
JP 2016-64572 A 2016.4.28

10

(57)【要約】
【課題】ユーザによるインクタンクの装着の仕方の如何
に拘らず、そのインクタンクの装着が完了したことを確
実に報知することができるインクタンクおよび記録装置
を提供すること。
【解決手段】インクタンク１側の第２電極パッド１５３
とホルダ１５０側の第２接点１５３とが接続して、イン
クタンク１の装着の速度に応じた遅延時間の経過後に、
インクタンク１の発光部１０１が発光する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装着部に装着可能なインクタンクであって、前記装着部に設けられた装着部側接点と接
続可能なタンク側接点と、報知動作が可能な報知部と、を備えるインクタンクにおいて、
　前記報知部は、前記インクタンクが前記装着部に装着される際に、前記タンク側接点が
前記装着部側接点と接続してから、前記インクタンクの装着の速度に応じた遅延時間の経
過後に前記報知動作を行うことを特徴とするインクタンク。
【請求項２】
　前記遅延時間は、前記インクタンクの装着速度が速くなるほど短い請求項１に記載のイ
ンクタンク。
【請求項３】
　前記装着部側接点は、装着部側第１接点と装着部側第２接点とを含み、
　前記タンク側接点は、前記装着部側第１接点と接続可能なタンク側第１接点と、前記装
着部側第２接点と接続可能なタンク側第２接点と、を含み、
　前記タンク側第１接点および前記タンク側第２接点は、前記インクタンクが前記装着部
に装着される際に、前記タンク側第１接点が前記装着部側第１接点と接続した後に、前記
タンク側第２接点が前記装着部側第２接点と接続するように配置され、
　前記遅延時間は、前記タンク側第１接点が前記装着部側第１接点と接続してから、前記
タンク側第２接点が前記装着部側第２接点と接続するまでの間の時間差に応じて異なる請
求項１または２に記載のインクタンク。
【請求項４】
　前記装着部に設けられた装着部側係合部と係合可能なタンク側係合部をさらに備え、
　前記タンク側接点は、前記インクタンクが前記装着部に装着される際に、前記タンク側
係合部が前記装着部側係合部と係合する前に前記装着部側接点と接続する請求項１から３
のいずれか１項に記載のインクタンク。
【請求項５】
　前記装着部側係合部は、装着部側第１係合部と装着部側第２係合部とを含み、
　前記タンク側係合部は、前記装着部側第１係合部と係合可能なタンク側第１係合部と、
前記装着部側第２係合部と係合可能なタンク側第２係合部と、を含み、
　前記タンク側第１係合部および前記タンク側第２係合部は、前記インクタンクが前記装
着部に装着される際に、前記タンク側第１係合部が前記装着部側第１係合部と係合した後
に、前記タンク側第２係合部が前記装着部側第２係合部と係合するように配置され、
　前記タンク側接点は、前記インクタンクが前記装着部に装着される際に、前記タンク側
第１係合部が前記装着部側第１係合部と係合してから、前記タンク側第２係合部が前記装
着部側第２係合部と係合する前までの間に、前記装着部側接点と接続する請求項４に記載
のインクタンク。
【請求項６】
　前記タンク側第１係合部は、前記インクタンクの底面に隣接する一側面に設けられ、
　前記タンク側第２係合部は、前記インクタンクの前記底面に隣接し、かつ前記一側面と
反対の他側面に設けられる請求項５に記載のインクタンク。
【請求項７】
　前記装着部側第１係合部および前記装着部側第２係合部はそれぞれ孔状に形成され、
　前記タンク側第１係合部は、前記装着部側第１係合部に係合可能な第１突起であり、
　前記タンク側第２係合部は、前記装着部側第２係合部に係合可能な第２突起が設けられ
た弾性レバーである請求項５または６に記載のインクタンク。
【請求項８】
　前記報知部は、前記報知動作をするために発光する発光部である請求項１から７のいず
れかに１項に記載のインクタンク。
【請求項９】
　前記報知部を制御するための制御部を備える請求項１から８のいずれか１項に記載のイ
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ンクタンク。
【請求項１０】
　報知動作が可能な報知部を含むインクタンクの装着が可能な装着部を備え、前記インク
タンク内のインクが供給される記録ヘッドを用いて画像を記録する記録装置であって、
