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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体を搬送経路に沿って搬送する搬送部と、
　前記記録媒体にインクで画像を形成する記録ヘッド部と、
　前記記録ヘッド部に当接可能なキャップを有するキャップユニットと、
　前記キャップユニットを移動させるキャップ移動機構と、
　前記キャップユニットを支持するキャップ支持部と
　を備え、
　前記搬送部は、前記記録ヘッド部に対向する上限位置と前記上限位置から下降された下
限位置との間で昇降可能な搬送ユニットを有し、
　前記キャップ移動機構は、前記キャップが前記記録ヘッド部の下方に位置する待機位置
と前記キャップが前記待機位置から退避した退避位置との間で前記キャップユニットを第
１水平方向に案内する第１水平案内部を有し、
　前記キャップ支持部は、前記待機位置と前記キャップユニットの着脱が可能な着脱位置
との間で前記キャップユニットを前記第１水平方向と交差する第２水平方向に案内する第
２水平案内部を有し、
　前記第２水平案内部は、前記搬送ユニットが前記下限位置に位置する際に、前記キャッ
プユニットを前記第２水平方向に案内可能であり、前記搬送ユニットとともに昇降される
、インクジェット記録装置。
【請求項２】
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　記録媒体を搬送経路に沿って搬送する搬送部と、
　前記記録媒体にインクで画像を形成する記録ヘッド部と、
　前記記録ヘッド部に当接可能なキャップを有するキャップユニットと、
　前記キャップユニットを移動させるキャップ移動機構と、
　前記キャップユニットを支持するキャップ支持部と
　を備え、
　前記搬送部は、前記記録ヘッド部に対向する上限位置と前記上限位置から下降された下
限位置との間で昇降可能な搬送ユニットを有し、
　前記キャップ移動機構は、前記キャップが前記記録ヘッド部の下方に位置する待機位置
と前記キャップが前記待機位置から退避した退避位置との間で前記キャップユニットを第
１水平方向に案内する第１水平案内部を有し、
　前記キャップ支持部は、前記待機位置と前記キャップユニットの着脱が可能な着脱位置
との間で前記キャップユニットを前記第１水平方向と交差する第２水平方向に案内する第
２水平案内部と、前記キャップユニットを支持する支持レバー部とを有し、
　前記支持レバー部は、前記搬送ユニットが下限位置に位置する際に、前記待機位置に移
動された前記キャップユニットを支持する、インクジェット記録装置。
【請求項３】
　前記第２水平案内部は、前記搬送ユニットが前記下限位置に位置する際に、前記キャッ
プユニットを前記第２水平方向に案内可能である、請求項２に記載のインクジェット記録
装置。
【請求項４】
　前記第２水平案内部は、前記搬送ユニットとともに昇降される、請求項３に記載のイン
クジェット記録装置。
【請求項５】
　前記支持レバー部は、前記搬送ユニットを昇降させる駆動部が有する駆動伝達軸と同軸
で回転可能であり、前記搬送ユニットの昇降にともなって回転する、請求項２～請求項４
のいずれか１項に記載のインクジェット記録装置。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載のインクジェットプリンタは、ラインヘッドと、ヘッドキャップと、
ヘッドフレームとを備える。ラインヘッドは、用紙にインクで画像を形成する。ヘッドキ
ャップは、開位置から閉位置に移動し、ラインヘッドを閉塞する。ヘッドフレームは、閉
位置と開位置との間でヘッドキャップを案内する。特許文献１に記載のインクジェットプ
リンタでは、閉位置と開位置との間でヘッドキャップがインクジェットプリンタの左右方
向に沿って移動する。
【０００３】
　ヘッドキャップは、ヘッドキャップの交換時に、インクジェットプリンタから引き出さ
