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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出する複数のノズルが配列した第１ノズル群と、前記第１ノズル群と同一色
のインクを吐出する複数のノズルが配列した第２ノズル群とが、前記ノズルの配列方向と
交差する方向に沿って設けられた記録ヘッドを用いて画像を記録する記録装置のためのデ
ータを生成するデータ生成装置において実行されるデータ生成方法であって、
　前記データ生成装置が、
　記録すべき画像の画像データから、当該画像のエッジ部に対応するエッジデータと、当
該画像のうち前記エッジ部以外の非エッジ部に対応する非エッジデータとを生成する第１
生成工程と、
　前記非エッジデータから第１マスクパターンを用いて第１非エッジデータを生成し、か
つ、前記非エッジデータから前記第１マスクパターンとは異なる第２マスクパターンを用
いて第２非エッジデータを生成する第２生成工程と、
　前記エッジデータから第３マスクパターンを用いて第１エッジデータを生成し、かつ、
前記エッジデータから前記第３マスクパターンとは異なる第４マスクパターンを用いて第
２エッジデータを生成する第３生成工程と、
　前記第１非エッジデータと前記第１エッジデータとに基づいて第１ノズル群用データを
生成し、かつ、前記第２非エッジデータと前記第２エッジデータとに基づいて前記第１ノ
ズル群用データと同じ走査で記録するための第２ノズル群用データを生成する第４生成工
程と、を有し、
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　前記第１マスクパターンの記録デューティと前記第２マスクパターンの記録デューティ
との合計は、前記第３マスクパターンの記録デューティと前記第４マスクパターンの記録
デューティとの合計よりも高いことを特徴とするデータ生成方法。
【請求項２】
　前記第１マスクパターンの記録デューティと前記第２マスクパターンの記録デューティ
は、いずれも１００％よりも低いことを特徴とする請求項１に記載のデータ生成方法。
【請求項３】
　前記第１マスクパターンの記録デューティと前記第２マスクパターンの記録デューティ
とは略等しい、ことを特徴とする請求項１又は２に記載のデータ生成方法。
【請求項４】
　前記第３マスクパターンの記録デューティと前記第４マスクパターンの記録デューティ
とは略等しい、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のデータ生成方法
。
【請求項５】
　前記第３マスクパターンの記録デューティと前記第４マスクパターンの記録デューティ
との合計は１００％である、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のデ
ータ生成方法。
【請求項６】
　前記第３マスクパターンと前記第４マスクパターンとは補完関係にある、ことを特徴と
する請求項５に記載のデータ生成方法。
【請求項７】
　インクを吐出する複数のノズルが配列した第１ノズル群と、前記第１ノズル群と同一色
のインクを吐出する複数のノズルが配列した第２ノズル群とが、前記ノズルの配列方向と
交差する方向に沿って設けられた記録ヘッドを用いて画像を記録する記録装置のためのデ
ータを生成するデータ生成装置であって、
　記録すべき画像の画像データから、当該画像のエッジ部に対応するエッジデータと、当
該画像のうち前記エッジ部以外の非エッジ部に対応する非エッジデータとを生成する第１
生成手段と、
　前記非エッジデータから第１マスクパターンを用いて第１非エッジデータを生成し、か
つ、前記非エッジデータから前記第１マスクパターンとは異なる第２マスクパターンを用
いて第２非エッジデータを生成する第２生成手段と、
　前記エッジデータから第３マスクパターンを用いて第１エッジデータを生成し、かつ、
前記エッジデータから前記第３マスクパターンとは異なる第４マスクパターンを用いて第
２エッジデータを生成する第３生成手段と、
　前記第１非エッジデータと前記第１エッジデータとに基づいて第１ノズル群用データを
生成し、かつ、前記第２非エッジデータと前記第２エッジデータとに基づいて前記第１ノ
ズル群用データと同じ走査で記録するための第２ノズル群用データを生成する第４生成手
段と、を備え、
　前記第１マスクパターンの記録デューティと前記第２マスクパターンの記録デューティ
との合計は、前記第３マスクパターンの記録デューティと前記第４マスクパターンの記録
デューティとの合計よりも高いことを特徴とするデータ生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクを吐出して記録する記録ヘッドを用いたインクジェット記録装置のた
めのデータを生成するデータ生成装置およびデータ生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種の記録媒体に対してインクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置は、高密
度かつ高速な記録動作が可能である。また、このインクジェット記録方法は、ランニング
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コストが安く、記録に伴って発生する騒音が小さいなどの多くの利点を有している。この
ことから、インクジェット記録装置は、各種装置の周辺機器として据え置き型のプリンタ
、あるいは携帯型のプリンタ等として利用され、かつ商品化されている。
【０００３】
　インクジェット記録装置の記録方式としては、記録ヘッドおよびインクタンクを搭載す
るキャリッジを記録媒体に対して走査しながらノズル列よりインクを吐出して、キャリッ
ジが走査した領域の記録を行ういわゆるシリアル方式が知られている。そして、この方式
では、キャリッジの走査と走査の間にキャリッジの走査方向（主走査方向）と略直交する
方向（副走査方向、搬送方向）に記録媒体を所定量搬送する。このキャリッジの走査と記
録媒体の搬送とを繰り返すことによって記録媒体全体に記録を行う。別の記録方式として