　前記装着部に位置し、前記インクタンクに設けられたタンク側接点と接続可能な装着部
側接点と、
　前記報知部を制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記インクタンクが前記装着部に装着される際に、前記装着部側接点が
前記タンク側接点と接続してから、前記インクタンクの装着の速度に応じた遅延時間の経
過後に前記報知動作を行わせることを特徴とする記録装置。
【請求項１１】
　前記遅延時間は、前記インクタンクの装着速度が速くなるほど短い請求項１０に記載の
記録装置。
【請求項１２】
　前記タンク側接点は、タンク側第１接点とタンク側第２接点とを含み、
　前記装着部側接点は、前記タンク側第１接点と接続可能な装着部側第１接点と、前記タ
ンク側第２接点と接続可能な装着部側第２接点と、を含み、
　前記装着部側第１接点および前記装着部側第２接点は、前記インクタンクが前記装着部
に装着される際に、前記装着部側第１接点が前記タンク側第１接点と接続した後に、前記
装着部側第２接点が前記タンク側第２接点と接続するように配置され、
　前記遅延時間は、前記装着部側接点が前記タンク側第１接点と接続してから、前記装着
部側第２接点が前記タンク側第２接点と接続するまでの間の時間差に応じて異なる請求項
１０または１１に記載の記録装置。
【請求項１３】
　前記インクタンクに設けられたタンク側係合部と係合可能な装着部側係合部をさらに備
え、
　前記装着部側接点は、前記インクタンクが前記装着部に装着される際に、前記装着部側
係合部が前記タンク側係合部と係合する前に前記タンク側接点と接続する請求項１０から
１２のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１４】
　前記タンク側係合部は、タンク側第１係合部とタンク側第２係合部とを含み、
　前記装着部側係合部は、前記タンク側第１係合部と係合可能な装着部側第１係合部と、
前記タンク側第２係合部と係合可能な装着部側第２係合部と、を含み、
　前記装着部側第１係合部および前記装着部側第２係合部は、前記インクタンクが前記装
着部に装着される際に、前記装着部側第１係合部が前記タンク側第１係合部と係合した後
に、前記装着部側第２係合部が前記タンク側第２係合部と係合するように配置され、
　前記装着部側接点は、前記インクタンクが前記装着部に装着される際に、前記装着部側
第１係合部が前記タンク側第１係合部と係合してから、前記装着部側第２係合部が前記タ
ンク側第２係合部と係合する前までの間に、前記タンク側接点と接続する請求項１３に記
載のインクタンク。
【請求項１５】
　前記装着部側第１係合部は、前記インクタンクの底面に隣接する一側面と対向する、前
記装着部の内面に設けられ、
　前記装着部側第２係合部は、前記インクタンクの前記底面に隣接しかつ前記一側面と反
対の他側面と対向する、前記装着部の内面に設けられる請求項１４に記載のインクタンク
。
【請求項１６】
　前記タンク側第１係合部は第１突起であり、前記タンク側第２係合部は第２突起が設け
られた弾性レバーであり、
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　前記装着部側第１係合部は、前記第１突起と係合可能な第１孔部を含み、
　前記装着部側第２係合部は、前記第２突起と係合可能な第２孔部を含む請求項１４また
は１５に記載のインクタンク。
【請求項１７】
　前記報知部は、前記報知動作をするために発光する発光部である請求項１０から１６の
いずれかに１項に記載の記録装置。
【請求項１８】
　前記装着部は、前記記録ヘッドを搭載可能なキャリッジに位置する請求項１０から１７
のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１９】
　前記装着部は、前記キャリッジに搭載可能なホルダに形成される請求項１８に記載の記
録装置。
【請求項２０】
　前記ホルダは、前記記録ヘッドを備える請求項１９に記載の記録装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光などによる情報の報知機能を備えたインクタンク、および、それを装着可
能な記録装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載のシリアルスキャン方式のインクジェット記録装置は、インクタンク
