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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出する複数のノズルを有するインクジェットヘッドと、
　前記インクジェットヘッドに第１のインク経路で前記インクを供給し、前記ノズルの位
置よりも高い位置に第１の液面が設定される第１のインクタンクと、前記第１のインクタ
ンク内を大気開放する第１の弁と、前記インクジェットヘッドから流出した未吐出の前記
インクを送液する第２インク経路に接続し、前記ノズルの位置よりも低い位置に第２の液
面が設定される第２のインクタンクと、前記第２のインクタンクを大気開放する第２の弁
と、で構成されるインク循環経路と、
　前記インクジェットヘッドの前記ノズルからメンテナンス時に前記ノズルから吐出され
たインクを収容する第３のインクタンクと、前記第３のインクタンクを大気開放する第３
の弁と、で構成されるインク経路と、を有する画像形成装置におけるインクジェットヘッ
ドのメンテナンス方法であって、
　第１のインクタンク及び前記第２のインクタンクを共に加圧又は、第３のインクタンク
を減圧することにより、前記インクジェットヘッド内のインクに対して、メニスカスが形
成されている圧力よりも、強い正圧若しくは強い負圧を与えることで、前記ノズルから強
制的にインクを噴射させるパージ処理と、
　前記パージ処理の後に、前記第１乃至第３の弁により、前記第１乃至第３のインクタン
ク内を大気開放して、前記インクジェットヘッド内のインクに対して与えられていた前記
強い正圧若しくは前記強い負圧を解除する圧力設定処理と、
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　前記インクジェットヘッド内の圧力を前記解除した後、前記第１の弁の閉じるタイミン
グを、前記第２の弁を閉じるタイミングに対して遅くする遅延処理を行い、前記インクジ
ェットヘッド内のインクに対して、インクがノズルから溢れ出すことの無い微正圧を与え
る微正圧設定処理と、
　前記インクジェットヘッド内のインクに対して前記微正圧が設定されている状態で、前
記ノズル周辺を払拭するワイピング処理と、
を実行することを特徴とするインクジェットヘッドのメンテナンス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクを吐出スルノズルを有して該ノズルを微正圧に保持するインクジェッ
トヘッドのメンテナンス方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェットプリンタでは、ノズルからインクを噴射するインクジェットヘッドに於
いて、インクジェットヘッド内部をやや負圧にして、ノズルにインクメニスカスを形成し
、圧力室に所定の圧力波を発生させることでノズルからインクを噴射させている。したが
って、ノズルにメニスカスを形成することは、インクジェットヘッドの噴射特性を維持す
る上で重要である。
【０００３】
　インクジェットヘッドでは、ノズルへの異物の付着、或いは気泡の混入等により、往々
にしてメニスカスが破壊されることがある。その際、メニスカスを再形成するために、メ
ンテナンスと称される動作が実施される。すなわち、パージ動作と称される、圧力室に正
圧をかけてノズルからインクを強制的にあふれ出させる動作により、異物や気泡を除去し
た後、ワイプ動作と称される、ノズル面に残留したインクをふき取る動作を実行すること
で、メニスカスを再形成している。
【０００４】
　下記特許文献１では、圧力室を微正圧と称される、ノズルからインクが実質的にあふれ
出さない程度の弱い正圧にした状態でワイプ動作を実施する技術が開示されている。これ
によって、ワイプ動作によるノズルへの空気の押し込みや、ノズル外に排出された異物が
再度吸い込まれることを抑制している。
【特許文献１】特開２００５－２３１３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１に於いて開示されている微正圧生成方法は、加圧パージ
