
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出するための複数の吐出口を所定方向に沿って配列した吐出口列が複数配置
され、所定のインクに対応した吐出口列の前記所定方向における長さが前記所定のインク
を除く他のインクに対応した吐出口列よりも長いプリント手段を用い、前記プリント手段

リント媒体に対し前記所定方向とは異なる方向に相対的に走査させるとともに、前記
走査の間で前記プリント媒体を前記走査の方向と異なる方向に相対的に搬送することによ
り画像形成を行うインクジェットプリント装置において、
　前記所定のインクに対応した吐出口列により先行する走査でプリントされる領域上であ
って、前記他のインクに対応した吐出口列による後の走査においてプリントされる領域に
対して隣接する 所定の領域について、前記所定
のインクに 情報を取得する情報取得
手段と、
　前記情報取得手段により取得 に基づいて、前記所定の領域の記録に用いる前記
所定のインクに対応した吐出口列の部分を選択する選択手段と、
を具え、
　前記選択手段は、前記所定のインクに対応した吐出口列の前記走査の間に使用する範囲
の両端部から、前記所定の領域の記録に使用する吐出口列の部分を選択することを特徴と
するインクジェットプリント装置。
【請求項２】
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　前記所定のインクに対応した吐出口列には、前記搬送が行われる長さより広い範囲にわ
たって吐出口が配列されていることを特徴とする請求項 記載のインクジェットプリン
ト装置。
【請求項３】
　前記所定のインクに対応した吐出口列と前記他のインクに対応した吐出口列とは、前記
走査の方向にずれて配置されるとともに、前記所定のインクに対応した吐出口列の前記走
査の間に使用する範囲の搬送方向における下流側端部と、前記他のインクに対応した吐出
口列の搬送方向における上流側端部とは、前記搬送が行われる距離分、前記搬送方向にも
ずれて配置されていることを特徴とする請求項 に記載のインクジェットプリン
ト装置。
【請求項４】
　前記所定のインクに対応した吐出口列と前記他のインクに対応した吐出口列とは、組成
を異にする複数種類のインクを吐出するために設けられていることを特徴とする請求項１
ないし のいずれかに記載のインクジェットプリント装置。
【請求項５】
　前記選択手段は、 が比較的小である場合には、前記搬送方向上の下流側
に位置する部分の吐出口を選択し、前記デューティが比較的大である場合には、前記搬送
方向上の上流側に位置する部分の吐出口を選択することを特徴とする請求項 の
いずれかに記載のインクジェットプリント装置。
【請求項６】
　前記選択手段は、 が比較的小である場合には、前記搬送方向上の下流側
の端部に位置する部分の吐出口を選択し、前記デューティが比較的大である場合には、前
記搬送方向上の上流側の端部に位置する部分の吐出口を選択し、前記デューティが中程度
である場合には、前記搬送方向上の上流側と下流側に位置する部分の吐出口を用いて相補
的なプリントを行わせることを特徴とする請求項 のいずれかに記載のインクジ
ェットプリント装置。
【請求項７】
　前記選択手段は、前記所定の領域に対する記録が、前記所定のインクにより実質的に占
有して記録がなされる場合には、前記所定のインクに対応した吐出口列の使用される範囲
の両端部に位置する部分の吐出口を選択し、相補的なプリントを行わせることを特徴とす
る請求項 に記載のインクジェットプリント装置。
【請求項８】
　前記 定のインクに対応した吐出口列に配列される吐出口のインクの吐出量のばらつき
の情報と、温度情報との少なくとも一方に応じて、前記選択を行うための前記デューティ
のしきい値を変更する手段をさらに具えたことを特徴とする請求項 のいずれか
に記載のインクジェットプリント装置。
【請求項９】
　前記所定のインクはブラックのインクであり、前記他のインクはカラーのインクである
ことを特徴とする請求項１ないし のいずれかに記載のインクジェットプリント装置。
【請求項１０】
　前記情報取得手段は、前記走査の方向に沿った単位領域毎に情報を取得し、前記選択手
段は、当該単位領域毎に、使用する吐出口の部分を選択することを特徴とする請求項１な
いし のいずれかに記載のインクジェットプリント装置。
【請求項１１】
　インクを吐出するための複数の吐出口を所定方向に沿って配列した吐出口列が複数配置
され、所定のインクに対応した吐出口列の前記所定方向における長さが前記所定のインク
を除く他のインクに対応した吐出口列よりも長いプリント手段を用い、プリント手段
リント媒体に対し前記所定方向とは異なる方向に相対的に走査させるとともに、前記走査
の間で前記プリント媒体を前記走査の方向と異なる方向に相対的に搬送することにより画
像形成を行うインクジェットプリント方法において、
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　前記所定のインクに対応した吐出口列により先行する走査でプリントされる領域上であ
って、前記他のインクに対応した吐出口列による後の走査においてプリントされる領域に
対して隣接する 所定の領域について、前記所定
のインクに 情報を取得する情報取得
工程と、
　前記情報取得工程において取得 に基づいて、前記所定の領域の記録に用いる前
記所定のインクに対応した吐出口列の部分を選択する選択工程と、
　前記プリント手段を走査しながら画像形成を行う工程と、
からなり、
　前記選択工程は、前記所定のインクに対応した吐出口列の前記走査の間に使用する範囲
の両端部から、前記所定の領域の記録に使用する吐出口列の部分を選択することを特徴と
するインクジェットプリント方法。
【請求項１２】
　前記所定のインクに対応した吐出口列には、前記搬送が行われる長さより広い範囲にわ
たって吐出口が配列されていることを特徴とする請求項 に記載のインクジェットプリ
ント方法。
【請求項１３】
　前記所定のインクに対応した吐出口列と前記他のインクに対応した吐出口列とは、前記
走査の方向にずれて配置されるとともに、前記搬送が行われる距離分、前記搬送方向にも
ずれて配置されていることを特徴とする請求項 に記載のインクジェットプ
リント方法。
【請求項１４】
　前記選択工程では、 が比較的小である場合には、当該吐出口列の前記搬
送方向上の下流側に位置する部分の吐出口を選択し、前記デューティが比較的大である場
合には、前記搬送方向上の上流側に位置する部分の吐出口を選択することを特徴とする請
求項 に記載のインクジェットプリント方法。
【請求項１５】
　前記選択工程では、 が比較的小である場合には、当該吐出口列の前記搬
送方向上の下流に位置する部分の吐出口を選択し、前記デューティが比較的大である場合
には、前記搬送方向上の上流側の端部に位置する部分の吐出口を選択し、前記デューティ
が中程度である場合には、前記搬送方向の上流側と下流側に位置する部分の吐出口を用い
て相補的なプリントを行わせることを特徴とする請求項 に記載のインクジ
