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(57)【要約】
【課題】液体噴射ヘッドからの液体の飛翔精度が低下す
ることを抑制しつつ、液体噴射ヘッドが加熱されること
を抑制することができる液体噴射装置を提供する。
【解決手段】シートＳを支持する支持面を有する支持板
２７と、支持面に支持されたシートＳに対して支持面に
対向する位置からインクを噴射する記録ヘッド３３と、
支持板２７を取り付けられる開口部４２が記録ヘッドと
対向する壁部に貫通形成されるとともに、外部から空気
を取り込む吸気口４８，４９が支持面と直交する方向に
おいて支持面よりも記録ヘッド３３から離れた位置に形
成された筐体２８と、筐体２８の内側から空気を排気す
る吸引ファン３０とを備えた。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ターゲットを支持する支持面を有する支持部と、
　前記支持面に支持された前記ターゲットに対して前記支持面に対向する位置から液体を
噴射する液体噴射ヘッドと、
　前記支持部を前記液体噴射ヘッドと対向する壁部に備えるとともに、外部から気体を取
り込む吸気口が前記支持面と直交する方向において前記支持面よりも前記液体噴射ヘッド
から離れた位置に形成された筐体と、
　前記筐体の内側から気体を排気する排気手段と
　を備えたことを特徴とする液体噴射装置。
【請求項２】
請求項１に記載の液体噴射装置において、
　前記支持部よりも前記ターゲットの搬送方向の下流側に設けられ、前記ターゲットを加
熱する加熱手段を更に備え、
　前記筐体は、前記排気手段によって前記気体が排気される排気口を有し、
　前記排気口は、前記吸気口の搬送方向の下流側に配置されることを特徴とする液体噴射
装置。
【請求項３】
請求項２に記載の液体噴射装置において、
　前記支持部よりも前記ターゲットの搬送方向の上流側には、前記吸気口として上流側吸
気口が設けられていることを特徴とする液体噴射装置。
【請求項４】
請求項３に記載の液体噴射装置において、
　前記支持部は、前記上流側吸気口と前記排気口とを結ぶ直線上に配置されることを特徴
とする液体噴射装置。
【請求項５】
請求項１～請求項４のうち何れか一項に記載の液体噴射装置において、
　前記支持部の前記支持面に開口する吸引孔内を前記支持面とは反対側から吸引すること
により、前記支持面上に位置する前記ターゲットを吸着する吸着手段を更に備えたことを
特徴とする液体噴射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ターゲットに対して液体を噴射する液体噴射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、液体噴射装置の一種として、液体噴射ヘッドから液体を用紙等の記録媒体に
噴射して画像を形成するインクジェット式のプリンターが知られている。こうしたプリン
ターのうちには、画像形成のために媒体に付着させたインク（液体）を加熱して定着させ
る定着手段を備えたプリンターがある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載のプリンターは、インクジェットヘッド（液体噴射ヘッド）による記
録媒体に対する描画動作が行われる描画部を囲う描画部ケースを備えており、この描画部
ケースの外側に定着手段が設けられている。そのため、定着手段で発生した熱によって描
画部ケースの内部に収容されたインクジェットヘッドが加熱されることが抑制される。
【０００４】
　また、描画部ケースには、記録媒体の搬入口となる開口と排出口となる開口とが形成さ
れると共に、これらの開口とは別の外気導入口を介して外部の空気を描画部ケースの内部
へ導入する外気導入手段が接続されている。そのため、外気導入手段により外気導入口か
ら描画部ケースの内部に空気が導入されると、描画部ケースの内部から外部に向かう気流
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が生成され、この外部に向かう気流によって、各開口を介して描画部ケース内から昇温し
