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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体上にインクを吐出して画像を形成するインクジェット記録装置であって、
　前記記録媒体を吸着して搬送しつつ、前記記録媒体上にインクを吐出して画像を形成す
る画像形成部と、
　前記記録媒体を収納し、収納された前記記録媒体を給紙する給紙部と、
　前記給紙部から給紙された前記記録媒体を、前記画像形成部に向けて搬送する第１用紙
搬送部と、
　前記画像形成部から排出された前記記録媒体を搬送し、外部に排出する第２用紙搬送部
と、
　前記画像形成部、前記第１用紙搬送部、前記第２用紙搬送部、及び、前記給紙部を収納
する筐体と、
　前記筐体の内部を、前記画像形成部を含む第１空間と、前記給紙部、前記第１用紙搬送
部及び前記第２用紙搬送部を含む第２空間とに仕切る仕切部と、
　前記筐体の外部から前記第１空間に空気を取り込む空気流入部と、
　を備え、
　前記画像形成部は、前記画像形成部における前記記録媒体の搬送方向の上流端近傍に配
置された吸着ローラーを備え、
　前記インクジェット記録装置は、前記吸着ローラーの周辺の空気を吸引し、前記筐体の
外部に排出する第１吸引排気部を更に備え、
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　前記空気流入部は、前記筐体の上面に配置され、
　前記第１吸引排気部は、
　前記吸着ローラーの周辺の空気を前記筐体の外部に排出する第１のダクトと、
　前記第１のダクト内の空気を吸引し、前記筐体の外部に排出するファンと
を備え、
　前記第１のダクトは、前記吸着ローラーの周辺に形成された開口を有し、
　前記第１のダクトは、前記開口から前記ファンに向かって先拡がり形状に形成されてい
る、インクジェット記録装置。
【請求項２】
　前記第１のダクトの前記開口は、前記吸着ローラーの上方に配置され、
　前記仕切部は、前記第１のダクトの前記開口の上方から前記筐体の上面まで延びた平板
状部材である第１の仕切板を備える、請求項１に記載のインクジェット記録装置。
【請求項３】
　前記画像形成部は、前記記録媒体に負圧を印加する負圧印加部を備え、
　前記負圧印加部の排気を、前記第２空間又は前記筐体の外部に排出する負圧ダクトを備
える、請求項１又は請求項２に記載のインクジェット記録装置。
【請求項４】
　前記負圧ダクトは、前記負圧印加部の排気を前記筐体の外部に排出し、
　前記第１のダクトは、前記負圧ダクトと合流して１つの排気口から排出する、請求項３
に記載のインクジェット記録装置。
【請求項５】
　前記画像形成部から排出された前記記録媒体を前記第２用紙搬送部に案内する搬送ガイ
ドを更に備え、
　前記仕切部は、前記搬送ガイドおける前記記録媒体の搬送方向の上流側端の上方から前
記筐体の上面まで延びた平板状部材である第２の仕切板を更に備える、請求項１から請求
項４のいずれか１項に記載のインクジェット記録装置。
【請求項６】
　前記第２空間内の空気を、前記筐体の外部に排出する第２吸引排気部を備える、請求項
１から請求項５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】
　従来、記録媒体上にインクを吐出するインクジェット記録装置において、記録ヘッドの
ノズル詰まりの発生を抑制するために、紙粉が記録ヘッドに付着することを抑制する技術
が知られている。
【０００３】
　例えば、仕切り板によって給紙部と記録ヘッド周辺の空間とを分離するインクジェット
記録装置が開示されている（特許文献１参照）。上記インクジェット記録装置では、フィ
ルター付きファンユニットによって、記録ヘッド周辺の空間にクリーンエアーが送り込ま
れる。
【０００４】
　特許文献１には、記録ヘッド周辺の空間に侵入する紙粉を最小限にとどめることが可能
であると記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００６－４３８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載のインクジェット記録装置では、記録ヘッドが、記録
ヘッドに対して記録用紙の搬送方向下流側に配置された搬送ガイドと同じ空間に配置され
るため、例えば、搬送ガイドで発生した紙粉が記録ヘッドに付着する恐れがある。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、紙粉が記録ヘッドに付着することを
抑制することの可能なインクジェット記録装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のインクジェット記録装置は、記録媒体上にインクを吐出して画像を形成するイ
ンクジェット記録装置であって、画像形成部、給紙部、第１用紙搬送部、第２用紙搬送部
、筐体、仕切部、及び、空気流入部を備える。前記画像形成部は、前記記録媒体を吸着し
て搬送しつつ、前記記録媒体上にインクを吐出して画像を形成する。前記給紙部は、前記
記録媒体を収納し、収納された前記記録媒体を給紙する。前記第１用紙搬送部は、前記給
紙部から給紙された前記記録媒体を、前記画像形成部に向けて搬送する。前記第２用紙搬
送部は、前記画像形成部から排出された前記記録媒体を搬送し、外部に排出する。前記筐
体は、前記画像形成部、前記第１用紙搬送部、前記第２用紙搬送部、及び、前記給紙部を
収納する。前記仕切部は、前記筐体の内部を、前記画像形成部を含む第１空間と、前記給
紙部、前記第１用紙搬送部及び前記第２用紙搬送部を含む第２空間とに仕切る。前記空気
流入部は、前記筐体の外部から前記第１空間に空気を取り込む。前記画像形成部は、前記
画像形成部における前記記録媒体の搬送方向の上流端近傍に配置された吸着ローラーを備
える。前記インクジェット記録装置は、前記吸着ローラーの周辺の空気を吸引し、前記第
