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(57)【要約】
【課題】支持部材を加熱するために必要な消費電力を低
減して、ランニングコストを抑えることができる記録装
置、記録方法を提供する。
【解決手段】シート状の連続紙１３を支持する上面１９
ａを有するプラテン１９と、プラテン１９の上面１９ａ
上に支持された連続紙１３に対してインクを付着させて
記録を施す記録ヘッドと、プラテン１９の上面１９ａに
開口する吸引孔３１を介して連続紙１３を吸引可能なフ
ァン３３と、ファン３３が吸引孔３１を介して吸引した
空気から熱エネルギーを回収すると共に、回収した該熱
エネルギーによりプラテン１９を加熱するペルチェ素子
３４とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
シート状の記録媒体を支持する支持面を有する支持部材と、
　前記支持面に開口する吸引孔を介して前記記録媒体を吸引可能な吸引手段と、
　前記吸引手段が前記吸引孔を介して吸引した空気から熱エネルギーを回収すると共に、
回収した該熱エネルギーにより前記支持部材を加熱する加熱手段と
　を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
前記加熱手段は、前記吸引手段が吸引した前記空気から前記熱エネルギーを回収する吸熱
部と、
　該吸熱部が回収した前記熱エネルギーを放熱する放熱部とを有するペルチェ素子であっ
て、
　該ペルチェ素子は、前記放熱部が放熱する前記熱エネルギーによって前記支持部材を加
熱することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
前記加熱手段は、熱エネルギーを媒介する媒体が封入された環状体と、
　該環状体内の媒体を圧縮する圧縮手段と、
　該圧縮手段により圧縮された媒体を膨張させる膨張手段と
　を備え、
　前記吸引手段が吸引した前記空気の前記熱エネルギーが、前記膨張手段により膨張され
て温度が低下した前記媒体に熱伝達されると共に、前記圧縮手段が圧縮して温度が上昇し
た前記媒体の前記熱エネルギーを前記支持部材に熱伝達させることを特徴とする請求項１
に記載の記録装置。
【請求項４】
前記加熱手段は、前記吸引手段により吸引された前記空気の前記熱エネルギーを回収する
吸熱板をさらに備えることを特徴とする請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の
記録装置。
【請求項５】
シート状の記録媒体を支持する支持部材の支持面に開口する吸引孔から空気を吸引する吸
引ステップと、
　該吸引ステップにて吸引された空気から熱エネルギーを回収する熱エネルギー回収ステ
ップと、
　該熱エネルギー回収ステップにて回収した前記熱エネルギーにより前記支持部材を加熱
する加熱ステップと
　を備える記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばインクジェット式プリンターなどの記録装置、及び記録方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、記録材を記録媒体に対して付着させて記録を施す記録装置として、インクジェ
ット式プリンター（以下、「プリンター」という。）が広く知られている（例えば、特許
文献１）。この特許文献１に記載のプリンターには、記録媒体である用紙を支持するため
のプラテン（支持部材）と、プラテン上に支持される用紙にインク（記録材）を噴射する
ための記録ヘッドとが設けられている。そして、プラテン上に用紙が搬送されると、該用
紙は記録ヘッドからインクが噴射されて印刷（記録）が施され、搬送方向における下流側
へ搬送されるようになっている。
【０００３】
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　また、プラテンには、ヒーターが設けられており、このヒーターからの熱がプラテンを
介して用紙に伝わることで該用紙に付着したインクの乾燥を促進させるようになっている
。さらに、印刷時にインクが噴射される用紙に平面性を確保させるために、プラテンに吸