た空気が外部に排気される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１７５６４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記のプリンターでは、外気導入手段により外部から描画部ケースの内部に
導入された空気は、描画部ケース内に気流を発生させるため、記録時にインクジェットヘ
ッドと記録媒体とが対向する空間域にも気流を生じさせる。そして、この気流は、インク
ジェットヘッドから記録媒体に向けて噴射されたインク（液体）の飛翔精度に影響を及ぼ
し得る。そのため、インクジェットヘッドが加熱されることは抑制できるものの、そのイ
ンクジェットヘッドが記録媒体に形成する画像の品質を低下させてしまう虞があった。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、液体噴射ヘッド
からの液体の飛翔精度が低下することを抑制しつつ、液体噴射ヘッドが加熱されることを
抑制することができる液体噴射装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の液体噴射装置は、ターゲットを支持する支持面を
有する支持部と、前記支持面に支持された前記ターゲットに対して前記支持面に対向する
位置から液体を噴射する液体噴射ヘッドと、前記支持部を前記液体噴射ヘッドと対向する
壁部に備えるとともに、外部から気体を取り込む吸気口が前記支持面と直交する方向にお
いて前記支持面よりも前記液体噴射ヘッドから離れた位置に形成された筐体と、前記筐体
の内側から気体を排気する排気手段とを備えた。
【０００９】
　上記構成によれば、排気手段は、支持部からの放熱によって加熱された筐体内の気体を
排気することにより、支持部からの放熱を促進して支持部を冷却する。すると、冷却され
た支持部が支持面と液体噴射ヘッドとの間に介在する気体を介して液体噴射ヘッドを間接
的に冷却するため、液体噴射ヘッドが加熱されることが抑制される。なお、排気手段の排
気動作に伴って、吸気口を通じて筐体内に気体が吸入される場合、吸気口は、支持部の支
持面よりも液体噴射ヘッドから離れた位置に形成されているため、吸気口を通じて筐体内
に吸入される気体が液体噴射ヘッドと支持部の支持面との間に気流を生じさせることが抑
制される。そのため、排気手段の排気動作に伴って、支持部の支持面上に支持されたター
ゲットに対する液体噴射ヘッドからの液体の飛翔精度が低下することが抑制される。した
がって、液体噴射ヘッドからの液体の飛翔精度が低下することを抑制しつつ、液体噴射ヘ
ッドが加熱されることを抑制することができる。
【００１０】
　また、本発明の液体噴射装置は、前記支持部よりも前記ターゲットの搬送方向の下流側
に設けられ、前記ターゲットを加熱する加熱手段を更に備え、前記筐体は、前記排気手段
によって前記気体が排気される排気口を有し、前記排気口は、前記吸気口の搬送方向の下
流側に配置されている。
【００１１】
　上記構成によれば、排気手段によって気体を排気する排気口をターゲットの搬送方向に
おいて吸気口から見て搬送方向の下流側に設けたので、吸気口からは、搬送方向において
加熱手段とは反対側となる搬送方向上流側の比較的低温の気体が筐体内に吸入される。そ
のため、筐体および筐体内に備えられた支持部を効率よく冷却することができる。
【００１２】
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　また、本発明の液体噴射装置において、前記支持部よりも前記ターゲットの搬送方向の
上流側には、前記吸気口として上流側吸気口が設けられている。
　上記構成によれば、ターゲットの搬送方向において支持部から見て加熱手段とは反対側
に設けられた上流側吸気口を通じ、比較的低温の気体が筐体内に吸入される。そのため、
筐体および筐体内に備えられた支持部をより効率よく冷却することができる。
【００１３】
　また、本発明の液体噴射装置において、前記支持部は、前記上流側吸気口と前記排気口
とを結ぶ直線上に配置される。
　上記構成によれば、排気手段の排気動作に伴って、上流側吸気口を通じて筐体内に吸入