２空間又は前記筐体の外部に排出する第１吸引排気部を更に備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のインクジェット記録装置によれば、紙粉が記録ヘッドに付着することを抑制す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本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】図１に示す画像形成部の構成を示す図である。
【図３】図２に示す搬送ベルト、ガイド部材、及び、負圧印加部の構成を示す切断斜視図
である。
【図４】図３に示すガイド部材の構成を示す平面図である。
【図５】図３に示すガイド部材に形成された溝及び貫通孔の構成を示す平面図及び断面図
である。図５（ａ）は、溝及び貫通孔の構成を示す平面図であり、図５（ｂ）は、図５（
ａ）に示す溝及び貫通孔のＡ－Ａ断面図である。
【図６】図１に示すインクジェット記録装置の第１実施形態を示す側面図である。
【図７】図６に示す遠心ファンの構成を示す平面図である。
【図８】図１に示すインクジェット記録装置の第２実施形態を示す側面図である。
【図９】図１に示すインクジェット記録装置の第３実施形態を示す側面図である。
【図１０】図１に示すインクジェット記録装置の第４実施形態を示す側面図である。
【図１１】図１に示すインクジェット記録装置の第５実施形態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、図面（図１～図１１）を参照しながら説明する。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。
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【００１２】
　まず、図１を参照して、本実施形態に係るインクジェット記録装置１（１Ａ、１Ｂ、１
Ｃ、１Ｄ）について説明する。図１は、本実施形態に係るインクジェット記録装置１（１
Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ）の構成を示す図である。インクジェット記録装置１（１Ａ、１Ｂ
、１Ｃ、１Ｄ）は、装置筐体１００、装置筐体１００の内部の下方に配置された給紙部２
、給紙部２の上方に配置された画像形成部３、画像形成部３の一方側（図１では右側）に
配置された用紙搬送部４、及び、画像形成部３の他方側（図１では左側）に配置された用
紙排出部５を備える。
【００１３】
　給紙部２は、給紙カセット２１、給紙ローラー２２、及び、ガイド板２３を備える。給
紙カセット２１は、記録用紙Ｐを収納し、装置筐体１００に着脱自在である。給紙ローラ
ー２２は、給紙カセット２１の一方側端（図１では、右側端）の上方に配置される。ガイ
ド板２３は、給紙ローラー２２と用紙搬送部４との間に配置される。
【００１４】
　給紙カセット２１内には、複数枚の記録用紙Ｐが収納される。以下、「記録用紙」は、
便宜上、単に「用紙」と記載する。なお、記録用紙Ｐは、「記録媒体」の一例に相当する
。給紙ローラー（ピックアップローラー）２２は、用紙Ｐの搬送方向に沿って用紙Ｐを送
るローラーであって、給紙カセット２１内の用紙Ｐを最上部から一枚ずつ取り出す。ガイ
ド板２３は、給紙ローラー２２が取り出した用紙Ｐを用紙搬送部４に案内する。
【００１５】
　用紙搬送部４は、略Ｃ字形の用紙搬送路４１、用紙搬送路４１の入口側に設けられた第
１搬送ローラー対４２、用紙搬送路４１の途中に設けられた第２搬送ローラー対４３、及
び、用紙搬送路４１の出口側に設けられたレジストローラー対４４を備える。
【００１６】
　第１搬送ローラー対４２は、用紙Ｐの搬送方向に沿って用紙Ｐを送るローラー対（送り
ローラー対）であって、給紙部２から供給される用紙Ｐを挟んで用紙搬送路４１に送出す
る。第２搬送ローラー対４３も送りローラー対である。第２搬送ローラー対４３は、第１
搬送ローラー対４２が送出した用紙Ｐを挟んでレジストローラー対４４に向けて送出する
。
【００１７】
　レジストローラー対４４は、第２搬送ローラー対４３によって搬送されてきた用紙Ｐの
斜行補正を行う。また、レジストローラー対４４は、用紙Ｐへの画像形成のタイミングと
用紙Ｐの搬送タイミングとを同期させるために、用紙Ｐを一時的に停止させた後、用紙Ｐ
を画像形成タイミングに合わせて画像形成部３に送出する。
【００１８】
　画像形成部３は、搬送ベルト３２及び記録ヘッド３４（４種類の記録ヘッド３４ａ、３
４ｂ、３４ｃ、及び、３４ｄ）を備え、レジストローラー対４４から供給された用紙Ｐを
、搬送ベルト３２によって所定方向（図１では左向き）に搬送すると共に、搬送ベルト３
２によって搬送されている用紙Ｐ上に記録ヘッド３４によって画像を形成する。なお、画
像形成部３の詳細な構成は、図２を参照して後述する。また、画像形成部３は、記録ヘッ
ド３４に対して、用紙Ｐの搬送方向下流側（図１では、左側）に搬送ガイド３６を備えて
いる。
【００１９】
　搬送ガイド３６は、搬送ベルト３２から排出される用紙Ｐを用紙排出部５に案内する。
用紙排出部５は、排出ローラー対５１を備える。図１に示すように、搬送ガイド３６は、
用紙Ｐの搬送方向（図１では左右方向）に対して平行に配置された２枚の板状部材から構
成され、上側の搬送ガイド３６及び下側の搬送ガイド３６を備えている。
【００２０】
　排出ローラー対５１は、搬送ガイド３６を通過した用紙Ｐを、排出口１１の方向に送出
する。排出ローラー対５１によって送出された用紙Ｐは、装置筐体１００の一方側面（図
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１では左側面）に形成された排出口１１を介して、装置筐体１００の外部に排出される。
【００２１】
　次に、図２を参照して、画像形成部３について説明する。図２は、図１に示す画像形成