に於いてノズル部に発生させた圧力を、ノズル部と連通した箇所の電磁弁を所定時間大気
開放することで微正圧にまで落とすという制御方法である。
【０００６】
　この制御方法では、大気開放時の単位時間当たりの圧力変動が大きいため、電磁弁の応
答性のばらつきや大気開放部の経路長ばらつき等の影響により、ノズル部の微正圧がばら
ついてしまい、所望の微正圧に制御することが難しかった。
【０００７】
　また、大気開放部の経路を長く、或いは細くすることで、単位時間当たりの圧力変動を
小さくする構成にすると、非常に細長い経路が必要となってしまう等、現実的ではないも
のであった。
【０００８】
　したがって本発明の目的は、ワイプ動作時に、ばらつきの少ない微正圧生成を行うこと
ができるインクジェットヘッドのメンテナンス方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明に従う実施形態は、インクを吐出する複数のノズルを有するインクジェットヘッ
ドと、前記インクジェットヘッドに第１のインク経路で前記インクを供給し、前記ノズル
の位置よりも高い位置に第１の液面が設定される第１のインクタンクと、前記第１のイン
クタンク内を大気開放する第１の弁と、前記インクジェットヘッドから流出した未吐出の
前記インクを送液する第２インク経路に接続し、前記ノズルの位置よりも低い位置に第２
の液面が設定される第２のインクタンクと、前記第２のインクタンクを大気開放する第２
の弁と、で構成されるインク循環経路と、前記インクジェットヘッドの前記ノズルからメ
ンテナンス時に前記ノズルから吐出されたインクを収容する第３のインクタンクと、前記
第３のインクタンクを大気開放する第３の弁と、で構成されるインク経路と、を有する画
像形成装置におけるインクジェットヘッドのメンテナンス方法であって、第１のインクタ
ンク及び前記第２のインクタンクを共に加圧又は、第３のインクタンクを減圧することに
より、前記インクジェットヘッド内のインクに対して、メニスカスが形成されている圧力
よりも、強い正圧若しくは強い負圧を与えることで、前記ノズルから強制的にインクを噴
射させるパージ処理と、前記パージ処理の後に、前記第１乃至第３の弁により、前記第１
乃至第３のインクタンク内を大気開放して、前記インクジェットヘッド内のインクに対し
て与えられていた前記強い正圧若しくは前記強い負圧を解除する圧力設定処理と、前記イ
ンクジェットヘッド内の圧力を前記解除した後、前記第１の弁の閉じるタイミングを、前
記第２の弁を閉じるタイミングに対して遅くする遅延処理を行い、前記インクジェットヘ
ッド内のインクに対して、インクがノズルから溢れ出すことの無い微正圧を与える微正圧
設定処理と、前記インクジェットヘッド内のインクに対して前記微正圧が設定されている
状態で、前記ノズル周辺を払拭するワイピング処理と、を実行するインクジェットヘッド
のメンテナンス方法を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ワイプ動作時に、ばらつきの少ない微正圧生成を行うことができるイ
ンクジェットヘッドのメンテナンス方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００１３】
　　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置であるインクジェットプリンタ１
０の構成を示したブロック図である。
【００１４】
　図１に於いて、このインクジェットプリンタ１０は、メインインクタンク１１と、電磁
弁１２、１３、２１、３１と、制御装置１５と、上流タンク２０と、下流タンク３０と、
加圧ポンプ３４と、循環ポンプ３５と、インクジェットヘッド４０と、記録媒体搬送部４
３と、メンテナンスユニット５０と、廃液タンク５１と、を有して構成される。
【００１５】
　前記メインインクタンク１１は、液体であるインクを収容するもので、圧力発生部であ
る上流タンク２０とインクチューブにより連通している。電磁弁１２は、メインインクタ
ンク１１の大気開放状態を制御するための弁である。電磁弁１３は、メインインクタンク