に備えた発光部の発光によって、キャリッジに対するインクタンクの固定の完了を報知す
る構成となっている。発光部に接続される接点は、インクタンクとキャリッジとの対向部
に配備されており、インクタンクをキャリッジに装着する際には、それらの接点が接続さ
れた後にインクタンクの固定が完了する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－９３３２８号公報
【特許文献２】特開２０１２－１２１１８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　引用文献１において、インクタンクとキャリッジとの対向部における接点の接続を待っ
て、発光部を発光させた場合には、インクタンクの固定が完了する前に発光部が発光する
ことになる。特に、インクタンクの扱いに不慣れなユーザがインクタンクを長い時間を掛
けてゆっくりと装着した場合には、発光部か発光してから相当の時間が経過した後に、イ
ンクタンクの装着が完了することになる。この場合には、インクタンクの装着が未だ完了
していないにも拘らず、ユーザがインクタンクの装着作業を中断して、インクタンクの装
着が完了しないままとなるおそれがある。
【０００５】
　一方、特許文献２には、インクタンクを素早く装着した場合の検知精度を高めるために
、インクタンクの装着時に、インクタンクに備えた遅延部材によって、インクタンクの装
着を検知するための信号を一定の時間だけ遅延させる構成が記載されている。しかし、そ
の遅延時間は固定であるため、例えば、その遅延時間よりも長い時間を掛けてインクタン
クが装着された場合には、インクタンクの装着が検知された後に、インクタンクの装着が
完了されることになる。そのため、依然として、インクタンクの装着が未だ完了していな
いにも拘らず、ユーザがインクタンクの装着作業を中断して、インクタンクの装着が完了
しないままとなるおそれがある。
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【０００６】
　本発明の目的は、ユーザによるインクタンクの装着の仕方の如何に拘らず、そのインク
タンクの装着が完了したことを確実に報知することができるインクタンクおよび記録装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のインクタンクは、装着部に装着可能なインクタンクであって、前記装着部に設
けられた装着部側接点と接続可能なタンク側接点と、報知動作が可能な報知部と、を備え
るインクタンクにおいて、前記報知部は、前記インクタンクが前記装着部に装着される際
に、前記タンク側接点が前記装着部側接点と接続してから、前記インクタンクの装着の速
度に応じた遅延時間の経過後に前記報知動作を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、タンク側接点と装着部側接点とが接続してから、インクタンクの装着
の速度に応じた遅延時間の経過後に、インクタンクの報知部が報知動作することにより、
インクタンクが装着されたことをユーザに誤解なく認識させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を適用可能な記録装置の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態のインクタンクの説明図である。
【図３】図２のインクタンクを装着可能な記録ヘッドユニットの説明図である。
【図４】インクタンクの装着動作の説明図である。
【図５】インクタンクの装着動作の説明図である。
【図６】インクタンクの装着動作の中途状態の説明図である。
【図７】インクタンクの装着動作の中途状態における要部の拡大図である。
【図８】インクタンクの異なる構成例における時間差Δｔの説明図である。
【図９】遅延回路の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１１】
　図１は、本発明を適用可能なインクジェット記録装置２００の構成例を説明するための
斜視図である。本例の記録装置２００は、いわゆるシリアルスキャン方式の記録装置であ
り、後述するようにインクジェット記録ヘッドとインクタンクを搭載可能なキャリッジ２
０１が備えられている。キャリッジ２０１は、ガイドシャフト２０２によって主走査方向
