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(57)【要約】
【課題】メニスカス面の増粘を防止するとともに、増粘
したインクが圧力室に入ることを防止して安定した吐出
を可能とする。
【解決手段】圧力室に連通するノズルが形成されるノズ
ルプレートのインク吐出側とは反対側に形成された、ノ
ズル近傍からのインクを排出する循環流路と、前記ノズ
ルと前記圧力室を連通するための第１のノズル流路が、
少なくともその一部が多孔質部材で形成された循環流路
プレートを備え、前記ノズルプレートのノズル内面及び
インク吐出側表面のインクに対する接触角が、前記第１
のノズル流路の内面のインクに対する接触角よりも大き
く、前記インク供給側のインク内圧Ｐ１、前記循環流路
のインク内圧Ｐ２及び大気圧Ｐ３の関係が、Ｐ３＞Ｐ１
＞Ｐ２であることを特徴とするインクジェット記録ヘッ
ドを提供することにより前記課題を解決する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
インク供給側からインク供給を受ける圧力室と、前記圧力室に連通しインクを吐出する
ノズルとを有するインクジェット記録ヘッドであって、
前記ノズルが形成されるノズルプレートのインク吐出側とは反対側に配置され、ノズル
近傍からのインクを排出する循環流路と、前記ノズルと前記圧力室を連通するための第１
のノズル流路が、少なくともその一部が多孔質部材で形成された循環流路プレートを備え
、
前記ノズルプレートのノズル内面及びインク吐出側表面のインクに対する接触角が、前
記第１のノズル流路の内面のインクに対する接触角よりも大きく、
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前記インク供給側のインク内圧Ｐ１、前記循環流路のインク内圧Ｐ２及び大気圧Ｐ３の
関係が、Ｐ３＞Ｐ１＞Ｐ２であることを特徴とするインクジェット記録ヘッド。
【請求項２】
インク供給側からインクの供給を受ける圧力室と、前記圧力室に連通しインクを吐出す
るノズルとを有するインクジェット記録ヘッドであって、
前記ノズルが形成されるノズルプレートのインク吐出側とは反対側に配置され、ノズル
近傍からのインクを排出する循環流路と、前記ノズルと前記圧力室を連通するための第１
のノズル流路が、少なくともその一部が多孔質部材で形成された循環流路プレートと、
前記循環流路プレートの前記ノズルプレートとは反対側に配置され、前記ノズルと前記
圧力室を連通するための第２のノズル流路と、前記第２のノズル流路にインクを供給する
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リフィル用供給路を備えたノズル流路プレートとを備え、
前記ノズルプレートのノズル内面及びインク吐出側表面のインクに対する接触角が、前
記第１のノズル流路に内面のインクに対する接触角よりも大きく、
前記インク供給側のインク内圧Ｐ１、前記循環流路のインク内圧Ｐ２及び大気圧Ｐ３の
関係が、Ｐ３＞Ｐ１＞Ｐ２であるとともに、
前記循環流路のインク内圧Ｐ２、大気圧Ｐ３及び前記リフィル用供給路のインク内圧Ｐ
４の関係が、Ｐ３＞Ｐ４＞Ｐ２であることを特徴とするインクジェット記録ヘッド。
【請求項３】
請求項１または２に記載のインクジェット記録ヘッドであって、さらに、インク吐出の
ための圧力発生手段が圧電素子であり、該圧電素子を駆動する第１の波形が、インク吐出
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にまで至らない程度にメニスカスを吐出方向に移動させるよう前記圧電素子を充電する波
形であり、前記第１の充電波形の電位差ΔＶ１と、メニスカスを吐出方向に移動させて実
際にインクを吐出するよう前記圧電素子を充電する第２の充電波形の電位差ΔＶ２との大
きさの関係が、ΔＶ１＜ΔＶ２であることを特徴とするインクジェット記録ヘッド。
【請求項４】
前記インク内圧Ｐ１、Ｐ２及び大気圧Ｐ３の関係Ｐ３＞Ｐ１＞Ｐ２、あるいは前記イン
ク内圧Ｐ２、Ｐ４及び大気圧Ｐ３の関係Ｐ３＞Ｐ４＞Ｐ２を、前記インク供給側と連通す
るインクボトルまたは前記循環流路と連通するインクボトルの少なくとも一方の用水高さ
を制御することによって実現することを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載のイン
クジェット記録ヘッド。
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【請求項５】
請求項１〜４のいずれかに記載のインクジェット記録ヘッドを備えたことを特徴とする
画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、インクジェット記録ヘッド及びこれを備えた画像形成装置に係り、特に、メ
ニスカス面の増粘を防止し、安定した吐出を可能とするインクジェット記録装置の保全技
術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
従来より、画像形成装置として、多数のノズルを配列させたインク吐出ヘッド（インク
ジェット記録ヘッド）を有し、このインク吐出ヘッドと被記録媒体を相対的に移動させな
がら、インク吐出ヘッドのノズルから被記録媒体に向けてインクを液滴として吐出するこ
とにより、被記録媒体上に画像を形成するインクジェット記録装置（インクジェットプリ
ンタ）が知られている。
【０００３】
このようなインクジェット記録装置におけるインク吐出方法として、従来から様々な方
法が知られている。例えば、圧電素子（ピエゾアクチュエータ）の変形によって圧力室（
インク室）の一部を構成する振動板を変形させて、圧力室の容積を変化させ、圧力室の容
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積増大時にインク供給路から圧力室内にインクを導入し、圧力室の容積減少時に圧力室内
のインクをノズルから液滴として吐出する圧電方式や、インクを加熱して気泡を発生させ
、この気泡が成長する際の膨張エネルギーでインクを吐出させるサーマルインクジェット
方式などが知られている。
