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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】記録シートの吸引力の低下を防止することがで
きる記録装置及びライン型液体吐出記録装置を提供する
。
【解決手段】プラテン部３０に設けられる記録シート２
を吸着する複数の吸引口と、複数の吸引口と対向して設
けられる吸引ダクトと、吸引ダクトと接続される吸引フ
ァン４１とを有し、吸引口を通して、プラテン部３０上
の記録シート２を吸着する吸引ユニットと、吸引ダクト
を開閉するシャッタ機構５０とを備える。シャッタ機構
５０は、記録シート２の幅に対応して、吸引ダクトに対
応した吸引ダクトを露出する露出開口部が形成されたシ
ャッタシートを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像情報に基づいて記録シートを記録する記録ヘッドと、
　前記記録シートを前記記録ヘッドと対向した位置に案内するプラテン部と、
　前記プラテン部に設けられる前記記録シートを吸着する複数の吸引口と、前記複数の吸
引口と対向して設けられる吸引ダクトと、前記吸引ダクトと接続される吸引ファンとを有
し、前記吸引口を通して前記プラテン部上の前記記録シートを吸着する吸引ユニットと、
　前記吸引ダクトを開閉するシャッタ機構とを備え、
　前記シャッタ機構は、前記記録シートの幅に対応して、前記吸引ダクトに対応した前記
吸引ダクトを露出する少なくとも一つの露出開口部が形成されたシャッタシートと、前記
シャッタシートを、前記吸引ダクトと前記プラテン部裏面との間を走行させるシャッタシ
ート移動機構とを有し、
　前記記録シートが前記プラテン部上を搬送されるとき、前記記録シートの先端の位置に
したがって、前記シャッタシートの露出開口部が前記吸引ダクトと前記吸引口とを順次開
いて行き、前記記録シートの後端の位置にしたがって、前記シャッタシートの露出開口部
が前記吸引ダクトと前記吸引口とを順次閉じて行く記録装置。
【請求項２】
　前記シャッタシートは、複数の記録シート幅に対応して、前記露出開口部が複数形成さ
れている請求項１記載の記録装置。
【請求項３】
　前記シャッタシート移動機構は、前記シャッタシートの前端部を第１のシャッタローラ
に固定し、後端部を第２のシャッタローラに固定し、
　前記記録シートが前記プラテン部上を搬送されるとき、前記記録シートの先端部及び後
端部の位置によって、前記第１のシャッタローラ、前記第２のシャッタローラの何れかを
回転する請求項１又は請求項２記載の記録装置。
【請求項４】
　前記吸引ユニットと前記シャッタ機構を記録シート幅方向に直列に複数接続し、記録シ
ート幅に応じて、前記吸引ファンを選択的に動作させる請求項１記載の記録装置。
【請求項５】
　所定の液体を液滴として吐出するノズルが記録シートの略最大幅に亘って形成されたラ
イン型液滴吐出ヘッドと、
　前記記録シートを前記ライン型液滴吐出ヘッドと対向した位置に案内するプラテン部と
、
　前記プラテン部に設けられる前記記録シートを吸着する複数の吸引口と、前記複数の吸
引口と対向して設けられる吸引ダクトと、前記吸引ダクトと接続される吸引ファンとを有
し、前記吸引口を通して前記プラテン部上の記録シートを吸着する吸引ユニットと、
　前記吸引口を開閉するシャッタ機構とを備え、
　前記シャッタ機構は、前記記録シートの幅に対応して、前記吸引ダクトに対応した前記
吸引ダクトを露出する少なくとも一つの露出開口部が形成されたシャッタシートと、前記
シャッタシートを、前記吸引ダクトと前記プラテン部裏面との間を走行させるシャッタシ
ート移動機構とを有し、
　前記記録シートが前記プラテン部上を搬送されるとき、前記記録シートの先端の位置に
したがって、前記シャッタシートの露出開口部が前記吸引ダクトと前記吸引口とを順次開
いて行き、前記記録シートの後端の位置にしたがって、前記シャッタシートの露出開口部
が前記吸引ダクトと前記吸引口とを順次閉じて行くライン型液滴吐出記録装置。
【請求項６】
　前記シャッタシートは、複数の記録シート幅に対応して、前記露出開口部が複数形成さ
れている請求項５記載のライン型液滴吐出記録装置。
【請求項７】
　前記シャッタシート移動機構は、前記シャッタシートの前端部を第１のシャッタローラ
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に固定し、後端部を第２のシャッタローラに固定し、
　前記記録シートが前記プラテン部上を搬送されるとき、前記記録シートの先端部及び後
端部の位置によって、前記第１のシャッタローラ、前記第２のシャッタローラの何れかを
回転する請求項５又は請求項６記載のライン型液滴吐出記録装置。
【請求項８】
　前記吸引ユニットと前記シャッタ機構を記録シート幅方向に直列に複数接続し、記録シ
ート幅に応じて、前記吸引ファンを選択的に動作させる請求項５記載のライン型液滴吐出
記録装置。
【請求項９】
　前記プラテン部は、液体を吸収する吸収体を保持しプラテン部の表面以外は略密閉され
た空間部を有し、
　前記吸引口は、前記ライン型吐出ヘッドのノズルの直下以外の領域にあり、前記空間部
のプラテン部表面は、前記ライン型液滴吐出ヘッドのノズル直下に空吐出用開口部を有す
る請求項５記載のライン型液滴吐出記録装置。
【請求項１０】
　前記ライン型吐出ヘッドの前記ノズルが形成されたノズル形成面と、対向する前記プラ
テン部表面側の側面部を封止するキャッピング部と、
　前記ライン型吐出ヘッドのノズル形成面とプラテン部表面とキャッピング部によって形
成される空間内を湿潤状態にする保湿液供給部とを備え、
　前記ライン型吐出ヘッドのノズル形成面と前記プラテン部の表面とを封止したときには
、前記シャッタシートを前記吸引ダクトを塞ぐ位置とし、前記プラテン部表面と前記吸引
ダクトとの連通を遮断する請求項５記載のライン型液滴吐出記録装置。
【請求項１１】
　前記保湿液供給部は、前記ライン型吐出ヘッドのノズル形成面とプラテン部表面とキャ
ッピング部によって形成される空間部内には、湿潤状態を検知する湿潤センサが設けられ
、
　前記空間部内の湿度が所定レベルを下回ったとき、前記保湿液供給部で保湿液を供給す
る請求項１０に記載のライン型液滴吐出記録装置。
【請求項１２】
　前記シャッタ機構は、前記シャッタシートで前記吸引ダクトの少なくとも一部を開放さ
せて前記吸引ファンを駆動し、前記ライン型吐出ヘッドのノズル形成面とプラテン部表面
の近傍の液体のミストを前記吸引口から前記吸引ダクト内へ吸引する請求項１０又は請求