、いわゆるフルライン方式も知られている。この方式は、記録媒体の幅に対応した範囲に
ノズルを配列した記録ヘッドを用い、この記録ヘッドに対して記録媒体を搬送しつつ記録
を行うものである。
【０００４】
　近年では、以上のような種々の利点を有するインクジェット記録装置は、複数色のイン
クを用いカラー記録を行う製品として数多く提供されている。このようなインクジェット
記録装置では、一般に、ブラックインクは文字等の記録に多く用いられることから、記録
文字のシャープさ、鮮明さ、また、高い濃度を実現できるインクが求められる。この点で
、記録媒体に対する浸透性を低くしたブラックインクを用い、ブラックインク中の染料、
顔料などの着色材が記録媒体中へ浸透するのを抑制するものが知られている。これにより
、記録媒体上に残って定着する着色材の量を多くし、記録する画像のシャープさや高濃度
を実現している。
【０００５】
　しかしながら、記録媒体中への浸透性を下げたブラックインクを用いることで、次のよ
うな問題が生じることがある。ブラックインクにより記録される文字などの記録濃度を高
くするために、ノズル列からのインク滴の吐出量を増やすと、文字のエッジ部はインクの
にじみが発生してしまう。また、ブラックとカラーの領域が隣接する画像において、ブラ
ックインクは浸透性が低いため、記録媒体中に速やかに浸透せずに領域の境界を超えてカ
ラーインクと混ざり合うことがある。すなわち、ブラック領域とカラー領域の境界でブリ
ーディング（インクが混ざり合い記録品位を低下させる現象）が生じてしまう。
【０００６】
　そこで、ブラックインクにより記録される文字データ等のエッジ部と非エッジ部を検出
し、非エッジ部のインク吐出量を低減することで記録される文字等のシャープさを維持し
つつスミア及び定着性を向上させる方法が提案されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開平０５－２７８２２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示されるように、非エッジ部のインク吐出量を低減させ
ることで、インクのにじみは低減されて文字や細線のエッジ部は鮮明になるが、記録濃度
が低下してしまう問題があった。逆に、記録濃度を高くするためにインク滴の吐出量を上
げると、少なからず文字や細線のエッジ部はインクのにじみが発生してしまう問題があっ
た。
【０００８】
　また、同一色のインクを複数の記録ヘッドまたはノズル列で記録を行うインクジェット
記録装置において、複数のノズル列間の位置合わせにずれが生じた場合には、文字や細線
のエッジ部が不鮮明になる問題があった。さらに、マルチパス記録を行う記録装置におい
ては、紙送り量のバラツキによって位置ずれが発生して文字や細線のエッジ部がボケてし
まうことがあった。
【０００９】
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　本発明は以上の点を鑑みてなされたものであり、エッジ部が鮮明でかつ濃度が高い文字
や細線の記録を行うためのデータを生成するデータ生成装置およびデータ生成方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の実施形態に係るデータ生成方法は、インクを吐出す
る複数のノズルが配列した第１ノズル群と、前記第１ノズル群と同一色のインクを吐出す
る複数のノズルが配列した第２ノズル群とが、前記ノズルの配列方向と交差する方向に沿
って設けられた記録ヘッドを用いて画像を記録する記録装置のためのデータを生成するデ
ータ生成装置において実行されるデータ生成方法であって、前記データ生成装置が、記録
すべき画像の画像データから、当該画像のエッジ部に対応するエッジデータと、当該画像
のうち前記エッジ部以外の非エッジ部に対応する非エッジデータとを生成する第１生成工
程と、前記非エッジデータから第１マスクパターンを用いて第１非エッジデータを生成し
、かつ、前記非エッジデータから前記第１マスクパターンとは異なる第２マスクパターン
を用いて第２非エッジデータを生成する第２生成工程と、前記エッジデータから第３マス
クパターンを用いて第１エッジデータを生成し、かつ、前記エッジデータから前記第３マ
スクパターンとは異なる第４マスクパターンを用いて第２エッジデータを生成する第３生
成工程と、前記第１非エッジデータと前記第１エッジデータとに基づいて第１ノズル群用
データを生成し、かつ、前記第２非エッジデータと前記第２エッジデータとに基づいて前
記第１ノズル群用データと同じ走査で記録するための第２ノズル群用データを生成する第
４生成工程と、を有し、前記第１マスクパターンの記録デューティと前記第２マスクパタ
ーンの記録デューティとの合計は、前記第３マスクパターンの記録デューティと前記第４
マスクパターンの記録デューティとの合計よりも高いことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、エッジ部が鮮明でかつ濃度が高い文字や細線を記録を可能なインクジ
ェット記録装置を提供することが可能となる。また、同一色の２つの記録ヘッド或いは１
つの記録ヘッドで複数回の記録走査を行うことで、精細性を維持しつつ濃度の高い高品位
な文字や線画が記録可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　＜実施形態１＞
　以下、図面を参照して本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置を説明する。な
お、以下に説明する実施形態では、インクジェット記録方式を用いてカラー画像を記録可
能なインクジェット記録装置を例として説明するが、本発明は、必ずしもカラー画像を記
録するインクジェット記録装置に限定されるものではない。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態としてのインクジェット記録装置の一形態の構成を示す概略
斜視図である。この図１において２０５～２０８はインクカートリッジである。インクカ
ートリッジ２０５～２０８は、４色のカラーインク（黒、シアン、マゼンタ、黄：Ｂｋ、