部３の構成を示す図である。
【００２２】
　図２に示すように、画像形成部３は、搬送部３１、負圧印加部３３、及び、記録ヘッド
３４を備える。４種類の記録ヘッド３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、及び、３４ｄには、それぞ
れ、複数のノズル（図示せず）が設けられている。上記複数のノズルからインクが吐出さ
れて、用紙Ｐに文字、図形のような画像が形成される。記録ヘッド３４ａ、３４ｂ、３４
ｃ、及び、３４ｄは、略同一の構成を有するため、記録ヘッド３４と総称することもある
。
【００２３】
　搬送部３１は、所定方向（図２では左向き）に用紙Ｐを搬送するものであって、ベルト
速度検知ローラー３１１、吸着ローラー３１２、駆動ローラー３１３、テンションローラ
ー３１４、一対のガイドローラー３１５、及び、搬送ベルト３２を備える。
【００２４】
　搬送部３１は、装置筐体１００内において、４種類の記録ヘッド３４（３４ａ、３４ｂ
、３４ｃ、及び、３４ｄ）に対向して配置される。搬送ベルト３２は、ベルト速度検知ロ
ーラー３１１、駆動ローラー３１３、テンションローラー３１４、及び、一対のガイドロ
ーラー３１５に張架されている。搬送ベルト３２は、用紙Ｐの搬送方向（図２では、反時
計回り）に駆動されて、用紙Ｐを搬送する。
【００２５】
　テンションローラー３１４は、搬送ベルト３２が撓まないように、搬送ベルト３２に張
力を与える。
【００２６】
　ベルト速度検知ローラー３１１は、負圧印加部３３に対して用紙Ｐの搬送方向の上流側
（図２では右側）に配置され、搬送ベルト３２との間の摩擦力によって回転する。ベルト
速度検知ローラー３１１は、パルス板（図示せず）を含み、上記パルス板は、ベルト速度
検知ローラー３１１と一体になって回転する。上記パルス板の回転速度を測定することに
よって、搬送ベルト３２の回転速度が検知される。
【００２７】
　駆動ローラー３１３は、負圧印加部３３に対して用紙Ｐの搬送方向の下流側（図１では
左側）に配置される。
【００２８】
　駆動ローラー３１３はモーター（図示せず）によって回転駆動され、図２の反時計回り
の方向に搬送ベルト３２を回転させる。
【００２９】
　一対のガイドローラー３１５は、負圧印加部３３よりも下方に配置され、負圧印加部３
３の下方に空間を形成する。このように配置することによって、負圧印加部３３の下方に
おける搬送ベルト３２と負圧印加部３３との接触を防止することができる。
【００３０】
　４種類の記録ヘッド３４（３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、及び、３４ｄ）は、用紙Ｐの搬送
方向の上流側から下流側に向けて並設される。記録ヘッド３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、及び
、３４ｄは、それぞれ、搬送ベルト３２の幅方向（図２では、紙面に直交する方向）に配
列された複数のノズル（図示せず）を備えている。また、記録ヘッド３４ａ、３４ｂ、３
４ｃ、及び、３４ｄは、ライン型と呼ばれる。つまり、インクジェット記録装置１は、ラ
インヘッド方式のインクジェット記録装置である。
【００３１】
　負圧印加部３３は、搬送ベルト３２を介して、用紙Ｐに負圧を印加して、用紙Ｐを搬送
ベルト３２に吸着させる。また、負圧印加部３３は、搬送ベルト３２を介して４種類の記
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録ヘッド３４と対向するように搬送ベルト３２の裏面側（図２では下側）に配置される。
負圧印加部３３は、空気流通室３３１、空気流通室３３１の上面開口を覆うガイド部材３
３２、及び、負圧発生部３３６を備える。
【００３２】
　吸着ローラー３１２は従動ローラーである。吸着ローラー３１２は、搬送ベルト３２を
介して、ガイド部材３３２に対向して配置され、レジストローラー対４４から送出された
用紙Ｐを搬送ベルト３２上へ誘導して、搬送ベルト３２に吸着させる。
【００３３】
　ガイド部材３３２は、搬送ベルト３２を介して用紙Ｐを支持する。また、ガイド部材３
３２には、貫通孔３３５が形成されている。ガイド部材３３２は、例えば、金属材料から
構成される。
【００３４】
　本実施形態では、便宜上、負圧印加部３３がガイド部材３３２を備えるとして説明して
いるが、上述のように、ガイド部材３３２は搬送ベルト３２を支持するため、搬送部３１
がガイド部材３３２を備えるとして説明してもよい。
【００３５】
　空気流通室３３１は、上面が開口した有底筒状の箱形部材によって形成されている。空
気流通室３３１を構成する側壁の上面は、ガイド部材３３２に固定されている。負圧発生
部３３６は、空気流通室３３１の下方に配置される。負圧発生部３３６が駆動することに
よって、空気流通室３３１内に負圧が発生し、この負圧によって、ガイド部材３３２及び
搬送ベルト３２を介して、用紙Ｐが搬送ベルト３２に向けて吸引される。
【００３６】
　負圧発生部３３６は、空気流通室３３１内に負圧を発生するものであって、例えば、フ
ァンである。
【００３７】
　次に、図１を参照して、インクジェット記録装置１の動作について説明する。給紙ロー
ラー２２は、給紙カセット２１から用紙Ｐを取り出す。取り出された用紙Ｐは、ガイド板
２３によって第１搬送ローラー対４２に導かれる。
【００３８】
　用紙Ｐは第１搬送ローラー対４２によって用紙搬送路４１内に送出され、第２搬送ロー
ラー対４３によって用紙Ｐの搬送方向に搬送される。そして、用紙Ｐはレジストローラー
対４４に当接して停止し、斜行補正が行われる。そして、画像形成タイミングに合わせて
レジストローラー対４４によって用紙Ｐが画像形成部３に送出される。
【００３９】
　用紙Ｐは吸着ローラー３１２によって搬送ベルト３２上に導かれ、搬送ベルト３２に吸
着される。用紙Ｐは、搬送ベルト３２に形成された多数の吸引孔３２１（図３参照）の一
