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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の短辺、第２の短辺、第１の長辺、および第２の長辺を有する略長方形の先端面と
、前記第１の短辺において前記先端面と交わる第１の側面と、前記第２の短辺において前
記先端面と交わる第２の側面と、前記第１の長辺において前記先端面と交わる第３の側面
と、前記第２の長辺において前記先端面と交わる第４の側面と、前記先端面と対向する後
端面と、前記第１の側面に設けられた回路基板と、前記第２の側面に設けられた容器側固
定構造と、前記第１乃至第４の側面のうち少なくとも２つが互いに交わる辺に対応する角
部に沿って形成された切欠き部と、液体が収容された液体収容室と、加圧流体が導入され
ることで前記液体収容室を加圧するための加圧室と、前記液体を液体噴射ヘッドに供給す
る液体供給口と、を備え、前記第３の側面と前記第４の側面が最大面として構成された扁
平な略直方体形状の液体収容容器が、互いの前記最大面を対向させて平行に複数個並べた
状態でそれぞれ着脱自在に装着される液体消費装置の容器ホルダであって、
　前記液体収容容器の前記第１の側面と前記第２の側面の何れかを支持する支持台と、
　前記支持台上において前記液体収容容器の着脱方向に沿って延設され、各々が前記切欠
き部に対応する形状を有する複数のガイドレールと、
　前記液体収容容器の着脱時に通過する開口を備え、前記複数のガイドレールによって仕
切られた複数の容器装着部と、
　前記回路基板上の電極と接触して前記電極と電気的に導通する装置側端子と、
　前記容器側固定構造と協働して、前記液体収容容器が装着される方向と反対方向への移
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動を解除可能に規制する装置側固定構造と、
　前記容器装着部に装着された複数の前記液体収容容器のうち両外端の液体収容容器の前
記最大面のうち、他の液体収容容器の前記最大面と対向しない最大面とそれぞれ対向する
一対の支持側壁と、
を備えることを特徴とする容器ホルダ。
【請求項２】
　前記液体収容容器の最大面が前記支持台に対して垂直となるように前記容器装着部に装
着されることを特徴とする請求項１に記載の容器ホルダ。
【請求項３】
　複数の案内突起が、前記容器装着部の少なくとも前記開口付近において各々前記複数の
ガイドレールに対向するように突設されることを特徴とする請求項１又は２に記載の容器
ホルダ。
【請求項４】
　液体を噴射する液体噴射ヘッドと、
　第１の短辺、第２の短辺、第１の長辺、および第２の長辺を有する略長方形の先端面と
、前記第１の短辺において前記先端面と交わる第１の側面と、前記第２の短辺において前
記先端面と交わる第２の側面と、前記第１の長辺において前記先端面と交わる第３の側面
と、前記第２の長辺において前記先端面と交わる第４の側面と、前記先端面と対向する後
端面と、前記第１の側面に設けられた回路基板と、前記第２の側面に設けられた容器側固
定構造と、前記第１乃至第４の側面のうち少なくとも２つが互いに交わる辺に対応する角
部に沿って形成された切欠き部と、液体が収容された液体収容室と、加圧流体が導入され
ることで前記液体収容室を加圧するための加圧室と、前記液体を前記液体噴射ヘッドに供
給する液体供給口と、を備え、前記第３の側面と前記第４の側面が最大面として構成され
た扁平な略直方体形状の複数の液体収容容器と、　　
　前記液体収容容器に前記加圧流体を導入する加圧流体供給機構と、
　前記液体収容容器から供給された前記液体を前記液体噴射ヘッドに供給する液体供給機
構と、
　前記液体収容容器が互いの前記最大面を対向させて平行に複数個並べた状態でそれぞれ
着脱可能に装着される請求項１乃至３の何れか１項に記載の容器ホルダと、
を備えることを特徴とする液体消費装置。
【請求項５】
　前記液体収容容器の前記加圧室は、一面を開放面とした箱形の袋体収容部と、前記袋体
収容部の開放面を封止するシートフィルムとにより区画形成され、
　前記液体収容容器の前記液体収容室は、収容された液体を外部に導出する液体導出部を
有する可撓性袋体により形成されることを特徴とする請求項４に記載の液体消費装置。
【請求項６】
　前記液体収容容器の前記先端面には、一対の位置決め穴が設けられ、
　前記容器装着部には、前記一対の位置決め穴と嵌合可能な一対の位置決めピンが設けら
れ、
　前記一対の位置決め穴が、前記一対の位置決めピンと嵌合することによって、前記液体
収容容器の前記先端面に沿う方向の移動が規制されることを特徴とする請求項４又は５に
記載の液体消費装置。
【請求項７】
　前記液体収容容器の前記一対の前記位置決め穴と、前記前記回路基板と、前記容器側固
定構造とが、同一縦断面上に配置されること特徴とする請求項６に記載の液体消費装置。
【請求項８】
　液体消費装置の容器装着部に着脱可能に装着される液体収容容器であって、
　第１の短辺、第２の短辺、第１の長辺、および第２の長辺を有する略長方形の先端面と
、
　前記第１の短辺において前記先端面と交わる第１の側面と、
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　前記第２の短辺において前記先端面と交わる第２の側面と、
　前記第１の長辺において前記先端面と交わる第３の側面と、
　前記第２の長辺において前記先端面と交わる第４の側面と、
　前記先端面と対向する後端面と、
　液体が収容された液体収容室と、
　加圧流体が導入されることで前記液体収容室を加圧するための加圧室と、
　前記液体を液体消費装置の液体噴射ヘッドに供給する液体供給口と、
を備え、
　前記第３の側面と前記第４の側面が最大面として構成された扁平な略直方体形状を有し
、　
　前記第１の側面に設けられ、前記液体消費装置に設けられた装置側端子と接触して電気
的に導通する少なくとも１つの電極を有する回路基板を備え、
　前記第２の側面に設けられ、前記液体消費装置に設けられた装置側固定構造と協働して
、前記液体消費装置に装着される方向と反対方向への移動を解除可能に規制する容器側固
定構造を備え、
　前記第１乃至第４の側面のうち少なくとも２つが互いに交わる辺に対応する角部に沿っ
て形成された切欠き部を備え、
　前記切欠き部は、前記容器装着部を仕切るように前記液体収容容器の着脱方向に沿って
延設されたガイドレールに対応する形状を有することを特徴とする液体収容容器。
【請求項９】
　前記加圧室は、一面を開放面とした箱形の袋体収容部と、前記袋体収容部の開放面を封
止するシートフィルムとにより区画形成され、
　前記液体収容室は、収容された液体を外部に導出する液体導出部を有する可撓性袋体に
より形成されることを特徴とする請求項８に記載の液体収容容器。
【請求項１０】
　前記先端面には、一対の位置決め穴が設けられ、
　前記一対の位置決め穴が、液体消費装置に設けられた一対の位置決めピンと嵌合するこ
とによって、前記先端面に沿う方向の移動が規制されることを特徴とする請求項８又は９
に記載の液体収容容器。
【請求項１１】
　前記一対の前記位置決め穴と、前記前記回路基板と、前記容器側固定構造とが、同一縦
断面上に配置されること特徴とする請求項１０に記載の液体収容容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加圧流体が導入される加圧室と、液体が収容された液体収容室と、を備えた
液体収容容器が着脱自在に装着される液体消費装置の容器ホルダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液体噴射ヘッドから液滴を噴射する液体消費装置の代表例としては、画像記録用のイン
クジェット式記録ヘッドを備えたインクジェット式記録装置、液晶ディスプレー等のカラ
ーフィルタ製造に用いられる色材噴射ヘッドを備えた装置、有機ＥＬディスプレー、面発
光ディスプレー（ＦＥＤ）等の電極形成に用いられる電極材（導電ペースト）噴射ヘッド
を備えた装置、バイオチップ製造に用いられる生体有機物噴射ヘッドを備えた装置、精密
ピペットとしての試料噴射ヘッドを備えた装置等が挙げられる。
【０００３】
　この中でも特にインクジェット式記録装置は、印刷時の騒音が比較的小さく、しかも小
さなドットを高い密度で形成できるので、昨今においてはカラー印刷を含めた多くの印刷
に使用されている。インクジェット式記録装置に対する液体の供給方式としては、液体を
貯留した液体収容容器から液体消費装置に液体を供給する所謂カートリッジ方式がある。
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このカートリッジ方式では、液体収容容器内の液体が消費された時点でユーザーが液体収
容容器を交換できるようにするために、液体消費装置に対して液体収容容器が簡単に着脱
できるよう構成される。
【０００４】
　また、この種の液体収容容器には、インクの種類、残量等の情報を記憶させる記憶素子
（ＩＣ）を実装した回路基板を外面に設けたものがある。この場合、液体収容容器を収容
する液体消費装置の容器ホルダには、回路基板の接点に接続される液体消費装置の装置側
端子が設けられる。このような回路基板を備えた液体収容容器を容器ホルダに装着する際
には、回路基板の接点と液体消費装置の装置側端子とを確実に接続する必要がある。つま
り、装置側端子と回路基板側接点とのズレを導通可能な範囲内に抑える必要がある。
【０００５】
　従来の液体収容容器及び容器ホルダにおいては、液体収容容器を容器ホルダの所定の位
置に確実に固定するための機構として、例えば、容器ホルダに設けられた装置側固定構造
と協働して、容器の引抜き方向における移動を解除可能に規制する容器側固定構造を備え
たものがある（例えば特許文献１参照）。
【０００６】
　この容器側固定構造は、挿入方向と反対の方向への付勢力に抗して容器が容器装着部に
装着された状態において、容器装着部に設けられた装置側固定構造の係止ピン（被係止部
材）と協働して容器の挿入方向と反対方向への移動を解除可能に規制する案内溝を有して
いる。
【０００７】
　そこで、液体収容容器を容器ホルダに固定する際には、容器装着部に容器を挿入し、ス
ライダー部材による挿入方向と反対の方向への付勢力に抗して容器を更に押し込んだ後に
押圧力を解除すると、装置側固定構造の係止ピンが案内溝の係止位置に移動して液体収容
容器が固定される。