Ｃ、Ｍ、Ｙ）がそれぞれ入れられたインクタンクと、４色のカラーインクに対応した４つ
の記録ヘッド２０１～２０４から構成されている。
【００１７】
　１０３は紙送り駆動ローラで、１０４の補助ローラとともに記録媒体１０７を抑えなが
ら図中の矢印方向に回転することで、記録媒体１０７の搬送を行う。さらに、紙送り駆動
ローラ１０３と補助ローラ１０４は、記録媒体１０７を保持する役割も果たしている。１
０６はキャリッジであり、４つのインクカートリッジ２０５～２０８を支持し、記録ヘッ
ド２０１～２０４と４色のインクタンクとを移動させながら記録動作を行う。このキャリ
ッジ１０６は、インクジェット記録装置が記録動作を行っていないとき、あるいは記録ヘ
ッド２０１～２０４の回復動作が行われるときには、図中の点線で示したホームポジショ
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ン位置ｈに待機するように制御される。
【００１８】
　記録開始前に図のホームポジション位置ｈに待機しているキャリッジ１０６は、記録開
始命令を受けると図中Ｘ方向に移動しながら記録ヘッド２０１～２０４に設けられた記録
素子を駆動する。そして記録媒体１０７上に記録ヘッド２０１のノズル列の記録幅に対応
した領域の記録を行う。キャリッジ１０６の主走査方向（Ｘ、往方向）の移動に伴って記
録媒体１０７の幅の端部まで記録が終了すると、キャリッジ１０６はホームポジション位
置ｈに戻り、再び図中のＸ方向へ走査しながら記録ヘッド２０１～２０４で記録を行う。
ある記録走査が終了してから、続く記録走査が始まる前に紙送り駆動ローラ１０３が図に
示した矢印方向へ回転し、必要な幅だけ副走査方向である図中のＹ方向への紙送りが行わ
れる。このように記録の主走査（Ｘ）と紙送りの副走査（Ｙ）とを繰り返すことにより記
録媒体１０７上への記録が完成する。記録ヘッド２０１～２０４のノズル列からインクを
吐出する記録動作は、記録制御手段からの制御に基づいて行われる。
【００１９】
　また、記録速度を高めるため、一方向への主走査（Ｘ、往方向）時のみ記録を行うので
はなく、図中の往方向への記録走査が終わりキャリッジをホームポジション位置ｈ側へ戻
す復方向の走査においても記録を行う構成であってもよい。
【００２０】
　また、以上説明した例ではインクタンクと記録ヘッド２０１～２０４とが分離可能にキ
ャリッジ１０６に保持しているものである。しかしながら、記録用のインクを収容するイ
ンクタンクと記録媒体１０７に向けてインクを吐出する記録ヘッドとが一体になったイン
クジェットカートリッジであってもよい。さらに、一つの記録ヘッドが複数のノズル列を
有し、複数色のインクを吐出可能な複数色一体型の記録ヘッドを用いてもよい。
【００２１】
　また、前述の回復動作を行う位置には、記録ヘッド２０１～２０４のノズル列が形成さ
れた面（ノズル面）をキャップするキャッピング手段（不図示）が設けられている。さら
に、キャッピング手段により、ノズル面をキャップした状態で記録ヘッド２０１～２０４
内の増粘インクや気泡を除去する等のヘッド回復動作を行う回復ユニット（不図示）が設
けられている。
【００２２】
　さらにまた、キャッピング手段の側方には、クリーニングブレード（不図示）等が設け
られ記録ヘッド２０１～２０４のノズル列に向けて突出可能に支持され、記録ヘッド２０
１～２０４のノズル面との当接が可能となっている。これにより、回復動作後にクリーニ
ングブレードを記録ヘッド２０１～２０４の移動経路中に突出させ、記録ヘッド２０１～
２０４の移動にともなって記録ヘッド２０１～２０４のノズル面の不要なインク滴や汚れ
等の払拭が行われる。
【００２３】
　次に、上述した記録ヘッド２０１～２０４の１つの記録ヘッド２０１について図２（ａ
）を参照して説明する。他の記録ヘッド２０２～２０４は記録ヘッド２０１と基本的に同
一の構成となっている。すなわち、図２（ａ）は、図１に示した記録ヘッド２０１の要部
斜視図である。
【００２４】
　記録ヘッド２０１は、図２（ａ）に示すように、それぞれ所定のピッチで配列された複
数のノズル３００が形成されている。そして、共通液室３０１と各ノズル３００とを連結
する各液路３０２の壁面に沿ってインク吐出用のエネルギーを発生するための記録素子３
０３が配設されている。記録素子３０３とその駆動回路はシリコン上に半導体製造技術を
利用して作られている。
【００２５】
　また、温度センサ（不図示）、サブヒータ（不図示）も同一シリコン上に半導体製造プ
ロセスと同様のプロセスで一括して形成される。これらの電気的な配線が作られたシリコ
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ン基板３０８を放熱用のアルミベース基板３０７に接着している。また、シリコン基板３
０８上の回路接続部３１１とプリント基板３０９とは超極細配線３１０により接続され、
インクジェット記録装置本体からの記録信号は信号回路３１２を通して受け取られる。
【００２６】
　共通液室３０１は、ジョイントパイプ３０４とインクフィルター３０５を介してインク
タンクと連結しており、共通液室３０１にはインクタンクに収容されるインク（たとえば
黒インク）が供給される構成となっている。インクタンクから供給されて共通液室３０１
に一時的に貯えられたインクは、毛細管現象により液路３０２に侵入し、ノズル３００で
メニスカスを形成して液路３０２を満たした状態を保つ。このとき、電極（不図示）を介
して記録素子３０３が通電されて発熱すると、記録素子３０３上のインクが急激に加熱さ
れて液路３０２内に気泡が発生し、この気泡の膨張によりノズル３００から黒色のインク
滴３１３が吐出される。
【００２７】
　次に、図１及び図２に示したインクジェット記録装置の記録制御を実行するための記録
制御回路の構成について、図３に示すブロック図を参照して説明する。制御回路を示す同
図において、４００は記録信号や記録に関連する制御信号を入力するインターフェ－スで
ある。４０１はＭＰＵ（Micro Processing Unit）、４０２はＭＰＵ４０１が実行する制
御プログラムや記録データ生成に用いられるマスク等を格納するメモリであるＲＯＭ（Re