ェットプリント方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクを使用してプリント媒体に画像形成を行うインクジェットプリント方法
および装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
インクジェットプリント装置は、プリント装置に搭載されたプリントヘッドから吐出した
インク滴をプリント媒体に付着させ、そのインクをプリント媒体に定着、発色することに
より画像のプリントを行うものである。また、複数色のインク、例えばシアン、マゼンタ
、イエロー、ブラックのインクを用いることにより、カラー画像のプリントが可能となる
。そのようなインクジェットプリント装置は通常、プリントヘッドに複数のインクの色に
対応した複数の吐出口列が設けられており、その吐出口列よりそれぞれの色のインクを吐
出させてカラー画像のプリントを行っている。
【０００３】
ここで、プリント媒体上に形成した画像のにじみを防止するために、カラーインクには紙
などのプリント媒体に対する浸透性が比較的高いインクが使用されることが多い。それに
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対して、文字画像の形成に多く使われることを考慮して、ブラックインクには文字画像の
エッジをきれいに形成するために、浸透性が比較的低いインクが使用されることが多い。
浸透性の高いブラックインクでは、紙に付着させたときに、紙の繊維にそって比較的すば
やく浸透するので、文字画像のエッジに凹凸が生じてしまうことがあるからである。
【０００４】
このように、ブラックインクに比較的浸透性が低いインクを用いる一方、カラーインクに
比較的浸透性が高いものを用いるインクジェットプリント装置では、ブラックインクとカ
ラーインクとがプリント媒体上で接触すると、ブラックインクとカラーインクとの境界で
インクがにじむ弊害が発生することがある（以降、これをブラック－カラーにじみと呼ぶ
）。
【０００５】
図１はそのような問題を回避するために採用されている吐出口列の配置例を示す。図に示
すプリントヘッドＰＨは、ブラックインク（Ｂｋ）を吐出するための吐出口列Ｂｋ１と、
それぞれシアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）およびイエロー（Ｙ）のインクを吐出するための
複数の吐出口列とを備えている。なお、プリントヘッドの往復走査の双方でのプリント（
双方向プリント）を行う場合において、往方向の走査と復方向の走査とでカラーインクの
打ち込み順を等しくする目的で、シアン、マゼンタおよびイエローの吐出口列については
それぞれ２列、プリント走査方向に対称に設けられている（符号Ｃ１，Ｃ２，Ｍ１，Ｍ２
，Ｙ１，Ｙ２で示す）。
【０００６】
ブラックのみの画像の形成を行う場合には、ブラックの吐出口列の全域が使用されるが、
カラー画像の形成を行う場合には、ブラックについては図中ａの部分、カラーについては
図中ｂの部分が使用される。
【０００７】
この構成によれば、ブラックの吐出口列ａの部分を使用し、プリントヘッドを図の横方向
に走査（主走査）することでブラックの画像データをプリント媒体上に形成した後、図の
縦方向に距離ａだけプリント媒体の搬送（副走査）を行い（以降、紙送りと呼ぶ）、次の
プリントヘッドの主走査の過程でカラーの吐出口列ｂの部分による画像の形成を行うこと
で、１プリント領域に対する画像を完成する。なお、カラーの吐出口列ｂが画像の形成を
行っているときに、ブラックの吐出口列部分ａは次段のプリント領域に対してブラックの
画像を形成している。
【０００８】
この画像の形成方法によれば、ブラックインクをプリント媒体上に打ち込むプリント走査
の次のプリント走査でカラーインクをプリント媒体に打ち込むため、ブラックインクおよ
びカラーインクの双方を同時のプリント走査で同一プリント領域に対して打ち込む場合と
比較すれば、カラーインクを打ち込む前にブラックインクがプリント媒体に浸透・定着す
るための時間があるので、ブラック－カラーにじみの発生を軽減するためには有利である
。
【０００９】
しかし、このプリントヘッドで双方向プリントを行う場合には、例えばブラックの画像の
形成を往走査で行い、続いてカラーインクによる画像の形成を復走査で行う場合には、往
走査によるブラック画像の最後の部分が形成されたのち、紙送り後のカラーインクによる
画像の形成はその部分（前のプリント走査でのブラック画像形成の最後の部分）から行わ
れる。このことにより、完成された画像の左右いずれかの端部は、ブラックインクがプリ
ント媒体に打ち込まれてからカラーインクが打ち込まれるまでの時間（以降、ブラック－
カラー時間差と呼ぶ）が短くなり、他端部では長くなる。そして、ブラック－カラー時間
差が小さいところではブラック－カラーにじみが起こりやすい。また、この構成ではカラ
ーインクを吐出する吐出口列ｂの下端とブラックインクを吐出するブラックの吐出口列部
分ａの上端（図中ｃで示す部分）が副走査方向（紙送り方向）上で隣接しているために、
その部分で浸透性などが異なるカラーインクとブラックインクとが接することでにじみが
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発生する。これ以外にも、例えばカラーインクに配合されている界面活性剤がブラックイ
ンクに流れ込み、その部分のブラックインクの界面張力を低下させ、ブラックインクが移
動してしまうことによって、形成された画像のその部分の濃度が低下してしまうなど、画
像品位の低下が生じることがある。
【００１０】
図２は、カラー画像の形成の際に使用するブラックの吐出口列とカラーの吐出口列との間
に、１回分の紙送り量だけ距離をおいた吐出口列の配置例を示している。なお、この図で
はブラックの吐出口列についてはカラー画像の形成の際に使用される部分のみを示してい
る。
【００１１】
この構成では、例えば往走査でブラックの吐出口列からブラックインクをプリント媒体に
打ち込んだ後、紙送りは行うがその次の復走査のプリント走査ではそのプリント媒体上の
位置にはインクは打ち込まれない。その後さらに紙送りを行い、次の往走査で先ほどのプ
リント媒体上の位置にカラーインクが打ち込まれて１プリント領域の画像が完成する。よ
って、この吐出口列の配置とプリント方法では、ブラックインクが打ち込まれてから、カ
ラーインクが打ち込まれるまで１回のプリント走査分の時間差が生じる。これは図１の構
成よりもブラック－カラーにじみを防止するという点で有利である。また、プリント媒体
上の左右の位置について、一プリント領域に関してはブラック－カラー時間差が等しいと
いう点も、画像品位の低下を防止する上で有利であると考えられる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、本発明者が検討した結果、図２の配置構成にも次のような問題点があることがわ
かった。
【００１３】
例えば、まず往走査でブラックインクをプリント媒体へ打ち込み、その後の紙送りを経て