項１１項記載のライン型液滴吐出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラテン部上の記録シートと記録ヘッドの距離を一定に保つための吸引ユニ
ットを備えた記録装置及びライン型液体吐出記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置において、プラテン上の記録シートと記録ヘッドの距離を一定
に保つことは正確なインクの着弾を行うために重要な課題である。このため、インクジェ
ット記録装置には、プラテン上面に記録シートを吸引する吸引部を設けることがある。吸
引部は、通常、プラテン面に形成された複数の吸引口と各吸引口から外気を吸引するファ
ンとで構成される。
【０００３】
　このような、記録シートをプラテン面に吸引するため複数の吸引口を設ける構成は、記
録シートの先端がプラテン上を通過する際に吸引能力が低下するという課題がある。記録
シートの先端が通過するときには、搬送方向（副走査方向）に配置された複数の吸引口の
うち、搬送方向上流側の吸引口から順に、記録シートの先端によって覆われていく。すな
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わち、記録シートの先端が搬送される間は、排紙側に近い吸引口が未だ記録シートで覆わ
れていない状態で吸引動作が行われる。このため、全体の吸引口が記録シートで覆われた
状態と比較して、空気漏れによって吸引口の負圧が十分高まらず吸引能力が低下する。こ
のような場合には、記録ヘッドと記録シートとの距離を適正に保つことが困難となる。例
えば、このような場合には、記録シートの先端側に発生するカール状態を矯正することが
困難になる。その他、記録シートで覆われていない吸引口を外気が通過することにより音
が発生し騒音が増大する、インクの吐出が吸引口の気流で乱され着弾精度が低下する、等
の問題が発生する。
【０００４】
　以上のような問題を解決するために特開２００７－１５２７６２号公報（特許文献１）
には、吸引口を閉塞開放する遮蔽板を記録シートの搬送方向に複数設け、記録シートの先
端及び後端の移動に応じて順次吸引口を開放又は閉塞していく手段が記載されている。
【０００５】
　一方で、例えば、最大紙幅がＢ０(1030mm)の場合でも、最小紙幅はＡ４(210mm)まで対
応し、最大紙幅と最小紙幅の間で多くの種類の紙幅で記録できるインクジェットプリンタ
が存在する。このようなインクジェットプリンタでは、最大紙幅より小さい幅の記録シー
トで記録する際、記録シートに覆われない吸引口は空気が漏れることとなる。このため、
特許文献１では、上述の記録シートの先端部の吸引口が閉塞されない場合と同様の問題が
発生する。
【０００６】
　特開２００４－０９８３１９号公報（特許文献２）、特開２００７－２２３１３９号公
報（特許文献３）には、記録シートの搬送方向だけでなく、複数の記録シート幅に対応し
たシャッタが記載されている。
【０００７】
　特許文献２では、プラテン上の吸引口が主走査方向、副走査方向に対して傾きを持つ直
線状に複数配置され、吸引口を塞ぐための複数のシャッタが主走査方向に往復移動するこ
とにより、吸引口の開閉状態を記録シートの先端及び後端の移動と連動させている。また
、特許文献２では、小さい紙幅に対しては、複数のシャッタをいくつかグループに分け、
グループ毎に遮蔽板移動機構を設け各々のグループを個別に移動させる。
【０００８】
　しかしながら、特許文献２では、記録シートの幅方向の種類と同じだけ遮蔽板移動機構
が必要となり、記録装置のコストアップや、記録装置の大型化につながる。
【０００９】
　また、特許文献３では、プラテン上の吸引口を、円筒状の穴の開いたシャッタを回転さ
せることにより、吸引口の開閉状態を記録シートの先端及び後端の移動と連動させている
。小さい紙幅に対しては、円筒に複数の開口幅の穴を複数設けることで対応している。こ
れにより、特許文献３では、円筒状のシャッタの回転手段のみで、記録シートの搬送方向
と幅方向の吸引口の開閉制御を記録シートの搬送と記録シートのサイズにあわせて行って
いる。
【００１０】
　しかしながら、特許文献３では、多くの紙幅に対応した開口を設けるには、紙幅の数に
応じて円筒状のシャッタ径を大きくしていくことになる。このため、特許文献３では、多
くの紙幅に対応する場合、記録装置の大型化が避けられない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－１５２７６２号公報
【特許文献２】特開２００４－０９８３１９号公報
【特許文献３】特開２００７－２２３１３９号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、以上のような課題に鑑み、記録シートの吸引力の低下を防止することができ
る記録装置及びライン型液体吐出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】
【００１３】
　本発明に係る記録装置は、画像情報に基づいて記録シートを記録する記録ヘッドと、前
記記録シートを前記記録ヘッドと対向した位置に案内するプラテン部と、前記プラテン部
に設けられる前記記録シートを吸着する複数の吸引口と、前記複数の吸引口と対向して設
けられる吸引ダクトと、前記吸引ダクトと接続される吸引ファンとを有し、前記吸引口を
通して前記プラテン部上の前記記録シートを吸着する吸引ユニットと、前記吸引ダクトを
開閉するシャッタ機構とを備える。
【００１４】
　前記シャッタ機構は、前記記録シートの幅に対応して、前記吸引ダクトに対応した前記
吸引ダクトを露出する少なくとも一つの露出開口部が形成されたシャッタシートと、前記
シャッタシートを、前記吸引ダクトと前記プラテン部裏面との間を走行させるシャッタシ
ート移動機構とを有する。
【００１５】
　前記シャッタ機構は、前記記録シートが前記プラテン部上を搬送されるとき、前記記録
シートの先端の位置にしたがって、前記シャッタシートの露出開口部が前記吸引ダクトと
前記吸引口とを順次開いて行き、前記記録シートの後端の位置にしたがって、前記シャッ
タシートの露出開口部が前記吸引ダクトと前記吸引口とを順次閉じて行く。
【００１６】
　本発明に係るライン型液体吐出記録装置は、所定の液体を液滴として吐出するノズルが
記録シートの略最大幅に亘って形成されたライン型液滴吐出ヘッドと、前記記録シートを
前記ライン型液滴吐出ヘッドと対向した位置に案内するプラテン部と、前記プラテン部に
設けられる前記記録シートを吸着する複数の吸引口と、前記複数の吸引口と対向して設け
られる吸引ダクトと、前記吸引ダクトと接続される吸引ファンとを有し、前記吸引口を通
して前記プラテン部上の記録シートを吸着する吸引ユニットと、前記吸引口を開閉するシ