される気体の流路上に支持部が配置される。そのため、上流側吸気口から筐体内に吸入さ
れる比較的低温の気体が支持部に吹きつけられるので、筐体内に備えられた支持部をより
効率よく冷却することができる。
【００１４】
　また、本発明の液体噴射装置は、前記支持部の前記支持面に開口する吸引孔内を前記支
持面とは反対側から吸引することにより、前記支持面上に位置する前記ターゲットを吸着
する吸着手段を更に備えた。
【００１５】
　上記構成によれば、ターゲットが支持部材の支持面上に位置しない場合には、吸着手段
の吸引動作に伴って、液体噴射ヘッドと支持部の支持面との間に滞留する気体が吸着手段
によって吸引されるため、液体噴射ヘッドが加熱されることがより確実に抑制される。ま
た、ターゲットが支持部の支持面上に位置する場合には、吸引孔における支持面上の開口
はターゲットによって閉塞される。そのため、液体噴射ヘッドからターゲットへの液体の
噴射時には、吸引孔を通じて筐体内に気体が吸引されることはほとんどなく、液体噴射ヘ
ッドと支持部の支持面との間に気流を生じさせることが抑制される。したがって、液体噴
射ヘッドからの液体の飛翔精度が低下することを抑制しつつ、液体噴射ヘッドが加熱され
ることをより確実に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る実施形態のプリンターの概略断面図。
【図２】同実施形態の印刷部の側面図。
【図３】同実施形態の印刷部の平面図。
【図４】印刷部における吸気口を通じた空気の流れを示す側面図。
【図５】印刷部における吸気口を通じた空気の流れを示す平面図。
【図６】支持板の吸引孔が閉塞される前の印刷部を示す側面図。
【図７】支持板の吸引孔が閉塞された後の印刷部を示す側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を液体噴射装置の一種であるインクジェット式のプリンターに具体化した
一実施形態を図１～図７に従って説明する。
　図１に示すように、液体噴射装置としてのプリンター１１において筐体状をなす装置本
体１２は、その上面１２ａが水平方向に沿った略矩形の平面状をなすように形成されてい
る。また、装置本体１２の後方側には、ロール体収容部１４が回動軸１５を介して回動自
在に取り付けられている。ロール体収容部１４は、下方に向かって開口する箱体状に形成
された上側ケース部１６ａと、上方に向かって開口する箱体状に形成された下側ケース部
１６ｂとを備えている。そして、両ケース部１６ａ，１６ｂが互いに当接することにより
、ロール体収容部１４の内部には長尺状のターゲットとしてのシートＳをロール状に巻き
重ねたロール体Ｒを収容する収容空間が形成されている。また、下側ケース部１６ｂの後
端には、取手部１７が後方に向かって延びるように設けられている。
【００１８】
　装置本体１２の内部には、搬送部２０と、印刷部２１と、排紙部２２とが設けられてい
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る。搬送部２０には、シートＳの搬送経路に沿って複数の搬送ローラー２３～２６が設け
られている。これらの搬送ローラー２３～２６は、ロール体収容部１４内のロール体Ｒか
ら巻き解かれて繰り出されるシートＳを印刷部２１に向けて搬送する。
【００１９】
　印刷部２１には、ロール体Ｒから巻き解かれて搬送されるシートＳを支持可能な支持面
（図１では上面）を有する支持板２７が設けられている。支持板２７は、金属材料からな
る筐体２８の上壁部に取り付けられ、その支持面が上壁部の表面の一部を構成している。
筐体２８には、排気チューブ２９を介して排気手段としての吸引ファン３０が接続されて
いる。また、支持板２７の支持面に対して上下方向で対向する位置には、キャリッジ３１
が設けられている。キャリッジ３１は、支持板２７の上方をシートＳの搬送方向と交差す
る幅方向（図１では左右方向）に延びるガイド軸３２に移動自在に支持されている。そし
て、キャリッジ３１は、図示しない駆動手段によってガイド軸３２の軸線方向に沿って往
復移動可能に構成されている。また、キャリッジ３１の下面には、液体噴射ヘッドとして