引孔を形成すると共に、該吸引孔を介して用紙を吸引してプラテンに密着させていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－３１８９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１のプリンターでは、プラテンよりもサイズの小さな用紙に印刷を
施す場合には、用紙に閉塞されない吸引孔から空気が吸引され、該吸引孔を通過する空気
によってプラテンは熱が奪われて温度を低下させてしまっていた。そのため、プラテンの
温度をインクの乾燥促進に適した温度に加熱するためには、発熱量が大きなヒーターを用
いる必要があり、そのヒーターの消費電力に伴うランニングコストが大きくなってしまう
という問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、支持部材を加熱する
ために必要な消費電力を低減して、ランニングコストを抑えることができる記録装置、記
録方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の記録装置は、シート状の記録媒体を支持する支持
面を有する支持部材と、前記支持面に開口する吸引孔を介して前記記録媒体を吸引可能な
吸引手段と、前記吸引手段が前記吸引孔を介して吸引した空気から熱エネルギーを回収す
ると共に、回収した該熱エネルギーにより前記支持部材を加熱する加熱手段とを備える。
【０００８】
　この構成によれば、加熱手段は、吸引手段の吸引に伴って支持部材から奪われる熱エネ
ルギーを利用することにより、支持部材を効率よく加熱することができる。すなわち、支
持部材が有する熱エネルギーは、該支持部材に形成された吸引孔を通過する空気に奪われ
る。ところが、加熱手段は吸引手段が吸引した空気から熱エネルギーを回収し、回収した
熱エネルギーを支持部材の加熱に利用する。そのため、支持部材を加熱するために外部か
ら投入するエネルギー量を減少させても支持部材の温度低下を抑制することができる。し
たがって、加熱手段が支持部材を加熱するために必要な消費電力を低減して、ランニング
コストを抑えることができる。
【０００９】
　本発明の記録装置において、前記加熱手段は、前記吸引手段が吸引した前記空気から前
記熱エネルギーを回収する吸熱部と、該吸熱部が回収した前記熱エネルギーを放熱する放
熱部とを有するペルチェ素子であって、該ペルチェ素子は、前記放熱部が放熱する前記熱
エネルギーによって前記支持部材を加熱する。
【００１０】
　この構成によれば、ペルチェ素子に通電することに伴う該ペルチェ素子自身の発熱によ
り支持部材を加熱することができる。さらに、吸引手段の吸引に伴って奪われる熱エネル
ギーを支持部材の加熱に再利用することができるため、支持部材を効率よく加熱すること
ができる。また、ペルチェ素子は、例えば伝熱線を用いたヒーターに比べて小型であるた
め、吸引手段の吸引経路となる吸引孔を避けて容易に取り付けることができる。
【００１１】
　本発明の記録装置において、前記加熱手段は、熱エネルギーを媒介する媒体が封入され
た環状体と、該環状体内の媒体を圧縮する圧縮手段と、該圧縮手段により圧縮された媒体
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を膨張させる膨張手段とを備え、前記吸引手段が吸引した前記空気の前記熱エネルギーが
、前記膨張手段により膨張されて温度が低下した前記媒体に熱伝達されると共に、前記圧
縮手段が圧縮して温度が上昇した前記媒体の前記熱エネルギーを前記支持部材に熱伝達さ
せる。
【００１２】
　この構成によれば、熱エネルギーを媒介する媒体を圧縮及び膨張させて該媒体の温度を
変化させることにより、空気から媒体、及び媒体から支持部材への熱伝達を効率よく行う
ことができる。
【００１３】
　本発明の記録装置において、前記加熱手段は、前記吸引手段により吸引された前記空気
の前記熱エネルギーを回収する吸熱板をさらに備える。
　この構成によれば、吸熱板を設けることにより、吸引手段により吸引された空気と加熱
手段との接触面積を増加させることができる。したがって、空気から回収可能な熱エネル
ギー量が増加するため、より効率的に支持部材を加熱することができる。
【００１４】