　そして、液体収容容器を容器ホルダから取り外す際には、容器を容器装着部に押し込む
ことにより係止ピンが案内溝の非係止位置へ移動されるので、押圧力を解除すると容器は
スライダー部材により挿入方向と反対の方向へ付勢され、排出される。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－８８５７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１に記載された従来の液体収容容器は、回路基板を容器側固定構造の近傍に配
置することで、回路基板の接点と液体消費装置側の接点との確実な接続を実現しようとし
ていた。具体的には、扁平な略直方体形状の容器を、平行な一対の最大面が鉛直面と垂直
となる向きで、かつ、この最大面を上下（鉛直線方向）に重ね合わせない（以下、「平置
き」と称す。）で並べて収容した際、側面に回路基板を設け、その近傍となる下面に、容
器側固定構造を配設していた。つまり、回路基板と容器側固定構造とは、容器外面の隣接
する直交２面に設けられていた。
　ところが、近年、記録品質の向上のために液体収容容器の数が多くなるのに伴い、高密
度な収容が可能となる液体収容容器の縦置きが想定されるようになってきた。
【００１０】
　しかしながら、従来の液体収容容器は、容器外面の直交２面に、回路基板と容器側固定
構造とを配設していたため、例えばこの構造のまま液体収容容器を縦置きすれば、隣接す
る液体収容容器同士の間に、装置側固定構造を確保するための離間スペースを介在させな
ければならず、容器収容密度を高める要請に応えることができなくなった。
　一方で、単に装置側固定構造を移設すれば、回路基板接点の位置決め精度が低下し、装
置側端子と回路基板接点が離反し易くなり、良好な電気接続状態が得られなくなる虞があ
った。
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【００１１】
　更に、特許文献１に記載された液体収容容器は、密閉型の液体収容容器である。この密
閉型の液体収容容器は、液体収容室を密閉構造の可撓性袋体等で形成して、大気との接触
による液体の劣化を抑止するようにしたもので、貯留しているインクの品質を長期に渡っ
て安定維持できるため、大容量の液体収容容器に適する。
【００１２】
　ところが、液体収容室である可撓性袋体を外部から加圧するため、加圧室に加圧流体が
導入されると、液体収容容器の主に平行な一対の最大面が膨張変形する。
　上述したように、容器の側面には回路基板が設けられているため、容器が膨張変形する
と、回路基板接点に対する装置側端子の圧接位置にずれが生じて接点不良を起こす可能性
がある。また、容器の膨張変形により、容器ホルダの各スロットに対する各液体収容容器
の固定位置にもずれが生じる可能性がある。
【００１３】
　この結果、装置側固定構造と容器側固定構造の係合部や、各スロットの隔壁等に負荷が
加わり、例えば係止ピンや案内溝、各スロットの隔壁等に変形を招く虞もあるので、より
強固な固定機構が必要となって、製造コストを上昇させる問題もあった。
　従って、本発明は上記状況に鑑みてなされたもので、装置側端子と回路基板の接点同士
の電気接続性を低下させることなく、液体収容容器同士を高密度収容できる良好な容器ホ
ルダ、液体消費装置及び液体収容容器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】
【００１４】
　本発明に係る上記目的の少なくとも一部は、第１の短辺、第２の短辺、第１の長辺、お
よび第２の長辺を有する略長方形の先端面と、前記第１の短辺において前記先端面と交わ
る第１の側面と、前記第２の短辺において前記先端面と交わる第２の側面と、前記第１の
長辺において前記先端面と交わる第３の側面と、前記第２の長辺において前記先端面と交
わる第４の側面と、前記先端面と対向する後端面と、前記第１の側面に設けられた回路基
板と、前記第２の側面に設けられた容器側固定構造と、前記第１乃至第４の側面のうち少
なくとも２つが互いに交わる辺に対応する角部に沿って形成された切欠き部と、液体が収
容された液体収容室と、加圧流体が導入されることで前記液体収容室を加圧するための加
圧室と、前記液体を液体噴射ヘッドに供給する液体供給口と、を備え、前記第３の側面と
前記第４の側面が最大面として構成された扁平な略直方体形状の液体収容容器が、互いの
前記最大面を対向させて平行に複数個並べた状態でそれぞれ着脱自在に装着される液体消
費装置の容器ホルダであって、
　前記液体収容容器の前記第１の側面と前記第２の側面の何れかを支持する支持台と、
　前記支持台上において前記液体収容容器の着脱方向に沿って延設され、各々が前記切欠
き部に対応する形状を有する複数のガイドレールと、
　前記液体収容容器の着脱時に通過する開口を備え、前記複数のガイドレールによって仕
切られた複数の容器装着部と、
　前記回路基板上の電極と接触して前記電極と電気的に導通する装置側端子と、
　前記容器側固定構造と協働して、前記液体収容容器が装着される方向と反対方向への移
動を解除可能に規制する装置側固定構造と、
　前記容器装着部に装着された複数の前記液体収容容器のうち、両外側の液体収容容器の
前記最大面のうち、他の液体収容容器の前記最大面と対向しない最大面とそれぞれ対向す
る一対の支持側壁と、
を備えることを特徴とする容器ホルダにより達成される。
【００１５】
　このような構成の容器ホルダによれば、液体収容容器が容器装着部に装着された際に、
隣接する容器同士の間の上部又は下部の少なくとも一方に、切欠き部による空間が形成さ
れる。そして、この空間に、案内突起が配置される。
　各液体収容容器は、案内突起により、挿入方向に案内され及び容器装着部内において位
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置決めされる。つまり、隣接する液体収容容器同士の間には、容器装着部同士を仕切る隔
壁が存在しない。
　従って、複数の容器を、隔壁や案内突起の分、離間して配置する必要がない。つまり、
複数の液体収容容器を近接させて（高密度に）収納することが可能となる。よって、容器
の厚み方向の収容総幅寸法が小さくコンパクトな容器ホルダを形成することができる。
【００１６】
　また、本発明において、液体収容容器の加圧室に加圧流体を導入すると、各液体収容容
器の主に平行な一対の最大面が膨張変形する。そして、隔壁がない容器ホルダ内で、隣接
する容器の最大面同士の少なくとも一部が接触して圧接し合う。また、両外端の各容器の
最大面のうち、他の容器の最大面と対向しない最大面の少なくとも一部は、それぞれホル
ダの支持側壁と接触して圧接し合う。
【００１７】
　即ち、ホルダに装着された各容器に加圧流体を導入すると、容器は、それら自体の膨張
力により一対の支持側壁間で緊締状態となる。そして、膨張変形を規制された複数の容器
が強固に一体的に容器装着部に固定される。
　一方、加圧室の加圧が解除され、膨張していた容器が元の形状に戻ると、隣接する容器
同士や容器と支持側壁との間の圧接が無くなるので、各液体収容容器の脱着はスムーズに
行うことができる。
【００１８】
　このように、本発明によれば、液体収容容器を加圧した際に各容器の膨張変形が規制さ
れるので、装置側端子と回路基板の接点とのずれを防ぐことができ、これらの電気的接続
性の低下を防止できる。また、装置側固定構造と容器側固定構造の係合部に加わる負荷も
低減できる。また、複数の容器がそれら自体の膨張力により強固に一体的に容器装着部に
固定されるので、ホルダに容器装着部同士を仕切る隔壁を設ける必要がなくなり、ホルダ
を簡素化かつ小型化することが可能となる。
【００１９】
　また、回路基板の電極の接点と容器側固定構造とが、容器の第１の側面と第２の側面に
それぞれ配設されることで、隣接する容器の最大面（第３または第４の側面）同士の間に
、装置側端子及び装置側固定構造を配設する必要がなくなるため、複数の容器を高密度に
収容することが可能である。
　すなわち、本発明によれば、装置側端子と回路基板の接点との電気的接続性を低下させ
ることなく、複数の容器を高密度収容できる、簡素な且つ小型のホルダを得ることが可能
となる。
【００２０】
　上記構成の容器ホルダにおいて、前記液体収容容器の最大面が前記支持台に対して垂直
となるように前記容器装着部に装着されることが望ましい。
【００２１】
　このような構成の容器ホルダによれば、容器を容器装着部に装着した際に、隣接する液
体収容容器の間の下部に、案内突起が配置される。
　つまり、液体収容容器を容器装着部に対して着脱する際に、各容器の下部が案内される
。よって、液体収容容器の着脱操作が容易となる。また、容器装着部内において、液体収
容容器がより確実に位置決めされる。
【００２２】
　また、上記構成の容器ホルダにおいて、複数の案内突起が、前記容器装着部の少なくと
も前記開口付近において各々前記複数のガイドレールに対向するように突設されることが
望ましい。
【００２３】
　このような構成の容器ホルダによれば、容器を容器装着部に対して着脱する際、容器の
上部も第２の案内突起によって案内されるので、液体収容容器の着脱操作が更に容易とな
る。
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【００２４】
　また、本発明に係る上記目的の少なくとも一部は、液体を噴射する液体噴射ヘッドと、
　第１の短辺、第２の短辺、第１の長辺、および第２の長辺を有する略長方形の先端面と
、前記第１の短辺において前記先端面と交わる第１の側面と、前記第２の短辺において前
記先端面と交わる第２の側面と、前記第１の長辺において前記先端面と交わる第３の側面
と、前記第２の長辺において前記先端面と交わる第４の側面と、前記先端面と対向する後
端面と、前記第１の側面に設けられた回路基板と、前記第２の側面に設けられた容器側固
定構造と、前記第１乃至第４の側面のうち少なくとも２つが互いに交わる辺に対応する角
部に沿って形成された切欠き部と、液体が収容された液体収容室と、加圧流体が導入され
ることで前記液体収容室を加圧するための加圧室と、前記液体を前記液体噴射ヘッドに供
給する液体供給口と、を備え、前記第３の側面と前記第４の側面が最大面として構成され
た扁平な略直方体形状の複数の液体収容容器と、
　前記液体収容容器に前記加圧流体を導入する加圧流体供給機構と、
　前記液体収容容器から供給された前記液体を前記液体噴射ヘッドに供給する液体供給機
構と、
　前記液体収容容器が互いの前記最大面を対向させて平行に複数個並べた状態でそれぞれ