（矢印Ｘ方向）に移動可能にガイドされ、かつベルト２０３に連結されている。キャリッ
ジモータ２０４によってベルト２０３を旋回させることにより、キャリッジ２０１が主走
査方向に往復移動される。給紙部２０５に積載された不図示のシート（記録媒体）は、不
図示の搬送ローラによって、主走査方向と交差（本例の場合は、直交）する副走査方向（
矢印Ｙ方向）に搬送される。キャリッジ２０１と、記録装置２００の不図示の制御部と、
の間には、フレキシブルケーブル２０６が接続されている。キャリッジ２０１に搭載され
るインクジェット記録ヘッドとインクタンクは、このフレキシブルケーブル２０６を介し
て記録装置２００の制御部と電気的に接続される。
【００１２】
　インクジェット記録ヘッドは、電気熱変換素子（ヒータ）やピエゾ素子などの吐出エネ
ルギー発生素子を用いて、ノズル先端の吐出口からインクを吐出する。電気熱変換素子を
用いた場合には、その発熱によってインクを発泡させ、その発泡エネルギーを用いて吐出
口からインクが吐出される。記録装置２００には、このような記録ヘッドのインクの吐出
状態を良好に維持する回復処理のために、キャップやワイパブレードなどを含む回復処理
部２０７が備えられている。記録装置２００は、キャリッジ２０１と共に記録ヘッドを主
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走査方向（矢印Ｘ方向）に移動させつつ、記録ヘッドからインクを吐出する動作と、副走
査方向（矢印Ｙ方向）の記録媒体の搬送と、を伴って、記録媒体に画像を記録する。
【００１３】
　図２はインクタンク１の説明図であり、インクタンクは後述するホルダを介してキャリ
ッジ２０１に装着される。本例のインクタンクは、後述するホルダに対して着脱可能なカ
ートリッジタイプであり、インクカートリッジとも称される。
【００１４】
　インクタンク１の正面側（図２（ａ）中の右側）には支持部材（弾性レバー）３が位置
しており、その支持部材３は、樹脂材料によってインクタンク１の外装２と一体に形成さ
れている。インクタンク１には、インクタンク側の係合部（タンク側係合部）として、第
１係合部（タンク側第１係合部）５および第２係合部（タンク側第２係合部）６が設けら
れている。第１係合部５は、第１突起を形成するように、インクタンク１の底面に隣接す
る正面（一側面）に設けられ、第２係合部６は、第２突起を形成するように支持部材３と
一体的に設けられている。支持部材３は、インクタンク１の正面と反対の背面（他側面）
に設けられている。インクタンク１の底面（図２（ａ）中の下側の面）には、後述する記
録ヘッドのインク導入口と結合してインクを供給するインク供給口７が設けられている。
インクタンク１の底面と、それに隣接する正面とが交わる部分には、支持部材３の下方の
基端部分が位置する。また、インクタンク１の正面と交わる底面の部分には、チップ状あ
るいは板状などの基板１００が設けられている。本例の基板１００は板状の基板である。
インクタンク１の外側を向く基板１００の面には、第１電極パッド（タンク側第１接点）
１０２と第２電極パッド（タンク側第２接点）１０３とを含む複数の電極パッド（タンク
側接点）が設けられている。一方、インクタンク１の内側を向く基板１００の面には、可
視光を発することによって情報を報知する発光部（報知部）１０１と、この発光部１０１
を制御する制御ユニットと、が設けられている。発光素子としては、ＬＥＤなどが代表と
して挙げられる。
【００１５】
　図３はホルダ１５０の説明図であり、このホルダ１５０を介して、インクタンク１がキ
ャリッジ２０１に搭載される。本例のホルダ１５０は、インクジェット記録ヘッド１０６
と共に記録ヘッドユニット１０５を構成している。記録ヘッド１０６は、前述したように
、電気熱変換素子（ヒータ）やピエゾ素子などの吐出エネルギー発生素子を用いて、ノズ
ル先端の吐出口からインクを吐出する。吐出口は、主走査方向と交差（本例の場合は、直
交）する方向に沿って複数配列されることによって、吐出口列を形成している。
【００１６】
　ホルダ１５０の内面には、ホルダ側の係合部（装着部側係合部）として、第１孔部を形
成する第１係止部（装着部側第１係合部）１５５と、第２孔部を形成する第２係止部（装
着部側第２係合部）１５６と、が設けられている。これらの第１係止部１５５および第２