　本発明の記録方法は、シート状の記録媒体を支持する支持部材の支持面に開口する吸引
孔から空気を吸引する吸引ステップと、該吸引ステップにて吸引された空気から熱エネル
ギーを回収する熱エネルギー回収ステップと、該熱エネルギー回収ステップにて回収した
前記熱エネルギーにより前記支持部材を加熱する加熱ステップとを備える。
【００１５】
　この構成によれば、上記記録装置と同様の作用効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態におけるプリンターの正面模式図。
【図２】図３における２－２矢視断面模式図。
【図３】プラテンの平面模式図。
【図４】第２の実施形態におけるプラテンの平面模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明をラテラル方式のインクジェット式プリンター（以下、「プリンター」と
いう。）及び該プリンターを用いた記録方法に具体化した第１の実施形態を図１～図３に
従って説明する。なお、以下における明細書中の説明において、「前後方向」、「左右方
向」、「上下方向」をいう場合は、図１等の図面に矢印で示した方向を基準として示すも
のとする。
【００１８】
　図１に示すように、記録装置としてのプリンター１１は、直方体状の本体ケース１２を
備えている。本体ケース１２内には、シート状の記録媒体としての連続紙１３を繰り出す
繰り出し部１４と、その連続紙１３に記録材としてのインクの噴射により印刷が施される
印刷室１５と、その印刷によりインクが付着した連続紙１３に乾燥処理を施す乾燥装置１
６と、そのように乾燥処理が施された連続紙１３を巻き取る巻き取り部１７が設けられて
いる。
【００１９】
　すなわち、本体ケース１２内における上下方向の中央部よりもやや上寄りの位置には、
本体ケース１２内を上下に区画する平板状の基台１８が設けられており、この基台１８よ
りも上側の領域が矩形板状のプラテン１９を基台１８上に支持してなる印刷室１５となっ
ている。そして、基台１８よりも下側の領域において、連続紙１３の搬送方向で上流側と
なる左側寄りの位置に、繰り出し部１４が配設されると共に、下流側となる右側寄りの位
置に、乾燥装置１６及び巻き取り部１７が配設されている。
【００２０】
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　図１に示すように、繰り出し部１４には、前後方向に延びる巻き軸２０が回転自在に設
けられ、その巻き軸２０に対して連続紙１３が予めロール状に巻かれた状態で巻き軸２０
と一体回転可能に支持されている。すなわち、連続紙１３は、巻き軸２０が回転すること
により、繰り出し部１４から繰り出されて搬送方向の下流側に搬送されるようになってい
る。そして、巻き軸２０から繰り出された連続紙１３は、第１ローラー２１、第２ローラ
ー２２、第３ローラー２３、及び第４ローラー２４に順次巻き掛けられて搬送方向を変換
された後、巻き取り部１７に設けられた巻き取り軸２５が図示しない搬送モーターの駆動
力に基づき回転することにより巻き取られるようになっている。
【００２１】
　なお、印刷室１５内においてプラテン１９を挟んで左右方向で対向する第２ローラー２
２及び第３ローラー２３は各々の周面の頂部がプラテン１９の上面と同一高さとなるよう
に各々の設置される位置が調整されている。そのため、印刷室１５内において第２ローラ
ー２２と第３ローラー２３との間を下流側に搬送される連続紙１３は、その裏面がプラテ
ン１９の支持面としての上面１９ａ（図２参照）に摺接するようになっている。
【００２２】
　また、図１に示すように、印刷室１５内におけるプラテン１９の前後両側には、左右方
向に延びるガイドレール２６（図１では２点鎖線で示す）が対をなすように設けられてい
る。ガイドレール２６の上面はプラテン１９の上面１９ａよりも高くなっており、両ガイ
ドレール２６の上面には、矩形状のキャリッジ２７が図示しない駆動機構の駆動に基づき
両ガイドレール２６に沿って左右方向への往復移動可能な状態で支持されている。そして
、このキャリッジ２７の下面側には支持板２８を介して記録ヘッド２９が支持されている
。この記録ヘッド２９は、プラテン１９の上面１９ａに支持された連続紙１３に対してイ