１１と上流タンク２０の連通状態を制御するための弁である。
【００１６】
　上流タンク２０は、メインインクタンク１１、記録ヘッドであるインクジェットヘッド
４０、及び循環ポンプ３５と、インクチューブを介して接続されている。また、上流タン
ク２０は、圧力発生部である下流タンク３０よりも鉛直上方に位置する。電磁弁２１は、
上流タンク２０の大気開放状態を制御するための電磁弁である。
【００１７】
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　インクジェットヘッド４０は、インクチューブによって上流タンク２０及び下流タンク
３０と接続されている。また、インクジェットヘッド４０は、上流タンク２０よりも鉛直
下方、且つ、下流タンク３０よりも鉛直上方に位置している。そして、インクジェットヘ
ッド４０は、対向する記録媒体４２に向けて、所定のタイミングで所定量のインク滴４１
を噴射する。
【００１８】
　媒体搬送手段である記録媒体搬送部４３は、インクジェットヘッド４０の動作と連動し
て記録媒体４２を所定の方向に搬送する。
【００１９】
　下流タンク３０は、インクジェットヘッド４０、循環ポンプ３５とインクチューブで接
続されており、上流タンク２０より鉛直下方に位置する。そして、電磁弁３１は、下流タ
ンク３０の大気開放状態を制御する電磁弁である。
【００２０】
　循環ポンプ３５は、下流タンク３０及び上流タンク２０とインクチューブで接続されて
おり、下流タンク３０から上流タンク２０へのインクの汲み上げを行う。
【００２１】
　このように、上流タンク２０、インクジェットヘッド４０、下流タンク３０、循環ポン
プ３５はインクチューブによる循環経路をなしている。画像形成動作が実施される時、イ
ンクはこの循環経路を循環する。
【００２２】
　前記上流タンク２０及び下流タンク３０には、それぞれ上流タンク２０及び下流タンク
３０の液面高さを検出するための上流タンク液面センサ２２及び下流タンク液面センサ３
２が設けられている。
【００２３】
　また、下流タンク３０には、パージ手段としての加圧ポンプ３４が接続されており、外
気を下流タンク３０に送り込むことで、前述した循環経路を加圧することができる。
【００２４】
　制御装置１５は、上流タンク液面センサ２２及び下流タンク液面センサ３２を含めたイ
ンクジェットプリンタ１０の全てのセンサ類の信号を受信し、それに基づいてインクジェ
ットヘッド４０、媒体搬送部４３、電磁弁１２、１３、２１、３１、加圧ポンプ３４、循
環ポンプ３５を含めたインクジェットプリンタ１０の全ての駆動部分の駆動制御を行うも
のである。
【００２５】
　メンテナンスユニット５０は、インクジェットヘッド４０をメンテナンスするための装
置である。メンテナンスユニット４０は、非メンテナンス時には、媒体搬送部４３の下方
の待機位置にあるが、メンテナンス時には図示されない輸送手段によってメンテナンスユ
ニット５０及び媒体搬送部４３が移動させられることで、インクジェットヘッド４０と媒
体搬送部４３との間に移動し、メンテナンス動作がなされる。
【００２６】
　尚、廃液タンク５１は、メンテナンスユニット５０と接続されている。メンテナンス動
作により発生した廃液がメンテナンスユニット５０から流下し、廃液タンク５１に保管さ
れる。
【００２７】
　次に、インク循環時の各部の動作について説明する。
【００２８】
　循環動作時、電磁弁２１は開状態、電磁弁３１は閉状態であって、上流タンク２０は大
気開放、下流タンク３０は密閉されている。この状態で循環ポンプ３５を駆動させると、
下流タンク３０から上流タンク２０へインクが送られる。下流タンク３０は密閉されてい
るため負圧となり、その結果、上流タンク２０からインクジェットヘッド４０を経由して
下流タンク３０へインクが流れてくる。このとき、インクジェットヘッド４０が画像形成
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に好適な所定の負圧となるように、循環ポンプ３４が制御される。画像形成動作は、この
インク循環時に行われる。
【００２９】
　尚、本発明に於いて、正圧、負圧とは、常にゲージ正圧、ゲージ負圧のことを指すもの