ad Only Memory）である。また、４０３は各種データ（記録ヘッド２０１～２０４に供給
される記録信号や記録のための制御信号等）を保存しておくメモリであるダイナミック型
のＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）である。ＤＲＡＭ４０３には、印字ドット数
や記録ヘッド２０１～２０４の交換回数等も記憶が可能である。
【００２８】
　４０４は記録ヘッド２０１～２０４のゾズル列に対する記録データの供給制御を行うゲ
ートアレイであり、インターフェース４００、ＭＰＵ４０１、ＤＲＡＭ４０３間のデータ
の転送制御も行う。以上が記録制御部５００を構成している。４０５は記録ヘッド２０１
～２０４を搬送するためのキャリッジモータ、４０６は記録媒体１０７の搬送のための紙
送りモータである。４０７、４０８は夫々搬送モータ４０５、キャリッジモータ４０６を
駆動するためのモータドライバである。４０９は記録ヘッド２０１～２０４を駆動するヘ
ッドドライバーであり、記録ヘッドの数に対応して複数設けられる。また、４１０はヘッ
ド種別信号発生回路であり、ヘッド部５０１に搭載されている記録ヘッド２０１～２０４
の種類、記録ヘッドの数やノズル列の数をＭＰＵ４０１に与える。
【００２９】
　本発明における実施形態１においては、文字や線画の非エッジ部の記録デューティをエ
ッジ部よりも高くすることにより、精細性を維持しつつ濃度の高い高品位な文字や線画の
記録を可能とするものである。特に、実施形態１では、記録ヘッドが同一色のインクを吐
出するノズル列を２つ備え、画像データを２つのノズル列に振り分けて記録する。その際
に、画像データに含まれる画像のエッジ部及び非エッジ部を検出し、非エッジ部の記録デ
ューティをエッジ部の記録デューティより高くする。そして、同一色（たとえば黒）のイ
ンクにより、記録ヘッド２０１の２つのノズル列２０１－１、２０１－２を用いて記録を
行う。図２（ｂ）に、実施形態１に適用可能な記録ヘッド２０１～２０４の吐出口面を見
た図を示す。図２（ｂ）に示すように、記録ヘッド２０１～２０４は、各色についてそれ
ぞれ２つのノズル列２０２－１、２０２－２、２０３－１、２０３－２及び２０４－１、
２０４－２を有している。
【００３０】
　図４は、本発明における実施形態１の画像データに基づいて記録に用いる記録データを
生成するデータ処理を表す全体機能ブロック図である。図５は、実施形態１の画像データ
に基づいて記録に用いる記録データを生成するデータ処理フロー図である。以下の説明は
黒色インク用の記録ヘッド２０１の２つのノズル列２０１－１、２０１－２を用いて説明
される。なお、本発明においては、インターフェース４００を介して記録装置が接続され
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るホスト装置などから受信する画像のデータや、受信した画像のデータをインクの色毎に
分解（抽出）したデータを画像データとする。さらに、記録装置が記録媒体に対して画像
の記録を行うためにそれぞれのインクを吐出する記録ヘッドに送出し、それぞれの記録ヘ
ッドのノズル列が使用するデータを記録データとする。
【００３１】
　先ず、画像データからエッジ部及び非エッジ部の検出処理１０００を行い、エッジ部デ
ータ１００１及び非エッジ部データ１００６を生成する（ステップＳ１０１）。続いて、
エッジ部データに対して、第１エッジ部間引きマスク１００２及び第２エッジ部間引きマ
スク１００３の２つのマスクによって間引き処理を行う。これにより、第１エッジ部間引
きデータ１００４と第２エッジ部間引きデータ１００５を生成する（ステップＳ１０２）
。さらに、非エッジ部データに対して、第１非エッジ部間引きマスク１００７及び第２非
エッジ部間引きマスク１００８の２つのマスクによって間引き処理を行う。これにより、
第１非エッジ部間引きデータ１００９と第２非エッジ部間引きデータ１０１０を生成する
（ステップＳ１０３）。
【００３２】
　第１エッジ部間引きデータ１００４と第１非エッジ部間引きデータ１００９を合成し、
ノズル列２０１－１用合成データ１０１１、つまり、ノズル列２０１－１用の記録データ
を生成する（ステップＳ１０４）。同様に、第２エッジ部間引きデータ１００５と第２非
エッジ部間引きデータ１０１０を合成し、ノズル列２０１－２用の合成データ１０１３、
つまり、ノズル列２０１－２用の記録データを生成する（ステップＳ１０５）。ノズル列
２０１－１用合成データ１０１１を、ノズル列２０１－１を備える記録ヘッド２０１へ転
送し、ノズル列２０１－２用の合成データ１０１３をノズル列２０１－２を備える同じく
記録ヘッド２０１へ転送して記録を行う。図３の記録制御部５００において、上記した各
種のデータ生成、データ合成やエッジ検出、非エッジ検出は、ＲＯＭ４０２に記憶された
プログラムにしたがってＭＰＵ４０１をデータ生成部、エッジ検出部、非エッジ検出部と
して機能させる。これにより、図４で説明したデータ生成処理、データ合成処理、エッジ
検出処理及び非エッジ検出処理を実行させることでことで実現される。この点については
、以下順次説明する実施形態２～５においても同様である。
【００３３】
　図６は、本発明の実施形態１における画像データのエッジ部及び非エッジ部の検出処理
１０００における非エッジ部の検出処理のフローチャート図である。
【００３４】
　画像データの着目する画素に黒ドットが存在し、かつ、３×３マトリクス内に存在する
総黒ドット数が９であるか否かを判定する（ステップＳ２０１）。総黒ドット数が９の場
合は、着目する画素が非エッジであるため着目する画素のビットをオン（黒）にする（ス
テップＳ２０２）。そうでない場合には、着目する画素はエッジ部であるとして着目する
画素のビットをオフ（白）にする（ステップＳ２０３）。続いて、記録データの着目する
画素を１画素分シフトさせる（ステップＳ２０４）。この動作を繰り返し行い、全ての画
像データの画素についての検出処理が終了すれば、画像データの非エッジ部の検出処理を
終了（ステップＳ２０５）とし、終了していなければ上記処理を繰り返す。図６の処理を
終了すると、画像データから画素のビットがオン（黒）であるデータ、つまり非エッジ部
のデータを抜き出すことができる。