次の復方向のプリント走査を行うが、ブラックインクを打ち込んだばかりのプリント媒体
上の領域には先に述べたようにカラーインクは打ち込まれない。しかし、その復走査のプ
リント走査でカラーの吐出口列がプリント媒体上の隣接した別の領域の画像を形成するた
めにカラーインクの打ち込みを行っていれば、先ほどブラックインクを打ち込んだプリン
ト媒体上の領域に接してカラーインクの打ち込みが行われる場合がある。そして左右端部
のいずれかはブラックインクを打ち込んでから短い時間差で隣接してカラーインクが打ち
込まれてしまい、先に述べたブラック－カラーにじみや、ブラックインクとカラーインク
との浸透性の差に起因する画像品位の低下などが発生する。
【００１４】
図３に示した吐出口列の配置は先に述べた課題の対策として、ブラックのノスノレ列とカ
ラーの吐出口列の間の距離を紙送り１回分より少し広げたものである。この場合には図２
の構成での問題は回避される。
【００１５】
図３の配置を採用した場合のプリント動作を順を追って説明すると、まずブラックの吐出
口列でプリント媒体上に形成された画像の、プリントヘッドとの相対位置を▲１▼に示す
。ここから紙送りを行うと、先のプリントされた領域の相対位置は▲２▼の位置に来る。
この位置で次のプリント走査が行われるが、図から明らかなようにカラーの吐出口列がプ
リント媒体にインクを打ち込んでも、先に形成した画像の位置に隣接したり、あるいは重
なることはない。
【００１６】
さらに紙送りを行うと、はじめにブラックインクで形成された画像の相対位置は▲３▼の
位置に来る。それに続くプリント走査で斜線部ｄの領域についてカラーインクが打ち込ま
れる。そして、さらに紙送りが行われ、はじめにブラックインクで形成された画像の相対
位置は▲４▼の位置に来る。そして斜線部ｅにカラーインクが打ち込まれ、１プリント領
域に対する画像が完成する。
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【００１７】
しかし、この構成を採用しても新たな問題点があることがわかった。図中ｄのプリント媒
体上の領域には、ブラックインクが打ち込まれてから、インクが打ち込まれない１回のプ
リント走査があったのち、カラーインクが打ち込まれる。それに対して、図中ｅの領域は
ブラックインクが打ち込まれてから、インクが打ち込まれない２回のプリント走査の後、
カラーインクが打ち込まれる。そのため、ブラックインクをプリント媒体上に打ち込んで
からカラーインクを打ち込むまでの時間差に違いが生じ、バンド状のむらが発生すること
がある。
【００１８】
図３の構成およびプリント方法とは別の考え方として、ブラックの吐出口列とカラーの吐
出口列との間の距離を紙送り２回分、あるいはそれ以上に広げるという考え方もあるが、
それではプリント装置に占めるプリントヘッドの大きさが増大し、プリントヘッドのコス
トアップにつながるという問題がある。また、プリントヘッドとプリント媒体との距離を
微少間隔に一律に保持することも困難となる。
【００１９】
本発明者は、実験を進めることにより、ここまで述べた問題のうち、ブラック－カラーに
じみや、ブラックインクとカラーインクとの浸透性の差に起因する画像品位の低下は、ブ
ラックインクを比較的多くプリント媒体に打ち込み、インクのドットがプリント媒体上で
つながっている状態で起こりやすい傾向にあることを確認した。また、ブラックインクを
打ち込んでからカラーインクを打ち込むまでの時間差がプリント媒体上のエリアによって
異なることによりインクの浸透・定着状態に差が発生して起こる画像品位の低下は、ブラ
ックインクを比較的少なくプリント媒体上に打ち込み、ブラックインクのドットがまだつ
ながっていない状態で顕著に発生することを確認した。さらにこの現象はカラーインクの
量にも強い影響を受けることがわかった。
【００２０】
本発明は、プリント媒体に打ち込む各インクの量に依存して上述のように複数種類の画像
品位の低下が発生することに注目し、画像データに応じて適切なプリント制御方法を選択
できるようにすることにより、上述の問題の解決を図ることを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　そのために、本発明は、インクを吐出するための複数の吐出口を所定方向に沿って配列
した吐出口列が複数配置され、所定のインクに対応した吐出口列の前記所定方向における
長さが前記所定のインクを除く他のインクに対応した吐出口列よりも長いプリント手段を
用い、前記プリント手段 リント媒体に対し前記所定方向とは異なる方向に相対的に走
査させるとともに、前記走査の間で前記プリント媒体を前記走査の方向と異なる方向に相
対的に搬送することにより画像形成を行うインクジェットプリント装置において、
　前記所定のインクに対応した吐出口列により先行する走査でプリントされる領域上であ
って、前記他のインクに対応した吐出口列による後の走査においてプリントされる領域に
対して隣接する 所定の領域について、前記所定
のインクに 情報を取得する情報取得
手段と、
　前記情報取得手段により取得 に基づいて、前記所定の領域の記録に用いる前記
所定のインクに対応した吐出口列の部分を選択する選択手段と、
を具え、
　前記選択手段は、前記所定のインクに対応した吐出口列の前記走査の間に使用する範囲
の両端部から、前記所定の領域の記録に使用する吐出口列の部分を選択することを特徴と
する。
【００２２】
　また、本発明は、インクを吐出するための複数の吐出口を所定方向に沿って配列した吐
出口列が複数配置され、所定のインクに対応した吐出口列の前記所定方向における長さが
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前記所定のインクを除く他のインクに対応した吐出口列よりも長いプリント手段を用い、
プリント手段 リント媒体に対し前記所定方向とは異なる方向に相対的に走査させると
ともに、前記走査の間で前記プリント媒体を前記走査の方向と異なる方向に相対的に搬送
することにより画像形成を行うインクジェットプリント方法において、
　前記所定のインクに対応した吐出口列により先行する走査でプリントされる領域上であ
って、前記他のインクに対応した吐出口列による後の走査においてプリントされる領域に
対して隣接する 所定の領域について、前記所定
のインクに 情報を取得する情報取得
工程と、
　前記情報取得工程において取得 に基づいて、前記所定の領域の記録に用いる前
記所定のインクに対応した吐出口列の部分を選択する選択工程と、
　前記プリント手段を走査しながら画像形成を行う工程と、
からなり、
　前記選択工程は、前記所定のインクに対応した吐出口列の前記走査の間に使用する範囲
の両端部から、前記所定の領域の記録に使用する吐出口列の部分を選択することを特徴と
する。
【００２４】
　また、 には、前記搬送が行われる長さより広い範
囲にわたって吐出口が配列され ものとすることができる。
【００２５】
　 とは、前記
走査の方向にずれて配置されるとともに、