係止部１５６は、インクタンク１側の第１係合部５および第２係合部６と係合可能である
。これらが互いに係合することにより、図３（ｂ）のように、インクタンク１がホルダ１
５０に装着されて固定される。インクタンク１の底面と対向するホルダ１５０の内側底面
には、ホルダ側接点（装着部側接点）として、第１接点（装着部側第１接点）１５２と第
２接点（装着部側第２接点）１５３を含む複数の接点が設けられている。第１接点１５２
および第２接点１５３は、図３（ｂ）のようにインクタンク１がホルダ１５０に固定され
たときに、インクタンク１側の第１電極パッド１０２および第２電極パッド１０３と電気
的に接続可能である。ホルダ１５０側の第１接点１５２および第２接点１５３は、ホルダ
１５０がキャリッジ２０１に装着されることにより、キャリッジ２０１側の不図示の接点
、およびフレキシブルケーブル２０６を介して、記録装置２００の制御部に電気的に接続
される。ホルダ１５０は、キャリッジ２０１に対して着脱可能であり、インクタンク１は
、ホルダ１５０に対して着脱可能である。
【００１７】
　インクタンク１の制御ユニットは、ホルダ１５０側の第１接点１５２および第２接点１



(7) JP 2016-64572 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

５３、インクタンク１側の第１電極パッド１０２および第２電極パッド１０３を介して供
給される電気信号に基づいて、発光部１０１の発光を制御する。前述したように、インク
タンク１の底面と正面が交わる部分における底面側の位置に基板１００が配設されている
。また、インクタンク１には斜面１０４が形成されており、発光部１０１が発光したとき
に、その一部が斜面１０４に沿ってインクタンク１の正面側（図３（ｂ）の右側）から外
方に向かって投光される。
【００１８】
　このような基板１００と導光路を用いることにより、記録装置２００、この記録装置２
００に接続されるコンピュータなどのホスト装置、およびユーザに対して、種々の情報を
光学的に報知することができる。すなわち、キャリッジ２０１の移動範囲の端部において
、記録装置２００に配置された不図示の受光素子、あるいはユーザが発光部１０１の発光
状態を捉えることにより、その発光状態に対応する情報を認識することができる。その情
報としては、例えば、インクタンク１の装着が完了であるか否かの情報を含めることがで
きる。また、その情報としては、ホルダ１５０に複数色のインクに対応するインクタンク
毎の装着部が設けられている場合に、それらの装着部に、対応するインクのインクタンク
が正しく装着されているか否かの情報を含めることができる。さらに、その情報として、
インクタンク内のインクの残量が充分であるか否かの情報を含めることもできる。これら
の情報は、発光部１０１の発光の有無、および点滅などの発光の状態に応じて報知するこ
とができる。
【００１９】
　図４および図５は、キャリッジ２０１に装着されている記録ヘッドユニット１０５のホ
ルダ１５０に対して、インクタンク１を装着する際の動作を説明するための図である。イ
ンクタンク１をホルダ１５０に装着することにより、ホルダ１５０底部に位置する記録ヘ
ッド１０６側のインク導入口１０７と、インクタンク１側のインク供給口７と、が結合し
、それらの間においてインクの連通路が形成される。
【００２０】
　インクタンク１をホルダ１５０に装着する場合、まず、図４（ａ）のように、ホルダ１
５０の上方にインクタンク１を位置させる。次に、図４（ｂ）のように、ホルダ１５０の
背面側に設けられた貫通孔状の第１係止部１５５に、インクタンク１の背面側に設けられ
た突起状の第１係合部５を係合させて、インクタンク１をホルダ１５０の底面上に位置さ
せる。この状態から、インクタンク１の正面側上端を矢印Ｐのように押下すると、インク
タンク１は第１係合部５と第１係止部１５５の係合部分を回動支点として矢印Ｒ方向に回
動し、インクタンク１の正面側が下方に変位してゆく。この過程において、インクタンク
１の正面側の支持部材３に設けられた第２係合部６の側面は、図５（ａ）のように、ホル
ダ１５０の正面側に設けられた第２係止部１５６に押され、支持部材３は矢印Ｑ１方向に
弾性変形してゆく。
【００２１】
　そして、第２係合部６の上面が第２係止部１５６の下方に位置したときに、図５（ｂ）
のように、支持部材３が自身の弾性復元力によって矢印Ｑ２方向に復帰して、第２係合部