ンクを噴射することにより印刷（記録）を施す記録手段として機能する。また、印刷室１
５内において、第３ローラー２３よりも右側となる非印刷領域には、非印刷時に記録ヘッ
ド２９のメンテナンスを行うためのメンテナンス機構３０が設けられている。
【００２３】
　次に、プラテン１９の構成について図２及び図３に基づき以下説明する。
　図２及び図３に示すように、プラテン１９には、該プラテン１９を上下方向（プラテン
１９の厚み方向）に貫通する多数の吸引孔３１が形成されている。すなわち、吸引孔３１
は、プラテン１９の上面１９ａ、及び下面１９ｂ上に開口するように形成される。なお、
吸引孔３１における上面１９ａ側及び下面１９ｂ側の各開口径は等しくなっている。
【００２４】
　さらに、各吸引孔３１は、複数（図３では１７個）の吸引孔３１が前後方向に沿う複数
列（図３では７列）の吸引孔列３２を左右方向に所定間隔をおいて形成するように規則的
に配列されている。また、プラテン１９の下側（即ち、プラテン１９と基台１８との間の
領域）には、各吸引孔３１内の空気を吸引するための吸引手段としてのファン３３が設け
られている。そして、各ファン３３を駆動することで各吸引孔３１内に負圧が発生し、該
負圧の発生によりプラテン１９越しに各吸引孔３１を介して連続紙１３が吸引され、プラ
テン１９の上面１９ａに連続紙１３が吸着されるようになっている。
【００２５】
　次に、上記プラテン１９を加熱するための加熱装置について図２及び図３に基づき以下
説明する。
　図２及び図３に示すように、プラテン１９の下面１９ｂには、左右方向において隣り合
う吸引孔列３２間において、加熱手段としての複数（図３では４個）のペルチェ素子３４
が前後方向に沿う複数列（図３では６列）のペルチェ素子列３５を形成するように規則的
に配列されて固着されている。
【００２６】
　図２に示すように、ペルチェ素子３４は、その一例として、矩形板状の放熱部３６と吸
熱部３７とが、任意の数のＰ型半導体３８とＮ型半導体３９とを挟持するように構成され
ている。なお、Ｐ型半導体３８とＮ型半導体３９は、交互に配列されて電気的に直列に接
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合されている。そして、各ペルチェ素子３４は放熱部３６がプラテン１９の下面１９ｂに
熱伝達可能に固着されるように該プラテン１９に取り付けられている。
【００２７】
　図示しない電源手段から各ペルチェ素子３４に電流が供給されると、ペルチェ素子３４
が有する熱エネルギーは吸熱部３７から放熱部３６へ移動する。そのため、ペルチェ素子
３４は、放熱部３６から放熱される熱エネルギーによってプラテン１９を加熱するように
なっている。
【００２８】
　また、各ペルチェ素子３４の吸熱部３７には、吸熱板としてのヒートシンク４０が該吸
熱部３７と熱伝達可能に固着されている。このヒートシンク４０は、下方に向かって複数
のフィン４１が互いに間隔を有して立設されている。そのため、ファン３３に吸引されて
吸引孔３１を通過した空気は、フィン４１の間を抜けてファン３３へ吸引されるようにな
っている。
【００２９】
　そこで次に、このようなペルチェ素子３４を備えたプラテン１９を加熱する場合の作用
について説明する。
　さて、プリンター１１の電源が入れられると、図示しない制御部はファン３３の吸引駆
動を開始させる（吸引ステップ）と共に、電源手段を駆動してペルチェ素子３４に対する
電流の供給を開始させる。
【００３０】
　すると、ペルチェ素子３４には、該ペルチェ素子３４自身の電気抵抗に基づいてジュー
ル熱が発生するため、このジュール熱が放熱部３６からプラテン１９に熱伝達されてプラ
テン１９を加熱する。さらに、ペルチェ素子３４は、ペルチェ効果によって吸熱部３７側
の熱エネルギーが放熱部３６へ移動してプラテン１９に対して放熱されるため、該熱エネ
ルギーによってプラテン１９を加熱する。
【００３１】
　すると、ファン３３に吸引されて吸引孔３１を通過する空気は、プラテン１９の温度よ
りも低いため、該吸引孔３１を通過する際にプラテン１９から熱エネルギーが伝達されて
その温度が上昇する。
【００３２】
　ここでヒートシンク４０は、吸熱部３７に熱伝達可能に取り付けられているため、吸熱