ャッタ機構とを備える。
【００１７】
　前記シャッタ機構は、前記記録シートの幅に対応して、前記吸引ダクトに対応した前記
吸引ダクトを露出する少なくとも一つの露出開口部が形成されたシャッタシートと、前記
シャッタシートを、前記吸引ダクトと前記プラテン部裏面との間を走行させるシャッタシ
ート移動機構とを有する。
【００１８】
　前記シャッタ機構は、前記記録シートが前記プラテン部上を搬送されるとき、前記記録
シートの先端の位置にしたがって、前記シャッタシートの露出開口部が前記吸引ダクトと
前記吸引口とを順次開いて行き、前記記録シートの後端の位置にしたがって、前記シャッ
タシートの露出開口部が前記吸引ダクトと前記吸引口とを順次閉じて行く。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、記録シートがプラテン部上を搬送されるとき、記録シートの先端の位
置にしたがって、シャッタシートの露出開口部が吸引ダクトと吸引口とを順次開いて行く
。また、記録シートの後端の位置にしたがって、シャッタシートの露出開口部が吸引ダク
トと吸引口とを順次閉じて行く。したがって、簡単な構成で、記録シートの先端及び後端
における吸引能力の低下を防ぐことができる。
【００２０】
　また、記録シートの幅方向においても、記録シートで覆われない吸引口からの吸引を無
くすことにより吸引能力の低下を防ぐことができる。加えて、吸引口から発生する気流に



(6) JP 2011-136509 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

よるインクの吐出乱れの抑制、同気流に起因する騒音の防止、同気流によるノズル開口の
乾燥の防止等の効果を得ることができる。
【００２１】
　また、本発明では、記録シートの幅方向の大きさが多種にわたる場合においても、大き
なスペースを必要とすることがなく上記の効果を得ることができる。
【００２２】
　また、本発明では、プラテン部に記録シートの吸引機能、空吐出受け機能、キャッピン
グ機能、保湿液供給機能、インクミスト回収機能を併せもたせている。したがって、本発
明では、それぞれの機能を別々の部品や機構で実現させる場合と比べ、部品点数の削減に
よるコストダウンや機構の簡略化による信頼性の向上が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明を適用したライン型インクジェットプリンタ装置の模式的な断面図である
。
【図２】プラテン部と吸引ユニットとシャッタ機構の縦断面図である。
【図３】プラテン部と吸引ユニットとシャッタ機構の斜視図である。
【図４】図３の斜視図からプラテンプレートを取り去った状態（右側）とプラテンプレー
トと吸収体を取り去った状態（左側）を示す斜視図である。
【図５】記録部のラインヘッドをプラテン部側から見た図である。
【図６】図３の斜視図からプラテン部の半分取り去った状態の斜視図である。
【図７Ａ】シャッタシートの平面図である。
【図７Ｂ】シャッタシートの変形例の平面図である。
【図７Ｃ】シャッタシートの変形例の平面図である。
【図８Ａ】記録シートがプラテン部に進入するときの斜視図である。
【図８Ｂ】記録シートがプラテン部の副走査方向幅の４割ほどプラテン部に進入したとき
の斜視図である。
【図８Ｃ】記録シートがプラテン部の副走査方向の全域まで進入したときの斜視図である
。
【図８Ｄ】記録シートがさらに搬送され、記録シート後端のラインＥと露出開口部の搬送
方向上流側の外周を結んだラインＦが、記録シートの鉛直方向から見たときほぼ一致する
状態の斜視図である。
【図８Ｅ】記録シートの後端がプラテン部の副走査方向幅の６割ほどまで到達した状態の
斜視図である。
【図８Ｆ】記録シート２がプラテン部を抜けた状態の斜視図である。
【図９Ａ】ラインＣとラインＤが一致し、気流が発生した状態を示す概念図である。
【図９Ｂ】ラインＤをラインＣに対して、記録シート搬送方向上流側へ吸引口及びダクト
開口部の径以上ずらし、プラテンプレート上に気流が漏れることがなくなった状態を示す
概念図である。
【図９Ｃ】ラインＥをラインＦに対して、記録シート搬送方向下流側へ吸引口及びダクト
開口部の径以上ずらし、プラテンプレート上に気流が漏れることがなくなった状態を示す
概念図である。
【図１０】吸引ユニット４０とシャッタ機構を主走査方向に４つ直列に並べた例の斜視図
である。
【図１１】主走査方向からシャッタ機構を見た図である。
【図１２】プラテン部、吸引ユニット、シャッタ機構、キャッピング部の斜視図である。
【図１３】記録部、プラテン部、吸引ユニット、シャッタ機構、キャッピング部の縦断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明が適用されたライン型インクジェットプリンタ装置について図面を参照し
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て説明する。なお、発明を実施するための形態の欄では、本発明の適用例を、以下の順に
したがって説明する。
【００２５】
　（１）記録装置の全体説明
　（２）プラテン部の説明
　（３）記録部の説明
　（４）吸引ユニットの説明
　（５）シャッタ機構の説明
　（６）シャッタシート移動機構の説明
　（７）キャッピング部の説明
　（８）保湿液供給部の説明
　（９）変形例
【００２６】
　（１）記録装置の全体説明
　図１は、本発明を適用したライン型インクジェットプリンタ装置１（以下、単にプリン
タ装置１とも言う。）の断面図である。図１において、プリンタ装置１は、カット紙２ａ
又は及びロール紙２ｂを給紙するための給紙部１０と、給紙されたカット紙２ａやロール
紙２ｂである記録シート２を搬送しながら記録シート２に画像を記録する記録部２０とを
備える。また、プリンタ装置１は、記録部２０に対向して、記録シート２をガイドするた
めのプラテン部３０と、記録シート２を吸着するための吸引力を発生する吸引ユニット４
０と、吸引ユニット４０によって発生した吸引力がプラテン部３０に伝わるのを適宜遮断
するシャッタ機構５０とを備える。更に、プリンタ装置１は、記録部２０の記録ヘッド面
とプラテン部３０のプラテン面との間の空間部の密閉性を高めるキャッピング部６０と、
キャッピング部６０によって密閉性が高められた空間部を湿潤状態とする保湿液を供給す
る保湿液供給部７０とを備える。更に、プリンタ装置１は、ロールし２ｂをカットするた
めのカッター部８０と、排紙された記録シート２を収容する排紙部９０とを備える。
【００２７】
　ここで、図１中Ａは記録シート２の搬送パスを示し、Ｂは後述の吸引口の開閉を行うた