の記録ヘッド３３が支持されると共に、この記録ヘッド３３の下面には、インクを噴射す
るための複数のノズル（図示略）が形成されている。そして、記録ヘッド３３は、支持板
２７との間を通って搬送されるシートＳに対してインクを噴射することにより、シートＳ
に対して印刷処理を施す。
【００２０】
　また、印刷部２１には、シートＳの搬送経路上における支持板２７よりも下流側であっ
て搬送ローラー対３４，３５の間となる位置に、印刷処理が施されたシートＳに温風を吹
きつけて乾燥処理を施す加熱手段としてのヒーターユニット３６が設けられている。
【００２１】
　また、印刷部２１には、シートＳの搬送経路上におけるヒーターユニット３６よりも下
流側となる位置に、シートＳを搬送方向と交差する幅方向（左右方向）に切断可能なカッ
ター３７が設けられている。そして、シートＳは、カッター３７により連続紙の状態から
単票紙の状態に切断される。
【００２２】
　排紙部２２には、印刷部２１においてカッター３７によって単票紙となるように切断さ
れたシートＳに対して搬送方向の下流側に向かう搬送力を付与する搬送ローラー対３８ａ
，３８ｂと、当該搬送ローラー対３８ａ，３８ｂによって搬送力が付与されたシートＳを
反転させる反転部３９とを備えている。反転部３９は、断面略円弧状をなす２枚の案内板
４０によって構成されると共に、両案内板４０は前後方向に間隔を隔てて平行に配置され
ている。そして、両案内板４０の間には、湾曲した反転経路が形成されている。そして、
搬送ローラー対３８ａは、反転部３９に形成された反転経路の上流端の近傍位置に配置さ
れる一方で、搬送ローラー対３８ｂは、反転部３９に形成された反転経路の下流端の近傍
位置に配置されている。なお、反転部３９は、その上端部分が装置本体１２の上面１２ａ
よりも上方に位置している。
【００２３】
　そして、記録ヘッド３３により印刷処理が施されたシートＳは、下流側に搬送されると
ともに反転部３９の反転経路を通過することによって表裏両面が反転される。また、反転
されたシートＳは、装置本体１２の前側であって且つ上面１２ａよりも上方に位置する排
出口４１からロール体収容部１４側となる装置本体１２の後側に向かって排出される。な
お、排出口４１から排出されたシートＳは、インクが付着した印刷面を下方に向けた状態
で装置本体１２の上面１２ａに対して載置される。
【００２４】
　次に、支持板２７及び筐体２８の構成について説明する。
　図２及び図３に示すように、支持板２７は、筐体２８の上壁部において記録ヘッド３３
の移動領域と対向する領域部位を上下方向に貫通する開口部４２に対して取り付けられて
いる。筐体２８の開口部４２は、支持板２７の平面視形状と略同一形状をなしている。そ
のため、開口部４２の内側縁と支持板２７の外側縁とはほぼ隙間なく密着している。また
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、支持板２７の支持面は、筐体２８の上壁部の上面（表面）と面一となっており、支持板
２７の支持面は筐体２８の表面の一部を構成している。
【００２５】
　支持板２７の支持面には、支持板２７を厚さ方向となる上下方向に貫通する多数の吸引
孔４３が形成されている。また、支持板２７の下面側には、有底略四角筒状をなす流路形
成部材４４がその開口端を支持板２７の下面に当接させた状態で配置されている。流路形
成部材４４は、筐体２８の内側に収容される大きさに形成されている。そして、本実施形
態では、支持板２７及び流路形成部材４４によって、シートＳを支持する支持部が構成さ
れている。なお、流路形成部材４４の平面視形状と支持板２７の平面視形状とは略同一形
状をなしている、そして、流路形成部材４４の開口端が支持板２７の下面の外縁部に対し
て当接することにより、支持板２７の下面と流路形成部材４４との間には閉塞された空間
域４５が形成されている。
【００２６】
　また、流路形成部材４４の下面中央部には、空間域４５の内外を連通する開口部４６が
形成されると共に、この開口部４６を塞ぐように吸引ファン４７が設けられている。この
吸引ファン４７も、流路形成部材４４と共に筐体２８の内側に収容される大きさに形成さ
れている。そして、吸引ファン４７の駆動に伴って、開口部４６を介して流路形成部材４