６が第２係止部１５６に係止される。この状態において、第２係止部１５６は、支持部材
３を介してインクタンク１を背面側に向かって水平方向（図５（ｂ）中の右方）に付勢し
、インクタンク１の背面をホルダ１５０の背面側に当接させる。インクタンクの１上方へ
の変位は、第１係合部５と第１係止部１５５との係合、および第２係合部６と第２係止部
１５６との係合によって抑制される。このようにして、インクタンク１の装着が完了する
。
【００２２】
　このようにインクタンク１の装着が完了したときは、図５（ｂ）のように、インク供給
口７とインク導入口１０７とが結合すると共に、第１接点１５２と第１電極パッド１０２
とが電気的に接続され、第２接点１５３と第２電極パッド１０３とが電気的に接続される
。このような電気的な接続により、基板１００上に配置された発光部１０１は、点灯可能
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な状態となる。また、インクタンク１の装着が完了したときは、第１係合部５と係合した
第１係止部１５５、および第２係合部６と係合した第２係止部１５６によって、インクタ
ンク１の浮き上がりを阻止するように、それらの弾性的な復元が抑制される。つまり、そ
れらは適切に弾性変形した状態に維持される。後述するように、第１接点１５２と第１電
極パッド１０２との接続時と、第２接点１５３と第２電極パッド１０３との接続時と、の
間の時間差Δｔに応じて時間差ΔＴを設定し、その時間差ΔＴに基づいて発光部１０１を
点灯させる。
【００２３】
　図４（ｂ））から図５（ｂ）に至る間の動作は、同時刻に行われるわけではない。すな
わち、第１接点１５２と第１電極パッド１０２とが接続されてから、わずかな時間差△ｔ
をもって第２接点１５３と第２電極パッド１０３とが接続され、その後、わずかな時間差
△Ｔをもって第２係合部６と第２係止部１５６が係合する。本例においては、その時間差
△ｔから時間差△Ｔを求め、その時間差△Ｔに対応するタイミングで発光部１０１を点灯
させることにより、インクタンク１の装着の完了を報知する。そのために、第１接点１５
２と第１電極パッド１０２は、第２接点１５３と第２電極パッド１０３の接触よりも早く
接触するように、それらが幾何学的に配置されている。
【００２４】
　図６は、時間差△ｔについての説明図である。
【００２５】
　図６（ａ）は、第１係合部５と第１係止部１５５とが係合した後、第１接点１５２と第
１電極パッド１０２とが接触した直後の状態を示し、この状態から、第２接点１５３と第
２電極パッド１０３とが接触するまでには、インクタンク１の移動距離ｄが存在する。図
６（ａ）において、Ｒ１は、第１係合部５と第１係止部１５５との係合部分の回動支点Ｃ
を中心とする第２接点１５３の回動半径、Ｒ２１は、回動支点Ｃを中心とする第１接点１
５２の回動半径である。ｇは、回動支点Ｃと第１および第２電極パッド１０２，１０３と
の間の図中上下方向の距離であり、回動支点Ｃと、第１接点１５２と第１電極パッド１０
２との接触位置と、の間の図中上下方向の距離に対応する。ｈは、回動支点Ｃから第１お
よび第２電極パッド１０２，１０３までの間におけるインクタンク１の高さ方向の距離で
あり、回動支点Ｃと、第１接点１５２と第１電極パッド１０２との接触位置と、の間のイ
ンクタンク１の高さ方向における距離に対応する。
【００２６】
　距離ｈおよび距離ｄは、それぞれ下式（１），（２）によって表現することができる（
図７参照）。　
　ｈ＝ｒ１・ｓｉｎθ＋ｇ・ｃｏｓθ　・・・　（１）
　ｄ＝（ｒ２－ｒ１）・ｓｉｎθ　・・・　（２）
　θは再帰的な演算法で求めることになるため、ここでは、ｒ１＞＞ｇと想定して、上式
（１），（２）を簡素化すると下式（３），（４）となる。　
　ｈ≒ｒ１・ｓｉｎθ　・・・　（３）
　ｄ≒（（ｒ２－ｒ１）・ｈ）／ｒ１　・・・　（４）
　第１接点１５２と第１電極パッド１０２とが接触してから、図６（ｂ）のように、第２
接点１５３と第２電極パッド１０３とが接触するまでの間の時間差Δｔは、例えば、それ
らの電気的に接続によって形成される回路によって測定することができる。その時間差Δ
ｔに基づいて、インクタンク１の正面側上端を矢印Ｐ方向に押下する操作速度（装着速度
）ｖを下式（５）により求めることができる。　
　ｖ＝ｄ／△ｔ　・・・　（５）