れる。ヘッドキャップがインクジェットプリンタの左右方向に沿って移動する構成では、
一般的に、インクジェットプリンタの左右方向の側面部の一方に設けられた開口を介して
ヘッドキャップが引き出される。開口は、例えば、記録媒体が排出される排出口が形成さ
れる側の側面部に形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２９３８７１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、インクジェット記録装置（インクジェットプリンタ）は、例えば、部屋
の角部に配置される場合がある。この場合、インクジェット記録装置の一方の側面部は、
部屋の壁面と対向する。したがって、キャップユニット（ヘッドキャップ）をインクジェ
ット記録装置内部から引き出すための開口の位置によっては、キャップユニットの交換時
に、インクジェット記録装置を移動させる必要がある。また、インクジェット記録装置の
一方の側面部に、後処理装置が配置される場合がある。この場合、キャップユニットをイ
ンクジェット記録装置内部から引き出すための開口の位置によっては、キャップユニット
の交換時に、インクジェット記録装置から後処理装置を取り外す必要がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑み、キャップユニットを容易に着脱することができるインクジ
ェット記録装置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】
【０００７】
　本発明のインクジェット記録装置は、記録ヘッド部と、キャップユニットと、キャップ
移動機構と、キャップ支持部とを備える。前記記録ヘッド部は、記録媒体にインクで画像
を形成する。前記キャップユニットは、前記記録ヘッド部に当接可能なキャップを有する
。前記キャップ移動機構は、前記キャップユニットを移動させる。前記キャップ支持部は
、前記キャップユニットを支持する。前記キャップ移動機構は、前記キャップが前記記録
ヘッド部の下方に位置する待機位置と前記キャップが前記待機位置から退避した退避位置
との間で前記キャップユニットを第１水平方向に案内する第１水平案内部を有する。前記
キャップ支持部は、前記待機位置と前記キャップユニットの着脱が可能な着脱位置との間
で前記キャップユニットを前記第１水平方向と交差する第２水平方向に案内する第２水平
案内部を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、キャップユニットを容易に着脱することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る移動機構を示す斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る移動機構を示す斜視図である。
【図４】（ａ）、及び（ｂ）は、本発明の実施形態に係る支持レバー部を示す側面図であ
る。
【図５】（ａ）から（ｅ）は、本発明の実施形態に係る第１搬送ユニット、及びキャップ
ユニットの動作を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る移動機構を示す斜視図である。
【図７】（ａ）、及び（ｂ）は、本発明の実施形態に係るレール部を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明に係るインクジェット記録装置１の実施形態について説
明する。なお、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返
さない。また、図面は、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に
示している。
【００１１】
　図１を参照して、本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置１について説明する