着脱可能に装着される上記構成の容器ホルダと、
を備えることを特徴とする液体消費装置により達成される。
【００２５】
　上記構成の液体消費装置によれば、装置側端子と回路基板の接点との電気的接続性を低
下させることなく、複数の容器を高密度収容できる、簡素な且つ小型のホルダを利用して
いるため、装置全体をコンパクトにできる。
【００２６】
　また、本発明に係る上記目的の少なくとも一部は、液体消費装置の容器装着部に着脱可
能に装着される液体収容容器であって、第１の短辺、第２の短辺、第１の長辺、および第
２の長辺を有する略長方形の先端面と、前記第１の短辺において前記先端面と交わる第１
の側面と、前記第２の短辺において前記先端面と交わる第２の側面と、前記第１の長辺に
おいて前記先端面と交わる第３の側面と、前記第２の長辺において前記先端面と交わる第
４の側面と、前記先端面と対向する後端面と、液体が収容された液体収容室と、加圧流体
が導入されることで前記液体収容室を加圧するための加圧室と、前記液体を液体消費装置
の液体噴射ヘッドに供給する液体供給口と、を備え、前記第３の側面と前記第４の側面が
最大面として構成された扁平な略直方体形状を有し、
　前記第１の側面に設けられ、前記液体消費装置に設けられた装置側端子と接触して電気
的に導通する少なくとも１つの電極を有する回路基板を備え、
　前記第２の側面に設けられ、前記液体消費装置に設けられた装置側固定構造と協働して
、前記液体消費装置に装着される方向と反対方向への移動を解除可能に規制する容器側固
定構造を備え、
　前記第１乃至第４の側面のうち少なくとも２つが互いに交わる辺に対応する角部に沿っ
て形成された切欠き部を備え、
　前記切欠き部は、前記容器装着部を仕切るように前記液体収容容器の着脱方向に沿って
延設されたガイドレールに対応する形状を有することを特徴とする液体収容容器により達
成される。
【００２７】
　上記構成の液体収容容器によれば、これらを上述したような容器ホルダに装着すること
により、装置側端子と回路基板の接点との電気的接続性を低下させることなく、複数の容
器を高密度収容できる、簡素な且つ小型のホルダを得ることが可能となる。また、このよ
うな容器ホルダを利用した液体消費装置をコンパクトにすることが可能となる。
【００２８】
　本発明において、前記液体収容容器の前記加圧室は、一面を開放面とした箱形の袋体収
容部と、前記袋体収容部の開放面を封止するシートフィルムとにより区画形成され、
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　前記液体収容室は、収容された液体を外部に導出する液体導出部を有する可撓性袋体に
より形成されることが望ましい。
【００２９】
　液体収容容器をこのように構成することにより、加圧室及び液体収容室の密閉構造を容
易に構成することができ、製造コストの低減が可能となる。
【００３０】
　また、本発明において、前記液体収容容器の前記先端面には一対の位置決め穴が設けら
れ、前記一対の位置決め穴が液体消費装置に設けられた一対の位置決めピンと嵌合するこ
とによって、前記先端面に沿う方向の移動が規制されることが望ましい。
【００３１】
　このような構成によれば、容器が容器装着部に挿入されると、一対の位置決めピンが、
容器の挿入方向先端面に設けられた一対の位置決め穴に嵌入される。その後、更に容器を
挿入していくと、容器は位置決めピンを基準に移動する。容器が完全に装着されると、位
置決め穴が位置決めピンと嵌合することにより、容器の先端面に沿う方向の位置が決めら
れて、挿入方向先端面に沿う方向の容器の移動が規制される。つまり、容器を正確な傾き
で容器装着部に装着することができるため、装着の操作が容易となる。また、容器が誤っ
た傾きで着脱されることで、回路基板、装置側端子、容器側固定構造、または装置側固定
構造を壊してしまうのを防ぐことができる。また、容器が容器装着部に装着されている時
に、回路基板と装置側端子との間の導通や、容器側固定構造と装置側固定構造との間の固
定状態を良好な状態で維持することが可能となる。
【００３２】
　本発明において、前記液体収容容器の前記一対の前記位置決め穴と、前記回路基板と、
前記容器側固定構造とが、同一縦断面上に配置されることが望ましい。
【００３３】
　このような構成によれば、容器が容器装着部に挿入され、容器装着部に設けられた一対
の位置決めピンが、容器の先端面に設けられた一対の位置決め穴に嵌入されると、容器が
先端面に沿う方向（すなわち、縦断面と平行な方向）で位置決めされ、この縦断面上の一
方に位置する回路基板の接点と装置側端子、及び他方に位置する固定構造同士のそれぞれ
が接近・離反方向で高精度に位置決めされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、添付図面に基づいて本発明の一実施形態に係る液体収容容器、容器ホルダ及び液
体消費装置を詳細に説明する。
【００３５】
　図１は本発明の一実施形態に係る液体消費装置の概略構成図である。本実施形態に係る
液体消費装置としてのインクジェット式記録装置２１１は、図１に示すように、略矩形箱
状をなす本体ケース２１２を備える。本体ケース２１２内の前方下部には、プラテン２１
３が主走査方向となる本体ケース２１２の長手方向（図１において左右方向）に沿うよう
に配設されている。プラテン２１３は、ターゲットとしての記録用紙Ｐを支持する支持台
である。プラテン２１３上には、図示しない紙送り機構により記録用紙Ｐが主走査方向と
直交する副走査方向に沿って給送されるようになっている。
【００３６】
　本体ケース２１２内においてプラテン２１３の後部上方には、主走査方向に沿って棒状
のガイド軸２１４が架設されている。このガイド軸２１４にはキャリッジ２１５がガイド
軸２１４に沿って移動自在に支持されている。
　また、本体ケース２１２内の後方側面においてガイド軸２１４の両端部と対応する位置
には、駆動プーリ２１６及び従動プーリ２１７が回転自在に支持されている。駆動プーリ
２１６にはキャリッジモータ２１８が連結されるとともに、一対のプーリ２１６，２１７
間にはキャリッジ２１５を支持した無端状のタイミングベルト２１９が掛装されている。
したがって、キャリッジ２１５は、キャリッジモータ２１８の駆動により、ガイド軸２１
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４に沿って主走査方向に往復移動可能となっている。
【００３７】
　本体ケース２１２内の一端側（図１では右端側）には、箱形状をなす容器ホルダとして
のカートリッジホルダ２００が設けられている。カートリッジホルダ２００は、その前壁
及び上壁前部にあたる部分が開閉可能な蓋部２２１として構成されている。ユーザーは、
この蓋部２２１を開放状態とすることで、液体収容容器としてのインクカートリッジ１０
０を着脱交換することができる。すなわち、カートリッジホルダ２００には、液体として
のインクの色毎に用意された複数個（本実施形態においては５個）のインクカートリッジ
１００が、蓋部２２１を開放状態としたもとで、前後方向への挿脱動作を伴って着脱され
るようになっている。
【００３８】
　各インクカートリッジ１００は、カートリッジホルダ２００に装着された場合、それぞ
れ対応する各インク供給路２２３の上流端に接続されるようになっている。また、各イン
ク供給路２２３の下流端は、キャリッジ２１５上に搭載されたバルブユニット２２４の上
流側とそれぞれ接続される。バルブユニット２２４の下流側は、キャリッジ２１５の下面
側に設けられた液体噴射ヘッドとしての記録ヘッド２２５に接続されている。そして、イ
ンク供給路２２３及びバルブユニット２２４は、インクカートリッジ１００から供給され
た液体を記録ヘッド２２５に供給する液体供給機構を構成している。
【００３９】
　カートリッジホルダ２００とプラテン２１３との間には、記録ヘッド２２５の退避位置
となるホームポジションＨＰが設けられている。そして、印刷の開始前などには、このホ
ームポジションＨＰにおいて記録ヘッド２２５に対するクリーニング等、各種メンテナン
ス処理が実行される。
【００４０】
　本体ケース２１２の内部において、カートリッジホルダ２００の上方となる位置には、
加圧ポンプ２２６が配置されている。加圧ポンプ２２６は、加圧空気（加圧流体）の供給
源であり、加圧空気供給路２２７の上流端に接続されている。加圧空気供給路２２７は、
加圧ポンプ２２６の下流側に配設された分配器２２８を境にインクカートリッジ１００の
個数と同数に分岐されている。分岐された加圧空気供給路２２７の下流端は、それぞれ対
応するインクカートリッジ１００に接続されている。そして、加圧ポンプ２２６、加圧空
気供給路２２７、及び分配器２２８は、インクカートリッジ１００に加圧流体を供給する
加圧流体供給機構を構成している。なお、本実施形態では、加圧流体として空気を用いて
いるが、空気と異なる気体や液体等を用いても良い。
【００４１】
　図２は液体収容容器を装着する容器ホルダの斜め上方からの斜視図、図３は図２に示し
た容器ホルダの斜め下方からの斜視図、図４は図２に示した容器ホルダの正面図、図５は
図２に示した容器ホルダの分解斜視図である。
　カートリッジホルダ２００は、図２乃至図５に示すように、側面視略Ｌ字状をなすホル
ダ本体２４０と、断面コ字状をなす枠体２６０とで構成されている。
　枠体２６０は、図５及び図７に示すように、一対の支持側壁２６２，２６２と、これら
支持側壁２６２，２６２の上端縁を連結する天壁２６３とを備えている。枠体２６０は、
金属板により一体にプレス成形されている。
【００４２】
　ホルダ本体２４０は、図５に示すように、樹脂材料または金属材料で平面視矩形状をな
すように成形された基板２４１と、基板２４１の後方の上面に取り付けられた壁体２４４
とを有している。
　基板２４１は、インクカートリッジ１００がカートリッジホルダ２００に装着された場
合に、各インクカートリッジ１００を並列配置態様にして載置するための支持台である。
基板２４１上には、第１の案内突起としての複数のガイドレール３３が前後方向に沿って
延びるように列設されている。ガイドレール３３は、インクカートリッジ１００をホルダ
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２００に着脱する際に、インクカートリッジ１００を案内するためのものである。カート
リッジホルダ２００の内部は、ガイドレール３３によって、５つのカートリッジスロット