部を覆う。負圧印加部３３は、ガイド部材３３２、及び、搬送ベルト３２を介して空気を
吸引しており、空気流通室３３１には負圧が発生している。これによって、負圧が用紙Ｐ
に作用して、用紙Ｐが搬送ベルト３２に吸着される。そして、用紙Ｐは、搬送ベルト３２
の移動に伴って用紙Ｐの搬送方向に搬送される。
【００４０】
　搬送ベルト３２によって、４種類の記録ヘッド３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、及び、３４ｄ
に、それぞれ対向する位置へ用紙Ｐの各部分が連続して搬送される。この間に、４種類の
記録ヘッド３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、及び３４ｄから、それぞれ、各色のインクが搬送ベ
ルト３２によって搬送されている用紙Ｐへ向けて吐出される。これによって、用紙Ｐに画
像が形成される。
【００４１】
　用紙Ｐは、搬送ベルト３２から搬送ガイド３６へ搬送される。搬送ガイド３６を通過し
た用紙Ｐは、排出ローラー対５１によって排出口１１の方向に送出され、排出口１１を介
して装置筐体１００の外部に排出される。
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【００４２】
　次に、図３を参照して、搬送ベルト３２、ガイド部材３３２、及び、負圧印加部３３の
構成について説明する。図３は、図２に示す搬送ベルト３２、ガイド部材３３２、及び、
負圧印加部３３の構成を示す切断斜視図である。
【００４３】
　図３に示すように、上側から下側に向けて、搬送ベルト３２、ガイド部材３３２、空気
流通室３３１、及び、負圧発生部３３６が配置されている。搬送ベルト３２には、多数の
吸引孔３２１が形成されている。
【００４４】
　ここで、図３に示すように、搬送ベルト３２には、多数の吸引孔３２１が略等間隔に形
成されている。
【００４５】
　また、ガイド部材３３２の上面（搬送ベルト３２側の面）には、複数の溝３３４が形成
されている。溝３３４は、用紙Ｐの搬送方向に延びる長円状に形成されている。
【００４６】
　ここで、図４を参照して、ガイド部材３３２に形成された溝３３４及び貫通孔３３５に
ついて説明する。図４は、図３に示すガイド部材３３２の構成を示す平面図である。図４
に示すように、ガイド部材３３２には、用紙Ｐの搬送方向（図５では、左右方向）に延び
る長円状の溝３３４から成る列が、ガイド部材３３２の幅方向（図４では上下方向）に複
数本形成されている。また、溝３３４における、用紙Ｐの搬送方向（図４では、左右方向
）の略中央位置には、それぞれ、ガイド部材３３２をその厚さ方向に貫通する貫通孔３３
５が形成されている。貫通孔３３５の断面は円形状である。
【００４７】
　次に、図５を参照して、ガイド部材３３２に形成された溝３３４及び貫通孔３３５につ
いて説明する。図５は、図３に示すガイド部材３３２に形成された溝３３４及び貫通孔３
３５の構成を示す平面図及び断面図である。図５（ａ）は、溝３３４及び貫通孔３３５の
構成を示す平面図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示す溝３３４及び貫通孔３３５の
Ａ－Ａ断面図である。
【００４８】
　図５（ａ）に示すように、溝３３４における、用紙Ｐの搬送方向（図５（ａ）では、左
右方向）の略中央位置には、ガイド部材３３２をその厚さ方向に貫通する貫通孔３３５が
形成されている。図５（ｂ）に示すように、溝３３４は、貫通孔３３５と連通して形成さ
れているため、空気流通室３３１から貫通孔３３５を介して印加される負圧が、溝３３４
が形成されている領域にも作用する。
【００４９】
　図３に戻って、搬送ベルト３２に形成された吸引孔３２１と、ガイド部材３３２に形成
された溝３３４との位置関係について説明する。用紙Ｐの搬送方向に配置された多数の吸
引孔３２１から成る列が搬送ベルト３２の幅方向（用紙Ｐの搬送方向に直交する方向）に
複数本形成されており、これらの複数本の列は、吸引孔３２１が千鳥状に配置されるよう
に配列されている。また、図３に示すように、搬送ベルト３２の複数本の吸引孔３２１の
列は、それぞれ、複数本の溝３３４の列に対応して配置される。
【００５０】
　また、複数の溝３３４は、ぞれぞれ、少なくとも２個の吸引孔３２１と対向するように
形成されている。搬送ベルト３２の移動に伴って、複数の溝３３４に、それぞれ、対向す
る吸引孔３２１が１つずつ入れ替わってゆく。
【００５１】
　負圧発生部３３６によって負圧にされる空気流通室３３１は、ガイド部材３３２の貫通
孔３３５及び溝３３４を介して、搬送ベルト３２の吸引孔３２１に連通する。
【００５２】
　上述のように、搬送ベルト３２の吸引孔３２１に負圧が印加されるため、搬送ベルト３



(8) JP 6323370 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

２は、用紙Ｐを吸着して搬送することができる。
【００５３】
　＜第１実施形態に係るインクジェット記録装置１について＞
　次に、図６を参照して、第１実施形態に係るインクジェット記録装置１の構成について
説明する。図６は、図１に示すインクジェット記録装置１の第１実施形態を示す側面図で
ある。インクジェット記録装置１は、仕切部６、空気流入部７０、ダクト３３８（負圧ダ
クト）、第１吸引排気部７１、及び、第２吸引排気部７２を備えている。
【００５４】
　仕切部６は、装置筐体１００の内部を、第１空間ＳＰ１と、第２空間ＳＰ２とに仕切る
。第１空間ＳＰ１は、画像形成部３を含む。第２空間ＳＰ２は、給紙部２、用紙搬送部４
及び用紙排出部５を含む。用紙搬送部４は、「第１用紙搬送部」の一例に相当する。用紙
排出部５は、「第２用紙搬送部」の一例に相当する。仕切部６は、第１仕切板６１、第２
仕切板６２、第３仕切板６３、第４仕切板６４、及び、第５仕切板６５を備える。
【００５５】