。図１は、本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置１の構成を示す図である。図
中のＸ軸、Ｙ軸、及びＺ軸は、互いに直交する。また、Ｘ軸、及びＹ軸は、水平面に平行
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であり、Ｚ軸は、鉛直線に平行である。Ｙ軸方向は、本発明の第１水平方向の一例であり
、Ｘ軸方向は、本発明の第２水平方向の一例である。
【００１２】
　図１に示すように、インクジェット記録装置１は、筐体２と、給紙部３と、記録ヘッド
部４と、搬送部５と、キャップユニット６と、ワイパー部７と、排出部８と、制御部９と
、移動機構１０とを備える。筐体２は、給紙部３と、記録ヘッド部４と、搬送部５と、キ
ャップユニット６と、ワイパー部７と、排出部８と、制御部９と、移動機構１０とを内部
に収容する。
【００１３】
　給紙部３は、給紙カセット３１と、給紙ローラー３２ａ、３２ｂと、手差しトレイ３３
とを備える。給紙カセット３１は、筐体２の下部に配される。給紙カセット３１は、筐体
２に着脱自在に装着される。給紙カセット３１内には、複数の用紙Ｓが重ねられた状態で
収納され得る。手差しトレイ３３の一部は、筐体２から外部に露出する。手差しトレイ３
３には、複数の用紙Ｓが重ねられた状態で載置され得る。
【００１４】
　用紙Ｓは、本発明の記録媒体の一例である。用紙Ｓは、例えば、普通紙、コピー紙、再
生紙、薄紙、厚紙、光沢紙、又はＯＨＰ（Ｏｖｅｒｈｅａｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ）用紙
である。
【００１５】
　給紙ローラー３２ａ、３２ｂは、いわゆるピックアップローラーである。給紙ローラー
３２ａは、給紙カセット３１内に収容された用紙Ｓを最上部から一枚ずつ取り出す。また
、給紙ローラー３２ｂは、手差しトレイ３３に載置された用紙Ｓを最上部から一枚ずつ取
り出す。給紙ローラー３２ａ、３２ｂは、取り出した用紙Ｓを搬送部５へ送出する。
【００１６】
　搬送部５は、用紙Ｓの搬送経路に沿って用紙Ｓを搬送する。用紙Ｓの搬送経路は、給紙
部３から記録ヘッド部４を介して排出部８まで延在する。搬送部５は、第１搬送ユニット
５１と、第２搬送ユニット５２と、搬送経路に沿って配された複数のローラー対とを有す
る。
【００１７】
　第１搬送ユニット５１は、本発明の搬送ユニットの一例である。第１搬送ユニット５１
は、搬送ベルト５１ａと、駆動ローラー５１ｂと、従動ローラー５１ｃとを有する。搬送
ベルト５１ａは、駆動ローラー５１ｂと従動ローラー５１ｃとに掛け渡される。搬送ベル
ト５１ａに搬送された用紙Ｓは、搬送ベルト５１ａの回動によって、第２搬送ユニット５
２へ送出される。
【００１８】
　第２搬送ユニット５２は、第１搬送ユニット５１よりも搬送経路の下流側に配される。
第２搬送ユニット５２は、搬送ベルト５２ａと、駆動ローラー５２ｂと、従動ローラー５
２ｃとを有する。搬送ベルト５２ａは、駆動ローラー５２ｂと従動ローラー５２ｃとに掛
け渡される。搬送ベルト５２ａに搬送された用紙Ｓは、搬送ベルト５２ａの回動によって
、排出部８へ送出される。
【００１９】
　記録ヘッド部４は、第１搬送ユニット５１に対向して配置される。記録ヘッド部４は、
第１搬送ユニット５１によって搬送される用紙Ｓにインクで画像を形成する。画像が形成
された用紙Ｓは、第２搬送ユニット５２へ送出される。
【００２０】
　記録ヘッド部４は、ヘッドハウジング４ａと、記録ヘッド４ｙ、４ｍ、４ｃ、４ｋとを
有する。記録ヘッド４ｙ、４ｍ、４ｃ、４ｋは、ヘッドハウジング４ａに保持される。記
録ヘッド４ｙは、イエロー色のインクを吐出する。記録ヘッド４ｍは、マゼンタ色のイン
クを吐出する。記録ヘッド４ｃは、シアン色のインクを吐出する。記録ヘッド４ｋは、ブ
ラック色のインクを吐出する。