とする。
【００３０】
　インク非循環時には、電磁弁２１は閉状態、電磁弁３１は開状態で、循環ポンプ３５は
停止している。これによって、インクジェットヘッド４０は負圧となる。画像形成動作が
行われない待機時、電源オフ（ＯＦＦ）時等には、インク非循環となる。
【００３１】
　以上のように、循環時、待機時共にインクジェットヘッド４０は負圧になっている。し
たがって、インクジェットヘッド４０のノズル（図示せず）には、凹んだメニスカスが形
成される。このメニスカスの表面張力により、インクジェットヘッド４０が微正圧、ここ
では例えば１ｋＰａ以下程度の小さな正圧になっても、ノズルからインクが溢れ出すこと
はない。これ以上の正圧となると、メニスカスが破壊されてインクがノズルから溢れ出す
ことになる。同様に、微負圧は、例えば－１ｋＰａ以下程度の小さな負圧であって、ノズ
ルから外気を吸い込むことはない圧力を意味するものとする。
【００３２】
　そして、インクジェットヘッド４０の画像形成動作によって、循環経路内のインクが所
定量以下になったことが上流タンク液面センサ２２、及び下流タンク液面センサ３２の出
力信号から所定のアルゴリズムにより判定される。すると、電磁弁１２及び１３が共に開
状態となり、メインインクタンク１１から上流タンク２０へインクが補給される。これに
よって、インク循環経路のインク量は常に適正に保たれる。
【００３３】
　次に、メンテナンス動作について説明する。
【００３４】
　図２（ａ）は、メンテナンス開始時に於けるインクジェットヘッド４０近傍の構成を表
した図である。
【００３５】
　メンテナンス開始時、インクジェットヘッド４０はインクパン５２に覆われており、メ
ンテナンス廃液が飛散するのが抑制される。払拭手段である払拭部５３は、ノズル面４５
を払拭するブレード５５及び該ブレード５５を支持する支持部材５６から構成される。
【００３６】
　ブレード５５はノズル面４５を傷つけない硬度のもので、例えば、バイトン、テフロン
（登録商標）等で構成されている。また、ブレード５５は、上端がノズル面４５よりも、
例えば１ｍｍ程度高くなるように、その高さが調整されている。支持部材５６は、金属、
プラスチック等、ある程度の剛性を備えたものが好適である。支持部材５６は、レール５
７と勘合しており、払拭部５５はレール５７に沿って、図示されない搬送手段によってノ
ズル４５のノズル並び方向に搬送される。循環ポンプ３５は、メンテナンス動作を通して
動作しない。
【００３７】
　次に、図２（ａ）～（ｄ）及び図３（ａ）～（ｅ）を参照して、本実施形態の特徴部分
であるメンテナンス動作の詳細を説明する。
【００３８】
　図２（ａ）～（ｄ）はメンテナンスの動作を説明するための図であり、図３（ａ）はメ
ンテナンス動作中のインクジェットヘッド４０のノズルのゲージ圧の経時変化を説明する
ためのタイミングチャート、図３（ｂ）～（ｅ）はメンテナンス動作に係る電磁弁２１、
電磁弁３１、加圧ポンプ３４、払拭部材５３の各動作を説明するためのタイミングチャー
トである。
【００３９】
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　メンテナンス動作は、記録媒体４２上に白筋が見られた場合等に、ユーザがメンテナン
スコマンドを入力する、或いは、所定枚数の印刷が行われた後の自動メンテナンス等、に
より開始される。メンテナンスコマンドは、図示されないキーボードやポインティングデ
バイス（マウス）等により入力されるもので、この入力に基づいて制御装置１５が動作を
開始させる。
【００４０】
　メンテナンス動作が開始される（図３（ａ）の領域Ａ参照）と、循環ポンプ３５が停止
され、媒体搬送部４３は印字位置から所定の退避位置に移動される。また、メンテナンス
ユニット５０はノズル面４５に対向する位置に移動されて、図２（ａ）に示される位置関
係となる。
【００４１】
　次に、パージ動作が実行される（図３（ａ）の領域Ｂ参照）。パージ動作に於いては、
先ず、電磁弁２１、３１が閉じられ、次に加圧ポンプ３４によって下流タンク３０、及び
インク経路を通して、上流タンク２０が加圧される。この時、インクジェットヘッド４０