部３７から放熱部３６への熱エネルギーの移動に伴ってヒートシンク４０の熱エネルギー
も奪われて冷却された状態となる。したがって、暖められた空気がヒートシンク４０を通
過してファン３３へ吸引されると、空気の熱エネルギーはヒートシンク４０に移動する（
熱エネルギー回収ステップ）。
【００３３】
　すなわち、ヒートシンク４０において、このように空気から回収された熱エネルギーは
、吸熱部３７を介して放熱部３６へ移動し、該放熱部３６からプラテン１９へ放熱される
（加熱ステップ）。したがって、放熱部３６及びプラテン１９の温度は上昇すると共に、
吸熱部３７及びヒートシンク４０の温度は低下した状態となるため、空気からの熱エネル
ギーの回収が連続的に可能となる。
【００３４】
　そして、プラテン１９が印刷に適した所望の温度まで加熱されると、ペルチェ素子３４
に供給される電流が制御されることによって、吸熱部３７から放熱部３６への熱エネルギ
ーの移動量が調整され、プラテン１９の温度が保たれる。
【００３５】
　したがって、プリンター１１において印刷を施す場合には、繰り出し部１４から繰り出
した連続紙１３をプラテン１９の上面１９ａに吸着させることにより、連続紙１３の平面
性が向上した状態において記録ヘッド２９からインクを噴射して印刷を施す。
【００３６】



(7) JP 2010-188638 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

　なお、プラテン１９はペルチェ素子３４により加熱されているため、連続紙１３に付着
したインクは乾燥が促進され、プラテン１９上で若干乾燥してインクの流動が抑制される
。その後、搬送方向の下流側の乾燥装置１６へ搬送されて乾燥処理が施されることにより
、連続紙１３には印刷が定着されるようになっている。
【００３７】
　上記第１の実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）ペルチェ素子３４は、ファン３３の吸引に伴ってプラテン１９から奪われる熱エ
ネルギーを利用することにより、プラテン１９を効率よく加熱することができる。すなわ
ち、プラテン１９が有する熱エネルギーは、プラテン１９に形成された吸引孔３１を通過
する空気に奪われる。ところが、ペルチェ素子３４はファン３３が吸引した空気から熱エ
ネルギーを回収し、回収した熱エネルギーをプラテン１９の加熱に利用する。そのため、
プラテン１９を加熱するために外部から投入するエネルギー量を減少させてもプラテン１
９の温度低下を抑制することができる。したがって、ペルチェ素子３４がプラテン１９を
加熱するために必要な消費電力を低減して、ランニングコストを抑えることができる。
【００３８】
　また、プラテン１９に電熱線等のヒーターを用いて加熱する従来の方法では、消費電力
が大きく専用の設備が必要になっていた。これに対し、ペルチェ素子３４を用いることで
消費電力が低減されるため、一般的なコンセントからの電力の供給が可能となる。
【００３９】
　（２）ペルチェ素子３４に通電することに伴う該ペルチェ素子３４自身の発熱によりプ
ラテン１９を加熱することができる。さらに、ファン３３の吸引に伴って奪われる熱エネ
ルギーをプラテン１９の加熱に再利用することができるため、プラテン１９を効率よく加
熱することができる。また、ペルチェ素子３４は、例えば伝熱線を用いたヒーターに比べ
て小型であるため、ファン３３の吸引経路となる吸引孔３１を避けて容易に取り付けるこ
とができる。
【００４０】
　（３）ヒートシンク４０を設けることにより、ファン３３により吸引された空気とペル
チェ素子３４との接触面積を増加させることができる。したがって、空気から回収可能な
熱エネルギー量が増加するため、より効率的にプラテン１９を加熱することができる。
【００４１】
　（４）ファン３３に吸引された空気は、吸熱部３７及びヒートシンク４０に熱エネルギ
ーが奪われるため温度が低下する。したがって、プリンター１１の排気の温度を低下させ
、プリンター１１周辺への影響を抑制することができる。
【００４２】
　（５）ペルチェ素子３４は応答特性に優れているため、容易にプラテン１９の温度制御
を行うことができる。また、ペルチェ素子３４は可動部を有しないため、騒音及び振動を
抑制してプラテン１９を加熱することができる。