【００３５】
　図７（ａ）～（ｄ）は、非エッジ部の検出例を図にしたものである。図７（ａ）は、着
目した画素（図７（ａ）では、着目画素は中心の１画素）を中心とした３×３マトリクス
で画像データを表している。図７（ｂ）はオリジナル画像（画像データ）である。画像デ
ータに対して３×３マトリクスを順次１画素づつシフトさせながら非エッジ部の検出処理
を行う。マトリクス内の黒総ドット数が９の場合に着目した画素のビットをオン（黒）に
していくと、図７（ｃ）に表すように非エッジ部データを生成できる。
【００３６】
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　非エッジ部データをオリジナル記録データから差し引く、または非エッジ部データとオ
リジナル記録データの排他的論理和（ＥＸ－ＯＲ）をとることで図７（ｄ）に表すように
エッジ部データを生成できる。ここでは、エッジ部を輪郭の１画素とし、非エッジ部を輪
郭の１画素以外の領域としてエッジ部、非エッジ部の検出をしているが、これに限定され
るものでなくエッジ部を複数の画素として検出してもよい。エッジ部を複数の画素とする
場合には、３×３よりも大きいマトリックスを用いて非エッジ部の検出動作を行えばよい
。
【００３７】
　図８（ａ）～（ｈ）は、本実施形態におけるエッジ部及び非エッジ部の間引き処理を表
した図である。図８（ａ）の非エッジ部データと７５％デューティの第１非エッジ部マス
クとの論理積をとることで図８（ｂ）の第１非エッジ部データを生成する。ここで、第１
非エッジ部マスクは２×２のマトリクスとし、非エッジ部データの画素に対して、２×２
画素単位で繰り返し論理積をとるものとする。同様に、非エッジ部データと７５％デュー
ティの第２非エッジ部マスクとの論理積をとることで図８（ｃ）の第２非エッジ部データ
を生成する。ここで、２×２のマトリクスの画素の左上と右下の画素に対応する第１非エ
ッジ部データと第２非エッジ部データはいずれもドットが生成されることになり、非エッ
ジ部のデューティは７５％×２＝１５０％となる。このとき、非エッジ部データに対して
、７５％デューティの第１非エッジ部マスクを用いることで、非エッジ部データを２５％
間引いている。すなわち、７５％デューティの第１非エッジ部マスクは、２５％の間引き
率のマスクであり、非エッジ部データの７５％が記録される。
【００３８】
　次に、図８（ｄ）のエッジ部データと５０％デューティの第１エッジ部マスクとの論理
積をとることで図８（ｅ）の第１エッジ部データを生成する。ここで、第１エッジ部マス
クは２×２のマトリクスとし、エッジ部データの画素に対して、２×２画素単位で繰り返
し論理積をとるものとする。同様に、エッジ部データと５０％デューティの第２エッジ部
マスクとの論理積をとることで図８（ｆ）の第２エッジ部データを生成する。第１エッジ
部マスクと第２エッジ部マスクは補完関係になっており、エッジ部のデューティは５０％
×２＝１００％となる。
【００３９】
　次に、図８（ｂ）の第１非エッジ部データと図８（ｅ）の第１エッジ部データとの論理
和を取ることで図８（ｇ）の第１合成データを生成する。同様に、図８（ｃ）の第２非エ
ッジ部データと図８（ｆ）の第２エッジ部データとの論理和を取ることで図８（ｈ）の第
２合成データを生成する。第１合成データをノズル列２０１－１に転送し、第２合成デー
タをノズル列２０１－２に転送し、記録ヘッド２０１のそれぞれのノズル列で記録するこ
とでエッジ部のデューティが１００％、非エッジ部のデューティが１５０％の画像が形成
される。このように、エッジ部の間引きに用いるマスクのデューティと、非エッジ部の間
引きに用いるマスクのデューティとを異ならせることにより、エッジ部の記録デューティ
と非エッジ部の記録デューティを異ならせている。その結果、小さい文字や線画において
はエッジ部の割合が多くなり、インクを吐出しすぎることによる文字のつぶれやにじみは
低減される。また、大きい文字においては非エッジ部の割合が多くなり、濃度を高くする
ことができる。
【００４０】
　以上説明したように、エッジ部と非エッジ部を検出し、それぞれ異なる２つのマスクを
用いて合成データを生成し、同一色の２つのノズル列を用いて記録を行うことで精細性を
維持しつつ、濃度の高い高品位な文字や線画が記録可能となる。なお、図２（ｂ）では、
１つの種類のインクを吐出する記録ヘッドとして、２列のノズル列を設けた記録ヘッドを
用いる例を示したが、１列のノズル列の記録ヘッドを２つ並べてこの２つの記録ヘッドか
ら１つの種類のインクを吐出する構成としてもよい。また、実施形態１では、記録デュー
ティを高めるために１つの種類のインクを吐出するノズル列を２つ設ける構成としたが、
３つ以上設ける構成としても良い。
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【００４１】
　さらに、実施形態１の記録ヘッドとして、ノズル列を２列設けた記録ヘッドからそれぞ
れのインクを吐出する構成（図２（ｂ））とした。しかしながら、文字や線画を記録する
ためのインクを吐出する記録ヘッドのみノズル列を増やす構成（図２（ｃ））としても良
い。また、実施形態１では、第１、２のエッジ部間引きマスクの間引き率（マスクのデュ
ーティ）は等しいものとしたが、等しくなくてもよい。同様に、第１、２の非エッジ部間
引きマスクも異なる間引き率のマスクを用いてもよい。
【００４２】
　上記で説明した本発明の実施形態１によれば、エッジ部と非エッジ部を検出し、異なる
２つのマスクを用いて合成データを生成し、同一色の２つのノズル列を用いて記録を行う
ことで精細性を維持しつつ、濃度の高い高品位な文字や線画が記録可能となる。
【００４３】
　＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２においては、非エッジ部の記録デューティをエッジ部の記録デュー
ティより高くする際に、記録ヘッドの１つのノズル列によって２回以上の記録走査で記録
を行うことで、精細性を維持しつつ濃度の高い高品位な文字や線画を記録可能とする。
【００４４】
　図９は、本実施形態２のデータ処理を表す全体機能ブロック図である。図１０は、本実