　第１仕切板６１は、吸着ローラー３１２の上方から装置筐体１００の上面に延びた平板
状部材である。第２仕切板６２は、レジストローラー対４４の下方から給紙部２の上方に
延びた平板状部材である。第３仕切板６３は、一方側端（図６では右側端）が第２仕切板
６２の下端に接続され、他方側端（図６では左側端）が第５仕切板６５の下端に接続され
た平板状部材である。
【００５６】
　第４仕切板６４は、搬送ガイド３６における用紙Ｐの搬送方向の上流側端（図６では右
側端）の上方から装置筐体１００の上面に延びた平板状部材である。第５仕切板６５は、
搬送ガイド３６における用紙Ｐの搬送方向の上流側端（図６では右側端）の下方から給紙
部２の上方に延びた平板状部材である。
【００５７】
　空気流入部７０は、装置筐体１００の上面のうち、第１仕切板６１の上端の接続位置と
、第４仕切板６４の上端の接続位置との間に配置され、装置筐体１００の外部から第１空
間ＳＰ１に空気を取り込む。空気流入部７０には、フィルターが配置されており、装置筐
体１００の外部から第１空間ＳＰ１に取り込む空気に含まれる塵埃を除去する。
【００５８】
　ダクト３３８は、負圧発生部３３６の排気を第２空間ＳＰ２に排出する。図６では、ダ
クト３３８は、負圧発生部３３６から右側に延び、第３仕切板６３を貫通して、第３仕切
板６３の右側まで延びている。ただし、ダクト３３８は、搬送ベルト３２、テンションロ
ーラー３１４、及び、ガイドローラー３１５と干渉しないように、搬送ベルト３２、テン
ションローラー３１４、及び、ガイドローラー３１５に対して図６では紙面手前側、（又
は、奥側）に迂回して形成されている。
【００５９】
　第１吸引排気部７１は、吸着ローラー３１２の周辺の空気を吸引し、第２空間ＳＰ２に
排出する。第１吸引排気部７１は、ファン７１１、及び、ダクト７１２を備えている。フ
ァン７１１は、ダクト７１２内の空気を吸引し、第２空間ＳＰ２に排出する。ダクト７１
２は、ファン７１１によって吸着ローラー３１２の周辺の空気が吸引されるように、ファ
ン７１１と吸着ローラー３１２の周辺との間に風路を形成する。ダクト７１２には、開口
７１２ａが形成されている。
【００６０】
　図６では、第１吸引排気部７１が、第２空間ＳＰ２に排出する場合について説明したが
、その他の形態でもよい。例えば、第１吸引排気部７１が、装置筐体１００の外部に排出
する形態でもよい。この場合には、第２空間ＳＰ２内に紙粉が流入することを抑制するこ
とができる。したがって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを更に抑制することがで
きる。
【００６１】
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　第２吸引排気部７２は、第２空間ＳＰ２内の空気を、装置筐体１００の外部に排出する
。第２吸引排気部７２は、図６では装置筐体１００の右側の側面下部に配置されている。
【００６２】
　図６では、第２吸引排気部７２が、装置筐体１００の右側の側面下部に配置されている
場合について説明したが、第２吸引排気部７２がその他の位置に配置されている形態でも
よい。例えば、第２吸引排気部７２が第１吸引排気部７１のファン７１１に対向する装置
筐体１００上面（又は側面）に配置されている形態でもよい。この場合には、吸着ローラ
ー３１２において用紙Ｐに付着している紙粉を装置筐体１００の外部に更に効果的に排出
することができる。以下の説明において、「吸着ローラー３１２において用紙Ｐに付着し
ている紙粉」とは、吸着ローラー３１２において発生した紙粉、及び、吸着ローラー３１
２に対して用紙Ｐの搬送方向上流側で発生し、用紙Ｐに付着した紙粉を含む。
【００６３】
　上述のように、仕切部６によって、装置筐体１００の内部が、第１空間ＳＰ１と、第２
空間ＳＰ２とに仕切られている。また、空気流入部７０によって、装置筐体１００の外部
から第１空間ＳＰ１に、塵埃が除去された空気が取り込まれる。更に、第１吸引排気部７
１によって、吸着ローラー３１２において用紙Ｐに付着している紙粉が、第２空間ＳＰ２
に排出される。よって、第１空間ＳＰ１内を紙粉が少ない状態に保つことができる。した
がって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを抑制することができる。
【００６４】
　また、ダクト３３８によって、負圧発生部３３６の排気が第２空間ＳＰ２に排出される
。よって、負圧発生部３３６によって回収された紙粉を、第２空間ＳＰ２に排出すること
ができる。したがって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを更に抑制することができ
る。
【００６５】
　また、負圧発生部３３６は、上側から吸気して、紙面手前側（又は、奥側、若しくは、
右側）に排気するため、図７に示す遠心ファン８を備えている。遠心ファン８の構成につ
いては、図７を参照して後述する。
【００６６】
　更に、第２吸引排気部７２によって、第２空間ＳＰ２内の空気が、装置筐体１００の外
部に排出されるため、第２空間ＳＰ２内の紙粉が装置筐体１００の外部に排出される。よ
って、例え、第２空間ＳＰ２内の空気が、第１空間ＳＰ１内に侵入したとしても、紙粉が
第１空間ＳＰ１内に侵入することを抑制することができる。したがって、紙粉が記録ヘッ
ド３４に付着することを更に抑制することができる。
【００６７】
　次に、図７を参照して、負圧発生部３３６を構成する遠心ファン８について説明する。
図７は、遠心ファン８の構成を示す平面図である。遠心ファン８は、筐体８１及びファン
支持部８２を備えている。筐体８１は、ファン支持部８２を収納すると共に、排気口８１
１が形成されている。排気口８１１は、排気が吐出される開口である。ファン支持部８２
は、中心点８２１を中心として、図略のモーターによって矢印ＲＴの方向（図９では反時
計回り）に回動される。ファン支持部８２には、多数のファン８２２が、中心点８２１を
