッド３
１に倣って主走査方向にスキャンする。また、本実施形態では印字部は装置本体とは着脱
可能となっている。印字後、被記録媒体は排紙部へと搬送される。排紙部４は反転排紙ロ
ーラ４０、排紙従動ローラ４１、排紙トレイ４２などから構成され、被記録媒体を排紙ト
レイ４２へと搬送排出する。
【００１８】
　次に、本発明の第１実施形態におけるヘッド集合体（ヘッドユニット）の異なる例につ
いて図２ないし図１１を参照して説明する。なお、図２ないし図１１はいずれもヘッド集
合体の模式的説明図である。
　図２のヘッド集合体１は、黒（Ｋ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、イエロー（Ｙ）
の４色の液滴を吐出する４個の吐出ヘッドモジュール２同士が互いに直接接触するように
主走査方向に並べた状態で一体に着脱自在に結合したものである。なお、以下では、単に
Ｋ、Ｍ、Ｃ、Ｙの表記をし、また図においてもＫＭＣＹを付記して吐出ヘッドモジュール
２を区別する（以下でも同様である。）。
【００１９】
　図３のヘッド集合体１は、２種類のＫ用の吐出ヘッドモジュール２とＭＣＹの合計５色
分の吐出ヘッドモジュール２を結合したものである。この場合、ノズル間ピッチの１／２
相当分相対的に副走査方向に位置をずらして配置した２種類のＫ用の吐出ヘッドモジュー
ル２や、染料インク用吐出ヘッドモジュール２と顔料インク用吐出ヘッドモジュール２の
２種類の吐出ヘッドモジュール２とする構成とする。
【００２０】
　図４のヘッド集合体１は、図２の４色の吐出ヘッドモジュール２と第２のＭ用と第２の
Ｃ用の吐出ヘッドモジュール２の合計６色の吐出ヘッドモジュール２を結合したものであ
る。
【００２１】
　図５のヘッド集合体１は、図３のヘッド集合体１に対して、Ｋ用のみ副走査方向（被記
録媒体送り方向）にも吐出ヘッドモジュール２を結合したものである。この場合、Ｋのみ
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の画像（モノクロ）の時は、１回の走査の印字幅が２倍となるので、モノクロ印字の印字
速度をカラー印字の速度の２倍にすることができる。
【００２２】
　図６のヘッド集合体１は、図３のヘッド集合体１に対して、Ｋ１用、Ｋ２用、Ｍ用、Ｃ
用、Ｙ用の各吐出ヘッドモジュール２も副走査方向に結合したもの、印字幅を２倍とし、
カラー印字速度の高速化を図るものである。
【００２３】
　図７のヘッド集合体１は、Ｋ１用の吐出ヘッドモジュール２と、Ｋ２及びＭ用の吐出モ
ジュール２と、Ｃ及びＹ用の吐出ヘッドモジュール２を主走査方向に結合するとともに、
Ｋ１用の吐出ヘッドモジュール２は副走査方向にも結合したものである。つまり、一つの
吐出ヘッドモジュール２に２列のノズル列があり、それぞれ異なる色又は種類（例えば染
料インクと顔料インク）のインクを吐出することができる吐出ヘッドモジュール２で、Ｋ
１用吐出ヘッドモジュール２は２つのノズル列からＫインクのみを吐出し、Ｋ２及びＭ用
吐出ヘッドモジュール２は２つのノズル列の一方からＫインクを、他方のノズル列からＭ
インクを吐出し、Ｍ及びＹ用吐出ヘッドモジュール２は２つのノズル列の一方からＭイン
クを、他方のノズル列からＹインクを吐出する。
【００２４】
　図８のヘッド集合体１は、搬送路である搬送ベルト３４上に付着した液滴を清掃する清
掃部材となるクリーニングモジュール５０と図３の構成のヘッド集合体１の吐出ヘッドモ
ジュール２を結合したものである。このクリーニングモジュール５０は、例えば、フェル
ト状の部材が上下に移動できるようにし、印字時は、上方に退避し、クリーニング時は下
方に移動して搬送ベルト３４に接触して主走査方向に往復移動することで搬送ベルト３４
面を清掃するものである。
【００２５】
　図９のヘッド集合体１は、図３のヘッド集合体１に対して、Ｋ用のみ副走査方向（被記
録媒体送り方向）にも２個の吐出ヘッドモジュール２を結合した（Ｋ用は３個が直列に結