めのシャッタシートの走行パスを示す。
【００２８】
　次に給紙から排紙までの一連の動作説明を行う。ロール紙２ｂ又はカット紙２ａの記録
シート２は、ロール紙２ｂが装填されるロール紙給紙トレイ１１又はカット紙２ａを幅方
向所定位置にセットするカット紙手差しトレイ１２から給紙ローラ１３と給紙ピンチロー
ラ１４によって給紙される。給紙ローラ１３は、駆動モータによって駆動される。そして
、キャッピング部６０を下げ（図１はキャッピング部６０が下がった状態）記録部２０と
プラテン部３０の間には、記録シート２の搬送パスＡが開放される。そして、吸引ユニッ
ト４０の吸引ファン４１が回転される。
【００２９】
　記録シート２は、給紙された記録シート２の先端が記録シート２の先端と後端を検知す
るエッジセンサ１５を通過後、搬送ローラ１６とピンチローラ１７に到達すると、搬送ロ
ーラ１６とピンチローラ１７とによって記録部２０とプラテン部３０の間へ搬送される。
そして、記録シート２は、吸引ユニット４０によりプラテン部３０に吸着される。搬送ロ
ーラ１６は、駆動モータによって駆動されている。記録部２０による記録は、エッジセン
サ１５が記録シート先端を検知した時からの給紙ローラ１３による搬送量と搬送ローラ１
６の搬送量の合計が所定量に達した時点から開始される。
【００３０】
　記録部２０は、記録シート２の最大紙幅（本実施例ではＡ４）より少し幅が広いライン
型インクジェット記録ヘッド２１（以下、単にラインヘッドとも言う。）である。ライン
ヘッド２１の記録シート２と対向するインクを吐出するノズルが形成されたノズル形成面
２０ａには、それぞれ異なる色のインクを吐出する複数のノズル列が形成されている。各
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ノズル列は、複数の微細な吐出口内に設けられた電気熱変換素子を画像情報に基づいて選
択的に駆動し、発熱によってインク中に生じた膜沸騰の圧力によって吐出口よりインクを
吐出する。
【００３１】
　搬送ローラ１６には、エンコーダとエンコーダセンサが取り付けられている。エンコー
ダセンサは、記録シート２の搬送方向の速度を検出し、この情報に基づきラインヘッド２
１の吐出タイミングを記録シート２の搬送速度と同期させる。
【００３２】
　記録シート２の後端が搬送ローラ１６とピンチローラ１７を通過すると、記録シート２
は、搬送ローラ１６と同期駆動されている搬送ローラ１８と対向するピンチローラ１９に
よって記録されながら搬送される。記録が終了すると、吸引ファンは停止し、記録シート
は、そのまま搬送ローラ１８及びピンチローラ１９によって搬送される。記録シート２が
カット紙２ａの場合は、排紙部９０に収納され、記録シート２がロール紙２ｂの場合は、
カッター部８０によってカットされた後、排紙部９０に収納される。最後にキャッピング
部６０のキャッピング部材６１を上げて、記録部２０とプラテン部３０の間の空間の密閉
性を高めた状態にする（図１３参照）。
【００３３】
　（２）プラテン部の説明
　次に、本発明の特徴的な部位であるプラテン部３０と吸引ユニット４０とシャッタ機構
５０の詳細について説明する。図２はプラテン部３０と吸引ユニット４０とシャッタ機構
５０の縦断面図、図３はプラテン部３０と吸引ユニット４０とシャッタ機構５０の斜視図
である。
【００３４】
　プラテン部３０と吸引ユニット４０とシャッタ機構５０は、Ａ４サイズ幅（２１０ｍｍ
）より少し広い幅となっている。プラテン部３０は、プラテンプレート３１と、吸収体ボ
ックス３２と、吸収体３３で構成されている。プラテンプレート３１は、複数の円形穴３
１ａが開けられている。
【００３５】
　図４は、図３の斜視図からプラテンプレート３１を取り去った状態（右側）、プラテン
プレート３１と吸収体３３を取り去った状態（左側）の図である。図２－図４に示すよう
に、吸収体ボックス３２は、プラテンプレート３１の複数の円形穴３１ａとほぼ同じ位置
に筒状部３２ａが設けられ、上下方向に貫通している。筒状部３２ａの上面の径は、プラ
テンプレート３１の円形穴３１ａとほぼ同じ径となっており、下面の径は、それより大き
な径になっている。なお、以下、円形穴３１ａと筒状部３２ａを併せて、吸引口３４とも
言う。すなわち、吸引口３４は、記録シートの吸引力を高めるため太い方が良いため、下
面の径を大きくし、上面は、後述する空吐出用開口部を逃げるため小さくなっている。
【００３６】
　（３）記録部の説明
　図５は記録部２０のラインヘッド２１をプラテン部側から見た図である。図５は、５色
のＡ６サイズ幅（１０５ｍｍ）より少し幅広のモジュールヘッド２２を２つ直列につない
だ形態となっている。各モジュールヘッド２２は、８つのヘッドチップ２３を千鳥に配置
させた形態となっている。ヘッドチップ２３には、インクを吐出する複数の微細なノズル
開口列が形成されている。複数の小さなヘッドチップ２３によりモジュールヘッド２２を
形成しているのは、ヘッドチップ２３が半導体プロセスにより作られており、６インチの
円形のシリコンウェハからなるべく多くのヘッドチップ２３を取れるようにするためであ
る。ヘッドチップを千鳥配置させているのは、チップの端までノズルを形成することが難
しいためである。
【００３７】
　記録部２０のノズル形成面２０ａに対向するプラテンプレート３１には、図２－図４に
示すように、ヘッドチップ２３のノズルの直下にあたる部分に複数の細長い長方形の空吐
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出用開口部３５が形成されている。吸収体３３の材質は、インクや保湿剤等の液体を吸収
できる成形可能な樹脂が適切で、例えば、ポリオレフィン系親水性多孔質焼結成形体（旭
化成のサンファインＡＱ）がある。
【００３８】
　このように、プラテン部３０では、空吐出用開口部３５からプラテン表面に臨むように
吸収体３３を設けることで、増粘インクを事前に吐き出しておく空吐出を行うことができ
る。また、プラテン部３０では、縁なし印刷で記録シートの四辺からわずかに外れた部分
にインクを吐出しても、プラテンプレート３１の表面のインク汚れを防止できる。また、
一定量の保湿液やインクを吸収体３３で吸収できる。空吐出用開口部３５の位置は、ヘッ
ドチップ２３の配置によって決まる。このため、吸引口３４は、空吐出用開口部３５を避
けた位置に千鳥配置されている。
【００３９】
　（４）吸引ユニットの説明
　次に吸引ユニット４０の説明を行う。図２に示すように、吸引ユニット４０は、プラテ
ン部３０の下部に位置し、吸引ファン４１の上には、吸引ダクト４２がシーリング部材を
介して接続されている。吸引ダクト４２は、上ダクト４２ａと中ダクト４２ｂと下ダクト