前記搬送が行われる距離分、前記搬送方向にも
ずれて配置されているものとすることができる。
【００２６】
　 は、組成
を異にする複数種類のインクを吐出するために設けられたものとすることができる。
【００２７】
　前記選択手段または工程では、 が比較的小である場合には、前記搬送方
向上の下流側に位置する部分 を選択し、前記デューティが比較的大である場合に
は、前記搬送方向上の上流側に位置する部分の吐出口を選択することができる。
【００２８】
　または、前記選択手段または工程では、 が比較的小である場合には、前
記搬送方向上の下流側の端部に位置する部分の吐出口を選択し、前記デューティが比較的
大である場合には、前記搬送方向上の上流側の端部に位置する部分の吐出口を選択し、前
記デューティが中程度である場合には、前記搬送方向上の上流側と下流側に位置する部分
の吐出口を用いて相補的なプリントを行わせることができる。
【００２９】
　さらに、前記選択手段または工程では

実質的に占有して 場合には、
両端部に位置する部分 を選択 相補的なプリントを行わ

せることができる。
【００３０】
　また、前記 吐出口列 吐出量のば
らつきの情報と、温度情報との少なくとも一方に応じて、前記選択を行うための

のしきい値を変更する手段または工程を を具えることができる。
【００３１】
　以上において、前記 はブラックのインク はカラー
のイン することができる。
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前記所定のインクに対応した吐出口列
ている