合された）ものである。この場合、Ｋのみの画像（モノクロ）の時は、１回の走査の印字
幅が３倍となるので、モノクロ印字の印字速度をカラー印字の速度の３倍にすることがで
きる。
【００２６】
　図１０のヘッド集合体１は、図３のヘッド集合体１に対して、印字幅の異なる（ここで
は、相対的に他の吐出ヘッドモジュールに対して長い）Ｋ用の吐出ヘッドモジュール２Ａ
を副走査方向に結合したものである。この場合、吐出ヘッドモジュール２Ａの長さ（印字
幅）が他の吐出ヘッドモジュール２の２倍であるときには、Ｋのみの画像（モノクロ）の
時は１回の走査の印字幅が３倍となるので、モノクロ印字の印字速度をカラー印字の速度
の３倍にすることができる。
【００２７】
　図１１のヘッド集合体１は、印字幅の異なる（ここでは、相対的に他の吐出ヘッドモジ
ュールに対して長い）Ｋ１、Ｋ２用の吐出ヘッドモジュール２Ａと、Ｍ用、Ｃ用、Ｙ用の
各吐出ヘッドモジュール２を主走査方向に結合したものである。この場合、吐出ヘッドモ
ジュール２Ａの長さ（印字幅）が他の吐出ヘッドモジュール２の２倍であるときには、Ｋ
のみの画像（モノクロ）の時は１回の走査の印字幅が２倍となるので、モノクロ印字の印
字速度をカラー印字の速度の２倍にすることができる。
【００２８】
　このように複数の吐出ヘッド同士を互いに接触するように、主走査方向に並べた状態で
一体に結合しているので、大型化することなく、吐出ヘッドの数及び並び順を自由に組み
合わせることが容易となって拡張性が向上し、ユーザーの様々な要求（多色化、高画質等
）に対応することができ、また、キャリッジを装置ごとに変更する必要がなく、主走査方
向に並べることによって十分な強度も得られる。また、着脱自在に一体に結合することに
よってメンテナンス性や拡張性が更に向上する。
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【００２９】
　次に、１つの吐出ヘッドモジュール２の第１例について図１２ないし図１４を参照して
説明する。なお、図１２は吐出ヘッドモジュール２の側面説明図、図１３は同じく斜視説
明図、図１４は同じく図１３と反対側から見た斜視説明図である。
　吐出ヘッドモジュール２は、下面に吐出ヘッド２ａが設けられ、また、ガイドロッド３
１が挿通するガイド軸受部３が設けられているとともに、一方の側面（結合面）には丸穴
状凹部４が、他方の側面（結合面）には丸穴状凹部４と嵌合（係合）する円形凸部５が設
けられている。ここで、丸穴状凹部４及び円形凸部５は、それぞれ前後方向（結合時に副
走査方向に上流側と下流側になる位置）に２箇所、上下方向に３箇所の計６箇所に設けら
れ、一方の丸穴状凹部４に他方の円形凸部５を嵌合することで２つの吐出ヘッドモジュー
ル２が結合される。
【００３０】
　この吐出ヘッドモジュール２を結合したヘッド集合体１の一例について図１５及び図１
６を参照して説明する。なお、図１５はヘッド集合体の斜視説明図、図１６はヘッド集合
体の部分断面平面説明図である。
　このヘッド集合体１は、２つのＫ１用の吐出ヘッドモジュール２を副走査方向に位置を
ずらして主走査方向に結合し、ガイドロッド３１が挿通されるＫ１用の吐出ヘッドモジュ
ール２に副走査方向に位置をずらしてＫ２用の吐出ヘッドモジュール２を結合し、このＫ
２用の吐出ヘッドモジュール２にガイドロッド３１が挿通されるＫ２用の吐出ヘッドモジ
ュール２を結合し、さらに、ガイドロッド３１に沿って主走査方向にＭ用、Ｃ用、Ｙ用の
各吐出ヘッドモジュール２を順次結合している。
【００３１】
　次に、１つの吐出ヘッドモジュール２の第２例について図１７ないし図１９を参照して
説明する。なお、図１７は吐出ヘッドモジュール２の側面説明図、図１８は同じく斜視説
明図、図１９は同じく図１８と反対側から見た斜視説明図である。
　吐出ヘッドモジュール２は、下面に吐出ヘッド２ａが設けられ、また、ガイドロッド３
１が挿通するガイド軸受部３が設けられているとともに、一方の側面（結合面）には溝状