施形態を説明するフローチャート図である。エッジ部及び非エッジ部の検出処理２０００
を行い（ステップＳ２０１）、エッジ部データ２００１及び非エッジ部データ２００５を
生成する。
【００４５】
　奇数番目の記録走査の場合（ステップＳ２０２）には、エッジ部データに対して、第１
エッジ部間引きマスク２００２によって第１エッジ部間引き処理（ステップＳ２０３）を
行うことでエッジ部間引きデータ２００４を生成する。一方、非エッジ部データに対して
は、第１非エッジ部間引きマスク２００６によって第１非エッジ部間引き処理（ステップ
Ｓ２０４）を行うことで非エッジ部間引きデータを生成する。エッジ部間引きデータ２０
０４と非エッジ部間引きデータ２００８の論理和をとり、合成データ２００９を生成（ス
テップＳ２０７）する。生成された合成データ２００９に基づいて記録ヘッド２０１のノ
ズル列２０１－１で記録を行う。
【００４６】
　偶数番目の記録走査の場合には、エッジ部データ２００１に対して、第２エッジ部間引
きマスク２００３によって第２エッジ部間引き処理（ステップＳ２０５）を行うことでエ
ッジ部間引きデータ２００４を生成する。一方、非エッジ部データ２００５に対して、第
２非エッジ部間引きマスク２００７によって第２非エッジ部間引き処理（ステップＳ２０
６）を行うことで非エッジ部間引きデータ２００８を生成する。エッジ部間引きデータ２
００４と非エッジ部間引きデータ２００８の論理和をとり、合成データ２００９を生成す
る。生成された合成データ２００９に基づいて記録ヘッド２０１の１つのノズル列２０１
－１のみで記録を行う。
【００４７】
　先に説明した実施形態１のエッジ部間引きマスク及び非エッジ部間引きマスクのデュー
ティと同様のマスクを用いると、記録ヘッド２０１の１つのノズル列２０１－１による非
エッジ部の記録デューティをエッジ部の記録デューティより高くすることができる。
【００４８】
　上記で説明した本発明の実施形態２によれば、記録走査毎にエッジ部間引きマスク及び
非エッジ部間引きマスクの設定を切り替えることで精細性を維持しつつ、濃度の高い高品
位な文字や線画を記録可能となる。
【００４９】
　＜実施形態３＞
　本実施形態においては、エッジ部を１つのノズル列２０１－１で記録し、非エッジ部を
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２つのノズル列２０１－１、２０１－２で記録することで、ノズル列間の位置合わせのず
れによる文字品位の劣化を低減することができる。
【００５０】
　図１１（ａ）～（ｈ）は、実施形態３におけるエッジ部及び非エッジ部の間引き処理を
表した図である。図１１（ａ）の非エッジ部データと７５％デューティの第１非エッジ部
マスクとの論理積をとることで図１１（ｂ）の第１非エッジ部間引きデータを生成する。
ここで、第１非エッジ部マスクは２×２のマトリクスとし、非エッジ部データの画素に対
して２×２画素単位で繰り返し論理積をとるものとする。
【００５１】
　同様に、非エッジ部データと７５％デューティの第２非エッジ部マスクとの論理積をと
ることで図１１（ｃ）の第２非エッジ部間引きデータを生成する。ここで、２×２のマト
リクスの画素の左上と右下の画素に対応する第１非エッジ部データと第２非エッジ部デー
タはいずれもドットが生成されることになり、非エッジ部のデューティは７５％×２＝１
５０％となる。次に、図１１（ｄ）のエッジ部データと１００％デューティの第１エッジ
部マスクとの論理積をとることで図１１（ｅ）の第１エッジ部間引きデータを生成する。
【００５２】
　ここで、エッジ部マスク１は２×２のマトリクスとし、エッジ部データの画素に対して
、２×２画素単位で繰り返し論理積をとるものとする。同様に、エッジ部データと０％デ
ューティの第２非エッジ部マスクとの論理積をとることで図１１（ｆ）の第２非エッジ部
間引きデータを生成する。ここで、先の０％デューティとすることでエッジ部データは記
録ヘッド２０１のみで記録されることになる。
【００５３】
　次に、図１１（ｂ）の第１非エッジ部間引きデータと図１１（ｅ）の第１エッジ部間引
きデータとの論理和を取ることで図１１（ｇ）の第１合成データを生成する。同様に、図
１１（ｃ）の第２非エッジ部間引きデータと図１１（ｆ）の第２エッジ部間引きデータと
の論理和を取ることで図１１（ｈ）の第２合成データを生成する。第１合成データをノズ
ル列２０１－１に転送し、第２合成データをノズル列２０１－２に転送し、記録すること
でエッジ部の記録デューティが１００％、非エッジ部の記録デューティが１５０％の画像
が形成される。また、エッジ部データはノズル列２０１－１のみで記録されるためノズル
列から吐出されるインク滴の位置ずれを起こしにくくなる。その結果、文字のエッジ部は
、シャープに記録される。また、小さい文字においては、エッジ部の割合が多くなり、イ
ンクを吐出しすぎることによる文字のつぶれやにじみは低減される。大きい文字において
は非エッジ部の割合が多くなり、濃度を高くすることができる。
【００５４】
　以上説明したように、エッジ部と非エッジ部を検出し、それぞれ異なる２つのマスクを
用いてデータを生成し、エッジ部は１つのノズル列のみを用いて記録を行うことで精細性
を維持しつつ、濃度の高い高品位な文字や線画が記録可能となる。
【００５５】
　実施形態３においては、２つのノズル列２０１－１、２０１－２を備える記録ヘッドを
用いた例を説明した。しかし、１つのノズル列の記録ヘッドのみによって２回以上の複数
回にわたり記録走査で記録を行うようにして、エッジ部を１回の記録走査で記録し、非エ
ッジ部を２回以上の記録走査で記録してもよい。この場合、実施形態３の図１１（ｇ）の
第１合成データと図１１（ｈ）の第２合成データはそれぞれ１回目の記録走査で記録され
るデータ、２回目の記録走査で記録されるデータとなる。
【００５６】
　以上説明したように、本発明の実施形態３によれば、エッジ部を１回の記録走査で記録
することで紙送りのバラツキによる位置ズレの影響を低減することが可能となり、精細性
を維持しつつ濃度の高い高品位な文字や線画が記録可能となる。
【００５７】
　＜実施形態４＞