中心とする円周に沿って配置されている。ファン８２２は、紙面手前側の空気を吸入し、
中心点８２１から離れる方向に空気を排出するように形成されている。
【００６８】
　遠心ファン８において、ファン８２２が中心点８２１を中心として矢印ＲＴの方向に回
転することによって、紙面手前側の空気が吸入され、中心点８２１から離れる方向に空気
が排出される。そして、中心点８２１から離れる方向に排出された空気は、筐体８１の内
側に沿って流動し、排気口８１１から排出される。
【００６９】
　＜第２実施形態に係るインクジェット記録装置１Ａについて＞
　次に、図８を参照して、第２実施形態に係るインクジェット記録装置１Ａの構成につい
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て説明する。図８は、図１に示すインクジェット記録装置１Ａの第２実施形態を示す側面
図である。第２実施形態に係るインクジェット記録装置１Ａは、下記２点において、図６
に示す第１実施形態に係るインクジェット記録装置１と相違している。
相違点Ａ：第１吸引排気部７３が吸着ローラー３１２の周辺の空気を装置筐体１００の外
部に排出する。
相違点Ｂ：ダクト３３８ａが、負圧発生部３３６の排気を第３仕切板６３の下方に排出す
る。
【００７０】
　第２実施形態に係るインクジェット記録装置１Ａの構成のうち、図６に示す第１実施形
態に係るインクジェット記録装置１と同様の構成については、同一の参照符号を付して、
その説明を省略する。以下に、インクジェット記録装置１Ａの構成のうち、インクジェッ
ト記録装置１と相違する点について説明する。インクジェット記録装置１Ａは、ダクト３
３８ａ及び、第１吸引排気部７３を備えている。
【００７１】
　負圧ダクトとしてのダクト３３８ａは、負圧発生部３３６の排気を第２空間ＳＰ２に排
出する。ダクト３３８ａは、負圧発生部３３６から下側に延び、第３仕切板６３を貫通し
て、給紙部２の上方まで延びている。ただし、ダクト３３８ａは、搬送ベルト３２と干渉
しないように、搬送ベルト３２に対して図８では紙面手前側（又は、奥側）に迂回して形
成されている。
【００７２】
　第１吸引排気部７３は、吸着ローラー３１２の周辺の空気を吸引し、装置筐体１００の
外部に排出する。第１吸引排気部７３は、ファン７３１、及び、ダクト７３２を備えてい
る。ファン７３１は、ダクト７３２内の空気を吸引し、装置筐体１００の外部に排出する
。ダクト７３２は、ファン７３１によって吸着ローラー３１２の周辺の空気が吸引される
ように、ファン７３１と吸着ローラー３１２の周辺との間に風路を形成する。ダクト７３
２には、開口７３２ａが形成されている。
【００７３】
　上述のように、ダクト３３８ａによって、負圧発生部３３６の排気が第２空間ＳＰ２に
排出される。よって、負圧発生部３３６によって回収された紙粉を、第２空間ＳＰ２に排
出することができる。したがって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを更に抑制する
ことができる。
【００７４】
　また、第１吸引排気部７３によって、吸着ローラー３１２において用紙Ｐに付着してい
る紙粉が、装置筐体１００の外部に排出される。よって、第１空間ＳＰ１内を紙粉が少な
い状態に保つことができる。したがって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを抑制す
ることができる。
【００７５】
　また、第１吸引排気部７３によって、吸着ローラー３１２において用紙Ｐに付着してい
る紙粉が、装置筐体１００の外部に排出されるため、紙粉が第２空間ＳＰ２に排出されな
い。よって、第２空間ＳＰ２内に滞留する紙粉の増加を抑制することができる。したがっ
て、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを抑制することができる。
【００７６】
　＜第３実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｂについて＞
　次に、図９を参照して、第３実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｂの構成につい
て説明する。図９は、図１に示すインクジェット記録装置１Ｂの第３実施形態を示す側面
図である。第３実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｂは、下記の点において、図６
に示す第１実施形態に係るインクジェット記録装置１と相違している。
相違点Ｃ：ダクト３３８ｂが、負圧発生部３３６の排気を装置筐体１００の外部に排出す
る。
【００７７】
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　第３実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｂの構成のうち、図６に示す第１実施形
態に係るインクジェット記録装置１と同様の構成については、同一の参照符号を付して、
その説明を省略する。以下に、インクジェット記録装置１Ｂの構成のうち、インクジェッ
ト記録装置１と相違する点について説明する。
【００７８】
　負圧ダクトとしてのダクト３３８ｂは、負圧発生部３３６の排気を装置筐体１００の外
部に排出する。ダクト３３８ｂは、負圧発生部３３６から右側に延び、第２仕切板６２を
貫通して、装置筐体１００の右側の側面まで延びている。ただし、ダクト３３８は、搬送
ベルト３２、テンションローラー３１４、及び、ガイドローラー３１５と干渉しないよう
に、搬送ベルト３２、テンションローラー３１４、及び、ガイドローラー３１５に対して
図６では紙面手前側（又は、奥側）に迂回して形成されている。
【００７９】
　また、負圧発生部３３６は、上側から吸気して、紙面右側に排気するため、図７に示す