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【００２１】
　排出部８は、排出トレイ８１を有する。排出トレイ８１の一部は、筐体２から外部に露
出する。排出トレイ８１には、画像が形成された用紙Ｓが排出される。なお、排出トレイ
８１には、画像が形成された用紙Ｓが順次積載される。
【００２２】
　ワイパー部７は、第２搬送ユニット５２の下方に配置される。ワイパー部７は、ワイパ
ーブレード７ｙ、７ｍ、７ｃ、７ｋを有する。ワイパーブレード７ｙ、７ｍ、７ｃ、７ｋ
は、記録ヘッド部４に付着したインクの拭き取り（ワイピング）を行う。ワイパーブレー
ド７ｙは、記録ヘッド４ｙに対応する。ワイパーブレード７ｍは、記録ヘッド４ｍに対応
する。ワイパーブレード７ｃは、記録ヘッド４ｃに対応する。ワイパーブレード７ｋは、
記録ヘッド４ｋに対応する。
【００２３】
　キャップユニット６は、第２搬送ユニット５２の下方、かつ、ワイパー部７の上方に配
される。キャップユニット６は、キャップ６ｙ、６ｍ、６ｃ、６ｋを有する。キャップ６
ｙは、記録ヘッド４ｙに対応する。キャップ６ｍは、記録ヘッド４ｍに対応する。キャッ
プ６ｃは、記録ヘッド４ｃに対応する。キャップ６ｋは、記録ヘッド４ｋに対応する。
【００２４】
　キャップユニット６は、例えば、記録ヘッド部４が一定時間以上利用されない場合に、
キャップ６ｙ、６ｍ、６ｃ、６ｋをそれぞれ対応する記録ヘッド４ｙ、４ｍ、４ｃ、４ｋ
に密着させる。この結果、記録ヘッド４ｙ、４ｍ、４ｃ、４ｋのインクの乾燥が抑制され
る。
【００２５】
　移動機構１０は、第１搬送ユニット５１と、キャップユニット６と、ワイパー部７とを
筐体２の内部で移動させる。移動機構１０は、第１搬送ユニット５１を上限位置Ｐ１と下
限位置Ｐ２との間で移動させる。第１搬送ユニット５１は、下限位置Ｐ２において、待機
位置Ｐ４に位置するキャップユニット６、及び待機位置に位置するワイパー部７との接触
を回避する。
【００２６】
　移動機構１０は、キャップユニット６を退避位置Ｐ３と待機位置Ｐ４との間で移動させ
る。キャップユニット６は、待機位置Ｐ４において、記録ヘッド部４とＺ軸方向（上下方
向）で対向する。キャップユニット６は、退避位置Ｐ３において、第２搬送ユニット５２
の下方に位置する。
【００２７】
　移動機構１０は、ワイパー部７を退避位置（図１に実線で示す）と待機位置との間で移
動させる。ワイパー部７は、待機位置において、記録ヘッド部４とＺ軸方向（上下方向）
で対向する。ワイパー部７は、退避位置において、第２搬送ユニット５２の下方に位置す
る。
【００２８】
　制御部９は、インクジェット記録装置１の動作を制御する。詳しくは、制御部９は、Ｃ
ＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、メモリーとを有する。メ
モリーには、ＣＰＵによって実行される種々のコンピュータープログラムが記憶される。
ＣＰＵは、メモリーに記憶された各種のコンピュータープログラムを実行することにより
、給紙部３と、記録ヘッド部４と、搬送部５と、キャップユニット６と、ワイパー部７と
、移動機構１０とを制御する。
【００２９】
　図２、及び図３を参照して、移動機構１０の構成について説明する。図２、及び図３は
、移動機構１０を示す斜視図である。詳しくは、図２に示す移動機構１０において、第１
搬送ユニット５１は、下限位置Ｐ２に位置し、キャップユニット６は、待機位置Ｐ４に位
置し、ワイパー部７は、退避位置に位置する。図３に示す移動機構１０において、第１搬
送ユニット５１は、上限位置Ｐ１に位置し、キャップユニット６は、退避位置Ｐ３に位置
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し、ワイパー部７は、退避位置に位置する。
【００３０】
　図２、及び図３に示すように、移動機構１０は、第１ケーシング１１と、第２ケーシン
グ１２と、搬送ユニット移動機構１３と、キャップ移動機構１４と、ワイパー移動機構１