のゲージ圧は、例えば２０ｋＰａとなっている。このため、図２（ｂ）に示されるように
、ノズルからインク滴４６が溢れ出してインクパン５２に垂れ落ち（インク４７）、また
一部のインクはノズル面４５に滴（インク滴４６）となって残る。
【００４２】
　そして、所定時間経過後（図３（ａ）の領域Ｃ参照）、電磁弁２１、３１が開かれて、
上流タンク２０、下流タンク３０が大気圧に戻される。その後、電磁弁３１が閉じた後、
電磁弁２１が遅れたタイミングで閉じられると、ノズル圧が微正圧になる。本実施形態に
於いて、ノズル圧とは、インクジェットヘッド４０のノズル近傍のインク、或いは、メニ
スカスに於けるゲージ圧力を指す。
【００４５】
　ノズル面４５と上流タンク２０の液面及び下流タンク３０の液面の位置関係、タンク体
積、インク経路寸法等に依存するが、概ね１００ｍｓ単位でのタイミングの制御でよい。
【００４６】
　次に、図２（ｃ）に示されるように、払拭部材５３が送られる（図３（ａ）の領域Ｄ参
照）ことで、ノズル面４５に存在する残留インク滴４６が取り払われて、メニスカスが形
成される。この時、微正圧の作用によりメニスカスはノズルから微少に出っ張っているが
、メニスカスが破壊されるほどの大きさではないため、溢れ出すことはない。
【００４７】
　その後、払拭部材５３がノズル面４５を通り過ぎると、電磁弁３１が開放されてメンテ
ナンス動作が終了し、待機状態となる（図３（ａ）の領域Ａ′参照）。
【００４８】
　最後に、メンテナンスユニット５０が所定の退避位置へ移動され、払拭部材５３が初期
位置へ戻り、媒体搬送部４３が所定の印字位置へ戻ることで、メンテナンス動作が終了す
る。
【００４９】
　尚、本第１の実施形態では、必ずしも領域Ｃに於ける下流タンク３０の大気開放は要さ
ない。例えば、インクジェットヘッド４０と下流タンク３０との経路上に弁が存在するシ
ステムであれば、領域Ｂ初頭から領域Ａ′まで当該弁を閉じる制御とし、電磁弁２１、加
圧ポンプ３４、払拭部材５３等は、前述と同様の制御としてもよい。この場合、領域Ｃに
於いて生成される微正圧は、ノズル面４５と上流タンク２０との高低差のみによって決定
されることとなる。
【００５０】
　このように、本実施形態で用いられた、パージ後に一度インク系を大気圧に戻してから
微正圧を生成する方法によれば、パージ直後にインク系を大気圧に戻す過程に於いて微正
圧を生成する方法に比べ、微正圧生成時に於ける単位時間当たりの圧力変化が少ない。そ
のため、微正圧の機差を少なくすることができ、その結果ワイプ時にノズルからのインク
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の溢れ出しや、ノズルへの異物の混入の少ないインクジェットプリンタを実現することが
できる。
【００５１】
　更に、本第１の実施形態は、部材の追加を必要とせず、インク循環に使用するインクタ
ンク及び電磁弁の制御のみで微正圧を生成することができる。
【００５２】
　　（変形例）
　次に、本発明の第１の実施形態の変形例を説明する。
【００５３】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置であるインクジェットプリンタ１
０の構成を示したブロック図である。
【００５４】
　尚、この変形例に於いて、前述した第１の実施形態と同様である部分については説明を
省略し、主として異なる点についてのみ説明する。
【００５５】
　本変形例では、パージ手段として、加圧ポンプ３４に代えて、廃液タンク５１に取り付
けられた吸引ポンプ６２が用いられている。また、廃液タンク５１の大気開放状態を制御
する電磁弁６１が取り付けられている。
【００５６】
　また、図５（ａ）～（ｄ）に示されるように、インクパン５２ａは、インクジェットヘ
ッド４０に密着できる開口部形状となっている。
【００５７】
　吸引ポンプ６２が廃液タンク５１に負圧を発生させることで、インクパン５２ａがイン
クジェットヘッド４０に対してパージ動作を行う。パージ動作に於ける各部の動作は、図
６（ａ）～（ｆ）のタイミングチャートに示されるとおりである。図６（ａ）はメンテナ