【００４３】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を図４に従って説明する。なお、第２の実施形態は、第
１の実施形態とは加熱手段の構成を変更した点でのみ構成が相違しており、その他の構成
は共通しているものであるため、同様の構成部分については同一符号を付すことにして、
その詳細な重複説明を省略する。
【００４４】
　さて、図４に示すように、本実施形態のプラテン１９には、複数（図４では１７個）の
吸引孔３１が前後方向に沿う複数列（図４では１３列）の吸引孔列３２を左右方向に所定
間隔をおいて形成するように規則的に配列されている。
【００４５】
　そして、プラテン１９よりも鉛直方向下側には、空気中の熱エネルギーを回収してプラ
テン１９を加熱するための加熱手段としてのヒートポンプ４２が設けられている。
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　次に、ヒートポンプ４２について図４に基づき以下説明する。
【００４６】
　プラテン１９の下面１９ｂには、中空の第１の管体４３がプラテン１９と熱伝達可能に
固着されている。第１の管体４３は、一本の長尺部材の複数箇所に曲げ加工を施すことに
より形成されている。すなわち、第１の管体４３は、前後方向に延びると共に、左右方向
において隣り合う吸引孔列３２間に配置される複数（本実施形態では１２つ）の加熱部４
３ａのうち、左右方向において１つの吸引孔列３２を挟んだ配置態様の加熱部４３ａ同士
を連結するように形成されている。
【００４７】
　そして、第１の管体４３の両端は、膨張手段としての膨張弁４４と圧縮手段としての圧
縮機４５とにそれぞれ接続されている。
　また、プラテン１９の下方には、中空の第２の管体４６によって膨張弁４４と接続され
ると共に、中空の第３の管体４７によって圧縮機４５と接続される熱交換器４８が設けら
れている。
【００４８】
　なお、図４では詳細な図示を省略してあるものの、熱交換器４８は、中空の第４の管体
４９が第１の管体４３と同様に曲げ加工されて、プラテン１９とファン３３との間となる
位置に配置されている。
【００４９】
　また、熱交換器４８には、多数の板状のフィンからなる吸熱板としてのヒートシンク５
０が設けられており、各フィンに形成された孔に第４の管体４９が挿通されている。すな
わち、ヒートシンク５０は、フィンが第４の管体４９に対してフランジ状に形成され、第
４の管体４９と熱伝達可能に設けられている。
【００５０】
　そして、各管体４３，４６，４７，４９内部には、熱エネルギーを媒介する媒体（例え
ば二酸化炭素）が封入され、該媒体は管体４３，４６，４７，４９間を移動可能になって
いる。すなわち、各管体４３，４６，４７，４９により、媒体が流動可能な環状体が構成
されている。
【００５１】
　そこで次に、このようなヒートポンプ４２を備えたプラテン１９を加熱する場合の作用
について説明する。
　さて、ヒートポンプ４２では、膨張弁４４及び圧縮機４５の作用に伴って図４に白抜き
矢印で示す循環方向に沿って各管体４３，４６，４７，４９内を媒体が移動するようにな
っている。
【００５２】
　すなわち、第１の管体４３内の媒体は、膨張弁４４によってその圧力が低下されて第２
の管体４６へ送られる。すると、膨張した媒体はその体積が増加するため温度が低下する
。
【００５３】
　また、ファン３３は吸引駆動して吸引孔３１から空気を吸引する（吸引ステップ）。
　そのため、温度が低下した媒体は、熱交換器４８においてファン３３の駆動に伴って吸
引された空気と接触することにより、空気が有する熱エネルギーを回収する（熱エネルギ
ー回収ステップ）。なお、ヒートシンク５０は第４の管体４９を介して該第４の管体４９
内の媒体と熱伝達可能となっている。したがって、空気はヒートシンク５０と接触するこ
とにより、該ヒートシンク５０を介して空気の熱エネルギーが媒体へ伝達されるようにな
っている。
【００５４】
　したがって、第４の管体４９内で媒体が加熱されると共に、該媒体が第３の管体４７内
へ送られるため、第３の管体４７内の媒体の温度は第２の管体４６内の媒体の温度に比べ
て高くなっている。