遠心ファン８を備えている。
【００８０】
　ダクト３３８ｂによって、負圧発生部３３６の排気が装置筐体１００の外部に排出され
る。よって、負圧発生部３３６によって回収された紙粉を、装置筐体１００の外部に排出
することができる。したがって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを更に抑制するこ
とができる。
【００８１】
　負圧発生部３３６の排気が、装置筐体１００の外部に排出されるため、紙粉が記録ヘッ
ド３４に付着することを更に抑制することができる。
【００８２】
　また、負圧発生部３３６の排気が、第２空間ＳＰ２に排出されることがないため、第２
空間ＳＰ２内の紙粉の増加を抑制することができる。したがって、第２空間ＳＰ２内の空
気が第１空間ＳＰ１内に流入した場合であっても、紙粉が記録ヘッド３４に付着すること
を更に抑制することができる。
【００８３】
　＜第４実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｃについて＞
　次に、図１０を参照して、第４実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｃの構成につ
いて説明する。図１０は、図１に示すインクジェット記録装置１Ｃの第４実施形態を示す
側面図である。第４実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｃは、下記の２点において
、第３実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｂと相違している。
相違点Ｄ：ダクト７１３が、第１吸引排気部７１の排気を装置筐体１００の外部に排出す
る。
相違点Ｅ：負圧発生部３３６の排気を装置筐体１００の外部に排出するダクト７１４がダ
クト７１３と合流している。
【００８４】
　第４実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｃの構成のうち、図９に示す第３実施形
態に係るインクジェット記録装置１Ｂと同様の構成については、同一の参照符号を付して
、その説明を省略する。以下に、インクジェット記録装置１Ｃの構成のうち、インクジェ
ット記録装置１Ｂと相違する点について説明する。
【００８５】
　ダクト７１３は、第１吸引排気部７１の排気を装置筐体１００の外部に排出する。ダク
ト７１３は、第１吸引排気部７１から装置筐体１００の右側の側面まで延びており、第１
吸引排気部７１の排気を装置筐体１００の右側の側面から外部に排出する。ダクト７１３
は、「第１のダクト」に相当する。
【００８６】
　ダクト７１４は、負圧発生部３３６の排気を装置筐体１００の外部に排出する。ダクト
７１４は、ダクト７１３と合流し、１つの排気口から排気を装置筐体１００の外部に排出
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する。ダクト７１４は、「負圧ダクト」に相当する。
【００８７】
　上述のように、第１吸引排気部７１によって、吸着ローラー３１２の上側の周辺の空気
が吸引され、装置筐体１００の外部に排出される。よって、吸着ローラー３１２において
用紙Ｐに付着している紙粉を更に確実に装置筐体１００の外部に排出することができる。
したがって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを更に抑制することができる。
【００８８】
　また、ダクト７１４は、ダクト７１３と合流し、１つの排気口から排気を排出するため
、排気口から装置筐体１００の外部に排出された紙粉を容易に回収することができる。
【００８９】
　図１０では、ダクト７１４が、ダクト７１３と合流する場合について説明したが、ダク
ト７１３が、ダクト７１４と合流する形態でもよい。
【００９０】
　＜第５実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｄについて＞
　次に、図１１を参照して、第５実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｄの構成につ
いて説明する。図１１は、図１に示すインクジェット記録装置１Ｄの第５実施形態を示す
側面図である。第５実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｄは、下記の２点において
、図８に示す第２実施形態に係るインクジェット記録装置１Ａと相違している。
相違点Ｆ：第１吸引排気部７４が、吸着ローラー３１２周辺の空気、及び、第２空間ＳＰ
２内の空気を吸引し、装置筐体１００の外部に排出する。
相違点Ｇ：第２吸引排気部７２が配置されていない。
【００９１】
　第５実施形態に係るインクジェット記録装置１Ｄの構成のうち、図８に示す第２実施形
態に係るインクジェット記録装置１Ａと同様の構成については、同一の参照符号を付して
、その説明を省略する。以下に、インクジェット記録装置１Ｄの構成のうち、インクジェ
ット記録装置１Ａと相違する点について説明する。
【００９２】
　第１吸引排気部７４は、吸着ローラー３１２の周辺の空気、及び、第２空間ＳＰ２内の
空気を吸引し、装置筐体１００の外部に排出する。第１吸引排気部７４は、ファン７４１
、及び、ダクト７４２を備えている。ファン７４１は、ダクト７４２内の空気、及び、第
２空間ＳＰ２内の空気を吸引し、装置筐体１００の外部に排出する。ダクト７４２は、フ
ァン７４１によって吸着ローラー３１２の周辺の空気が吸引されるように、ファン７４１
の近傍と吸着ローラー３１２の周辺との間に風路を形成する。ダクト７４２には、開口７
４２ａが形成されている。
【００９３】
　また、第１吸引排気部７４によって、吸着ローラー３１２において用紙Ｐに付着してい
る紙粉が、装置筐体１００の外部に排出される。よって、第１空間ＳＰ１内を紙粉が少な