７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅに区画される。カートリッジスロット７Ａ～７Ｅは、それ
ぞれ各色のインクカートリッジ１００を個別に収容する容器装着部として機能する。
【００４３】
　壁体２４４は、平面視コ字状をなす成形物である。壁体２４４は、前方側に開口を向け
るようにして、基板２４１上に取り付けられている。壁体２４４の上端には、矩形状に成
形された天板２４５が取り付けられている。壁体２４４の上面には、矩形状に成型された
天板２４５が取り付けられている。
【００４４】
　　壁体２４４は、図示しない後方の面を有している。また、壁体２４４は、壁体２４４
の後方の面と略平行に設けられた面２４６ｂを備えたスライダー部材２４６を有している
。スライダー部材２４６は、図示しない付勢手段によって、前方、すなわちインクカート
リッジ１００の挿入方向とは反対の方向に付勢されている。スライダー部材２４６の面２
４６ｂは、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅの奥端面をなす。スライダー部材２４６は、
インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着されていない時は、
付勢手段の力によって、前方側に位置している。
　インクカートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに挿入すると、スライダ
ー部材２４６は、インクカートリッジ１００の先端面１１（図９、図１１、図１２参照）
に押されながら、後方に移動する。
　インクカートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに完全に装着すると、ス
ライダー部材２４６は、所定の位置で停止する。スライダー部材２４６は、インクカート
リッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着されている時も、付勢手段の力に
よって、装着されたインクカートリッジ１００に対して、その挿入方向とは反対の方向へ
の付勢力を常時付与している。この付勢力は、インクカートリッジ１００をカートリッジ
スロット７Ａ～７Ｅから取り外すときに、インクカートリッジを前方へ押し出すように作
用する。
【００４５】
　スライダー部材２４６には、壁体２４４の後方の面に設けられた一対の位置決めピン２
４７，２４７、エア連絡口２４８、インク供給ピン２４９、識別部材２５１ａ～２５１ｅ
を、壁体２４４の後方の面から前方へ露出させるための開口部２４６ａが設けられている
。
　壁体２４４の後方の面、すなわちカートリッジスロット７Ａ～７Ｅそれぞれの奥端面に
は、一対の位置決めピン２４７，２４７、エア連絡口２４８、インク供給ピン２４９、識
別部材２５１ａ～２５１ｅが、スライダー部材２４６の開口部２４６ａを介して前方へ突
出するように設けられている。
【００４６】
　一対の位置決めピン２４７，２４７、エア連絡口２４８、インク供給ピン２４９、識別
部材２５１ａ～２５１ｅは、いずれもまた、容器装着部１の奥端面であるスライダー部材
２４６の前面において基板２４１上の各カートリッジスロット７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、
７Ｅに各インクカートリッジ１００が装着された場合に機能するものである。
　一対の位置決めピン２４７，２４７は、インクカートリッジ１００を位置決めするため
のものである。一対の位置決めピン２４７，２４７は、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅ
それぞれの奥端面の上下に一対ずつ設けられている。
　エア連絡口２４８は、それら各インクカートリッジ１００の位置決め穴２１，２３に挿
入される上下一対の位置決めピン２４７，２４７インクカートリッジ１００に空気を供給
するためのものである。エア連絡口２４８は、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅそれぞれ
の奥端面の下側に設けられている。また、エア連絡口２４８は、一対の位置決めピン２４
７、２４７に挟まれた位置、かつ下側の位置決めピン２４７に近い位置に設けられている
。
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　インク供給ピン２４９は、インクカートリッジ１００からのインクを、インク供給路２
２３（図１参照）を介して記録ヘッド２２５（図１参照）に供給するためのものである。
インク供給ピン２４９は、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅの奥端面の上側に設けられて
いる。また、インク供給ピン２４９は、一対の位置決めピン２４７には挟まれない位置、
かつ上下方向の位置が上側の位置決めピンに近い位置に設けられている。
【００４７】
　識別部材２５１ａ～２５１ｅは、インクカートリッジ１００の誤装着を防止するための
ものである。識別部材２５１ａ～２５１ｅは、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅそれぞれ
の奥端面の下側に設けられている。また、識別部材２５１ａ～２５１ｅは、一対の位置決
めピン２４７、２４７に挟まれた位置、かつエア連絡口２４８のすぐ上側となる位置に設
けられている。つまり、識別部材２５１ａ～２５１ｅは、上側の位置決めピン２４７と、
エア連絡口２４８に挟まれた位置、かつエア連絡口２４８に近い位置に設けられている。
【００４８】
　そして、各エア連絡口２４８のすぐ上側となる位置からは、複数（本実施形態では５つ
）の識別部材２５１ａ，２５１ｂ，２５１ｃ，２５１ｄ，２５１ｅが遮蔽板２４６に下側
から切欠き形成された切欠き部２４６ａを介して先端部を前方へ突出するようにして設け
られている。
　これら識別部材２５１ａ～２５１ｅは、基端となる後端面が開口して前後方向へ延びる
中空柱状体である。各識別部材２５１ａ～２５１ｅの先端には、凹凸嵌合部が形成されて
いる。一方、インクカートリッジ１００の挿入方向先端面には、各識別部材２５１ａ～２
５１ｅの凹凸嵌合部の形状に対応する識別部２２（図９参照）が形成されている。識別部
２２の形状は、詳細な図示を省略しているが、インクカートリッジ１００の種類によって
異なっている。
【００４９】
　また、各識別部材２５１ａ～２５１ｅの凹凸嵌合部は、それぞれ一種類のインクカート
リッジ１００の識別部２２とのみ嵌合することができ、他の種類のインクカートリッジ１
００の識別部２２とは嵌合できない形状となっている。このように、本実施形態のインク
ジェット式記録装置は、インクカートリッジの識別部２２と各識別部材２５１ａ～２５１
ｅの凹凸嵌合部との組み合わせによって、インクカートリッジ１００の誤装着を防止でき
るように構成されている。
【００５０】
　図３及び図４に示したように、壁体２４４の天板２４５の対向面、すなわちカートリッ
ジスロット７Ａ～７Ｅの上面の、手前側には、第２の案内突起としての断面三角形の案内
突起２６５が、奥側には装置側端子２５０が設けられる。
【００５１】
　案内突起２６５は、ガイドレール３３に対向して配置されている。第２の案内突起２５
０は、ガイドレール３３と同様、インクカートリッジ１００をホルダ２００のカートリッ
ジスロット７Ａ～７Ｅに着脱する際に、インクカートリッジ１００を案内するためのもの
である。
【００５２】
　また、装置側端子２５０は、インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７Ａ～
７Ｅに装着された時に、インクカートリッジ１００に設けられた回路基板１７（図９参照
）の電極の接点１７ａ（図９参照）と接触して、この電極と電気的に導通接続する。
【００５３】
　カートリッジスロット７Ａ～７Ｅの下側かつ奥側（後方）には、装置側固定構造５０が
設けられている。図６（ａ）は、装置側固定構造５０を構成するレバー部材４５とバネ４
４とをカートリッジ１００側から示す斜視図である。図６（ｂ）は、装置側固定構造５０
をカートリッジ１００とは反対の側から示す斜視図である。図６（ｃ）は、装置側固定構
造５０周辺の断面図である。
【００５４】
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　図６(ｃ)に示すように、装置側固定構造５０は、基板２４１、すなわちカートリッジス
ロット７Ａ～７Ｅ（図３参照）の下面とほぼ平行に伸びるレバー部材４５を備えている。
　レバー部材４５は、弾性を有する細長のレバー本体４７と、レバー本体４７の基端部に
設けられた軸穴３６と、レバー本体４７の先端部の上側面（カートリッジ１００側の面）
に突設された略円柱状の係止ピン３７（被係止部材）とを備えている。壁体２４４の底面
２４３と基板２４１との間には隙間が設けられており、レバー部材４５は、この隙間を利
用して配置されている。
【００５５】
　壁体２４４の底面２４３には突部２４２が設けられている。レバー部材４５の軸穴３６
は突部２４２に挿入される。レバー部材４５は、突部２４２を中心に回動可能な状態で軸
支される。つまり、突部２４２は、レバー部材４５の回動軸としての役割を持つ。また、
突部２４２の周囲は、キャップ３８と、このキャップの溝に収容されたコイルバネ６０に
よって支えられている。このバネ６０は、レバー部材４５を基板２４１に対して回動可能
な状態で支持する機能と、レバー部材４５を上方に付勢することによってレバー部材４５
の動きを安定させる機能とを備えている。
【００５６】
　また、装置側固定構造５０は、図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、レバー本体４７に
回転方向（－Ｒ方向）の付勢力を付与するバネ４４を備えている。バネ４４の一端は、レ
バー本体４７の軸穴３６の位置から係止ピン３７へ向かう方向とは異なる方向へ偏倚した
位置に設けられた係止部４６に係止される。バネ４４の他端は、壁体２４４の下面に設け
られた係止部２４４ｂに係止される。レバー部材４５にバネ４４の付勢力に抗する力が付
与されると、レバー部材４５は図６（ａ）及び（ｂ）中の矢印＋Ｒ方向に回動する。
【００５７】
　図７は液体収容容器を装着した容器ホルダの正面図、図８は一部の液体収容容器が脱着