４２ｃをシーリング部材を介して接続して構成される。図６は、図３の斜視図からプラテ
ン部３０を半分取り去った状態である。図２及び図６に示すように、上ダクト４２ａは、
吸引口３４の下部の円形（吸収体ボックス３２の筒状部３２ａの下面円形）とほぼ同じ位
置にほぼ同じ径のダクト開口部４２ｄが複数開けられている。上ダクト４２ａには、プラ
テン部３０を固定するためのネジ穴ボス４２ｅが形成されている。
【００４０】
　（５）シャッタ機構の説明
　次にシャッタ機構５０の説明を行う。図２及び図６に示すように、中ダクト４２ｂには
、第１及び第２のシャッタローラ５１ａ、５１ｂがベアリング５３ａ、５３ｂを介して回
転可能に支持されている。第１及び第２のシャッタローラ５１ａ、５１ｂには、シャッタ
シート５４がシートの前端部と後端部でそれぞれ貼り付け等によって固定されている。シ
ャッタシート５４は、ガイドローラ５５によりガイドされて図１のＢの走行パスを形成す
る。第１のシャッタローラ５１ａが反時計周りに回転すると、シャッタシート５４は、第
１のシャッタローラ５１ａに巻き取られ上ダクト４２ａの上面を記録シート２と同方向（
図１の左方向）に移動する。このとき、第２のシャッタローラ５１ｂは、第１のシャッタ
ローラ５１ａとほぼ同じ量だけ反時計回りに従動する。
【００４１】
　第２のシャッタローラ５１ｂは、圧縮コイルバネを第２のシャッタローラ５１ｂの軸方
向に撓ませベアリング５３ｂに押し付けることで第２のシャッタローラ５１ｂに適度な回
転方向負荷が与えられている。これにより、シャッタシート５４は、弛むことなく搬送さ
れる。また、第２のシャッタローラ５１ｂが時計周りに回転すると、シャッタシート５４
は、第２のシャッタローラ５１ｂに巻き取られ上ダクト４２ａの上面を記録シートと逆方
向（図１の右方向）に移動する。このとき、第１のシャッタローラ５１ａは、第２のシャ
ッタローラ５１ｂとほぼ同じ量だけ時計回りに従動する。第１のシャッタローラ５１ａは
、圧縮コイルバネを第１のシャッタローラ５１ａの軸方向に撓ませベアリング５３ａに押
し付けることで第１のシャッタローラ５１ａに適度な回転方向負荷が与えられている。こ
れにより、シャッタシート５４は、弛むことなく搬送される。
【００４２】
　シャッタシート５４は、図７Ａに示すようになっている。すなわち、シャッタシート５
４は、ダクト開口部４２ｄを有する吸引ダクト４２を外部に臨ませる露出開口部５４ａ、
５４ｂが形成されている。露出開口部５４ａ、５４ｂの複数の開口の長手方向の幅は、記
録シート２の搬送方向に配列されたダクト開口部４２ｄの最も搬送方向上流側にある開口
の上流側の外周と最も搬送方向下流側にある開口の下流側の外周を結んだ距離より長く設
定されている。短手方向は、ダクト開口部４２ｄの主走査方向の幅より広く設定されてい
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る。シャッタシート５４は、プラテン部３０の下面と上ダクト４２ａの上面の間を走行す
る。プラテン部３０を貫通する吸引口３４の下面の円と上ダクト４２ａのダクト開口部４
２ｄとは、ほぼ同じ位置となっている。このため、ほぼ同位置にある対をなす吸引口３４
とダクト開口部４２ｄとの間に、シャッタシート５４の露出開口部５４ａ、５４ｂがある
場合、吸引ファン４１と吸引口３４は、連通し当該プラテンプレート３１の表面に負圧を
発生させる。
【００４３】
　一方、ほぼ同位置にある対をなす吸引口３４とダクト開口部４２ｄの間にシャッタシー
ト５４の開口がない場合、吸引ファン４１と吸引口３４は、連通が遮断され当該プラテン
プレート３１の表面に負圧を発生させない。
【００４４】
　露出開口部５４ｃは、上ダクト４２ａのネジ穴ボス４２ｅと保湿液供給管７１と後述す
る第１及び第２のシャッタローラ５１ａ、５１ｂを駆動するためのギア５２ａ、５２ｂと
の干渉を防ぐための開口である。
【００４５】
　シャッタシート５４の材質は、厚さが薄くて（１０μ～１００μ程度）、柔軟性があり
、一定の強度を有するものが良く、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリ
イミドなど樹脂製のフィルムが適切である。
【００４６】
　次にシャッタシート５４と記録シート２の動きを図８Ａ～図８Ｆを参照して説明する。
なお、図８Ａ～図８Ｆにおいて、シャッタシート５４と記録シートの動作の関連を分かり
やすくするため、プラテン部３０は省略し、記録シートは一部カットした図となっている
。
【００４７】
　図８Ａは、記録シート２がプラテン部３０に進入するときの図である。記録シート２の
先端のラインＣとシャッタシート５４の露出開口部５４ａの搬送方向下流側の外周を結ん
だラインＤは、記録シート２に対して鉛直方向から見た場合、ほぼ一致する位置となって
いる。
【００４８】
　これを実現するには、図２に示す発光部と受光部とを備えたシャッタシート位置検知セ
ンサ５６を用いる。シャッタシート位置検知センサ５６は、事前にシャッタシート５４上
のマーカーを検知することによりシャッタシート５４を所定の位置にしておく。そして、
記録シート２の搬送中には、エッジセンサ１５で記録シート２の先端を検知してから所定
に時間後に、シャッタシート５４を記録シート２の搬送方向に移動させればよい。また、
これ以降もラインＣとラインＤを記録シート２の鉛直方向からみたときほぼ一致する位置
とするため、シャッタシート５４は、記録シート２と等速で移動される。図８Ａでは、ダ
クト開口部４２ｄがシャッタシート５４によって全て遮蔽されている状態となっている。
したがって、プラテン部３０のプラテンプレート３１上には、負圧が発生していない。
【００４９】
　図８Ｂは、記録シート２がプラテン部３０の副走査方向幅の４割ほどプラテン部３０に
進入したときの図である。シャッタシート５４は、記録シート２と同じ速度で移動してい
る。したがって、この状態においても、記録シート２の先端のラインＣとシャッタシート
５４の露出開口部５４ａの搬送方向下流側の外周を結んだラインＤは、記録シートに対し
て鉛直方向から見た場合ほぼ一致する位置となっている。このとき、ラインＤより記録シ
ート搬送方向上流側のダクト開口部４２ｄは、露出開口部５４ａによって開放されている
。したがって、この開放された範囲におけるプラテン部３０のプラテンプレート３１上に
は、負圧が発生する。この負圧の発生範囲は、プラテンプレート３１上の記録シート２が
覆っている範囲と一致する。したがって、プラテンプレート３１上の記録シート２のある
範囲のみ負圧が発生し、それ以外の部分は、シャッタシート５４により吸引ファン４１に
よる気流が遮断される。したがって、プラテンプレート３１上では、シャッタ機構５０が