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【００５５】
　そして、第３の管体４７内の媒体は、圧縮機４５によって圧縮された状態で第１の管体
４３内に送り込まれる。すると、圧縮された媒体はその体積が減少するため温度が上昇す
る。
【００５６】
　したがって、第１の管体４３内における循環方向の上流側となる圧縮機４５側（図４に
おける左側）から下流側となる膨張弁４４側（図４における右側）へ向かって媒体が移動
すると、温度の高い媒体の熱エネルギーが温度の低いプラテン１９へと熱伝達され、プラ
テン１９は加熱される（加熱ステップ）。
【００５７】
　一方、熱エネルギーがプラテン１９に奪われて温度が低下した媒体は、再び膨張弁４４
により体積が増加されてさらに温度が低下し、熱交換器４８において空気からの熱エネル
ギーを回収する（熱エネルギー回収ステップ）。すなわち、ヒートポンプ４２は、空気か
らの吸熱とプラテン１９への放熱とを繰り返し行うことにより、プラテン１９を加熱する
ようになっている。
【００５８】
　上記第２の実施形態によれば、第１の実施形態における（１）～（５）の効果に加えて
、さらに以下のような効果を得ることができる。
　（６）熱エネルギーを媒介する媒体を圧縮及び膨張させて該媒体の温度を変化させるこ
とにより、空気から媒体、及び媒体からプラテン１９への熱伝達を効率よく行うことがで
きる。
【００５９】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・上記各実施形態において、ヒートシンク４０，５０を設けない構成としてもよい。
　・上記各実施形態において、ヒートシンク４０，５０は、ファン３３によって吸引され
た空気との接触面積を増やすものであれば、その形状やサイズ、及び数は任意に変更する
ことができる。
【００６０】
　・上記各実施形態において、ペルチェ素子３４とヒートポンプ４２とを個別に設けたが
、双方を設ける構成としてもよい。すなわち、消費電力に対する加熱効率に優れたヒート
ポンプ４２と温度制御性に優れたペルチェ素子３４とを用いることにより、さらに消費電
力を抑制してプラテン１９を所望の温度に容易に加熱することができる。また、ヒートポ
ンプ４２の媒体は、熱エネルギーがプラテン１９に伝達される前の圧縮機４５側ほど高温
になっている。そこで、ペルチェ素子３４を膨張弁４４側に配置してプラテン１９の温度
のバラツキを抑制するように加熱してもよい。これにより、連続紙１３に印刷された画像
の乾燥ムラに伴う画質低下を抑制することができる。
【００６１】
　・上記各実施形態において、記録媒体を連続紙１３としたが、記録媒体は用紙に限らず
、例えばフィルムや布としてもよい。また、長尺状の連続紙１３に限らず矩形状の記録媒
体としてもよい。なお、記録媒体が載置される搬送ベルトをプラテンと摺接させて記録媒
体を搬送するプリンターに、本実施形態のプラテン１９の加熱構成を適用してもよい。
【００６２】
　・上記実施形態では、記録装置をインクジェット式プリンター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を採用してもよい。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）のような流状態、また物質の一状態としての液体の
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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】
【００６３】
　１１…プリンター（記録装置）、１３…連続紙（記録媒体）、１９…プラテン（支持部
材）、１９ａ…上面（支持面）、３１…吸引孔、３３…ファン（吸引手段）、３４…ペル
チェ素子（加熱手段）、３６…放熱部、３７…吸熱部、４０，５０…ヒートシンク（吸熱
板），４２…ヒートポンプ（加熱手段）、４３…第１の管体（環状体）、４４…膨張弁（
膨張手段）、４５…圧縮機（圧縮手段）、４６…第２の管体（環状体）、４７…第３の管
体（環状体）、４９…第４の管体（環状体）。

【図１】

【図２】

【図３】
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