５とを有する。
【００３１】
　第１ケーシング１１は、Ｘ軸方向（インクジェット記録装置１の前後方向）に対向する
壁面部１１ａ、１１ｂを有する。壁面部１１ａ、１１ｂは、キャップユニット６を移動可
能に支持する。また、壁面部１１ａ、１１ｂは、ワイパー部７を移動可能に支持する。
【００３２】
　第２ケーシング１２は、Ｘ軸方向に対向する壁面部１２ａ、１２ｂを有する。壁面部１
２ａ、１２ｂは、第１搬送ユニット５１を移動可能に支持する。
【００３３】
　搬送ユニット移動機構１３は、第２ケーシング１２内において、第１搬送ユニット５１
をＺ軸方向に沿って昇降させる。搬送ユニット移動機構１３は、例えば、レール部と、係
合部とを有して構成される。レール部は、例えば、壁面部１２ａ、１２ｂの内表面に上下
方向に沿って形成される。係合部は、第１搬送ユニット５１に形成される。係合部は、レ
ール部に沿って摺動して昇降する。
【００３４】
　ワイパー移動機構１５は、待機位置と退避位置との間で、ワイパー部７をＹ軸方に沿っ
て移動させる。ワイパー移動機構１５は、例えば、レール部１５ａと、係合ピンとを有し
て構成される。レール部１５ａは、例えば、壁面部１１ａ、１１ｂの内表面にＹ軸方向に
沿って形成される。係合ピンは、ワイパー部７の側面部に設けられる。係合ピンは、レー
ル部１５ａによってＹ軸方向に沿って案内される。係合ピンは、レール部１５ａに沿って
摺動して、ワイパー部７を退避位置と待機位置との間でＹ軸方向に案内する。ワイパー部
７の移動には、例えば、モーターのような駆動源が用いられる。
【００３５】
　キャップ移動機構１４は、待機位置Ｐ４と退避位置Ｐ３との間で、キャップユニット６
をＹ軸方に沿って移動させる。キャップ移動機構１４は、本発明の第１水平案内部の一例
である。
【００３６】
　キャップ移動機構１４は、例えば、レール部１４ａと、係合ピンとを有して構成される
。レール部１４ａは、例えば、壁面部１１ａ、１１ｂの内表面にＹ軸方向に沿って形成さ
れる。係合ピンは、キャップユニット６の側面部に設けられる。係合ピンは、レール部１
４ａによってＹ軸方向に沿って案内される。係合ピンは、レール部１４ａに沿って摺動し
て、キャップユニット６を退避位置Ｐ３と待機位置Ｐ４との間でＹ軸方向に沿って案内す
る。キャップユニット６の移動には、例えば、モーターのような駆動源が用いられる。
【００３７】
　移動機構１０は、キャップ支持部１６を更に有する。キャップ支持部１６は、待機位置
Ｐ４に移動されたキャップユニット６を支持する。この結果、待機位置Ｐ４に位置するキ
ャップユニット６は、下方への移動が規制される。キャップ支持部１６は、レール部１６
ａと、２つの支持レバー部１６ｂ、１６ｂとを有して構成される。
【００３８】
　レール部１６ａは、待機位置Ｐ４に移動されたキャップユニット６に係合して、第２ケ
ーシング１２内でキャップユニット６を支持する。レール部１６ａは、本発明の第２水平
案内部の一例である。レール部１６ａは、キャップユニット６のＹ軸方向の一方側の端部
（図２の左側の端部）に係合する。キャップユニット６のＹ軸方向の一方側の端部には、
レール部１６ａに係合する係合レール部６ｆが形成される。
【００３９】
　支持レバー部１６ｂは、待機位置Ｐ４に移動されたキャップユニット６を第２ケーシン
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グ１２内で支持する。支持レバー部１６ｂは、キャップユニット６のＹ軸方向の他方側の
端部（図２の右側の端部）を下方から支持する。キャップユニット６のＹ軸方向の他方側
の端部には、支持レバー部１６ｂによって下方から支持される板状部６ｇが形成される。
【００４０】
　図４を参照して、支持レバー部１６ｂについて説明する。図４は、支持レバー部１６ｂ
を示す側面図である。詳しくは、図４（ａ）において、第１搬送ユニット５１は、上限位
置Ｐ１に位置する。図４（ｂ）において、第１搬送ユニット５１は、下限位置Ｐ２に位置