された容器ホルダの正面図である。そして、本実施形態によるインクカートリッジ１００
は、図７及び図８に示すように、液体消費装置である商業用のインクジェット式記録装置
２１１（図１参照）のカートリッジホルダ２００のカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに着
脱可能に装着されて、記録装置の記録ヘッド２２５にインクを供給する。
【００５８】
　図９は液体収容容器を一方の側面側から見た斜視図、図１０は図９に示した液体収容容
器の分解斜視図、図１１は図８のＡ－Ａ矢視図、図１２は液体収容容器を他方の側面側か
ら見た斜視図である。
　このインクカートリッジ１００は、図９に示したように、扁平な略直方体形状を有する
ケース５を備えている。ケース５の内部には、図１０に示すように、袋体収容部３が区画
形成されている。袋体収容部３には、液体収容室としてのインクパック２０が設けられて
いる。また、インクカートリッジ１００は、液体残量検出ユニット３０と、インク供給口
７（液体供給口）を備えている。液体残量検出ユニット３０は、ケース５に対して着脱可
能である。また、インク供給口７は、液体残量検出ユニット３０に設けられている。
【００５９】
　ケース５は、樹脂成形によって形成された筐体である。ケース５は、上部を開放した略
箱形の袋体収容部３と、この袋体収容部３の前面側に位置する検出ユニット収容部４とを
備えている。袋体収容部３には、インクパック２０と樹脂製のスペーサ２６が収容される
。インクパック２０は、樹脂フィルム層の上にアルミニウム層が積層形成されたアルミラ
ミネート複層フィルムにより形成された可撓性袋体である。樹脂製のスペーサ２６は、イ
ンクパック２０の前後の傾斜部の上に装着される。また、検出ユニット収容部４には、液
体残量検出ユニット３０が収容される。
　袋体収容部３の開放面は、インクパック２０と樹脂製のスペーサ２６を収容した後に、
シートフィルム２４によって封止される。袋体収容部３とシートフィルム２４によって、
ケース５内に加圧室が区画形成される。
【００６０】
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　そして、スペーサ２６は、袋体収容部３の上面がシートフィルム２４によって覆われて
、袋体収容部３が密封室となると、該密封室内でインクパック２０がガタつくことを防止
すると同時に、密封室内の余分な空き空間を埋めて、袋体収容部３内を加圧空気により加
圧する際の加圧効率を高める。
　袋体収容部３及び検出ユニット収容部４の開放面を封止したシートフィルム２４の上に
は、樹脂製のカバー６が装着される。
【００６１】
　本実施形態において、インクカートリッジ１００は、５種類ある。５種類のインクカー
トリッジ１００の、インクパック２０内には、それぞれ異なる５色のインクが貯留されて
いる。これら５種類のインクカートリッジ１００は、インクパック２０の内部に貯留され
ているインクの種類と、先に説明したように識別部２２の詳細な形状が異なるだけで、他
の構成は一致している。
【００６２】
　図９及び図１１に示すように、インクカートリッジ１００は、略長方形の先端面１１と
、これと対向する後端面１２とを有している。先端面１１、後端面１２は、インクカート
リッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着する際に、それぞれ挿入方向の先
端、後端となる面である。また、図７～図９、図１１、及び図１２に示すように、インク
カートリッジ１００は、略長方形の先端面１１の第１の短辺１３ａにおいて先端面１１と
交わる第１の側面１５、略長方形の先端面１１の第２の短辺１３ｂにおいて先端面１１と
交わる第２の側面２５、略長方形の先端面１１の第１の長辺１４ａにおいて先端面１１と
交わる第３の側面３５ａ、略長方形の先端面１１の第２の長辺１４ｂにおいて先端面１１
と交わる第４の側面３５ｂを有している。
【００６３】
　図７、図８、及び図１１に示すように、インクカートリッジ１００は、縦置きでカート
リッジスロット７Ａ～７Ｅに装着される。
　インクカートリッジ１００は、第１の側面１５が上側、第２の側面２５が下側となるよ
うに、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着される。また、インクカートリッジ１００
は、第３の側面３５ａ及び第４の側面３５ｂを、鉛直面と平行となる向きに対向させて、
平行に、複数並べて基板２４１上に載置される。図７に示すように、カートリッジホルダ
２００の一対の支持側壁２６２のうち一方は、両外端のインクカートリッジ１００のうち
、一方の第３の側面３５ａと対向する。また、他方の支持側壁２６２は、両外端のインク
カートリッジ１００のうち、他方の第４の側面３５ａと対向する。
【００６４】
　図９および図１５に示すように、先端面１１には、インク供給口７と、エア流入口９と
が設けられている。インク供給口７はインクパック２０（図１０参照）のインク吐出口２
０ａと接続されている。インク吐出口２０ａは、インクパック２０の先端面の中央付近に
位置している。つまり、インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７A～７Eに装
着された状態において、インク供給口７はインクパックの高さ方向（上下方向）の中央よ
りも上側にずれて配置されている。そして、インク供給口７とインク吐出口２０ａとの間
には、これらを繋ぐ流路１９が設けられている。
　インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７A～７Eに装着されていない時、イ
ンク供給口７は弁やシールによって閉塞されている。このとき、インク供給口７には、イ
ンクパック２０に充填されたインクがインク供給口７から外に出ようとする圧力（静圧）
が働く。この静圧は、インクパック２０内のインクの量が多いほど高いので、インクが十
分充填された初期状態の静圧（初期静圧）が高いことになる。そして、このインクパック
内の静圧が比較的高い状態でインク供給口７を開放すると、インク供給口７からインクが
漏れ出してしまう可能性がある。
　しかし、本実施形態のように、インク供給口７がインクパック２０の高さ方向（上下方
向）の中央よりも上側に位置するようにすれば、インク供給口７に位置におけるインクパ
ック２０内のインクの静圧は低くなり、さらにインク供給口７とインク吐出口２０ａを接
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続する流路１９によってもたらされる流路抵抗などの作用により、インク供給口７に働く
静圧を低減することが可能である。つまり、本実施形態によれば、インクカートリッジ１
００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着した場合でも、インク供給口７へインク供
給ピン２４９が挿入される際に、インク供給口７からインクが漏れにくい。
【００６５】
　ここで、図１、図４、図５、図９～図１２に基づいて、インクパック２０から記録ヘッ
ド２２５へのインクの供給について説明する。
　インクカートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～Ｅに装着すると、インク供給
口７に、先に説明したインク供給ピン２４９が挿入される。インク供給ピン２４９は、イ
ンク供給路２２３とバルブユニット２２４とを介して記録ヘッド２２５に接続されている
。
【００６６】
　また、インクカートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～Ｅに装着すると、エア
流入口９が、先に説明したエア連絡口２４８に挿入される。エア連絡口２４８は、加圧空
気供給路２２７を介して加圧ポンプ２２６に接続されている。加圧ポンプ２２６が、加圧
空気供給路２２７、エア連絡口２４８、エア流入口９を介して、袋体収容部３に加圧空気
を供給することで、インクパック２０を加圧することができる。インクパック２０がこの
ようにして加圧されるにより、インクパック２０の吐出口２０ａから流出するインクが、
インク供給口７を介してインクジェット式記録装置２１１の記録ヘッド２２５へと供給さ
れる。
【００６７】
　図９及び図１２に示すように、インクカートリッジ１００の先端面１１には、互いに離
間して一対の位置決め穴２１，２３が設けられている。図４、図５、図９、図１１に基づ
いて、位置決め穴２１，２３と先に説明した一対の位置決めピン２４７，２４７の機能を
説明する。
【００６８】
　インクカートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに挿入すると、位置決め
ピン２４７，２４７の先端が、位置決め穴２１，２３に嵌入される。その後、更にインク
カートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅの奥側へ挿入していくと、インク
カートリッジ１００は、位置決めピン２４７を基準に移動する。
【００６９】
　インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに完全に装着されると、
位置決め穴２１，２３が、一対の位置決めピン２４７，２４７と嵌合することにより、イ
ンクカートリッジ１００の先端面１１に沿う方向の位置が決められて、先端面１１に沿う
方向のカートリッジ１００の移動が規制される。
　なお、図１１に示すように、一対の位置決め穴２１，２３と、後述する回路基板１７及
び容器側固定構造４０は、略同一縦断面Ａ－Ａ（図８参照）上に配置されている。
【００７０】
　図９及び図１２からわかるように、本実施の形態において、一方の位置決め穴２１は、
位置決めピン２４７の軸方向と垂直な断面形状にほぼ対応する形状である丸孔に設定され
、他方の位置決め穴２３はケース５の高さ方向（図９と図１２の矢印Ｈ方向、すなわち上
下方向）に細長い長穴に設定されている。このように、一方の位置決め穴２３を長穴に形
成しておくことで、位置決め精度を保つ一方で寸法公差等の許容が容易になる。
【００７１】
　つまり、カートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着した時、カート
リッジスロット７Ａ～７Ｅ内におけるカートリッジ１００の位置決めの精度は、上側の位
置決め穴２１で保たれ、寸法公差等による位置決め穴２３と位置決めピン２４７（図４参