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　本実施形態においては、記録モードに応じてエッジ部、非エッジ部の記録デューティを
切り換えて画像を記録することにより、記録モードによらず高品位な文字や線画の記録が
可能となる。
【００５８】
　記録装置においては、画質よりも記録速度を優先させた「高速モード」、記録速度より
も画質を優先させた「高画質モード」、さらには画質と記録速度を両立させた「標準モー
ド」のように、複数種類の記録モードが設定できる。これらの記録モードは、記録媒体の
種類や記録する画像データに応じて、ユーザが選択したり、記録装置の制御部が判断する
ことで設定される。それぞれの記録モードにおいて、「高画質モード」、「標準モード」
、「高速モード」の順に記録速度が速くなる。また、「高速モード」、「標準モード」、
「高画質モード」の順に記録画像の品位が良くなる。記録速度を速める方法としては、記
録走査時のキャリッジの移動速度を上げたり、同一領域に対して記録走査する回数（パス
数）を減らすことで、記録に要する時間を減らす方法がある。また、画質を向上させる方
法としては、記録走査時のキャリッジの移動速度を下げてインク滴の着弾位置ズレを低減
させたり、同一領域に対して記録走査する回数（パス数）を増やして吐出口毎の色むらの
発生を低減させる方法がある。
【００５９】
　本実施形態では、エッジ部間引きマスクと非エッジ部間引きマスクの間引き率を記録モ
ードに対応させて複数種類用意し、設定された記録モードに応じた間引きマスクを用いて
記録データ生成する。
【００６０】
　ホストコンピュータにインストールされているプリンタドライバや、記録装置のインタ
ーフェース部において、標準モードが設定された場合には、実施形態１と同じように記録
を行う。つまり、第１、２エッジ部間引きマスクは５０％デューティのマスクを、第１、
２非エッジ部マスクのデューティは７５％デューティのマスクを用いて記録データの生成
を行う。このとき、画像としては、エッジ部は１００％デューティで記録され、非エッジ
部は１５０％デューティで記録される。
【００６１】
　また、高速モードが設定された場合には、キャリッジの走査速度を向上させても記録が
行えるように、エッジ部、非エッジ部それぞれの記録デューティを略均等に振り分ける。
エッジ部の間引きデータを生成するための第１、２エッジ部間引きマスクのデューティを
５０％とし、非エッジ部の間引きデータを生成するための第１、２非エッジ部間引きマス
クのデューティを６０％とする。このとき、画像としては、エッジ部は１００％デューテ
ィで記録され、非エッジ部は１２０％デューティで記録される。非エッジ部の記録デュー
ティが高いほど濃度の高い高品位な文字や線画となるが、記録速度を優先させるモードに
おいては記録終了までの時間よりもインクの定着に要する時間の方が長い場合があり、イ
ンクの付与量が多すぎるとスミアが発生する恐れがある。そのため、非エッジ部の記録デ
ューティを多少低く設定している。
【００６２】
　さらに、高画質モードが設定された場合には、キャリッジの移動方向の位置ずれや、搬
送誤差による搬送方向の位置ずれによる画像劣化を低減させる。このことで、エッジ部は
一方の記録ヘッドからの記録デューティを高くして文字や線画のエッジ部の精細性を維持
した記録が可能となる。このとき、エッジ部の間引きデータを生成するための第１エッジ
部間引きマスクのデューティを１００％、第２エッジ部間引きマスクのデューティを０％
とする。さらに、非エッジ部の間引きデータを生成するための第１、２非エッジ部間引き
マスクのデューティを７５％とすると、画像としては、エッジ部は１００％デューティで
記録され、非エッジ部は１５０％デューティで記録される。
【００６３】
　高画質モードでは、エッジ部を一方の記録ヘッド（ノズル列）で記録することでエッジ
の精細性を維持しつつ、非エッジ部の記録デューティを高くすることで、文字や線画の画
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質を向上させている。なお、第１、２エッジ部間引きマスクは、一方のノズル列のみで記
録するようなマスクでなく、第１エッジ部間引きマスクのデューティを９０％、第２エッ
ジ部間引きマスクのディーティを１０％とし、２つのノズル列で記録するマスクを用いて
もよい。このように、一方の記録ヘッドから記録されるデューティが高くなるようにマス
クのデューティを設定することで、文字や線画のエッジ部の精細性を維持した記録が可能
となる。
【００６４】
　本発明の実施形態４によれば、エッジ部または非エッジ部を間引きするためのマスクを
それぞれ複数用意し、記録モードに応じてエッジ部、非エッジ部間引きマスクを切り換え
ることで、それぞれの記録モードにおいても高品位な文字や線画の記録が可能となる。
【００６５】
　なお、上述の実施形態においては、全ての記録モードでエッジ部の記録デューティを非
エッジ部の記録デューティより高く記録する例のみ説明した。記録モードによっては、エ
ッジ部と非エッジ部の記録デューティが等しくなるマスクや、エッジ部よりも非エッジ部
の記録デューティを低くするマスクを用いてもよい。
【００６６】
　例えば、標準モード・高画質モードではエッジ部よりも非エッジ部の記録デューティを
高くし、高速モードではスミアの発生を低減させるために、エッジ部よりも非エッジ部の
記録デューティが低くなるようにしてもよい。高速モードでは、エッジ部よりも非エッジ
部の記録デューティが低くなるよう、エッジ部は９０％デューティで記録し、非エッジ部
は８０％デューティで画像が記録されるようそれぞれの間引きマスクを用いることができ
る。また、このとき、エッジ部も非エッジ部も９０％デューティで画像が記録されるよう
間引きマスクを用いてもよい。
【００６７】
　＜実施形態５＞
　本実施形態においては、記録媒体の種類と記録モードに応じてエッジ部、非エッジ部の
記録デューティを切り換えて画像を記録することにより、記録媒体の種類、記録モードに
よらず高品位な文字や線画の記録が可能となる。
【００６８】
　インクジェット記録装置で使用される記録媒体には、写真調の画像を記録する際に使用
され、記録媒体が吸収可能なインク量が多い光沢紙や、文字や図を記録する際に使用され