し、キャップユニット６は、待機位置Ｐ４に位置する。なお、壁面部１２ａ側の支持レバ
ー部１６ｂの構成は、壁面部１２ｂ側の支持レバー部１６ｂの構成と同様であるため説明
は省略する。
【００４１】
　図４（ａ）、及び図４（ｂ）に示すように、支持レバー部１６ｂは、レバー体１６ｄと
、回転軸１６ｅと、ストッパー１６ｆとを有する。回転軸１６ｅは、壁面部１２ｂに軸支
される。回転軸１６ｅは、例えば、第１搬送ユニット５１を昇降させる駆動部が有する駆
動伝達軸であり得る。レバー体１６ｄは、回転軸１６ｅによって回転可能に軸支される。
ストッパー１６ｆは、壁面部１２ｂに固定される。なお、壁面部１２ａ側の支持レバー部
１６ｂにおいて、回転軸１６ｅは、壁面部１２ａに軸支され、ストッパー１６ｆは、壁面
部１２ａに固定される。
【００４２】
　レバー体１６ｄは、例えば、レバー体１６ｄの自重によって、回転軸１６ｅの一方側に
回転するように付勢される。また、レバー体１６ｄの回転は、レバー体１６ｄが所定の位
置に回転した際に、ストッパー１６ｆによって規制される。
【００４３】
　レバー体１６ｄは、第１搬送ユニット５１の昇降移動にともなって回転する。レバー体
１６ｄは、第１搬送ユニット５１が上限位置Ｐ１に位置する際に、図４（ａ）に示す位置
に支持される。一方、レバー体１６ｄは、第１搬送ユニット５１が下限位置Ｐ２に移動す
る際に、自重によって回転して、図４（ｂ）に示す位置にストッパー１６ｆによって支持
される。図４（ｂ）に示すレバー体１６ｄは、待機位置Ｐ４に移動されたキャップユニッ
ト６の板状部６ｇを下方から支持する。
【００４４】
　図５（ａ）を参照して、搬送ユニット移動機構１３の構成について説明する。図５（ａ
）に示すように、搬送ユニット移動機構１３は、搬送ユニット駆動部１３ａを有する。搬
送ユニット駆動部１３ａは、ワイヤー１３ｂと、ローラー１３ｃと、モーター１３ｄと、
クラッチ１３ｅとを有する。搬送ユニット駆動部１３ａは、図２、及び図３を参照して説
明した第２ケーシング１２に配される。
【００４５】
　ワイヤー１３ｂの一端は、第１搬送ユニット５１に取り付けられる。ワイヤー１３ｂの
他端は、ローラー１３ｃに取り付けられる。ワイヤー１３ｂは、第１搬送ユニット５１を
吊り下げるように支持する。
【００４６】
　ローラー１３ｃは、Ｙ軸方向に延びる回転軸（図示せず）を中心として回転可能である
。ローラー１３ｃは、一方向に回転してワイヤー１３ｂを巻き取る。また、ローラー１３
ｃは、他方向に回転してワイヤー１３ｂを巻き出す。
【００４７】
　モーター１３ｄの駆動軸（図示せず）は、クラッチ１３ｅを介してローラー１３ｃの回
転軸に連結される。モーター１３ｄは、ローラー１３ｃを一方向、又は他方向に回転させ
る。
【００４８】
　クラッチ１３ｅは、モーター１３ｄの駆動軸がローラー１３ｃの回転軸に連結された状
態と、モーター１３ｄの駆動軸がローラー１３ｃの回転軸から切り離された状態とを切り
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換える。
【００４９】
　続いて、図２、図３、及び図５（ａ）から図５（ｅ）を参照して、第１搬送ユニット５
１、及びキャップユニット６の動作を説明する。図５（ａ）から図５（ｅ）は、第１搬送
ユニット５１、及びキャップユニット６の動作を示す図である。図５（ａ）は、第１搬送
ユニット５１によって用紙Ｓを搬送可能な状態を示している。
【００５０】
　記録ヘッド部４のインク吐出口をキャップユニット６によってキャッピングする場合に
は、まず、図５（ｂ）に示すように、第１搬送ユニット５１が下限位置Ｐ２に下降する。
詳しくは、モーター１３ｄが駆動して、ワイヤー１３ｂがローラー１３ｃから巻き出され
る。モーター１３ｄは、所定の長さのワイヤー１３ｂが巻き出された後に停止する。この
結果、第１搬送ユニット５１が下限位置Ｐ２に下降する。
【００５１】
　次に、図５（ｃ）に示すように、キャップユニット６がＹ軸方向に移動する。詳しくは