前記所定のインクに対応した吐出口列と前記他のインクに対応した吐出口列
前記所定のインクに対応した吐出口列の前記走

査の間に使用する範囲の搬送方向における下流側端部と、前記他のインクに対応した吐出
口列の搬送方向における上流側端部とは、

前記所定のインクに対応した吐出口列と前記他のインクに対応した吐出口列と

前記デューティ
の吐出口

前記デューティ

前記所定の領域に対する記録が、前記所定のイン
クにより 記録がなされる 前記所定のインクに対応した吐出口
列の使用される範囲の の吐出口 し、

所定のインクに対応した に配列される吐出口のインクの
前記デュ

ーティ さらに

所定のインク であり、前記他のインク
クと



【００３２】
　また、以上において、

ものと
することができる。
【００３３】
本発明では、例えばプリント媒体の搬送方向およびこれに直交する走査方向にずれて配置
されている少なくとも２つの吐出口列を用いて画像を形成可能なプリント装置において、
所定エリアの画像データについて一つの吐出口列の複数の部分を使用して画像の形成を可
能とする手段をもち、前記画像データを含む所定のエリアの画像データに基き、前記複数
の部分に振り分けるプリントデータを変更する。すなわち、所定のエリア毎にプリントす
べき画像データを調べ、それにより起こりやすい画像品位の低下に対し有利なプリント制
御を行うものである。
【００３４】
なお本明細書において、「プリント」（以下においては「記録」という場合もある）とは
、文字、図形等有意の情報を形成する場合のみならず、有意無意を問わず、また人間が視
覚で知覚しうるように顕在化したものであるか否かを問わず、プリント媒体上に液体を付
与することによって広く画像、模様、パターン等を形成する、またはそのプリント媒体の
加工を行う場合も言うものとする。また、「画像品位の低下」とは、加工を行う場合の加
工精度の低下をも含む概念とする。
【００３５】
また、「プリント媒体」とは、一般的なプリント装置で用いられている紙のみならず、広
く布、プラスチックフィルム，金属板等、プリントヘッドから吐出されるインクを受容可
能なものも言うものとするが、以下の説明では「紙」と言う場合もある。
【００３６】
さらに、「インク」とは、上記「プリント」の定義と同様広く解釈されるべきもので、プ
リント媒体上に付与されることによって画像、模様、パターン等の形成、またはプリント
媒体の加工に供されうる液体を言うものとする。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００３８】
（１）第１の実施形態
（１．１）プリント装置の構成例
図４は、本発明の一実施形態に係るインクジェットプリント装置の要部構成例を示す模式
的斜視図である。
【００３９】
図４において、ヘッドカートリッジ１がキャリッジ２に交換可能に搭載されている。ヘッ
ドカートリッジ１は、プリントヘッド部およびインクタンク部を有し、また、ヘッド部を
駆動するための信号などを授受するためのコネクタが設けられている。
【００４０】
ヘッドカートリッジ１は、キャリッジ２上に適切に位置決めされて搭載されている。また
、キャリッジ２には、上記コネクタを介してヘッドカートリッジ１に駆動信号等を伝達す
るためのコネクタホルダ（電気接続部）が設けられている。
【００４１】
キャリッジ２は、主走査方向に延在して装置本体に設置されたガイドシャフト３に沿って
往復移動可能に案内支持されている。そして、キャリッジ２は主走査モータ４によりモー
タプーリ５、従動プーリ６およびタイミングベルト７等の伝動機構を介して駆動されると
ともに、主走査方向上の位置および移動が制御される。３０はヘッドカートリッジ１ない
しキャリッジ２の主走査方向上の基準位置であるホームポジションを検出するためのセン
サである。
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【００４２】
給紙モータ３５の回転をギアを介してピックアップローラ３１に伝達し、回転させること
により、プリント用紙やプラスチック薄板等のプリント媒体８がオートシートフィーダ（
ＡＳＦ）から分離され、プリント位置に向けて給送される。さらに搬送ローラ９の回転に
応じ、ヘッドカートリッジ１のプリントヘッドのインク吐出口と対向する位置を通って搬
送される。搬送ローラ９の駆動は、ラインフィード（ＬＦ）モータ３４の回転をギアを介
して伝達することにより行われる。その際、給紙がなされたか否かの判定と給紙時の頭出
し位置の確定とは、プリント媒体８の通過をペーパエンドセンサ３３が検出した時点で行
われる。さらに、プリント媒体８の後端部の位置を認識し、実際の後端位置から現在のプ
リント位置を割り出す目的にも、ペーパエンドセンサ３３が使用される。
【００４３】
なお、プリント媒体８は、プリント位置において平坦な被プリント面を形成するように、
その裏面をプラテン（不図示）により支持されている。この場合、キャリッジ２に搭載さ
れたヘッドカートリッジ１は、吐出口が形成されているプリント部の面（吐出口面）がキ
ャリッジ２から下方へ突出してプリント媒体８と平行になるように保持されている
ヘッドカートリッジ１は、例えば熱エネルギを利用してインクを吐出する形態のプリント
部を有し、プリント部は通電に応じて熱エネルギを発生するための電気熱変換体を備えて
いる。そして、本実施形態のヘッドカートリッジ１に用いられるプリント部（プリントヘ
ッド）は、電気熱変換体によって印加される熱エネルギによってインクに膜沸騰を生じさ
せ、そのときに発生する気泡の圧力を利用して、吐出口よりインクを吐出してプリントを
行うものである。
【００４４】
図５は、図４のインクジェットプリント装置における制御回路の概略構成例を示すブロッ
ク図である。
【００４５】
図５において、コントローラ２００は主制御部であり、例えばマイクロコンピュータ形態
のＣＰＵ２０１、プログラムや所要のテーブルその他の固定データを格納したＲＯＭ２０
３、画像データを展開する領域や作業用の領域等を設けたＲＡＭ２０５を有する。ホスト
装置２１０は、画像データの供給源（プリントに係る画像等のデータの作成、処理等を行
うコンピュータとする他、画像読み取り用のリーダ部や、あるいはデジタルカメラ等の形
態であってもよい）である。画像データ、その他のコマンド、ステータス信号等は、イン
タフェース（Ｉ／Ｆ）２１２を介してコントローラ２００と送受信される。
【００４６】
操作部２２０は操作者による指示入力を受容するスイッチ群を有し、電源スイッチ２２２
や、プリントヘッドのインクと出場対を良好に維持するための回復処理の起動を指示する
ための回復スイッチ２２６等を有する。
【００４７】
２３０は装置の状態を検出するためのセンサ群であり、プリントヘッドの主走査方向上の
ホームポジションを検出するためのホームポジションセンサ３０、プリント媒体の有無等
を検出するためのペーパエンドセンサ３３、および環境温度を検出するために適宜の部位
に設けられた温度センサ２３４等を有する。
【００４８】
２４０は、プリントデータ等に応じてプリントヘッド１００の電気熱変換体（吐出ヒータ
）を駆動するためのドライバである。ヘッドドライバ２４０は、プリントデータを吐出ヒ
ータ２５の位置に対応させて整列させるシフトレジスタ、当該整列したデータを適宜のタ
イミングでラッチするラッチ回路、駆動タイミング信号に同期して吐出ヒータを作動させ
る論理回路素子のほか、ドット形成位置合わせのために駆動タイミング（吐出タイミング
）を適切に設定するタイミング設定部等を有する。
【００４９】
プリントヘッド１００には、吐出ヒータ２５の他にサブヒータ２４２が設けられている。
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このサブヒータ１４２はインクの吐出特性を安定させるための温度調整を行うものであり
、吐出ヒータ２５と同時にプリントヘッド基板上に形成された形態および／またはプリン
トヘッド１００の本体ないしはヘッドカートリッジ１に取り付けられる形態とすることが
できる。
【００５０】
２５０は主走査モータ４を駆動するためのモータドライバ、２７０はプリント媒体８の搬
送（副走査）に用いられるＬＦモータ３４を駆動するためのモータドライバである。また