４の空間域４５内が吸引されて吸引孔４３内に負圧が発生すると、この負圧の発生によっ
て支持板２７の支持面上にシートＳが吸着される。すなわち、吸引ファン４７は、支持板
２７の支持面に開口する吸引孔４３内を支持面とは反対側から吸引することにより、支持
面上に位置するシートＳを吸着する吸着手段として機能する。
【００２７】
　なお、筐体２８の後壁部は、筐体２８の左右両側の側壁部、及び、筐体２８の前壁部よ
りも高さが低くなっている。そのため、筐体２８の後壁部の上端部と筐体２８の上壁部と
の間には、筐体２８の左右方向の全域に亘って延びる上流側吸気口としての吸気口４８が
形成されており、筐体２８の内外は吸気口４８を通じて連通している。
【００２８】
　また、筐体２８の左右両側の側壁部には、シートＳの搬送経路における支持板２７より
も下流側であって且つ支持板２７の支持面よりも下方となる位置に、筐体２８の内外を連
通する矩形状の吸気口４９が形成されている。すなわち、吸気口４９は、シートＳの搬送
方向における支持板２７とヒーターユニット３６との間に位置している。本実施形態では
、吸気口４９は、筐体２８の左右両側の側壁部における上方寄りの位置に２つずつ形成さ
れている。そして、各々の側壁部の吸気口４９は、シートＳの搬送方向となる前後方向に
間隔を隔てて互いに同一の高さに位置している。
【００２９】
　また、筐体２８の前壁部における左端寄りの位置には、筐体２８の内外を連通する排気
口５０が形成されている。この排気口５０は、筐体２８の底面の近傍に位置している。そ
して、筐体２８の内部に収容された流路形成部材４４は、筐体２８の排気口５０と吸気口
４８とを結ぶ直線上に位置している。また、排気チューブ２９の一端側は、排気口５０を
筐体２８の外側から塞ぐように筐体２８に対して接続されている。すなわち、排気チュー
ブ２９の内部に形成される排気流路は、排気口５０を介して筐体２８の内部に連通してい
る。また、排気チューブ２９の他端側には吸引ファン３０が接続されており、吸引ファン
３０は、シートＳの搬送方向におけるヒーターユニット３６よりも下流側に位置している
。そして、吸引ファン３０が駆動すると、排気チューブ２９を通じて筐体２８の内部から
気体が吸引され、吸引ファン３０が吸引した空気は装置本体１２の外部に排気される。
【００３０】
　次に、上記のように構成されたプリンター１１の作用について、特に、吸引ファン３０
が吸気口４８，４９を通じて筐体２８の内部に空気を取り込む際の作用に着目して以下説
明する。
【００３１】
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　さて、図４及び図５に示すように、吸引ファン３０が作動すると、吸引ファン３０が排
気チューブ２９を通じて筐体２８の内部から空気を排気する。すると、筐体２８における
下流側の吸気口４８，４９を通じて筐体２８の内部に空気が取り込まれる。そして、筐体
２８の内部には、図４及び図５において点線で示すように、吸気口４８，４９から排気口
５０に向かう気流が生成される。
【００３２】
　ここで、本実施形態では、支持板２７及びヒーターユニット３６は、シートＳの搬送方
向に隣り合うように配置されている。そのため、ヒーターユニット３６が配置される支持
板２７より搬送方向下流側の領域の空気は加熱されている。ヒーターユニット３６によっ
て加熱された空気がシートＳの搬送方向の上流側に流動して支持板２７の配設位置の近傍
まで到達する。
【００３３】
　この場合、本実施形態では、吸気口４８は、支持板２７を挟んでヒーターユニット３６
とは反対側の空間域に臨んでいる。そして、吸気口４８を通じて筐体２８の内部に取り込
まれる空気は、吸気口４９を通じて筐体２８の内部に取り込まれる空気よりも比較的低温
となっている。その結果、流路形成部材４４は、比較的低温の空気が吹きつけられること
により効率よく冷却され、支持板２７から流路形成部材４４への熱の伝播が促進される。
そのため、記録ヘッド３３は、記録ヘッド３３と支持板２７との間の空間域を通じた支持
板２７への放熱が促進される。したがって、記録ヘッド３３が支持板２７によって間接的