ンス動作中のインクジェットヘッド４０のノズルのゲージ圧の経時変化を説明するための
タイミングチャート、図６（ｂ）～（ｆ）はメンテナンス動作に係る電磁弁２１、電磁弁
３１、電磁弁６４、吸引ポンプ６２、払拭部材５３の各動作を説明するためのタイミング
チャートである。
【００５８】
　すなわち、メンテナンス動作が開始される（図６（ａ）の領域Ａ参照）と、循環ポンプ
３５が停止され、媒体搬送部４３は印字位置から所定の退避位置に移動される。すると、
メンテナンスユニット５０がノズル面４５に対向する位置に移動され、図５（ａ）に示さ
れるような位置関係となる。
【００５９】
　次に、パージ動作が実行される（図６（ａ）の領域Ｂ参照）。パージ動作に於いては、
先ず、電磁弁２１、３１、６１が閉じられ、次に吸引ポンプ６２により廃液タンク５１が
減圧される。この時、インクパン５２ａのゲージ圧は、例えば－２０ｋＰａとなっている
。このため、図５（ｂ）に示されるように、ノズルからインクが溢れ出してインクパン５
２ａに垂れ落ち（インク４７）、また、一部のインクはノズル面４５に滴（インク滴４６
）となって残る。
【００６０】
　そして、所定時間経過後（図６（ａ）の領域Ｃ参照）、電磁弁２１、３１、６２が開か
れ、上流タンク２０、下流タンク３０、廃液タンク５１が大気圧に戻された後、電磁弁２
２１、３１が所定のタイミング差で再度閉じられると、ノズル圧が微正圧になる。すると
、インクジェットヘッド４０のノズルでは、下流タンク３０に起因する負圧よりも上流タ
ンク２０に起因する正圧が上回り、微正圧が生成される。
【００６１】
　次に、図５（ｃ）に示されるように、払拭部材５３が送られる（図６（ａ）の領域Ｄ参
照）ことで、ノズル面４５に存在する残留したインク滴４６が取り払われ、メニスカスが
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形成される。
【００６２】
　そして、払拭部材５３がノズル面４５を通り過ぎる（図６（ａ）の領域Ａ′参照）と、
電磁弁６１が開放されてメンテナンス動作が終了し、待機状態となる。
【００６３】
　最後に、メンテナンスユニット５０が所定の退避位置へ移動され、払拭部材５３が初期
位置へ戻り、媒体搬送部４３が所定の印字位置へ戻る。これによって、メンテナンス動作
が終了する。
【００６４】
　尚、本実施の形態に於いて、必ずしも前述した領域Ｃに於ける下流タンク３０の大気開
放は要さない。例えば、インクジェットヘッド４０と下流タンク３０との経路上に弁が存
在するシステムであれば、領域Ｂの初頭から領域Ａ′まで当該弁を閉じる制御とし、加圧
ポンプ３４、払拭部材５３等は前述と同様の制御としても良い。この場合、インクジェッ
トヘッド４０と下流タンク３０の液面との高低差による負圧は発生しないため、高度Ｈが
大きい場合に好適である。
【００６５】
　以上のように、本変形例によれば、吸引パージを行うメンテナンスシステムにも適用可
能である。
【００６６】
　　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００６７】
　前述した第１の実施形態及びその変形例は画像形成時にインク循環させるタイプのイン
クジェットプリンタについて説明したが、この第２の実施形態は画像形成時にインク循環
を行わないタイプのインクジェットプリンタの例である。
【００６８】
　尚、この第２の実施形態に於いて、図１乃至図６に示される第１の実施形態と同一の部
分には同一の参照番号を付して説明を省略し、主として異なる部分の構成及び動作につい
て説明する。
【００６９】
　図７は、本発明の第２の実施形態に係る画像形成装置であるインクジェットプリンタ１
０ｂの構成を示したブロック図である。また、図８（ａ）及び（ｂ）はメンテナンスの動
作を説明するための図であり、図９（ａ）はメンテナンス動作中のインクジェットヘッド
４０のノズルのゲージ圧の経時変化を説明するためのタイミングチャート、図９（ｂ）～
（ｅ）はメンテナンス動作に係るピストン７１のストッパ位置、電磁弁３１、加圧ポンプ
３４、払拭部材５３の各動作を説明するためのタイミングチャートである。