照）との相対的な位置ずれについては、下側の位置決め穴２３によって吸収される。そし
て、インク導出口７は、位置決め精度を保つ上側の位置決め穴２１の近傍に設けられてい
る。よって、インク導出口７とインク供給ピン２４９（図４参照）とが精度良く位置決め
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される。
【００７２】
　図９に示すように、インクカートリッジ１００の第１の側面１５には、回路基板１７が
設けられている。回路基板１７は、後端面１２よりも先端面１１に近い位置、特に、先端
面１１と隣接するような位置に設けられている。回路基板１７には、インク残量やカート
リッジの使用履歴等の情報を記録するための図示しないメモリ素子が搭載される。
【００７３】
　また、液体残量検出ユニット３０には、図示しない残量検出センサ（圧電素子を用いた
センサ）が設けられている。残量検出センサは、インクカートリッジ内のインクの残量を
検出するためのセンサである。回路基板１７上には、この残量検出センサと電気的に同通
接続する少なくとも１つの電極が設けられている。
【００７４】
　一方、図１１に示すように、回路基板１７の上側には、装置側端子２５０が設けられて
いる。そして、回路基板１７の電極の接点１７ａは、先に説明したように、インクカート
リッジ１００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅ（図３、図７、図８参照）に装着された
時に、装置側端子２５０（図３、図７、図８参照）の接点２５０ａと接触する。これによ
って、当該電極と装置側端子２５０とが、電気的に導通する。
　なお、回路基板１７が先端面１１の近傍に設けられ、位置決め精度を保つ上側の位置決
め穴２３が第１の側面１５の近傍に設けられていることで、回路基板１７の電極の接点１
７ａと装置側端子２５０の接点２５０ａとが精度良く位置決めされる。
【００７５】
　インクカートリッジ１００が記録装置２１１（図１参照）のカートリッジホルダ２００
に装着されて、回路基板１７の電極の接点１７ａが容器装着部１の装置側端子２５０の接
点２５０ａに接触すると、この回路基板１７を介して、メモリ素子や残量検出センサが記
録装置２１１（図１参照）側の制御回路に電気的に接続され、これらのメモリ素子や残量
検出センサの動作を記録装置２１１（図１参照）側から制御することが可能となっている
。
【００７６】
　図７～図９及び図１２に示すように、インクカートリッジ１００の第１の側面１５と第
４の側面３５ｂとが互いに交わる辺に対応する角部２７ａと、第２の側面２５と第４の側
面３５ｂとが互いに交わる辺に対応する角部２７ｂは、それぞれインクカートリッジ１０
０の挿入方向（図９の矢印Ｘ方向）に沿って切り欠かれた形状となっている。すなわち、
角部２７ａ，２７ｂには、一対のＣ面２９ａ，２９ｂが設けられている。また、図２～図
５、図７、図８に示すように、カートリッジホルダ２００の内部にカートリッジ１００間
を仕切る壁は設けられていない。
【００７７】
　したがって、図７に示すように、扁平な略直方体形状のインクカートリッジ１００が縦
置き、すなわち第１の側面１５を上に、第２の側面を下にした状態で平行に並べられて収
容されると、インクカートリッジ１００は、第３の側面３５ａと第４の側面３５ｂとが、
隣接する複数のインクカートリッジ１００間で互いに対向するように、並列に配置される
。そして、隣接するインクカートリッジ１００同士の間において一方のインクカートリッ
ジ１００のＣ面２９ａ，２９ｂによって、断面三角形の空間３１ａ，３１ｂが、インクカ
ートリッジ１００の挿入方向に延在して形成される。
【００７８】
　一方、カートリッジホルダ２００には、図２、図５、図６、及び図７に示したように、
Ｃ面２９が形成された角部２７の切欠き形状（空間３１）に対応した断面三角形の案内突
起であるガイドレール３３が、インクカートリッジ１００の挿入方向に沿って設けられて
いる。
　また、図５に示したように、上側のＣ面２９ａによって形成された上側の空間３１ａに
対応した断面三角形の案内突起２６５が、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅの上面の手前
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側に設けられている。従って、断面三角形の空間３１ａ，３１ｂのうち、下側の空間３１
ｂがガイドレール３３の設置空間となり、上側の空間３１ａは案内突起２６５の設置空間
となる。
【００７９】
　また、図３に及び図４に示すように、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅの少なくとも着
脱用開口の付近には、上側のＣ面２９ａによって形成された上側の空間３１ａに対応した
断面三角形の案内突起２６５が突設されている。案内突起２６５は、支持台２４１に設け
たガイドレール３３に対向して、天井部に配置されている。従って、断面三角形の空間３
１ａ，３１ｂのうち、下側の空間３１ｂがガイドレール３３の設置空間となり、上側の空
間３１ａは案内突起２６５の設置空間となる。
【００８０】
　そして、Ｃ面２９ｂに対応した断面三角形のガイドレール３３が、インクカートリッジ
１００の挿入方向に沿って設けられた構造では、扁平な略直方体形状のインクカートリッ
ジ１００を縦置きで平行に複数個並べてカートリッジホルダ２００に収容する場合、隣接
するインクカートリッジ１００同士の間の下部に形成された断面三角形の空間３１ｂに、
略同一の断面三角形のガイドレール３３を、インクカートリッジ１００の挿入方向に配置
できる。
　各インクカートリッジ１００は、ガイドレール３３により、カートリッジホルダ２００
内で挿入方向へ案内及び位置決めされる。よって、隣接するインクカートリッジ１００同
士の間には、カートリッジホルダ２００の各カートリッジスロット（スロット）７Ａ、７
Ｂ、７Ｃ、７Ｄ、７Ｅを仕切る隔壁が必要なくなる。
【００８１】
　そして、インクをインクジェット式記録装置２１１に供給する為、袋体収容部３に加圧
空気を導入してインクパック２０を外部から加圧すると、図８に想像線で図示したように
各インクカートリッジ１００のケース５は主に平行な一対の最大面（第３及び第４の側面
）３５ａ，３５ｂが膨張変形する。膨張変形の量は、カートリッジ１００の大きさやケー
ス５の材質、袋対収容部３に導入される加圧空気の圧力等、様々な条件によって変化する
が、例えば加圧空気の圧力が１２～１８ｋＰａの場合、最大片側５～１０ｍｍ程度になる
ことがある。
【００８２】
　本実施形態では、カートリッジホルダ２００内に隔壁が存在しないため、袋体収容部３
に加圧空気を導入すると、隣接するケース５の最大面３５ａ，３５ｂ同士が膨張変形する
。そして、隔壁がないカートリッジスロット７Ａ～７Ｅ内で、隣接するインクカートリッ
ジ１００の最大面３５ａ，３５ｂ同士の少なくとも一部が接触して圧接し合う。また、両
外側端のインクカートリッジ１００の最大面３５ａ，３５ｂのうち、他の容器の最大面３
５ｂ，３５ａと対向しない最大面３５ａ，３５ｂの少なくとも一部は、図７に示すように
、それぞれ対向する枠体２６０の支持側壁２６２と接触して圧接し合う。
【００８３】
　即ち、図７に示したように、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着された各インクカ
ートリッジ１００に加圧流体を導入すると、カートリッジ１００は、それら自体の膨張力
により一対の支持側壁２６２，２６２間で緊締状態となる。そして、膨張変形を規制され
た複数のインクカートリッジ１００が強固かつ一体的にカートリッジスロット７Ａ～７Ｅ
に固定される。
　一方、加圧室の加圧が解除され、膨張していたインクカートリッジ１００が元の形状に
戻ると、隣接するインクカートリッジ１００同士や、カートリッジ１００と支持側壁２６
２との間の圧接が無くなるので、各インクカートリッジ１００の着脱はスムーズに行うこ
とができる。
【００８４】
　図１３は図１２のＢ部拡大図、図１４は図１３に示した案内溝の拡大平面図である。
　図１２及び図１３に示すように、第２の側面２５には、挿入方向と反対の方向への付勢
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力に抗してインクカートリッジ１００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着された状
態において、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅに設けられた装置側固定構造５０と協働し
て、インクカートリッジ１００の挿入方向と反対方向への移動を解除可能に規制する容器
側固定構造４０が設けられている。装置側固定構造４０は、後端面１２よりも先端面１１
に近い位置、特に、先端面１１と隣接するような位置に設けられている。また、第２の側
面２５の、容器側固定構造４０よりも先端面１１から遠い位置には、凹部４３が配設され
ている。凹部４３は、先端面と隣接してはいないものの、後端面１２よりも先端面１１に
近い位置に設けられている。
【００８５】
　容器側固定構造４０は、図１３に示すように、装置側固定構造５０（図３参照）の係止
ピン３７が挿入され、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅへのインクカートリッジ１００の
着脱操作に際して被係止部材としての係止ピン３７を係止位置又は非係止位置へ案内する
案内溝３９を有する。また、容器側固定構造４０は、インクカートリッジ１００がカート
リッジスロット７Ａ～７Ｅに装着された状態において、係止ピン３７が係合されてインク
カートリッジ１００の引抜き方向への移動を規制する係止部４９を有する。
【００８６】
　図１３に示すように、案内溝３９は、インクカートリッジ１００がカートリッジスロッ
ト７Ａ～７Ｅに挿入される際に、係止ピン３７を案内する入口側案内部５１と、カートリ
ッジスロット７Ａ～７Ｅに挿入されたインクカートリッジ１００が引抜き方向へ押し返さ
れる際に係止ピン３７を係止部４９に導く中間案内部５３と、カートリッジスロット７Ａ
～７Ｅからインクカートリッジ１００を取り外す際に、インクカートリッジ１００を挿入
方向へ押し込むことにより係止部４９から外れた係止ピン３７を、案内溝３９の出口に案
内する出口側案内部５５と、を備えている。
【００８７】