凹部６が、他方の側面（結合面）には溝状凹部４６嵌合（係合）するレール状凸部７が設
けられている。ここで、溝状凹部６及びレール状凸部７は、それぞれ前後方向（結合時に
副走査方向に上流側と下流側になる位置）に２箇所に設けられ、上方向からレール状凸部
７を他方の溝状凹部６に嵌め込むことによって２つの吐出ヘッドモジュール２が結合され
る。
【００３２】
　この吐出ヘッドモジュール２を結合したヘッド集合体１の一例について図２０及び図２
１を参照して説明する。なお、図２０はヘッド集合体の斜視説明図、図２１はヘッド集合
体の部分断面平面説明図である。
　このヘッド集合体１は、２つのＫ１用の吐出ヘッドモジュール２を副走査方向に位置を
ずらして主走査方向に結合し、ガイドロッド３１が挿通されるＫ１用の吐出ヘッドモジュ
ール２に副走査方向に位置をずらしてＫ２用の吐出ヘッドモジュール２を結合し、このＫ
２用の吐出ヘッドモジュール２にガイドロッド３１が挿通されるＫ２用の吐出ヘッドモジ
ュール２を結合し、さらに、ガイドロッド３１に沿って主走査方向にＭ用、Ｃ用、Ｙ用の
各吐出ヘッドモジュール２を順次結合している。
【００３３】
　次に、印字幅の異なる吐出ヘッドモジュール２を結合する場合のヘッド集合体について
図２２ないし図２４を参照して説明する。
　前述した図９のヘッド集合体１の構成において、Ｋ１、Ｋ２の吐出ヘッドモジュール２
が左端で副走査方向に結合して長いと、ヘッド集合体１の重心は、左側に寄り、主走査移
動（白抜き矢印）の往路、復路で荷重の受け方が異なってしまうことになる。
【００３４】
　そこで、図２２に示すように、３個のＫ１、Ｋ２の吐出ヘッドモジュール２を挟んでＭ
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用の吐出ヘッドモジュール２を左側に、Ｃ用、Ｙ用の各吐出ヘッドモジュール２を右側に
配置することで、主走査方向の中央位置に略重心が来るようになり、主走査移動の往路、
復路で荷重等の条件をほぼ同じにすることが可能になる。同様な理由から、図１０のヘッ
ド集合体１の構成では、図２３に示すように、印字幅の長いＫ１用、Ｋ２用の吐出ヘッド
モジュール２Ａを結合するＫ１、Ｋ２の吐出ヘッドモジュール２を挟んでＭ用の吐出ヘッ
ドモジュール２を左側に、Ｃ用、Ｙ用の各吐出ヘッドモジュール２を右側に配置すること
が好ましい。また、図１１のヘッド集合体１の構成では、図２４に示すように、印字幅の
長いＫ１用、Ｋ２用の吐出ヘッドモジュール２ＡとＭ用、Ｃ用、Ｙ用の各吐出ヘッドモジ
ュール２を交互に配置することが好ましい。
【００３５】
　次に、ヘッド集合体１の他の例について図２５及び図２６を参照して説明する。なお、
図２５は同ヘッド集合体１の平面説明図、図２６は同ヘッド集合体にダミーモジュールを
結合した状態の平面説明図、図２７は同ダミーモジュールがヘッドである。
　図２５に示すように、吐出ヘッドモジュール２を副走査方向に位置をずらして結合した
場合、吐出ヘッドモジュール２間に空間５１ができるので、図２６に示すように、この空
間内に吐出ヘッドモジュール２と同じ幅のダミーモジュール８を結合している。これによ
り、複数の吐出ヘッドモジュール２を隙間がないように一体化することができて、ヘッド
集合体１の傾きが防止され、位置精度が向上し、またヘッド集合体の重心位置を調整する
ことができる。
【００３６】
　この場合、ダミーモジュール８としては、図２７に示すように、印字中は上方に退避し
、搬送ベルト３４の清掃時に下方にクリーニング部材９が下降する、出し入れ自在なクリ
ーニング部材９を備えたものを用いることで、無駄がなくなる。これにより、各吐出ヘッ
ドの整列精度を保持したヘッド集合体とすることができ、かつ、被記録媒体の裏汚れを防
止することができる。
【００３７】
　次に、維持回復機構をモジュール化した実施形態について図２８ないし図３０を参照し
て説明する。なお、図２８はヘッド集合体、キャップモジュール集合体及びワイパモジュ