に冷却されることにより、記録ヘッド３３が加熱されることが抑制される。
【００３４】
　また、吸気口４９は、シートＳの搬送方向において排気口５０の上流側に設けられてい
る。そのため、吸気口４９からは、搬送方向において吸気口４９よりも上流側の空気を取
り込み易く、筐体２８の内部に取り込まれる空気は、吸気口４９よりも下流側のヒーター
ユニット３６によって加熱された空気よりも低温となっている。その結果、筐体２８およ
び流路形成部材４４は、筐体２８の内部に取り込まれた比較的低温の空気により効率よく
冷却され、支持板２７から流路形成部材４４への熱の伝播が促進される。そのため、記録
ヘッド３３は、記録ヘッド３３と支持板２７との間の空間域を通じた支持板２７への放熱
が促進される。したがって、記録ヘッド３３が支持板２７によって間接的に冷却されるこ
とにより、記録ヘッド３３が加熱されることが抑制される。
【００３５】
　また、吸気口４８および吸気口４９は、支持板２７の支持面よりも下方に形成されてい
る。そのため、吸気口４８および吸気口４９を通じて筐体２８の内部に取り込まれる空気
は、記録ヘッド３３のノズル形成面と支持板２７の支持面との間の空間域に気流を生じさ
せることがほとんどない。したがって、吸引ファン３０の作動に伴って、記録ヘッド３３
から支持板２７の支持面上に支持されたシートＳに向けて噴射されるインクの飛翔精度に
影響を及ぼすことが抑制される。
【００３６】
　また、本実施形態では、図４に示すように、側面視において吸気口４８と排気口５０と
を結ぶ直線上に流路形成部材４４が配置されている。また、図５に示すように、吸気口４
８は、平面視において流路形成部材４４を挟んで排気口５０とは対角に配置された部分を
含む筐体２８の左右方向の全域に亘って開口している。そのため、筐体２８の内部では、
吸気口４８から排気口５０に向かう気流が流路形成部材４４に対して吹きつけられること
により、流路形成部材４４からの放熱が促進される。また、流路形成部材４４からの放熱
によって加熱された空気は、流路形成部材４４の側面に沿うように流動した後に排気口５
０を通じて筐体２８の内部から排気される。
【００３７】
　ところで、図６に示すように、交換直後のロール体Ｒから繰り出されたシートＳの先端
（下流端）が支持板２７の支持面上に到達していない状態では、流路形成部材４４内の空
間域４５は、記録ヘッド３３と支持板２７との間の空間域に対して吸引孔４３を通じて連
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通している。そのため、吸引ファン４７は、記録ヘッド３３と支持板２７との間の空間域
から吸引孔４３を通じて流路形成部材４４内の空間域４５に空気を引き込む。その結果、
ヒーターユニット３６から支持板２７に向けて流動する比較的高温の空気の一部が記録ヘ
ッド３３と支持板２７との間の空間域まで到達したとしても、かかる空気が記録ヘッド３
３と支持板２７との間の空間域に滞留することが抑制される。したがって、ヒーターユニ
ット３６から支持板２７に向けて流動する空気によって記録ヘッド３３が加熱されること
が抑制される。
【００３８】
　また、図７に示すように、ロール体Ｒから繰り出されたシートＳの先端が支持板２７の
支持面上に到達すると、支持板２７の支持面上における吸引孔４３の開口がシートＳによ
って閉塞される。そのため、吸引ファン４７が作動したとしても、記録ヘッド３３と支持
板２７との間の空間域から流路形成部材４４内の空間域４５に空気が引き込まれることは
ほとんどない。したがって、吸引ファン４７の作動に伴って、記録ヘッド３３から支持板
２７の支持面上に支持されたシートＳに向けて噴射されるインクの飛翔精度に影響を及ぼ
すことはほとんどない。
【００３９】
　上記実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）吸引ファン３０は、支持板２７からの放熱によって加熱された筐体２８内の空気
を排気することにより、支持板２７からの放熱を促進して支持板２７を冷却する。すると
、冷却された支持板２７が支持面と記録ヘッド３３との間に介在する空気を介して記録ヘ
ッド３３を間接的に冷却するため、記録ヘッド３３が加熱されることが抑制される。なお