　第２電極パッド１０３と第２接点１５３とが接触した直後から、第２係合部６と第２係
止部１５６とが係合までに要する時間差（遅延時間）△Ｔは、下式（６）によって求める
ことができる。　
　△Ｔ＝ｅ／ｖ＝△ｔ（ｅ／ｄ）　・・・　（６）
　このように、実測した時間差△ｔから時間差△Ｔを割り出すことができる。基板１００
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などに備えられた遅延回路によって、第２電極パッド１０３と第２接点１５３とが接触し
たときから時間差△Ｔだけ遅延させたタイミングを決定する。そして、このような時間差
△Ｔ経過後のタイミングで発光部１０１を点灯させることにより、インクタンク１の装着
の完了と同時に発光部１０１が点灯されることになる。
【００２７】
　図８は、長さＲ１，ｒ２、距離ｈ、ｄ、および操作速度ｖをさまざまに異ならせた構成
例（例１から例９）において、時間差△ｔを測定した結果の説明図である。例１から例９
のように広範囲に想定したインクタンク１の寸法において、時間差△ｔはミリ秒オーダー
から１０秒オーダーであるため、現在の技術における電気回路のスイッチング特性によっ
て問題なく対応することができる。
【００２８】
　図９は、第２電極パッド１０３と第２接点１５３とが接触したときから、時間差△Ｔだ
け遅延させたタイミングで発光部１０１を発光させる遅延回路５０の説明図である。本例
においては、発光部１０１としてＬＥＤが用いられ、遅延回路５０として、図９（ｂ）の
ような一般的なＣＲ遅延回路が用いられている。
【００２９】
　図９（ａ），（ｂ）の“＋”と“Ｇｎｄ１”との間の回路は、第１電極パッド１０２と
第１接点１５２との接続によって閉じられ、“Ｇｎｄ２”は、第２電極パッド１０３と第
２接点１５３との接続によって接地される。ＬＥＤ（発光部）１０１に印加される電圧は
、“Ｇｎｄ１”と“Ｇｎｄ２”が接地された時間差に応じて時定数τ＝ＣＲが変化する。
そして、“Ｇｎｄ２”が接地されてから一定時間が経過したときに、ＣＲ回路の電圧がト
ランジスタ５１が動作する閾値を超えて、ＬＥＤ（発光部）１０１が点灯する。時定数τ
を時間差△Ｔと関連付けて選定することにより、インクタンク１の装着が完了したときに
、ＬＥＤ（発光部）１０１を点灯させることができる。この結果、インクタンク１の装着
が完了したことをユーザに誤解させることなく確実に認識させることができる。遅延回路
５０は、インクタンク１の基板１００に配置してもよく、同様の機能をホルダ１５０側ま
たは記録装置２００側の制御部にもたせてもよい。
【００３０】
　（他の実施形態）
　インクタンクが装着されたことを報知する報知部として、光を発する発光部の他、音を
発する発音部などを用いることができ、要は、インクタンクが装着されたことをユーザに
報知する報知動作を行うことができればよい。
【００３１】
　また、インクタンクを装着可能な装着部は、記録ヘッドと共に記録ヘッドユニットを構
成するホルダに限定されない。例えば、キャリッジに設けた装着部にインクタンクを装着
する構成、あるいは記録装置の定位置に設けた装着部にインクタンクを装着する構成とす
ることもできる。また、本発明は、シリアルスキャン方式の記録装置の他、いわゆるフル
ライン方式の記録装置などの種々の方式の記録装置に対して適用可能である。また、記録
ヘッドはインクジェット記録ヘッドのみに特定されず、インクタンクから供給されるイン
クを用いて画像を記録することができるものであればよい。
【符号の説明】
【００３２】
　１　インクタンク
　５　第１係合部（タンク側第１係合部）
　６　第２係合部（タンク側第２係合部）
　１０１　発光部（報知部）
　１０２　第１電極パッド（タンク側第１接点）
　１０３　第２電極パッド（タンク側第２接点）
　１０６　記録ヘッド
　１５０　ホルダ
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　１５２　第１接点（装着部側第１接点）
　１５３　第２接点（装着部側第２接点）
　１５５　第１係止部（装着部側第１係合部）
　１５６　第２係止部（装着部側第２係合部）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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