い状態に保つことができる。したがって、紙粉が記録ヘッド３４に付着することを抑制す
ることができる。
【００９４】
　また、第１吸引排気部７４によって、第２空間ＳＰ２内の空気が、装置筐体１００の外
部に排出されるため、第２空間ＳＰ２内の紙粉が装置筐体１００の外部に排出される。よ
って、第２空間ＳＰ２内に滞留する紙粉の増加を抑制することができる。したがって、紙
粉が記録ヘッド３４に付着することを抑制することができる。
【００９５】
　また、第１吸引排気部７４によって、吸着ローラー３１２の周辺の空気、及び、第２空
間ＳＰ２内の空気が装置筐体１００の外部に排出されるため、第２空間ＳＰ２内の空気を
装置筐体１００の外部に排出する第２吸引排気部７２を配置する必要がない。よって、イ
ンクジェット記録装置の構成を簡素化することができる。
【００９６】



(13) JP 6323370 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

　以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明した。ただし、本発明は、上
記の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（例えば、下記に示す（１）～（５））。図面は、理解し易く
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おり、図示された各構成要素の
厚み、長さ、個数等は、図面作成の都合上から実際とは異なる場合がある。また、上記の
実施形態で示す各構成要素の形状、寸法等は一例であって、特に限定されるものではなく
、本発明の構成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。
【００９７】
　（１）本発明の実施形態では、画像形成部３において搬送ベルト３２が用紙Ｐを搬送す
る場合について説明したが、画像形成部３においてその他の方法で用紙Ｐを搬送する形態
でもよい。例えば、複数の搬送ローラーによって用紙Ｐを搬送する形態でもよい。この場
合には、互いに隣接する搬送ローラーの間から負圧を印加することが好ましい。
【００９８】
　（２）本発明の実施形態では、仕切部６が仕切板６１～６５を備える場合について説明
したが、仕切部６が装置筐体１００内を第１空間ＳＰ１と第２空間ＳＰ２とに仕切る形態
であればよい。例えば、仕切板６２、６３、６５が下側に凸の半円筒状に形成されている
形態でもよい。この場合には、インクジェット記録装置１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄをコ
ンパクトに構成することができる。
【００９９】
　（３）本発明の実施形態では、第１仕切板６１が吸着ローラー３１２の上方から装置筐
体１００の上面に延びている場合について説明したが、第１仕切板６１が吸着ローラー３
１２に対して用紙Ｐの搬送方向下流側から装置筐体１００の上面に延びている形態でもよ
い。この場合には、吸着ローラー３１２で発生する紙粉が、第１空間ＳＰ１に侵入するこ
とを抑制することができる。
【０１００】
　（４）本発明の実施形態では、第４仕切板６４が、搬送ガイド３６における用紙Ｐの搬
送方向の上流側端の上方から装置筐体１００の上面に延びている場合について説明したが
、第４仕切板６４が、搬送ガイド３６に対して用紙Ｐの搬送方向の上流側から装置筐体１
００の上面に延びている形態でもよい。この場合には、搬送ガイド３６で発生する紙粉が
、第１空間ＳＰ１に侵入することを抑制することができる。よって、紙粉が記録ヘッド３
４に付着することを更に抑制することができる。
【０１０１】
　（５）本発明の実施形態では、空気流入部７０がフィルターを備える場合について説明
したが、空気流入部７０が更にファンを備える形態でもよい。この場合には、装置筐体１
００の外部から第１空間ＳＰ１に取り込む空気の量を適正な量とすることができる。ただ
し、この場合には、第１空間ＳＰ１内又は第２空間ＳＰ２内の圧力が高くなる恐れがある
ため、他のファン（例えば、第２吸引排気部７２）の排気量とのバランスをとることが好
ましい。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、インクジェット記録装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　　インクジェット記録装置
　１００　　装置筐体
　１１　　排出口
　２　　給紙部
　３　　画像形成部
　３１　　搬送部
　３１２　　吸着ローラー
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　３２　　搬送ベルト
　３２１　　吸引孔
　３３　　負圧印加部
　３３１　　空気流通室
　３３２　　ガイド部材
　３３４　　溝
　３３５　　貫通孔
　３３６　　負圧発生部
　３３８、３３９　　ダクト
　３４（３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、３４ｄ）　　記録ヘッド
　３６　　搬送ガイド
　４　　用紙搬送部（第１用紙搬送部）
　５　　用紙排出部（第２用紙搬送部）
　６　　仕切部
　６１　　第１仕切板
　６２　　第２仕切板
　６３　　第３仕切板
　６４　　第４仕切板
　６５　　第５仕切板
　７０　　空気流入部
　７１、７３、７４　　第１吸引排気部
　７１１、７３１、７４１　　ファン
　７１２、７３２、７４２　　ダクト
　７１２ａ、７３２ａ、７４２ａ　　開口部
　７１３　　ダクト（第１のダクト）
　７１４　　ダクト（負圧ダクト）
　７２　　第２吸引排気部
　８　　遠心ファン
　８１　　筐体
　８１１　　排気口
　８２　　ファン支持部
　８２１　　中心点
　８２２　　ファン
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