、吸引ファン３０の排気動作に伴って、筐体２８の吸気口４８，４９を通じて筐体２８内
に空気が吸入される。この場合、吸気口４８，４９は、支持板２７の支持面よりも記録ヘ
ッド３３から離れた位置に形成されているため、吸気口４８，４９を通じて筐体２８内に
吸入される空気が記録ヘッド３３と支持板２７の支持面との間に気流を生じさせることが
抑制される。そのため、吸引ファン３０の排気動作に伴って、支持板２７の支持面上に支
持されたシートＳに対する記録ヘッド３３からのインクの飛翔精度が低下することが抑制
される。したがって、記録ヘッド３３からのインクの飛翔精度が低下することを抑制しつ
つ、記録ヘッド３３が加熱されることを抑制することができる。
【００４０】
　（２）シートＳの搬送方向において排気口５０より上流側に配置された吸気口４９を通
じ、吸気口４９より上流側の下流側より比較的低温の気体を筐体２８内に吸入する。その
ため、筐体２８および筐体２８内に収容された支持板２７を効率よく冷却することができ
る。
【００４１】
　（３）シートＳの搬送方向において支持板２７から見てヒーターユニット３６とは反対
側に設けられた吸気口４８を通じ、比較的低温の気体を筐体２８内に吸入する。そのため
、筐体２８および筐体２８内に収容された支持板２７をより効率よく冷却することができ
る。
【００４２】
　（４）吸引ファン３０の排気動作に伴って、吸気口４８を通じて筐体２８内に吸入され
る空気の流路上に流路形成部材４４が配置される。そのため、吸気口４８から筐体２８内
に吸入される比較的低温の気体が流路形成部材４４に吹きつけられるため、筐体２８内に
収容された支持板２７をより効率よく冷却することができる。
【００４３】
　（５）シートＳが支持板２７の支持面上に位置しない場合には、吸引ファン４７の吸引
動作に伴って、記録ヘッド３３と支持板２７の支持面との間に滞留する気体が吸引ファン
４７によって吸引されるため、記録ヘッド３３が加熱されることがより確実に抑制される
。また、シートＳが支持板２７の支持面上に位置する場合には、吸引孔４３における支持
面上の開口はシートＳによって閉塞される。そのため、記録ヘッド３３からシートＳへの
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インクの噴射時には、吸引孔４３を通じて筐体２８内に空気が吸引されることはほとんど
なく、記録ヘッド３３と支持板２７の支持面との間に気流を生じさせることが抑制される
。したがって、記録ヘッド３３からのインクの飛翔精度が低下することを抑制しつつ、記
録ヘッド３３が加熱されることをより確実に抑制することができる。
【００４４】
　なお、上記実施形態は、以下のような別の実施形態に変更してもよい。
　・上記実施形態において、シートＳを支持板２７の支持面に吸着させる吸引ファン４７
を省略すると共に、支持板２７の支持面に開口する吸引孔４３を省略した構成としてもよ
い。
【００４５】
　・上記実施形態において、筐体２８の後壁部を筐体２８の左右両側の側壁部、及び、筐
体２８の前壁部と同じ高さに形成し、筐体２８の後壁部に吸気口４８を貫通形成してもよ
い。この場合、吸気口４８は、筐体２８の後壁部における任意の位置に形成してもよい。
また、吸気口４８は、筐体２８の左右両側の側壁部に形成してもよいし、筐体２８の前壁
部に形成してもよい。ただし、吸気口４８と排気口５０とを結ぶ直線上に流路形成部材４
４が位置することが望ましい。
【００４６】
　・上記実施形態において、吸気口４９は、筐体２８の両側壁部のシートＳの搬送方向に
おける支持板２７の上流側や並ぶ位置に形成してもよい。
　・上記実施形態において、吸気口４９は、筐体２８の前壁部に形成してもよい。
【００４７】
　・上記実施形態において、筐体２８は、支持板２７よりもシートＳの搬送方向の上流側
に位置する吸気口４８、及び、支持板２７よりもシートＳの搬送方向の下流側に位置する
吸気口４９のうち何れか一方を省略した構成としてもよい。
【００４８】
　・上記実施形態において、ヒーターユニット３６は、必ずしも、シートＳの搬送方向に
おいて支持板２７に隣り合う位置に設ける必要はない。また、ヒーターユニット３６を省