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ない場合に発生していた記録シート２がないプラテンプレート３１上において発生する気
流によるインク吐出の乱れや、空気の漏れによる負圧の減少や騒音の発生などを防止する
ことができる。
【００５０】
　図８Ｃは、記録シートがプラテン部３０の副走査方向の全域まで進入したときの図であ
る。このとき、ダクト開口部４２ｄは、露出開口部５４ａによって全て開放されているが
、プラテン部３０の上面にある記録シート２は、プラテンプレート３１上の全域を覆って
いる。したがって、吸引口３４からの空気の漏れは発生しない。このとき、記録シート２
は、搬送されているが、シャッタシート５４は、停止している。この停止位置は、シャッ
タシート５４の移動前の所定位置から所定量搬送した位置となっている。
【００５１】
　図８Ｄは、記録シート２が更に搬送され、記録シート２の後端のラインＥと露出開口部
５４ａの搬送方向上流側の外周を結んだラインＦが、記録シート２の鉛直方向から見たと
きほぼ一致する状態である。このときから、シャッタシート５４は、記録シート２と等速
に記録シート２の搬送方向へ移動し始める。この移動開始のタイミングは、記録シート２
の後端がエッジセンサ１５を通過してから記録シート２を所定量搬送した時点となる。
【００５２】
　図８Ｅは、記録シート２の後端がプラテン部３０の副走査方向幅の６割ほどまで到達し
た状態の図である。記録シート２とシャッタシート５４は、等速で動いているため、記録
シート後端のラインＥと露出開口部５４ａの搬送方向上流側の外周を結んだラインＦは、
依然として記録シート２の鉛直方向から見たときほぼ一致する。このとき、ラインＥより
記録シート２の搬送方向下流側のダクト開口部４２ｄは、露出開口部５４ａによって開放
されている。したがって、開放された範囲におけるプラテン部３０の上面には、負圧が発
生し、この負圧の発生範囲は、プラテンプレート３１上の記録シート２が覆っている範囲
と一致する。したがって、プラテンプレート３１上の記録シート２のある範囲のみ負圧が
発生する。そして、それ以外の部分は、シャッタシート５４により吸引ファン４１による
気流が遮断される。したがって、シャッタ機構がない場合に発生していた記録シート２が
ないプラテン面において発生する気流によるインク吐出の乱れや、空気の漏れによる負圧
の減少や騒音の発生などが防止される。
【００５３】
　なお、記録シート２がロール紙２ｂの場合は、後端が存在しないため、プラテンプレー
ト３１上の全域を記録シート２が覆っている限りシャッタシート５４は図８Ｃの状態でよ
い。
【００５４】
　図８Ｆは、記録シート２がプラテン部３０を抜けた状態である。シャッタシート５４は
、ダクト開口部４２ｄを完全に覆った状態で停止している。停止するタイミングは、図８
Ｄでシャッタシート５４を移動させてから所定量搬送した時となる。この状態も、ダクト
開口部４２ｄがシャッタシート５４によって全て遮蔽されている状態となっている。
【００５５】
　記録シートがプラテン部３０を抜けた後、吸引ファン４１は、駆動が停止される。この
後、シャッタシート５４は、初期位置に移動される。これは、シャッタシート５４を記録
シート２の搬送方向とは逆の方向に移動させ、シャッタシート位置検知センサ５６によっ
てシャッタシート５４上のマーカーを検知した後、所定量移動させることにより行われる
。
【００５６】
　以上のようなシャッタシート５４と記録シート２との動作説明において、記録シート２
の先端のラインＣとシャッタシート５４の露出開口部５４ａの搬送方向下流側の外周を結
んだラインＤは、記録シート２に対して鉛直方向から見た場合、ほぼ一致する。しかし、
厳密にはラインＣとラインＤは一定量ずらした方がより望ましい。
【００５７】
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　図９Ａは、ラインＣとラインＤが一致している場合であるが、図中の矢印Ｘの気流が発
生してしまう。しかし、図９Ｂのように、ラインＤをラインＣに対して、記録シート２の
搬送方向上流側へ吸引口３４及びダクト開口部４２ｄの径以上ずらすことにより、プラテ
ンプレート３１上に気流が漏れることがなくなる。
【００５８】
　同様に、図９Ｃに示すように、記録シート２の後端のラインＥと露出開口部５４ａの搬
送方向上流側の外周を結んだラインＦも、ラインＥをラインＦに対して、記録シート搬送
方向下流側へ吸引口３４及びダクト開口部４２ｄの径以上ずらす。これにより、プラテン
プレート３１上には、気流が漏れることがなくなる。
【００５９】
　以上の説明では、記録シート２は、プラテン部３０の幅であるＡ４サイズの場合を説明
した。本発明では、これより小さいサイズの記録シートの場合、例えばＡ５サイズの場合
は図７Ａで示した露出開口部５４ｂを使用し、Ａ５幅の記録シートを主走査方向の露出開
口部５４ｂ側の端寄せの位置で搬送すればよい。この場合、サイズ違いの差分に相当する
領域にあるダクト開口部４２ｄは常にシャッタシート５４で遮蔽されることになる。した
がって、記録シート２の前端及び後端部の吸引口３４を遮蔽できるだけではなくプラテン
部３０の幅より小さい記録シート２が搬送されるときの記録シート２の左端部及び右端部
の吸引口３４を遮蔽することも可能となる。
【００６０】
　なお、複数の記録シート幅に対応した露出開口部をもつシャッタシート５４の初期位置
は、記録される記録シート２の幅により異なる。この場合のシャッタシート５４の初期位
置の移動は次のように行われる。それぞれの露出開口部には、固有のマーカーをそれぞれ
設けておく。そして、シャッタシート５４は、記録する記録シート２の幅に応じて記録シ
ート２の搬送方向又は搬送方向とは逆の方向に移動され、シャッタシート位置検知センサ
５６によって目的のマーカーを検知後、所定量移動される。
【００６１】
　図７Ａのシャッタシート５４は２通りの記録シートに対応したものであるが、更に多く
の（例えば１０通り）記録シートの幅に対応するには、露出開口部５４ａ、５４ｂのパタ
ーンをシャッタシート５４の長手方向に増やせば良い。また、シャッタシート５４は、パ
ターンを増やしてもシャッタシート５４の厚さは薄く（１０μから１００μ程度）、第１
及び第２のシャッタローラ５１ａ、５１ｂに巻き取られた状態にあるためスペースを多く
とることがない。
【００６２】
　シャッタシート５４の露出開口部５４ａ、５４ｂは、図７Ｂのように主走査方向につな
げても良い。また、上ダクト４２ａの上面に配置されているネジ穴ボス４２ｅや保湿液供
給管７１、後述する第１及び第２のシャッタローラ５１ａ、５１ｂを駆動するためのギア