【００７０】
　本第２の実施形態では、上流タンク２０は省略されており、メインインクタンク１１は
下流タンク３０と接続されている。下流タンク３０とインクジェットヘッド４０とを接続
する経路に於いて、ノズル面４５よりも所定高さ高い位置に、微正圧生成手段である分枝
部７０が水平に延出されている。
【００７１】
　分枝部７０には、ピストン７１が挿入されており、該ピストン７１を挟むように、ピン
状のストッパ７２、７３がインク経路の中心付近まで動径方向に差し込まれている。ピス
トン７１のストッパ７２側はインク経路と連通しており、ストッパ７３側は大気開放され
ている。ピストン７１は滑らかに動作することができ、例えば、電磁弁３１が開いている
ときは、図８（ａ）に示されるように、速やかにストッパ７２に接触するまで移動する。
【００７２】
　或いは、下流タンク３０の液面とピストン７１との高低差により発生する水頭圧以上に
下流タンク３０が加圧されると、図８（ｂ）に示されるように、ピストン７１は速やかに
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、ストッパ７２の位置からストッパ７３の位置まで、例えば１秒程度で移動する。
【００７３】
　尚、ストッパ７２位置からストッパ７３位置までは、後述するピストンの運動を妨げな
い距離が確保されているものとする。ピストン７１は、軽量の材質が望ましく、ポリエチ
レン、ポリプロピレン、アクリル等の樹脂や、金属ならばアルミニウム等が好適である。
更には、中空としておくと、尚良い。
【００７４】
　次に、図９（ａ）～（ｅ）を参照して、本第２の実施形態に於けるメンテナンス動作の
詳細を説明する。
【００７５】
　メンテナンス動作が開始される（図９（ａ）の領域Ａ参照）と、媒体搬送部４３は印字
位置から所定の退避位置に移動され、メンテナンスユニット５０がノズル面４５に対向す
る位置に移動され、図２（ａ）に示される位置関係となる。
【００７６】
　次に、パージ動作が実行される（図９（ａ）の領域Ｂ参照）。パージ動作に於いては、
先ず、電磁弁３１が閉じられ、次に加圧ポンプ３４により下流タンク３０が加圧される。
この時、インクジェットヘッド４０のゲージ圧は、例えば２０ｋＰａとなっている。この
ため、図２（ｂ）に示されるように、ノズルからインクが溢れ出してインクパン５２に垂
れ落ち（インク４７）、また一部のインクはノズル面４５に滴となって残る。この時、ピ
ストン７１はストッパ７３位置まで移動する。
【００７７】
　そして、所定時間経過後（図９（ａ）の領域Ｃ参照）、電磁弁３１が開らかれ、下流タ
ンク３０が大気圧に戻された後、電磁弁３１が閉じられる。この後、ピストン７１の外側
から大気圧が作用され、ピストン７１がストッパ７２方向へ移動され、ノズル圧が微正圧
になる。この時、分枝部７０は水平であるため、ピストン７１が移動しても、発生する微
正圧の大きさは一定である。
【００７８】
　次に、図２（ｃ）に示されるように、払拭部材５３が送られる（図９（ａ）の領域Ｄ参
照）ことで、ノズル面４５に存在する残留インク滴が取り払われ、メニスカスが形成され
る。この時、微正圧の作用により、メニスカスはややノズルから出っ張っているが、メニ
スカスが破壊されるほどの大きさではないため、溢れ出すことはない。
【００７９】
　そして、払拭部材５３がノズル面４５を通り過ぎると（図９（ａ）の領域Ａ′参照）、
電磁弁３１が開放されてメンテナンス動作が終了する。すると、ピストン７１はストッパ
７２位置まで移動され、待機状態となる。
【００８０】
　最後に、メンテナンスユニット５０が所定の退避位置へ移動され、払拭部材５３が初期
位置へ戻り、媒体搬送部４３が所定の印字位置へ戻ることでメンテナンス動作が終了する
。
【００８１】
　尚、本実施の形態に於いて、必ずしも前述した領域Ｃに於ける下流タンク３０の大気開
放は要さない。例えば、インクジェットヘッド４０と下流タンク３０との経路上において
、分枝７０よりも下流タンク３０寄りに弁が存在するシステムであれば、領域Ｂにおける
圧力の立ち上がり後から領域Ａ′まで当該弁を閉じる制御とし、加圧ポンプ３４、払拭部