、２６０はプリント媒体８をＡＳＦから分離・給送する動力源である給紙モータを駆動す
るためのドライバである。
【００５１】
（１．２）プリント制御の例
図６を用いて本実施形態のプリント制御を説明する。図中の左側部分には、プリント媒体
８と対向するプリントヘッド１００の面における、ブラックの吐出口列Ｂｋ１およびカラ
ーの吐出口列Ｃ１，Ｃ２，Ｍ１，Ｍ２，Ｙ１，Ｙ２の配置を示してある。
【００５２】
本実施形態ではカラーの吐出口列の範囲ｂは紙送りの長さ（以下、紙送り幅と呼ぶ）と等
しく、カラーの吐出口列とブラックの吐出口列との距離も紙送り幅と等しい。また、ブラ
ックの吐出口列Ｂｋ１の範囲ａは、紙送り幅（＝ｂの長さ）に等しい部分ａ＊ の長さに、
図中ａ”で示される所定吐出口列部分の長さを加えた長さであり、図中の吐出口列部分ａ
’およびａ”の長さは等しい。
【００５３】
図中ｉで示されているのはプリントすべき量子化されたブラックの画像データである。そ
の中の破線で囲まれた所定のエリアｆ１，ｆ２，ｆ３，・・・のそれぞれについて、画像
データのうちブラックデータに対応したドットのカウントを行う。このドットカウントを
行うエリアの副走査方向に対応する高さはａ’と等しい高さであり、主走査方向に対応す
る横の長さは、計算し易いように本実施形態では８画素分とする。そして本実施形態では
、各エリアについてのドットカウント値に応じて、そのエリアのブラックデータのプリン
トを範囲ａ’の吐出口列部分で行うか、あるいは範囲ａ”の吐出口列部分で行うかを設定
する。
【００５４】
図７はその設定処理手順の一例を示すフローチャートである。
【００５５】
図７のステップＳ１では、図６の所定エリアの一つ（最初はまずエリアｆ１）についてブ
ラックデータに対応するドットのカウントを行う。次に、ステップＳ３にて、ドットカウ
ントの結果を用いて判定を行う。すべてのピクセルにプリントすべきデータがある状態を
１００％として、ドットカウント結果が３３％以上（すなわち画像データに占めるブラッ
クデータの比率が比較的高い場合）であれば、そのエリアの画像データが吐出口列部分ａ
’でプリントされるよう画像データを設定するとともに（ステップＳ５）、吐出口列部分
ａ”に関しては吐出動作が行われないよう空白データを設定する（ステップＳ７）。逆に
、ドットカウント結果が３３％未満（すなわち画像データに占めるブラックデータの比率
が比較的低い場合）であれば、吐出口列部分ａ’に関しては空白データを設定するととも
に（ステップＳ９）、そのエリアの画像データが吐出口列部分ａ”でプリントされるよう
設定する（ステップＳ１１）。
【００５６】
かかる処理をエリアｆ１，ｆ２，ｆ３，・・・のそれぞれについて行うことで、各エリア
のブラックデータは吐出口列部分ａ’またはａ”でプリントされることになる。
【００５７】
図６を参照して、この設定に基づくプリント制御を、プリント媒体上に形成された画像と
プリントヘッドとの関係を順次追いながら、具体的に説明する。
【００５８】
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先に述べたプリントすべき画像データ上のエリアｆ１のブラックのプリントデータが、ド
ットカウントの結果３３％以上であったとする。また、エリアｆ２については３３％未満
であり、エリアｆ３については３３％以上であったとする。すると、吐出口列ａ’用のメ
モリ領域には、エリアｆ１およびエリアｆ３については対応する画像データがそれぞれセ
ットされ、エリアｆ２については空白データがセットされる。同様に、吐出口列ａ”用の
メモリ領域には、エリアｆ２については対応する画像データがセットされ、エリアｆ１お
よびエリアｆ３については空白データがセットされる。
【００５９】
その後、各領域についてセットされた画像データのプリントが行われる。すなわち、まず
３３％以上と判定されたエリアｆ１およびエリアｆ３の画像データは、１回目のプリント
走査で吐出口列ａ’によりプリントされる。図６の▲１▼で示される斜線領域は、１回目
のプリント走査でプリントされるプリント媒体上のプリント領域であり、エリアｆ１およ
びエリアｆ３のそれぞれ対応して、ｇ１およびｇ３で示す部分のプリントがなされている
。
【００６０】
その後紙送りが行われ、次のプリント走査が行われる（図中▲２▼）。先ほどの判定でブ
ラックのドットカウント結果が３３％未満と判定されたエリアｆ２に対応して、ｈ２の領
域が吐出口列ａ”によりプリントされる。さらに紙送りが行われ、次のプリント走査でカ
ラーのプリントが行われる（図中▲３▼で示される斜線領域）。そして、もう一度紙送り
が行われ、その後のプリント走査で図中▲４▼の斜線領域ｇ１，ｈ２，ｇ３に対するカラ
ーのプリントが行われて、１プリント領域に対する画像が完成する。
【００６１】
これらの処理により、ブラックのプリントデューティが比較的低く（本実施形態では３３
％未満）、先に述べたようにブラックインクを打ち込んでからカラーインクを打ち込むま
での時間差がプリント媒体上のエリアにより異なることに起因して生じる画像品位の低下
が顕著となる画像データについては、基本的に図２について述べたのと同等の条件にてプ
リントが行われる。また、ブラックのデューティが高く（本実施形態では３３％以上）、
ブラック－カラーにじみや、ブラックインクとカラーインクとの浸透性の差に起因する画
像品位の低下が支配的に起こる画像データについては、図３について述べたのと同等の態
様にて吐出口列部分を使用することにより、プリントが行われる。これにより、先に述べ
た双方の画像品位の低下を避けつつ、高速な画像形成を行うことが可能となる。
【００６２】
（２）第２の実施形態
プリント媒体の種類やインクの組成によっては、ブラック－カラーにじみなどの現象が顕
著である領域と、ブラック－カラー時間差がプリント媒体上のエリアのよって異なること
に起因してむらが発生する現象が顕著である領域との境目に、図２の吐出口列配置ではブ
ラック－カラーにじみなどが発生し、図３の吐出口列配置ではブラック－カラー時間差が
エリアにより異なることに起因するむらが発生することがある。
【００６３】
本発明の第２の実施形態として、その場合にも対応できるプリント制御について述べる。
この実施形態でも、前述と同様のプリント装置および制御系の構成、並びに吐出口列の配
置が採用できるが、本例ではブラックのドットカウント結果に応じたブラックデータにつ
いてのプリント制御の方法を３種類のうちから選ぶようにする。
【００６４】
図８はそのための設定処理手順の一例を示すフローチャート、図９（ａ）～（ｄ）はその
設定処理で利用されるパターンデータの例である。
【００６５】
図８のステップＳ２１では、上述の実施形態における図７のステップＳ１の処理と同様に
、所定エリアのブラックの画像データのドットカウントを行い、ステップＳ２３にて、そ
の結果が３３％以上であるか３３％未満であるかの判定を行う。３３％未満であると判定
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された場合にはステップＳ２７に進み、吐出口列部分ａ’用のメモリ領域に画像データと
図９（ａ）に示す「パターン０」とのＡＮＤをとったデータをセットする。「パターン０
」は図９（ａ）に示されるように空白のデータで構成されているので、吐出口列部分ａ’
用のメモリ領域には空白のデータがセットされる。次に、ステップＳ２９にて、吐出口列
部分ａ”用のメモリ領域に画像データと図９（ｂ）に示す「パターン１」とのＡＮＤをと
ったデータをセットする。「パターン１」は図９（ｂ）に示されるようにフルにデータが
埋まったパターンに設定されているので、ＡＮＤをとっても画像データはそのままでメモ
リ領域にセットされる。つまり、ブラックのデューティが低い場合における上述の実施形
態と同等の処理である。
【００６６】
ドットカウントの結果がステップＳ２３において３３％以上であると判定され、さらにス
テップＳ２５にて５０％以上であることが判定された場合には、ステップＳ３１に進み、
吐出口列部分ａ’用のメモリ領域に画像データと図９（ｂ）に示す「パターン１」とのＡ
ＮＤをとったデータをセットし、画像データがそのままでそのメモリ領域にセットされる
ようにする。次に、ステップＳ３３にて、吐出口列部分ａ”用のメモリ領域に画像データ