　案内溝３９の出口部５７は入口部５９に接続されており、これにより案内溝３９は全体
としてループを成している。入口部５９と出口部５７との接続部においては、出口部５７
の溝の深さが入口部５９の溝の深さよりも浅く、これにより接続部において段差６５が形
成されている。この段差６５は、インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７Ａ
～７Ｅに挿入される際に、係止ピン３７が出口部５７に進入するのを防止する。
【００８８】
　一方、図９に示すように、容器側固定構造４０の下側には、装置側固定構造５０が設け
られている。装置側固定構造５０は、先に説明したように、図６（ｂ）に示すレバー部材
４５とバネ４４とを備えている。
【００８９】
　レバー部材４５は、バネ４４によって一定の回転方向に付勢されている。この方向は、
図６（ｂ）では矢印－Ｒ方向であり、図１３では反時計回り方向である。インクカートリ
ッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに着脱する際、係止ピン３７は案内溝３９
に挿入されて案内され、レバー部材４５は案内溝３９の形状に従って±Ｒ方向へ回動する
。
【００９０】
　レバー部材４５の先端部に設けられた係止ピン３７は、図１１に示すように、インクカ
ートリッジ１００の第２の側面２５と交わる方向に設けられている。係止ピン３７が案内
溝３９に挿入されている時、係止ピン３７は、レバー部材４５を構成するレバー本体４７
の弾性力によって、案内溝３９の底面を上側に押圧する
【００９１】
　次に、図１４を主に参照して、インクカートリッジ１００の着脱操作時における案内溝
３９内での係止ピン３７の動作について説明する。
　カートリッジスロット７Ａ～７Ｅにインクカートリッジ１００を挿入し、スライダー部
材２４４（図４及び図５参照）の付勢力に抗してインクカートリッジ１００を挿入方向に
さらに押し込むと、係止ピン３７が案内溝３９の入口部５９に挿入される。



(18) JP 4946751 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

【００９２】
　係止ピン３７は、レバー部材４５（図６参照）のレバー本体４７（図６参照）が弾性的
に変形することで、案内溝３９の底面の方向に向けて付勢される。係止ピン３７が、入口
側案内部５１の終端部を越えると、バネ４４（図６参照）の付勢力によって図１４の反時
計方向に移動する。
　そして、係止ピン３７は暫定停止用側壁部６１に衝突して止まり、このときにクリック
音が生じる。このクリック音によりユーザーは、インクカートリッジ１００が十分に深く
挿入されたことを確認することができる。
【００９３】
　次に、ユーザーによる挿入方向への押圧が解除されると、スライダー部材２４６（図４
及び図５参照）の付勢力によって、インクカートリッジ１００が引抜き方向に僅かに押し
返される。これにより、暫定停止用側壁部６１における係止ピン３７の係合が解除され、
係止ピン３７は、バネ４４の付勢力によって、反時計回り方向に移動する。
　そして、係止ピン３７は係止部４９に設けられた最終停止用側壁部６３に衝突して係止
位置で止まり、このときにクリック音が生じる。このクリック音によりユーザーは、イン
クカートリッジ１００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅ（図２、図４、図５、図７及び
図８参照）に固定されたことを確認することができる。なお、インクカートリッジ１００
がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着された状態においても、係止ピン３７は、レバ
ー本体４７の弾性力によって案内溝３９の底面を押圧している。
【００９４】
　そして、カートリッジ脱着時には、係止状態のインクカートリッジ１００が押し込まれ
ることにより、最終停止用側壁部６３における係止ピン３７の係合が解除され、バネ４４
によってレバー部材４５に付与される付勢力によって、係止ピン３７が出口側案内部５５
に沿って非係止位置へと相対移動する。すると、カートリッジ１００は、スライダー部材
２４６（図３参照）の付勢力によって、前方へ押し出される。この時のカートリッジ１０
０の動きに伴って、係止ピン３７は出口部５７へと向かう。そして、最終的に出口部５７
から係止ピン３７が抜けることで、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅからインクカートリ
ッジ１００を取り外すことができるようになる。
　なお、図１２及び図１３に示すように、インクカートリッジ１００の第２の側面２５に
凹部４３が配設されているが、この凹部４３に特段の機能は持たせていない。
【００９５】
　次に、図１１を主に参照して、インクカートリッジ１００を装着した状態、つまり、係
止ピン３７が係止部４９に係止された状態における、装置側端子２５０と係止ピン３７の
位置の関係について説明する。
　装置側端子２５０は、インクカートリッジ１００の第１の側面１５に設けられた回路基
板１７の電極の接点１７ａと接触する接点２５０ａを有する。接点２５０ａは、係止部４
９に係止された係止ピン３７の位置よりも、インクカートリッジ１００の先端面１１に寸
法Ｓだけ近い位置で、接点１７ａに接触している。
【００９６】
　以上述べたように、本実施形態によれば、図７に示したように、インクカートリッジ１
００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着された際に、隣接するカートリッジ１００
同士の間に、Ｃ面２９によって空間３１ｂが形成される。そして、空間３１ｂに、案内突
起３３が配置される。
　各カートリッジ１００は、案内突起３３により、挿入方向に案内され及びカートリッジ
スロット７Ａ～７Ｅ内において位置決めされる。つまり、隣接するカートリッジ１００同
士の間には、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅを仕切る隔壁が存在しない。
　従って、複数のインクカートリッジ１００を、隔壁や案内突起３３の分、離間して配置
する必要がない。つまり、複数のインクカートリッジ１００を近接させて（高密度に）収
納することが可能となる。よって、容器の厚み方向の収容総幅寸法が小さいコンパクトな
カートリッジホルダ２００を形成することができる。また、インクジェット式記録装置２
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１１全体をコンパクトにできる。
【００９７】
　また、本発明によれば、先に説明したように、インクカートリッジ１００を加圧した際
に、各容器の膨張変形が規制されるので、装置側端子２５０と回路基板１７の接点１７ａ
とのずれを防ぐことができ、これらの電気的接続性の低下を防止できる。また、後述する
装置側固定構造５０と容器側固定構造４０の係合部に加わる負荷も低減できる。また、複
数のインクカートリッジ１００がそれら自体の膨張力により強固に一体的にカートリッジ
スロット７Ａ～７Ｅに固定されるので、ホルダ２００にカートリッジスロット７Ａ～７Ｅ
同士を仕切る隔壁を設ける必要がなくなり、ホルダ２００を簡素化かつ小型化することが
可能となる。
【００９８】
　また、回路基板１７の電極の接点１７ａと容器側固定構造４０とが、インクカートリッ
ジ１００の第１の側面１５と第２の側面２５にそれぞれ配置されることで、隣接するカー
トリッジ１００の第３の側面３５ａまたは第４の側面３５ｂ同士の間に、装置側端子２５
０や装置側固定構造５０を配設する必要がなくなるため、複数のインクカートリッジ１０
０を高密度に収容することが可能となる。
　すなわち、本実施形態によれば、装置側端子２５０と回路基板１７の接点１７ａとの電
気的接続性を低下させることなく、複数のインクカートリッジ１００を高密度に収容する
ことが可能となる。
【００９９】
　また、図２及び図５に示すように、本実施形態において、ガイドレール３３は、インク
カートリッジ１００の第３の側面３５ａまたは第４の側面３５ｂを鉛直面と平行となる向
きに対向させて、平行に、複数個並べて載置する基板２４１上に設けられている。
　よって、インクカートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着した際に
、隣接するインクカートリッジ１００の間の下部に、案内突起３３が配置される。
　つまり、インクカートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに対して着脱す
る際に、各カートリッジ１００の下部が案内される。よって、カートリッジ１００の着脱
操作が容易となる。また、カートリッジスロット７Ａ～７Ｅ内において、カートリッジ１
００がより確実に位置決めされる。
【０１００】
　また、図３、図４、及び図７に示すように、本実施形態では、ガイドレール３３に対向
して案内突起２６５が設けられている。よって、インクカートリッジ１００を着脱する際
、インクカートリッジ１００の下面側がガイドレール３３によって案内されるだけでなく
、上面側も案内突起２６５によって案内されるので、インクカートリッジ１００の脱着が
更に容易となる。
　なお、ガイドレール３３や案内突起２６５（図４参照）の断面形状は、インクカートリ
ッジ１００を挿入案内可能であれば三角形に限らず、種々の断面形状を採りうることは勿
論である。また、ガイドレール３３や案内突起２６５の断面形状に応じて、Ｃ面の形状を
適宜変更することも可能である。
　さらに、案内突起２６５（図４参照）は省略しても良く、この場合は案内突起２６５に
対応するＣ面２９ａを省略しても良い。さらにまた、案内突起２６５（図４参照）やガイ
ドレール３３の形状や位置に応じて、Ｃ面２９ａあるいはＣ面２９ｂを、第３の側面３５
ａと第１の側面１５とが互いに交わる辺に対応する角部２７ｃ（図９及び図１２参照）や
、第３の側面３５ａと第２の側面２５とが互いに交わる辺に対応する角部２７ｄ（図９及
び図１２参照）に設けたりすることも可能である。つまり、Ｃ面は、第１乃至第４の側面
１５，２５，３５ａ，３５ｂのうち２つが互いに交わる辺に対応する４つの角部２７ａ～
２７ｄのうち、少なくとも１つに設けられていれば良い。
【０１０１】
　また、図１０に示すように、本実施形態において、インクカートリッジ１００の加圧室
は、一面を開放面とした箱型の袋体収容部３と、当該開放面を封止するシートフィルム２