ール集合体の組合せ例を示す説明図、図２９はキャップモジュール集合体の説明に供する
側面説明図、図３０はワイパモジュール集合体の説明に供する側面説明図である。
　ヘッド集合体１の組合せに応じて吐出ヘッド２ａのノズル面をキャッピングするキャッ
プ部材を結合したキャップモジュール集合体６０、ノズル面をワイピングするワイパ部材
ワイパモジュールの集合体を結合したワイパモジュール７０を構成している。
【００３８】
　なお、キャップモジュール６０は図２９のようにモータ６２にてカム６３を回転しキャ
ップ６１を上下動させる構成とし、ワイパモジュール７０は図３０のようにモータ６２に
てカム６３を回転しワイパ７１を上下動させる構成としている。
【００３９】
　このように、互いに接触するように並べた状態で一体に結合したメンテナンス手段の集
合体を備えることによって、複数の吐出ヘッド同士を互いに直接接触するように主走査方
向に並べた状態で一体に結合したヘッド集合体の維持回復をすることができる。そして、
互いに接触するように並べた状態で一体に結合したメンテナンス手段の集合体に、キャッ
ピング部材を備えることで、ヘッド集合体のノズル面の保護、保湿を行うことができ、ワ
イパ部材を備えることで、ヘッド集合体のノズル面の清浄化を行うことができる。
【００４０】
　次に、本発明の第２実施形態に係るヘッド集合体の第１例について図３１ないし図３３
を参照して説明する。なお、図３１は同ヘッド集合体の斜視説明図、図３２は１つの吐出
ヘッドモジュール２の側面説明図、図３３は複数の吐出ヘッドモジュールを結合する共通
ホルダの側面説明図である。
　吐出ヘッドモジュール２は、上部に共通ホルダ（共通固定部材）１０１に設けた結合部
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材１０２に係合する係合溝部（切り欠き部）１０３が形成されている。共通ホルダ１０１
には、前記結合部材１０２とともにガイドロッド３１が貫通するガイド穴１０４が形成さ
れている。そして、各吐出ヘッドモジュール２の係合溝部１０３を共通ホルダ１０１の結
合部材１０２に嵌め込むことによって複数の吐出ヘッドモジュール２を一体に結合したヘ
ッド集合体１００を構成している。
【００４１】
　次に、同実施形態に係るヘッド集合体の第２例について図３４ないし図３６を参照して
説明する。なお、図３４は同ヘッド集合体の斜視説明図、図３５は１つの吐出ヘッドモジ
ュール２の側面説明図、図３６は複数の吐出ヘッドモジュールを結合する共通ホルダの側
面説明図である。
　吐出ヘッドモジュール２は、上部に共通ホルダ１１１に設けた棒状の位置決め部材でも
ある結合部材１１２に係合する係合穴部１１３が形成されている。共通ホルダ１１１には
、前記結合部材１１２とともにガイドロッド３１が貫通するガイド穴１１４が形成されて
いる。そして、各吐出ヘッドモジュール２の係合穴部１１３を共通ホルダ１１１の結合部
材１１２に嵌め込むことによって複数の吐出ヘッドモジュール２を一体に結合したヘッド
集合体１００を構成している。
【００４２】
　次に、同実施形態に係るヘッド集合体の第３例について図３７を参照して説明する。な
お、図３７は同ヘッド集合体の平面説明図である。
　共通ホルダ１１１には副走査方向に３本の棒状の位置決め部材（結合部材）１１２を設
けている。なお、第１例の構成のようにレール状結合部材１０１とすることもできる。こ
れにより、吐出ヘッドモジュール２を副走査方向対してずらして隙間無く結合させること
ができる。
【００４３】
　なお、このヘッド集合体１００における吐出ヘッドモジュール２の組合せ例は前述した
図２ないし図１１の形態とすることができる。また、図３８に示すようにダミー吐出ヘッ
ドモジュール８を結合することもでき、また、図３９に示すように、このダミー吐出ヘッ
ドモジュール８は、前述したように昇降する清掃部材９を含むモジュールとすることもで
きる。なお、この実施形態におけるダミー吐出ヘッドモジュール８は、固定部材１１１の