と図９（ａ）に示す「パターン０」とのＡＮＤをとったデータをセットし、そのメモリ領
域には空白のデータがセットされるようにする。これはつまり、ブラックのデューティが
比較的高い場合における上述の実施形態と同等の処理である。
【００６７】
また、ドットカウントの結果が３３％以上５０％未満の場合には、ステップＳ３５および
Ｓ３７にて、図９（ｃ）に示す「パターン２」および図９（ｄ）に示す「パターン３」、
すなわち補間関係にあるハーフデューティーパターンにより、画像データを間引いて吐出
口列部分ａ’用のメモリ領域および吐出口列部分ａ”用のメモリ領域にそれぞれセットす
る。
【００６８】
このような処理を行うことにより、図２の吐出口列配置ではブラック－カラーにじみなど
が発生し、図３の吐出口列配置ではブラック－カラー時間差がエリアのより異なることに
起因するむらが発生する現象のような、プリント媒体やインクの組み合わせにおいても画
像品位の低下を防止しつつ、高速に画像形成を行うことができる。
【００６９】
また、本実施形態の処理により、所定のエリアの画像データを吐出口列ａ’のみでプリン
トした部分と、所定のエリアの画像データを吐出口列ａ”のみでプリントした部分とをな
めらかにつないだ画像を出力することができる。
【００７０】
（３）第３の実施形態
本発明の第３の実施形態では、上述した第２の実施形態の構成に加え、ブラックのドット
カウント結果からプリント制御方法を選ぶ判定を行うためのしきい値を、ブラックの吐出
口列からのインク吐出量、あるいはそれに関連した情報により変更するようにする。また
、ブラックインクのみで高デューティの画像の形成を行う場合に特に顕著に現れる画像品
位の低下があるが、その画像品位の低下への対応も加えて行う。
【００７１】
図１０は、ブラックインクのみで高デューティの画像の形成を行う場合に現れる画像品位
の低下を説明するための説明図である。
【００７２】
この図はプリント媒体８の断面を紙送り方向と直交する方向から見た状態を示している。
図中、ＫＤ１は、ブラックインクを高デューティでプリントする際に、先のプリント走査
ｓｃａｎ１で、プリント媒体上のあるプリント領域Ｐ１に対してプリントされたインクの
状態、ＫＤ２は、その後の紙送りを介して行われる次のプリント走査ｓｃａｎ２で、続く
プリント領域Ｐ２に対してプリントされたインクの状態である。プリント直後の状態を観
察すると、図に示されるように、先にプリントされた部分ＫＤ１と後からプリントされた
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部分ＫＤ２との間、すなわち隣り合うプリント領域の境界部には、プリント媒体上に乗っ
たインクの厚みが薄い部分ができることがある。この場合、その厚みの薄い部分の濃度が
その周りと比べ相対的に低く、筋となって見え、プリント画像の品位が低下する。この現
象は反射光学濃度の高い画像、特にブラックインクで形成された画像において顕著に認識
される。
【００７３】
そこで、本実施形態では、ブラックのドットカウント結果が所定値以上のときに、隣接す
るプリント領域に対する境界部分のプリントを行う吐出口列部分ａ’と吐出口列部分ａ”
との双方を使用して画像を形成することにより、上記のようにブラックインクが薄い部分
を少なくし、以って濃度低下を防止あるいは軽減するようにする。
【００７４】
図１１はそのプリント制御の説明図である。この例では、先行するプリント走査ｓｃａｎ
１でプリントされる範囲ａ＊ のプリント領域Ｐ１のうち、次のプリント走査ｓｃａｎ２で
プリントされるプリント領域Ｐ２に隣接する部分に位置する吐出口列部分ａ’で例えば半
分のデータのプリントを行い、次のプリント走査ｓｃａｎ２においては、範囲ａ＊ のプリ
ント領域Ｐ２のプリントと同時に吐出口列部分ａ”でもう半分のデータを行うようにして
いる。これによると、隣接するプリント領域の境界部に対して同時に打ち込まれたインク
ドット同士が合体し、図１０の場合に比してＫＤ１とＫＤ２との境界部の厚みがそれほど
薄くならず、従って筋の目立たないものとなる。
【００７５】
本実施形態のプリント装置では、所定エリアに占めるブラックデータの比率が９０％より
大きい場合には黒インクのみで画像を形成するものとする。そのような高デューティでブ
ラックの画像を形成する場合には、画像品位低下が生じることがあり得るので、上述の対
策を施す。具体的な処理としては、ブラックのドットカウントの結果が９０％を越えた場
合には、吐出口列部分ａ’と吐出口列部分ａ”との双方を使用して画像の形成を行う。
【００７６】
また、本実施形態では、プリントヘッドの製造上のばらつきに起因したブラックインクの
吐出量のばらつきと、プリント装置が置かれた環境温度によるブラックインクの吐出量の
変化に対応した制御を行う。より具体的には、プリントヘッドの製造時にブラックインク
の吐出口列に対応して設定されたヘッドランクと、プリント装置に内蔵された温度センサ
２３４（図５）により測定される環境温度とに応じて、ブラックのドットカウント結果か
らプリント制御方法を選択するためのしきい値を変更する。
【００７７】
図１２はしきい値を選択するためのテーブルであり、かかるテーブルの内容は固定データ
としてＲＯＭ２０３等に格納しておくことができる。図示の例では、環境温度については
２０℃より低い場合と、２０℃以上３０℃未満の場合と、３０℃以上の場合との３つの場
合に分けられている。また、ヘッドランクは「１」、「０」、「－１」の３つに分けられ
ている。そして、環境温度とヘッドランクとの組み合わせに対応して定められた３つのし
きい値 value１～ value３を用い、ブラックのドットカウント結果に応じたブラックデータ
についてのプリント制御の方法を設定するようにする。
【００７８】
図１３はその設定処理手順の一例を示すフローチャートである。
【００７９】
本手順では、まずステップＳ４０において環境温度およびヘッドランクを認識し、それに
応じてテーブルの参照先を定める。次に、ステップＳ４１では、所定エリアのブラックの
画像データのドットカウントを行い、ステップＳ４３にて、その結果がテーブルの参照先
に記述されている value１の値（例えば環境温度が２０℃未満、ヘッドランクが「０」の
ときには value１＝３５）より大きいか否かを判定する。
【００８０】
ここで、ブラックのドットカウント結果が value１以下の場合はステップＳ５１に進み、
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吐出口列部分ａ’用のメモリ領域に画像データと図９（ａ）に示した「パターン０」との
ＡＮＤをとったデータをセットする。「パターン０」は図９（ａ）に示されるように空白
のデータで構成されているので、吐出口列部分ａ’用のメモリ領域には空白のデータがセ
ットされる。次に、ステップＳ５３にて、吐出口列部分ａ”用のメモリ領域に画像データ
と図９（ｂ）に示した「パターン１」とのＡＮＤをとったデータをセットする。「パター
ン１」は図９（ｂ）に示されるようにフルにデータが埋まったパターンに設定されている
ので、ＡＮＤをとっても画像データはそのままでメモリ領域にセットされる。従ってこの
場合には、吐出口列部分ａ”により上記隣接部の画像を形成する。
【００８１】
ブラックのドットカウント結果が value１より大きく、かつステップＳ４５にて value２以
下であることが判別された場合はステップＳ５５，Ｓ５７に進み、図９（ｃ）に示す「パ
ターン２」および図９（ｄ）に示す「パターン３」、すなわち補間関係にあるハーフデュ
ーティーパターンにより、画像データを間引いて吐出口列部分ａ’用のメモリ領域および
吐出口列部分ａ”用のメモリ領域にそれぞれセットする。従ってこの場合は、吐出口列部
分ａ”と吐出口列部分ａ’との双方を用いて上記隣接部の画像を形成する。
【００８２】
ブラックのドットカウント結果が value２より大きく、かつステップＳ４７にて value３以
下であることが判別された場合はステップＳ５９に進み、吐出口列部分ａ’用のメモリ領
域に画像データと図９（ｂ）に示す「パターン１」とのＡＮＤをとったデータをセットし
、画像データがそのままでそのメモリ領域にセットされるようにする。次に、ステップＳ