、キャップユニット６は、キャップ移動機構１４によって、レール部１４ａに沿って移動
する。したがって、第１ケーシング１１の内部から第２ケーシング１２の内部にキャップ
ユニット６が移動する。この結果、キャップユニット６は、退避位置Ｐ３から待機位置Ｐ
４に移動して、記録ヘッド部４の直下で記録ヘッド部４と対向する。
【００５２】
　次に、図５（ｄ）に示すように、モーター１３ｄが駆動して、ワイヤー１３ｂがローラ
ー１３ｃに巻き取られる。この結果、第１搬送ユニット５１が下限位置Ｐ２から上昇して
、第１搬送ユニット５１がキャップユニット６に当接する。
【００５３】
　次に、図５（ｅ）に示すように、モーター１３ｄが駆動して、ワイヤー１３ｂがローラ
ー１３ｃによって更に巻き取られる。この結果、第１搬送ユニット５１とともにキャップ
ユニット６が上昇する。モーター１３ｄは、所定の長さのワイヤー１３ｂを巻き取った後
に停止する。この結果、キャップユニット６のキャップ６ｙ、６ｍ、６ｃ、６ｋがそれぞ
れ対応する記録ヘッド部４の記録ヘッド４ｙ、４ｍ、４ｃ、４ｋに当接して、記録ヘッド
部４のインク吐出口がキャップユニット６によって閉塞される。
【００５４】
　次に、図２、及び図６を参照して、移動機構１０の構成について更に説明する。図６は
、移動機構１０を示す斜視図である。詳しくは、図６に示す移動機構１０において、キャ
ップユニット６は、着脱位置Ｐ５に位置する。
【００５５】
　図２、及び図６に示すように、第２ケーシング１２は、Ｘ軸方向に沿って移動可能であ
る。第２ケーシング１２のＸ軸方向への移動は、例えば、ユーザー、又はサービスマンに
よって行われる。第２ケーシング１２がＸ軸方向に沿って移動する際には、第１搬送ユニ
ット５１も第２ケーシング１２とともにＸ軸方向に沿って移動する。また、キャップユニ
ット６が待機位置Ｐ４に位置する際に、第２ケーシング１２がＸ軸方向に沿って移動する
と、キャップユニット６もＸ軸方向に沿って移動する。
【００５６】
　レール部１６ａは、Ｘ軸方向に沿って延びており、Ｘ軸方向に沿って移動するキャップ
ユニット６を支持する。詳しくは、レール部１６ａは、待機位置Ｐ４から着脱位置Ｐ５に
わたってキャップユニット６を支持する。着脱位置Ｐ５は、図１を参照して説明した筐体
２の外側の位置である。詳しくは、着脱位置Ｐ５は、筐体２の前面部の外方の位置である
。キャップユニット６は、着脱位置Ｐ５において交換される。具体的には、キャップユニ
ット６は、着脱位置Ｐ５において、ユーザー、又はサービスマンによってキャップ支持部
１６から持ち上げられて取り外される。この後、新たな、又はメンテナンス後のキャップ
ユニット６がキャップ支持部１６に配される。
【００５７】
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　本実施形態のインクジェット記録装置１によれば、キャップユニット６を待機位置Ｐ４
からＸ軸方向に移動させて着脱位置Ｐ５に位置させることができる。したがって、筐体２
の前面部を開放して、キャップユニット６を着脱することができる。この結果、筐体２の
排出部８側の側面部が部屋の壁面に対向する場合であっても、インクジェット記録装置１
を移動させることなく、筐体２の前面部からキャップユニット６を容易に着脱することが
できる。また、インクジェット記録装置１に後処理装置が取り付けられた場合であっても
、後処理装置をインクジェット記録装置１から取り外すことなく、筐体２の前面部からキ
ャップユニット６を容易に着脱することができる。
【００５８】
　次に、図７を参照して、レール部１６ａの構成について説明する。図７は、レール部１
６ａを示す側面図である。詳しくは、図７（ａ）において、第１搬送ユニット５１は、上
限位置Ｐ１に位置する。図７（ｂ）において、キャップユニット６は、待機位置Ｐ４に位
置する。
【００５９】
　図７（ａ）、及び図７（ｂ）に示すように、レール部１６ａは、第１搬送ユニット５１