５２ａ、ギア５２ｂをシャッタシート５４と干渉しない位置、（例えば、ネジ穴ボス４２
ｅや保湿液供給管７１は、吸引ダクト４２のベアリング５３ａ、５３ｂが取り付けられて
いる面、ギア５２ａ、ギア５２ｂはベアリング５３ａ、５３ｂが取り付けられている面の
外側）をシャッタシート５４が移動すれば、露出開口部５４ｃは不要となる。そして、図
７Ｃのような露出開口部のパターンでも良く、また、図７Ａ及び図７Ｂの露出開口部５４
ｃをなくしたパターンも可能となる。
【００６３】
　なお、本実施例ではプラテン部３０の幅をＡ４幅としたが、これに限定されるものでは
なく、Ａ０幅、Ａ１幅でもよい。
【００６４】
　一方、特にシート幅の広いプリンタ装置１において、プリンタ装置１の小型化のために
大きなファンを一つ設置するより、小さなファンを複数設置させたほうがよい場合がある
。また、本発明では、多くの紙幅に対しそれぞれ対応した露出開口部のパターンを設ける
ことにより、記録シートの幅方向のシャッタを実現している。しかし、露出開口部のパタ
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ーン数が多くなったときには、幅の異なる記録シートの連続記録指示が出たとき、シャッ
タシート５４をシート幅にあった適切な初期位置に設定するためにかかる時間によってス
ループットを悪化させる可能性が生じる。
【００６５】
　以上のように装置の小型化や異種幅記録シート連続印刷のスループット向上が要求され
る場合、例えば記録シート幅の最大幅がＡ０のとき、図１０に示すように、以上の例のＡ
４幅の吸引ユニット４０とシャッタ機構５０を主走査方向に４つ直列に並べるとよい。Ａ
４（幅２１０ｍｍ）の記録シートを搬送する場合は、一つの吸引ファン４１のみを駆動し
、対応するシャッタ機構５０のシャッタシート５４の露出開口部５４ａを使用する。Ａ２
（幅４２０ｍｍ）の記録シートを搬送する場合は、２つの隣接する吸引ユニット４０の吸
引ファン４１を駆動し、それぞれの吸引ユニット４０に対応するシャッタ機構５０のシャ
ッタシート５４の露出開口部５４ａを使用する。Ａ０（幅８４１ｍｍ）の記録シートを搬
送する場合は、４つ全ての吸引ユニット４０の吸引ファン４１を駆動し、それぞれの吸引
ユニット４０に対応するシャッタ機構５０のシャッタシート５４の露出開口部５４ａを使
用する。
【００６６】
　以上の例は、いずれもＡ４幅のほぼ倍数となるシート幅であったが、それ以外の幅、例
えばＡ１サイズ(幅５９４ｍｍ)の記録シートを搬送する場合は、次のようになる。すなわ
ち、３つの隣接する吸引ユニット４０の吸引ファン４１を駆動し、３つの吸引ユニット４
０のうち隣接する２つは対応するシャッタ機構５０のシャッタシート５４の露出開口部５
４ａを使用する。そして、残りの一つは対応するシャッタ機構５０のシャッタシート５４
の約３６ｍｍ(＝２１０ｍｍ×３－５９４ｍｍ)幅分開口のない露出開口部を使用する。こ
のように複数の吸引ユニット４０と（又は）複数のシャッタ機構５０を設置することで一
つのシャッタシート５４内で多くの露出開口部のパターンを持たなくてもよくなる。
【００６７】
　なお、以上の例は吸引ユニット４０とシャッタ機構５０がＡ４幅単位となっていたが、
例えば、吸引ユニット４０はＡ２単位で２つ、シャッタ機構５０はＡ４単位で４つという
組み合わせも可能である。すなわち、吸引ユニット４０とシャッタ機構５０の幅は一致さ
せる必要はなく、要求される記録装置の仕様によって、適宜それぞれの幅を適切に選択す
ればよい。
【００６８】
　（６）シャッタシート移動機構の説明
　次にシャッタシート５４の移動機構について説明する。図２、図６及び図１１に示すよ
うに、第１及び第２のシャッタローラ５１ａ、５１ｂには、ギア５２ａ、５２ｂが固着さ
れている。ギア５２ａ（第１のシャッタローラ５１ａ）を反時計方向に回転させると、シ
ャッタシート５４は、記録シート２の搬送方向に移動し、ギア５２ｂ（第２のシャッタロ
ーラ５１ｂ）を時計方向に回転させると、シャッタシート５４は、記録シート２の搬送方
向と逆方向に移動する。図１１は主走査方向からシャッタ機構５０を見た図である。
【００６９】
　第１のシャッタローラ５１ａは、ギア５２ａが同心で固着されており、シャッタローラ
５１ｂは、ギア５２ｂが同心で固着されている。ギア５２ａは、アイドラギア５７ａと噛
み合い、アイドラギア５７ａは、アイドラギア５７ｃと噛み合う。同様に、ギア５２ｂは
、アイドラギア５７ｂと噛み合い、アイドラギア５７ｂは、アイドラギア５７ｄと噛み合
う。
【００７０】
　一方、ステッピングモータ５７ｅは、回転軸にモータギア５７ｆが固着されており、減
速ギア５７ｇと噛み合う。減速ギア５７ｇは、大ギアと小ギアが一体となっており、この
小ギアと振り子ギア５７ｈが噛み合う。振り子５７ｉは、減速ギア５７ｇの中心軸を中心
に揺動し、揺動方向によってアイドラギア５７ｃ又はアイドラギア５７ｄと噛み合う。ス
テッピングモータ５７ｅを時計回りに駆動すると、減速ギア５７ｇは、反時計周りに回り
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、振り子５７ｉは、反時計方向に揺動し、振り子ギア５７ｈは、アイドラギア５７ｃと噛
み合う。そして、振り子ギア５７ｈは、時計回りに回転し、以降接続される、アイドラギ
ア５７ｃ、アイドラギア５７ａ、ギア５７ｃは、反時計周り、時計回り、反時計周りに回
転し、ギア５２ａが固着されている第１のシャッタローラ５１ａは、反時計回りに回転す
る。
【００７１】
　また、ステッピングモータ５７ｅを反時計回りに駆動すると、減速ギア５７ｇは、時計
周りに回り、振り子５７ｉは、時計方向に揺動し、振り子ギア５７ｈは、アイドラギア５
７ｄと噛み合う。そして、振り子ギア５７ｈのギアは、反時計回りに回転し、以降接続さ
れる。アイドラギア５７ｄ、アイドラギア５７ｂ、ギア５７ｄは、時計周り、反時計回り
、時計周りに回転し、ギア５２ｂが固着されているシャッタローラ５１ｂは、時計回りに
回転する。
【００７２】
　以上のように、ステッピングモータ５７ｅの回転方向を変えることにより、第１のシャ
ッタローラ５１ａ、第２のシャッタローラ５１ｂの駆動を切り替えることができ、シャッ
タシート５４の移動方向を制御できる。
【００７３】
　（７）キャッピング部の説明
　次に、キャッピング部６０を図１２、図１３を用いて説明する。図１２はプラテン部３
０、吸引ユニット４０、シャッタ機構５０、キャッピング部６０の斜視図である。図１３
は、記録部２０、プラテン部３０、吸引ユニット４０、シャッタ機構５０、キャッピング
部６０の縦断面図である。
【００７４】
　キャッピング部材６１は、プラテン部３０を囲む枠状をなし、一側面部にカムフォロア