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４によって区画形成される。従って、袋体収容部３及びインクパック２０の密閉構造が容
易に構成することができ、製造コストの低減が可能となる。
【０１０２】
　本実施形態では、図９、図１１、及び図１２に示すように、インクカートリッジ１００
に一対の位置決め穴２１，２３が設けられている。また、図４及び図５に示すように、カ
ートリッジスロット７Ａ～７Ｅには、一対の位置決め穴２１，２３と嵌合する一対の位置
決めピン２４７，２４７が設けられている。これらによって、インクカートリッジ１００
を正確な傾きでカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着することができるため、インクカ
ートリッジ１００をカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着する操作が容易となる。また
、インクカートリッジ１００が誤った傾きで着脱されることで、回路基板１７、装置側端
子２５０、容器側固定構造４０、装置側固定構造５０等を壊してしまうのを防ぐことがで
きる。また、インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに装着されて
いる時に、回路基板１７と装置側端子２５０との間の導通や、容器側固定構造４０と装置
側固定構造５０との間の固定状態を良好な状態で維持することが可能となる。
【０１０３】
　また、本実施形態では、図１１に示すように、一対の位置決め穴２１，２３と、回路基
板１７と、容器側固定構造４０とが、略同一の縦断面Ａ－Ａ（図８参照）上に配置されて
いる。このように構成することで、インクカートリッジ１００がカートリッジスロット７
Ａ～７Ｅに挿入され、一対の位置決めピン２４７，２４７が一対の位置決め穴２１，２３
に嵌入されると、カートリッジ１００が先端面１１に沿う方向（すなわち、縦断面と平行
な方向）で位置決めされ、この縦断面上の一方に位置する回路基板１７の接点１７ａと装
置側端子２５０の接点２５０ａ、及び他方に位置する容器側固定構造４０と装置側固定構
造５０同士のそれぞれが、接近・離反方向で高精度に位置決めされる。
【０１０４】
　なお、本実施形態では、図７に示したように、扁平な略直方体形状のインクカートリッ
ジ１００が縦置きで平行に並べられているが、このインクカートリッジを上下方向に積み
重ねるように並べても良い。つまり、インクカートリッジ１００の第３の側面３５ａまた
は第４の側面３５ｂを鉛直面と垂直となる向きに対向させて配置しても良い。
　しかしながら、本実施形態のように縦置きで平行に並べた方が、特に、回路基板１７が
設けられた第１の側面１５及び装置側端子２５０が上側、容器側固定構造４０が設けられ
た第２の側面２５及び装置側固定構造５０が下側となるように配置した方が、インク供給
口７とインク供給ピン２４９の間からインクが漏れてしまった場合に、漏れ出したインク
によって回路基板１７が電気的に不良となってしまうのを防ぐことができる点で、有利で
ある。
【０１０５】
　また、本実施形態では、回路基板１７、位置決め穴２１、インク供給口７が、すべて上
側に集積されている。先に説明したとおり、これらが近接して配置されることにより、回
路基板１７と装置側端子２５０の位置精度、インク供給口１７とインク供給ピン２４９の
位置精度を高めることができる。そして、インク供給口７が上側に設けられることで、イ
ンクパック２０の吐出口２０ａをこれよりも下側に配置することが可能となり、初期静圧
を低減することが可能となる。すなわち、本実施形態のように、第１の側面１５が上側、
第２の側面２５が下側となるように配置すれば、回路基板１７と装置側端子２５０の位置
精度、インク供給口１７とインク供給ピン２４９の位置精度を向上させつつ、初期静圧を
も低減できるような構成を実現しやすい。
【０１０６】
　また、本実施形態では、図１１に示すように、回路基板１７と容器側固定構造４０は、
後端面１２よりも先端面１１に近い位置に配置されている。そして、インクカートリッジ
１００がカートリッジスロット７Ａ～７Ｅに挿入されると、装置側固定構造５０の付勢手
段は、係止ピン３７が容器側固定構造４０の案内溝３９の底面を上側に押圧するように係
止ピン３７を付勢する。つまり、インクカートリッジ１００の下面となる第２の側面２５
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インクカートリッジ１００の第１の側面１５に設けられた回路基板１７の接点１７ａが、
インクジェット式記録装置２１１の装置側端子２５０へと押し付けられる（接点１７ａ，
２５ａ同士を接近させる）構成となり、回路基板１７の電極と装置側端子２５０とが確実
に接続される。
【０１０７】
　特に、本実施形態では、図１１に示すように、インクカートリッジ１００を装着した状
態、つまり、係止ピン３７が係止部４９に係止された状態において、接点２５０ａは、係
止部４９に係止された係止ピン３７の位置よりも、インクカートリッジ１００の先端面１
１に寸法Ｓだけ近い位置で、接点１７ａに接触している。この状態で、容器側固定構造４
０の案内溝３９の底面を装置側固定構造５０の係止ピン３７が上方へ押圧するので、イン
クカートリッジ１００の先端面１１側が、後端面１２側の支持部７０を中心に上方に向か
って回動される。
【０１０８】
　そして、第１の側面１５に設けられた回路基板１７の電極の接点１７ａは、装置側端子
２５０へと押し付けられるが、接点１７ａは、係止ピン３７による容器側固定構造４０の
案内溝３９の底面の移動量よりも大きく装置側端子２５０側へ移動する。これにより、接
点１７ａがより強く装置側端子２５０へと押し付けられる構成となり、回路基板１７の電
極と装置側端子２５０がより確実に接続される。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本発明の一実施形態に係る液体消費装置の概略構成図である。
【図２】液体収容容器を装着する容器ホルダの斜め上方からの斜視図である。
【図３】図２に示した容器ホルダの斜め下方からの斜視図である。
【図４】図２に示した容器ホルダの正面図である。
【図５】図２に示した容器ホルダの分解斜視図である。
【図６】（ａ）は、レバー部材４５とバネ４４とをカートリッジ１００側から示す斜視図
である。（ｂ）は、装置側固定構造５０をカートリッジ１００とは反対の側から示す斜視
図である。（ｃ）は、装置側固定構造５０周辺の断面図である。
【図７】液体収容容器を装着した容器ホルダの正面図である。
【図８】一部の液体収容容器が脱着された容器ホルダの正面図である。
【図９】液体収容容器を一方の側面側から見た斜視図である。
【図１０】図９に示した液体収容容器の分解斜視図である。
【図１１】図８のＡ－Ａ矢視図である。
【図１２】液体収容容器を他方の側面側から見た斜視図である。
【図１３】図１２のＢ部拡大図である。
【図１４】図１３に示した案内溝の拡大平面図である。
【図１５】（ａ）は、インクカートリッジ１００の先端面１１の平面図、（ｂ）は、図１
５（ａ）のＤ－Ｄ矢視図である。
【符号の説明】
【０１１０】
　５…ケース、７…インク供給口（液体供給口）、１１…先端面、１５…第１の側面、１
７…回路基板、１７ａ…接点、２１，２３…位置決め穴、２５…第２の側面、２７ａ，２
７ｂ…角部、２９ａ，２９ｂ…Ｃ面、３３…ガイドレール（第１の案内突起）、３５ａ，
３５ｂ…第３，第４の側面（最大面）、３７…係止ピン、３９…案内溝、４０…容器側固
定構造、５０…装置側固定構造、５２…装置側飛び出し防止構造、１００…インクカート
リッジ（液体収容容器）、２００…カートリッジホルダ（容器ホルダ）、２１１…インク
ジェット式記録装置（液体消費装置）、２２５…記録ヘッド（液体噴射ヘッド）、２５０
…装置側端子、２６０…枠体、２６２…支持側壁、２６３…天壁、Ｘ…挿入方向。



(22) JP 4946751 B2 2012.6.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(23) JP 4946751 B2 2012.6.6

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(24) JP 4946751 B2 2012.6.6

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(25) JP 4946751 B2 2012.6.6

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(26) JP 4946751 B2 2012.6.6

10

フロントページの続き

    審査官  鈴木　友子

(56)参考文献  特開２００３－３４１１００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－９６４４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１９２７３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１６７６８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１９５９６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１５０６９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４２１２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２７２６４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－５８４１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６０３７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平２－８８２４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　　２／１７５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