によって昇降する。レール部１６ａは、例えば、図１を参照して説明した記録ヘッド部４
によって、昇降可能に支持される。レール部１６ａは、例えば、自重によって下降し、第
１搬送ユニット５１とともに上昇する。本実施形態では、記録ヘッド部４は、抜け止め部
材４ｂを更に有する。抜け止め部材４ｂは、ヘッドハウジング４ａに設けられる。抜け止
め部材４ｂは、中空状に形成される。抜け止め部材４ｂは、レール部１６ａを昇降自在に
支持する。
【００６０】
　レール部１６ａは、第１搬送ユニット５１のフレームの上端部５１ｅに当接して上昇す
る。第１搬送ユニット５１のフレームの上端部５１ｅは、搬送ベルト５１ａよりも上方に
位置する。したがって、レール部１６ａは、第１搬送ユニット５１によって上昇した際に
、搬送ベルト５１ａ、及び駆動ローラー５１ｂと接触しない。また、搬送ベルト５１ａと
上端部５１ｅとの間には、Ｚ軸方向に所定の間隔が形成される。したがって、レール部１
６ａは、搬送ベルト５１ａによって搬送される用紙Ｓとも接触しない。
【００６１】
　レール部１６ａは、第１搬送ユニット５１が下降した際に、自重によって下降する。レ
ール部１６ａが下降すると、レール部１６ａの上端部が抜け止め部材４ｂに係合する。レ
ール部１６ａは、下降した際に、待機位置Ｐ４に移動されたキャップユニット６と係合可
能である。図２を参照して説明した係合レール部６ｆは、側面視略コ字状に形成されてお
り、キャップユニット６が待機位置Ｐ４に移動した際に、レール部１６ａに係合する。係
合レール部６ｆは、レール部１６ａに沿って摺動可能であり、図６を参照して説明したよ
うに、第２ケーシング１２とともにキャップユニット６がＸ軸方向に沿って移動する際に
、レール部１６ａは、係合レール部６ｆを支持する。
【００６２】
　以上、図１から図７を参照して、本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置１に
ついて説明した。但し、本発明は、本実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱
しない範囲で種々の態様において実施することが可能である。
【００６３】
　例えば、本発明の実施形態では、第２ケーシング１２とともにキャップユニット６がＸ
軸方向に移動したが、本発明はこれに限定されない。キャップユニット６は、着脱位置Ｐ
５に移動されればよい。キャップユニット６は、例えば、レール部１６ａと支持レバー部
１６ｂ（レバー体１６ｄ）とに沿って、着脱位置Ｐ５に移動してもよい。この結果、第２
ケーシング１２をＸ軸方向に沿って移動させることなく、キャップユニット６を待機位置
Ｐ４と着脱位置Ｐ５との間で移動させることができる。
【００６４】
　なお、図面は、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示して
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おり、図示された各構成要素の厚み、長さ等は、図面作成の都合上から実際とは異なる。
また、上記の実施形態で示す各構成要素の形状等は一例であって、特に限定されるもので
はなく、本発明の効果から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、用紙にインクで画像を形成するインクジェット記録装置に利用可能である。
【符号の説明】
【００６６】
１　　　　インクジェット記録装置
４　　　　記録ヘッド部
６　　　　キャップユニット
６ｙ　　　キャップ
６ｍ　　　キャップ
６ｃ　　　キャップ
６ｋ　　　キャップ
１４　　　キャップ移動機構
１４ａ　　レール部
１６　　　キャップ支持部
１６ａ　　レール部
Ｐ３　　　退避位置
Ｐ４　　　待機位置
Ｐ５　　　着脱位置
Ｓ　　　　用紙

【図１】 【図２】
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