、記録媒体が吸収可能なインク量がやや多い（光沢紙ほど多くない）コート紙がある。ま
た、通常の記録に使用され、記録媒体が吸収可能なインク量が少ない普通紙がある。記録
媒体の種類に応じて吸収可能なインク量が異なるため、記録装置では記録媒体の種類に応
じた記録が行なわれるよう、インクの付与量を変えている。
【００６９】
　記録モードに対応して求められる記録速度と、記録媒体の種類に対応して求められる記
録媒体のインク吸収性とに基づいて、適切なインク付与量を設定することで精細性を維持
しつつ濃度の高い高品位な文字や線画の記録を可能とする。記録速度が速い、または／お
よび、記録媒体のインク吸収性が低いほどスミアが発生しやすくなるので画像の記録デュ
ーティが低くなるように、エッジ部、非エッジ部間引きマスクを選択する。また、記録速
度が遅い、または／および記録媒体のインク吸収性が高いほどスミアが発生しにくくなる
ので画像の記録デューティが高く、かつ高濃度になるようエッジ部、非エッジ部間引きマ
スクを選択する。
【００７０】
　このように、エッジ部または非エッジ部を間引きするためのマスクをそれぞれ複数用意
し、記録モードと記録媒体の種類のような記録条件に応じてエッジ部、非エッジ部間引き
マスクを切り換える。
【００７１】
　以上説明した本発明の実施形態５によれば、記録モードや記録媒体の種類に応じた適切
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な高品位な文字や線画の記録が可能となる。
【００７２】
　いずれの実施形態１～５においても、ブラックの単色の記録の場合で説明したが、必要
に応じて各色のデータ（たとえば、シアン、マゼンタ、イエロー）についても同様な処理
を行い、対応する各色の記録ヘッドで記録動作を行うことが可能である。
【００７３】
　また、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給することによっても実施可能である
。すなわち本発明の目的は、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵや
ＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行することによっても達成
される。この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の
機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成す
ることになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブ
ルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００７４】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することで、前述した実施形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上
で稼働しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行いこともありうる。それによ
り、本発明は、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。
【００７５】
　さらに本発明においては、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータ
に挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモ
リに書込まれて実施することも可能である。したがって、書込まれプログラムコードの指
示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の
一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含
まれる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施形態に適応可能なインクジェット記録装置の１実施形態の要部構成
を示す概略斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に適応可能な記録ヘッドの要部を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に適応可能なインクジェット記録装置の制御回路のブロック図
である。
【図４】本発明の実施形態１におけるデータ処理を表す全体機能ブロック図である。
【図５】本発明の実施形態１におけるデータ処理のフローチャート図である。
【図６】本発明の実施形態１における非エッジ部の検出処理のフローチャート図である。
【図７】本発明の実施形態１における非エッジ部の検出例を説明するための図である。
【図８】本発明の実施形態１におけるエッジ部及び非エッジ部の間引き処理の動作を説明
するための図である。
【図９】本発明の実施形態２におけるデータ処理を表す全体機能ブロック図である。
【図１０】本発明の実施形態２における動作を説明するフローチャート図である。
【図１１】本発明の実施形態３におけるエッジ部及び非エッジ部の間引き処理の動作を説
明するための図である。
【符号の説明】
【００７７】
１０７　記録媒体
２０１～２０４、記録ヘッド
２０５～２０８　インクカートリッジ
１００１　エッジ部データ
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１００２、１００３　エッジ部間引きマスク
１００４、１００５　エッジ部間引きデータ
１００６　非エッジ部データ
１００７、１００８　非エッジ部間引きマスク
１００９、１０１０　非エッジ部間引きデータ
１０１１、１０１３　ノズル列用合成データ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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