位置決め部材１１２が貫通する位置決め穴１２３、ガイドロッド３１が貫通するガイド穴
１２４を有している。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る画像形成装置の全体構成を示す模式的説明図である。
【図２】本発明の第１実施形態におけるヘッド集合体の組合せ例の第１例を示す平面説明
図である。
【図３】同じく第２例を示す平面説明図である。
【図４】同じく第３例を示す平面説明図である。
【図５】同じく第４例を示す平面説明図である。
【図６】同じく第５例を示す平面説明図である。
【図７】同じく第６例を示す平面説明図である。
【図８】同じく第７例を示す平面説明図である。
【図９】同じく第８例を示す平面説明図である。
【図１０】同じく第９例を示す平面説明図である。
【図１１】同じく第１０例を示す平面説明図である。
【図１２】同実施形態における１つの吐出ヘッドモジュールの第１例を示す側面説明図で
ある。
【図１３】同吐出ヘッドモジュールの斜視説明図である。
【図１４】同吐出ヘッドモジュールの図１３と逆方向から見た斜視説明図である。
【図１５】同吐出ヘッドモジュールを含むヘッド集合体の一例を示す斜視説明図である。
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【図１６】同ヘッド集合体の一部断面平面説明図である。
【図１７】同実施形態における１つの吐出ヘッドモジュールの第２例を示す側面説明図で
ある。
【図１８】同吐出ヘッドモジュールの斜視説明図である。
【図１９】同吐出ヘッドモジュールの図１３と逆方向から見た斜視説明図である。
【図２０】同吐出ヘッドモジュールを含むヘッド集合体の一例を示す斜視説明図である。
【図２１】同ヘッド集合体の一部断面平面説明図である。
【図２２】印字幅の異なる吐出ヘッドモジュールを結合する場合の配列例の第１例の説明
に供する模式的説明図である。
【図２３】同じく配列例の第２例の説明に供する模式的説明図である。
【図２４】同じく配列例の第３例の説明に供する模式的説明図である。
【図２５】印字幅を異にして吐出ヘッドモジュールを結合した場合に形成される空間の説
明に供する模式的平面説明図である。
【図２６】同じく空間にダミー吐出ヘッドモジュールを結合した例を説明する平面説明図
である。
【図２７】ダミー吐出ヘッドモジュールの一例を示す側面説明図である。
【図２８】ヘッド集合体、キャップモジュール集合体、ワイパモジュール集合体の組合せ
例の説明に供する説明図である。
【図２９】同キャップモジュール集合体の説明に供する側面説明図である。
【図３０】同ワイパモジュール集合体の説明に供する側面説明図である。
【図３１】本発明の第２実施形態の第１例のヘッド集合体を示す斜視説明図である。
【図３２】同じく吐出ヘッドモジュールを示す側面説明図である。
【図３３】同じく共通ホルダを示す側面説明図である。
【図３４】同実施形態の第２例のヘッド集合体を示す斜視説明図である。
【図３５】同じく吐出ヘッドモジュールを示す側面説明図である。
【図３６】同じく共通固定部材を示す側面説明図である。
【図３７】同実施形態の第３例のヘッド集合体を示す平面説明図である。
【図３８】同じくダミー吐出ヘッドモジュールを結合した例を示す平面説明図である。
【図３９】同じくダミー吐出ヘッドモジュールを清掃部材とした例を示す側面説明図であ
る。
【符号の説明】
【００４５】
　　１，１００…ヘッド集合体
　　２…吐出ヘッドモジュール
　　１０１、１１１…共通固定部材
　　８…ダミー吐出ヘッドモジュール
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              特開２００１－６３０８４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　　２／０１　　　　
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