材５３等は前述と同様の制御とし、下流タンク３０は領域Ａ′までの任意のタイミングで
大気開放する制御としても良い。このとき、分枝部７０のインクは下流タンク３０へ落ち
ることはないので、ストッパ７２、７３の間を短くすることができる。したがって、分枝
部７０の全体を短くすることができる。
【００８２】
　このように、本第２の実施形態によれば、複雑な制御の必要なく、容易に安定した微正



(10) JP 5430876 B2 2014.3.5

10

20

30

40

圧を生成することができる。
【００８３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形実施が可能であるのは勿論で
ある。
【００８４】
　更に、前述した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成
要件の適当な組合せにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構
成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた
課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要
件が削除された構成も発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置であるインクジェットプリンタ１０
の構成を示したブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に於けるインクジェットプリンタのメンテナンスの動作
を説明するための図である。
【図３】（ａ）はメンテナンス動作中のインクジェットヘッド４０のノズルのゲージ圧の
経時変化を説明するためのタイミングチャート、（ｂ）～（ｅ）はメンテナンス動作に係
る電磁弁２１、電磁弁３１、加圧ポンプ３４、払拭部材５３の各動作を説明するためのタ
イミングチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置であるインクジェットプリンタ１０
の構成を示したブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態の変形例に於けるインクジェットプリンタのメンテナン
スの動作を説明するための図である。
【図６】（ａ）はメンテナンス動作中のインクジェットヘッド４０のノズルのゲージ圧の
経時変化を説明するためのタイミングチャート、図６（ｂ）～（ｆ）はメンテナンス動作
に係る電磁弁２１、電磁弁３１、電磁弁６４、吸引ポンプ６２、払拭部材５３の各動作を
説明するためのタイミングチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る画像形成装置であるインクジェットプリンタ１０
ｂの構成を示したブロック図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に於けるインクジェットプリンタのメンテナンスの動作
を説明するための図である。
【図９】（ａ）はメンテナンス動作中のインクジェットヘッド４０のノズルのゲージ圧の
経時変化を説明するためのタイミングチャート、図９（ｂ）～（ｅ）はメンテナンス動作
に係るピストン７１のストッパ位置、電磁弁３１、加圧ポンプ３４、払拭部材５３の各動
作を説明するためのタイミングチャートである。
【符号の説明】
【００８６】
　１０…インクジェットプリンタ、１１…メインインクタンク、１２、１３、２１、３１
…電磁弁、１５…制御装置、２０…上流タンク、２２…上流タンク液面センサ、３０…下
流タンク、３２…下流タンク液面センサ、３４…加圧ポンプ、３５…循環ポンプ、４０…
インクジェットヘッド、４１、４６…インク滴、４２…記録媒体、４３…記録媒体搬送部
、４５…ノズル面、５０…メンテナンスユニット、５１…廃液タンク、５２、５２ａ…イ
ンクパン、５３…払拭部、５５…ブレード、５６…支持部材。
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