６１にて、吐出口列部分ａ”用のメモリ領域に画像データと図９（ａ）に示す「パターン
０」とのＡＮＤをとったデータをセットし、そのメモリ領域には空白のデータがセットさ
れるようにする。従ってこの場合には、吐出口列部分ａ’により上記隣接部の画像を形成
する。
【００８３】
さらに、ブラックのドットカウント結果が value３より大きい場合にはステップＳ６３，
Ｓ６５に進み、図９（ｃ）に示す「パターン２」および図９（ｄ）に示す「パターン３」
、すなわち補間関係にあるハーフデューティーパターンにより、画像データを間引いて吐
出口列部分ａ’用のメモリ領域および吐出口列部分ａ”用のメモリ領域にそれぞれセット
する。従ってこの場合は、吐出口列部分ａ”と吐出口列部分ａ’との双方を用いて上記隣
接部の画像を形成することになり、先に述べたブラックの高デューティの画像形成時にお
ける画像品位の低下を防止、あるいは軽減することができる。
【００８４】
本実施形態では、ヘッドランクや環境温度に応じたブラックインクの吐出量のばらつきに
対応して判定のしきい値を変更することにより、プリント媒体に打ち込まれるブラックの
インク量に対してプリント制御方法を切り替えるポイントをより高い精度で設定すること
が可能となった。
【００８５】
なお、本実施形態では、ブラックのヘッドランクと環境温度との双方についての補正を行
うようにしたが、本実施形態はこの構成に限定されるものではない。いずれか一方だけの
値を使って判定のしきい値の変更を行っても効果がある。また、ブラックの吐出量に反映
される条件であれば、その他のもの（例えばヘッド自体の温度等）を使用しても同様に効
果がある。
【００８６】
（その他）
以上の各実施形態では、ブラックの吐出口列とカラーの吐出口列とが紙送り方向にずれて
配置されたプリントヘッドの構成例を示したが、本発明はこの構成に限定されるものでは
ない。上述のように一体のプリントヘッドに設けられるものであれ、また別体のプリント
ヘッドにそれぞれ設けられるものであれ、副走査方向にずれて配置された複数の吐出口列
を用いるインクジェットプリント装置において、上述したような種々の要因による画像品
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位の低下が生じ得るのであれば、本発明はそのような画像品位の低下を極力抑えて高速な
画像形成を行う上で有効である。
【００８７】
また、上述の各実施形態ではブラックのインクおよびカラー（シアン、マゼンタおよびイ
エロー）のインクを用いる構成としたが、インクの組成の違い等に起因して上述したよう
な画像品位の低下が生じ得るのであれば、色調（色，濃度を含む）の組み合わせは上述の
ものに限られないのは言うまでもない。
【００８８】
また、上述では、同一のプリント領域に対し、ブラックインクを先にプリントし、その後
にカラーインクをプリントする構成についての例を示したが、本発明はこの構成にも限定
されるものではない。すなわち、カラーインクを先にプリントする構成のインクジェット
プリント装置においても有効である。
【００８９】
さらに、上述の各実施形態では、ブラックの吐出口列について、複数の吐出口列部分での
プリントを可能とした構成について説明したが、本発明はこの構成にも限定されるもので
はない。すなわち、カラーの吐出口列について同様な構成および制御を行っても、種々の
要因による画像品位の低下を抑える効果がある。
【００９０】
加えて、上述の各実施形態では、色調間の関係ではブラックの画像データのデューティの
みに着目した制御を行ったが、カラーの画像データのデューティとの関連においてブラッ
クの画像データおよび／またはカラーの画像データについてのプリント制御を適宜選択し
得るようにしてもよく、またプリント制御選択のための数値についても適宜設定または変
更するようにしてもよい。
【００９１】
また、上述の各実施形態に現れる数値は、例示のためのものである。
【００９２】
さらに加えて、本発明は、プリント素子として電気熱変換体を有するインクジェットヘッ
ドのみならず、ピエゾ素子など電気機械変換体を有するインクジェットヘッドを用いる場
合にも適用できるのは勿論である。
【００９３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、組成の異なる複数種類のインクを用いてプリント
を行うに際し、プリント媒体に打ち込む各インクの量を規定する画像データに応じて適切
なプリント制御を選択するようにしたので、ある組成のインクを打ち込んでから異なる組
成のインクを打ち込むまでの時間差がプリント媒体上のエリアにより異なることに起因し
て生じる画像品位の低下や、異なる組成のインク間のにじみあるいはインク間の浸透性の
差に起因する画像品位の低下を避けつつ、高速な画像形成を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】組成の異なる複数種類のインクを用いてプリントを行うに際し、異なる組成のイ
ンク間のにじみを回避するために採用されている吐出口列の従来の配置例を示す説明図で
ある。
【図２】ある組成のインクを打ち込んでから、異なる組成のインクを打ち込むまでの時間
差が、プリント媒体上のエリアにより異なることに起因して生じる画像品位の低下を回避
するために採用される吐出口列の配置例を示す説明図である。
【図３】一プリント領域に対しある組成のインクを打ち込んでから、隣接する他のプリン
ト領域に異なる組成のインクを打ち込むまでの時間差が短いことに起因して生じる画像品
位の低下を回避するために採用される吐出口列の配置例を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るインクジェットプリント装置の要部構成例を示す模式
的斜視図である。
【図５】図４のインクジェットプリント装置における制御回路の概略構成例を示すブロッ
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ク図である。
【図６】本発明の一実施形態でのプリント制御を説明するための説明図である。
【図７】図６のプリント制御で用いられる吐出口列部分に対するデータ設定処理手順の一
例を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第２の実施形態によるプリント制御で用いられる吐出口列部分に対する
データ設定処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図９】（ａ）～（ｄ）は図８の設定処理で利用されるパターンデータの例を示す模式図
である。
【図１０】ブラックインクのみで高デューティの画像の形成を行う場合に現れる画像品位
の低下を説明するための説明図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係り、図１０で説明した問題を解決するためのプリ
ント制御の説明図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態で利用されるテーブルを説明するための説明図である
。
【図１３】本発明の第３の実施形態によるプリント制御で用いられる吐出口列部分に対す
るデータ設定処理手順の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　ヘッドカートリッジ
２　キャリッジ
３　ガイドシャフト
４　主走査モータ
８　プリント媒体
９　搬送ローラ
３４　ラインフィード（ＬＦ）モータ
１００　プリントヘッド
２００　コントローラ
２０１　ＣＰＵ
２０３　ＲＯＭ
２０５　ＲＡＭ
２１０　ホスト装置
２２０　操作部
２３０　センサ群
２４０　ヘッドドライバ
Ｂｋ１　ブラックインク用吐出口列
Ｃ１，Ｃ２　シアンインク用吐出口列
Ｍ１，Ｍ２　マゼンタインク用吐出口列
Ｙ１，Ｙ２　イエロー用吐出口列
ａ　ブラックインク用吐出口の配列範囲
ａ’，ａ”，ａ＊ 　ブラックインク用吐出口列の部分
ｂ　カラーインク用吐出口の配列範囲
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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