６１ａを備えている。図１２及び図１３は、弾性部材である引っ張りコイルバネ６２でキ
ャッピング部材６１が持ち上げられている。引っ張りコイルバネ６２は、一端がプリンタ
装置１のフレーム等の固定端６２ａに係止され、他端がキャッピング部材６１のカムフォ
ロア６１ｂの係止部６２ｂに係止されている。キャッピング部材６１は、持ち上げられた
状態から軸が偏心しているカム６３がモータや複数のギアで構成されるキャッピング枠駆
動部６４により１８０度回転させられると、キャッピング部材６１は、キャッピング部材
６１のカムフォロア６１ａがカム６３に押されることで、引っ張りコイルバネ６２の力を
抗して押し下げられる。キャッピング部材６１の上下の位置は、センサにより定まる。そ
して、プラテン部３０のプラテンプレート３１と記録部２０のラインヘッド２１との間に
は、図２に示すように、間隙形成され、記録シート２の搬送パスＡが形成される。
【００７５】
　印刷を行わないときには、図１３に示すような状態にある。すなわち、引っ張りコイル
バネ６２でキャッピング部材６１が持ち上げられているときには、記録部２０のノズル形
成面２０ａとプラテン部３０のプラテンプレート３１の上面によって密閉空間部６５が形
成される。記録部２０には、弾性に富む発泡材を使用したシーリング部材２４がキャッピ
ング部材６１を受け面に設置され、キャッピング部材６１のシーリング部材２４の接触面
の平面性が多少悪くても密閉性が維持できる。このとき、吸引口３４とダクト開口部４２
ｄの連通は、図８Ｆで示す状態のようにして、シャッタシート５４で遮蔽することにより
、外気につながる吸引ユニット４０からプラテン部３０の上面へ空気の流入を防止できる
。
【００７６】
　（８）保湿液供給部の説明
　次に、図１を参照して保湿液供給部７０の説明を行う。保湿液貯蔵部７２に貯められて
いる保湿液は、保湿液供給管７１を通して保湿液供給ポンプ７３を駆動することによりプ
ラテン部３０内の吸収体３３へ送り込まれる。保湿液供給管７１は、図４の吸収体ボック
ス３２の連通孔３２ｂと接続されており、この連通孔３２ｂから保湿液が流入し吸収体３
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３に浸み込む。吸収体３３が設けられる空間部７４は、保湿液供給管７１との接続箇所（
連通孔３２ｂ）と空吐出用開口部３５とを除いて密閉されている。プラテン部３０内の例
えば吸収体３３が配設された空間部７４には、液面検知センサ、湿度センサ等の湿潤セン
サ７２が設置されている。湿潤センサ７２は、所定のレベルに達するまで保湿液を吸収体
３３へ送りこむ。また、湿潤センサ７２は、所定レベルより下回ったことを検知すると、
所定レベルに達するまで保湿液を吸収体３３へ送り込む。これにより、密閉空間部６５は
湿潤状態が保たれ、インクの増粘や不吐出ノズルの発生を防止できる。保湿液はインクを
溶解させる作用を有する液体、例えば、インク液から色材成分を除いたインク溶媒が用い
られる。
【００７７】
　なお、湿潤センサ７２は、密閉空間部６５を構成する記録部２０のノズル形成面２０ａ
やプラテン部３０のプラテンプレート３１の上面に設けても良い。これによっても、湿潤
センサ７２は、密閉空間部６５の湿潤状態を検出することができる。
【００７８】
　この保湿液の吸収体３３への供給は、例えば、図１３に示すように、引っ張りコイルバ
ネ６２でキャッピング部材６１が持ち上げられ、記録部２０のノズル形成面２０ａとプラ
テン部３０のプラテンプレート３１の上面によって密閉空間部６５が形成されているとき
に行われる。
【００７９】
　一方、シャッタシート５４の露出開口部５４ａ、５４ｂのうちの一つによりダクト開口
部４２ｄの全部又は一部は開放する。そして、開放したシャッタシート５４に対応する吸
引ファン４１を駆動することにより、吸引口３４からプラテン・ヘッド近傍のインクミス
トは、吸引ダクト４２へ吸い出すことができる。これにより専用のインクミスト回収手段
を用いなくて済む。なお、インクミストの回収は、キャッピング部材６１で密閉空間部６
５が形成されたときであっても、形成されていないときであっても、何れでも良い。密閉
空間部６５が形成されているときには、密閉空間部６５のインクミストを効率的に回収で
きる。密閉空間部６５が形成されていないときは、より広い範囲のインクミストを回収で
きる。
【００８０】
　（９）変形例
　以上の例では、ライン型インクジェットプリンタ装置１を例に取り説明したが、本発明
では、記録ヘッドが、記録シートの搬送方向に対して直交する方向に移動するシリアル型
のプリンタ装置にも適用することができる。
【符号の説明】
【００８１】
１　ライン型インクジェットプリンタ装置（プリンタ装置）、２　記録シート、２ａ　カ
ット紙、２ｂ　ロール紙、１０　給紙部、１１　ロール紙給紙トレイ、１２　カット紙手
差しトレイ、１３　給紙ローラ、１４　給紙ピンチローラ、１５　エッジセンサ、１６　
搬送ローラ、１７　ピンチローラ、１８　搬送ローラ、１９　ピンチローラ、２０　記録
部、２０ａ　ノズル形成面、２１　ライン型インクジェット記録ヘッド（ラインヘッド）
、２２　モジュールヘッド、２３　ヘッドチップ、２４　シーリング部材、３０　プラテ
ン部、３１　プラテンプレート、３１ａ　円形穴、３２　吸収体ボックス、３２ａ　筒状
部、３２ｂ　連通孔、３３　吸収体、３４　吸引口、３５　空吐出用開口部、４０　吸引
ユニット、４１　吸引ファン、４２　吸引ダクト、４２ａ　上ダクト、４２ｂ　中ダクト
、４２ｃ　下ダクト、４２ｄ　ダクト開口部、４２ｅ　ネジ穴ボス、５０　シャッタ機構
、５１ａ　第１のシャッタローラ、５１ｂ　第２のシャッタローラ、５２ａ、５２ｂ　ギ
ア、５３ａ、５３ｂ　ベアリング、５４　シャッタシート、５４ａ－５４ｃ　露出開口部
、５５　ガイドローラ、５６　シャッタシート位置検知センサ、５７ａ－５７ｄ　アイド
ラギア、５７ｅ　ステッピングモータ、５７ｆ　モータギア、５７ｇ　減速ギア、５７ｈ
　振り子ギア、６０　キャッピング部、６１　キャッピング部材、６１ａ、６１ｂ　カム
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フォロア、６２　引っ張りコイルバネ、６２ａ　固定端、６２ｂ　係止部、６３　カム、
６４　キャッピング枠駆動部、６５　密閉空間部、７０　保湿液供給部、７１　保湿液供
給管、７２　保湿液貯蔵部、７２　湿潤センサ、７３　保湿液供給ポンプ、７４　空間部
、８０　カッター部、９０　排紙部、Ａ　記録シートの搬送パス、Ｂ　シャッタシートの
走行パス

【図１】 【図２】
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