略した構成としてもよい。これらの構成においては、ヒーターユニット３６から支持板２
７に向けて比較的高温の空気が流動することはないものの、キャリッジ３１の発熱等の要
因によって記録ヘッド３３が加熱されることがあり得る。このような場合であっても、吸
引ファン３０が筐体２８の内部から空気を吸引して流路形成部材４４からの放熱を促進す
ることにより、支持板２７から流路形成部材４４への放熱が促進される。その結果、支持
板２７が記録ヘッド３３を間接的に冷却することにより、記録ヘッド３３が加熱されるこ
とを抑制できる。
【００４９】
　・上記実施形態において、支持板２７は、必ずしも筐体２８の表面の一部を構成する必
要はなく、例えば、支持板２７の支持面が筐体２８の上壁部の上面よりも上方に突出した
構成としてもよい。
【００５０】
　・上記実施形態において、加熱手段は、シートＳに温風を送風する構成に限らず、シー
トＳに対して熱を輻射して加熱する構成を採用してもよい。また、乾燥処理を目的とする
構成に限らず、シートＳの温度を制御することを目的とするものであってもよい。
【００５１】
　・上記実施形態において、液体噴射ヘッドとして、シートＳの幅方向の全域に亘って延
びるフルラインタイプのラインヘッドを採用してもよい。
　・上記実施形態において、ターゲットは、ロール状に巻かれた長尺状のターゲットに限
定されず、単票状のターゲットを採用してもよい。
【００５２】
　・上記実施形態では、液体噴射装置をインクジェット式のプリンター１１に具体化した
が、インク以外の他の液体を噴射したり吐出したりする液体噴射装置に具体化してもよい
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。微小量の液滴を吐出させる液体噴射ヘッド等を備える各種の液体噴射装置に流用可能で
ある。なお、液滴とは、上記液体噴射装置から吐出される液体の状態をいい、粒状、涙状
、糸状に尾を引くものも含むものとする。また、ここでいう液体とは、液体噴射装置が噴
射させることができるような材料であればよい。例えば、物質が液相であるときの状態の
ものであればよく、粘性の高い又は低い液状体、ゾル、ゲル水、その他の無機溶剤、有機
溶剤、溶液、液状樹脂、液状金属（金属融液）のような流状体、また物質の一状態として
の液体のみならず、顔料や金属粒子などの固形物からなる機能材料の粒子が溶媒に溶解、
分散又は混合されたものなどを含む。また、液体の代表的な例としては上記実施形態で説
明したようなインクや液晶等が挙げられる。ここで、インクとは一般的な水性インク及び
油性インク並びにジェルインク、ホットメルトインク等の各種液体組成物を包含するもの
とする。液体噴射装置の具体例としては、例えば液晶ディスプレイ、ＥＬ（エレクトロル
ミネッセンス）ディスプレイ、面発光ディスプレイ、カラーフィルターの製造などに用い
られる電極材や色材などの材料を分散又は溶解のかたちで含む液体を噴射する液体噴射装
置、バイオチップ製造に用いられる生体有機物を噴射する液体噴射装置、精密ピペットと
して用いられ試料となる液体を噴射する液体噴射装置、捺染装置やマイクロディスペンサ
ー等であってもよい。さらに、時計やカメラ等の精密機械にピンポイントで潤滑油を噴射
する液体噴射装置、光通信素子等に用いられる微小半球レンズ（光学レンズ）などを形成
するために紫外線硬化樹脂等の透明樹脂液を基板上に噴射する液体噴射装置、基板などを
エッチングするために酸又はアルカリ等のエッチング液を噴射する液体噴射装置を採用し
てもよい。そして、これらのうちいずれか一種の液体噴射装置に本発明を適用することが
できる。
【符号の説明】
【００５３】
　１１…液体噴射装置としてのプリンター、２７…支持部を構成する支持板、２８…筐体
、３０…排気手段としての吸引ファン、３３…液体噴射ヘッドとしての記録ヘッド、３６
…加熱手段としてのヒーターユニット、４３…吸引孔、４４…支持部を構成する流路形成
部材、４７…吸着手段としての吸引ファン、４８…吸気口（上流側吸気口）、４９…吸気
口、５０…排気口、Ｓ…ターゲットとしてのシート。
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