【０００４】
インクジェット記録装置のようなインク吐出ヘッドを有する画像形成装置においては、
インクを貯蔵するインクタンクからインク供給路を介してインク吐出ヘッドにインクを供
給し、上記様々な吐出方法でインクを吐出しているが、ここで用いられるインクは、記録
媒体上に吐出されると直ぐに乾燥し定着することが望ましい。
【０００５】
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一方、印字の指示があった場合に直ちに印字が実行されるようにインク吐出ヘッドのノ
ズルには常にインクが満たされており、このノズル内のインクが乾燥するとノズルからの
インク吐出が不安定になるため、非印字時においては、インク吐出ヘッドをキャップによ
り密閉して、ノズルのインクが乾燥しないようにしている。
【０００６】
また、印字中においては、インク吐出ヘッドが用紙上を往復運動するシャトルスキャン
方式の画像形成装置では、インク吐出ヘッドが用紙外に移動したときに、増粘したインク
を排出するため、圧電素子を駆動させて吐出を行ったり、ノズルに負圧を与えて吸引する
ことで不吐出防止を行っている。しかし、高速印字を目的とした用紙幅に対応したライン
型インク吐出ヘッドを用いた画像形成装置では、印字中に前記吐出や吸引を行うことは困
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難である。
【０００７】
用紙幅に対応したライン型インク吐出ヘッドを用いた画像形成装置で、特に印字中にお
いて、ノズルのインクは空気中にさらされるため、長時間吐出が行われないノズルのイン
クが乾燥し、インクの粘度が高くなり、メニスカス面が増粘して、ノズルが目詰まりした
り、ノズルのインクがなくなったりして吐出できなくなるおそれがある。
【０００８】
そこで、このようなメニスカス面の増粘を防止するものとして、ノズルが形成されるオ
リフィスプレート（ノズルプレート）をインクを含浸可能な多孔質部材によって形成し、
この多孔質部材に保湿液またはインクを供給することにより、メニスカスの周りを保湿し
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て、メニスカス面の増粘を防止するようにしたインクジェット記録ヘッドが知られている
（例えば、特許文献１等参照）。
【特許文献１】特開２００３−１９１４７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、上記従来技術には以下のような問題がある。
【００１０】
上記特許文献１に記載のものにおいては、オリフィスプレート（ノズルプレート）が多
孔質部材からなり、その吐出開口側表面に撥インク膜が形成され、ノズル周り以外のオリ
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フィスプレート表面にインクが染み出ないように構成されている。この場合、メニスカス
面がノズル（ノズル内壁）と接している場所は、多孔質部材からなるオリフィスプレート
と撥インク膜との境界になる。このため、インクの吐出において以下のような問題が生じ
る。
【００１１】
すなわち、ピエゾアクチュエータを利用したインクジェット記録ヘッドにおいて、一般
的に用いられている吐出制御方式である、メニスカスを一度吐出と反対方向に引き込んだ
後にインクを押し出す、引き押し打ち方式を用いた場合に、メニスカス面が多孔質のオリ
フィスプレートに入ることになる。そのため、メニスカス面形状が多孔質の形状に依存し
て非対称になり、インクの吐出方向が曲がったり、多孔質部材に気泡を巻き込んで不吐出
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になったりするという問題がある。
【００１２】
また、上記問題を回避するためにメニスカスの引き込みを行わずに押して吐出する押し
打ち方式を用いた場合であっても、吐出後にはメニスカスの残振動（残響）がある。残振
動は、上記押し打ち方式でも同様に起こる。すでに吐出は終わっているので吐出方向には
影響を及ぼさないが、この場合にも、多孔質部材に気泡を巻き込み、次の吐出が不吐出に
なるという問題がある。そこで、この残振動を小さくするために駆動波形を工夫すること
が従来より行われているが、完全に残振動をなくすことは不可能である。
【００１３】
また、上記特許文献１においては、メニスカス面が増粘した場合には、印字用紙間や頁
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間で多孔質部材のオリフィスプレートに負圧を与えて吸引を行い、増粘したインクを除去
することが開示されている。しかし、この方法では用紙内あるいは頁内での増粘による吐
出不良には対応できない、また、用紙間や頁間で吸引を行うため印字速度が低下するとい
う問題がある。
【００１４】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、メニスカス面の増粘を防止すると
ともに、増粘したインクが圧力室に入ることを防止して安定した吐出を可能にしたインク
ジェット記録ヘッド及びこれを備えた画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
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前記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、インク供給側からインク供給を
受ける圧力室と、前記圧力室に連通しインクを吐出するノズルとを有するインクジェット
記録ヘッドであって、前記ノズルが形成されるノズルプレートのインク吐出側とは反対側
に配置され、ノズル近傍からのインクを排出する循環流路と、前記ノズルと前記圧力室を
連通するための第１のノズル流路が、少なくともその一部が多孔質部材で形成された循環
流路プレートを備え、前記ノズルプレートのノズル内面及びインク吐出側表面のインクに
対する接触角が、前記第１のノズル流路の内面のインクに対する接触角よりも大きく、前
記インク供給側のインク内圧Ｐ１、前記循環流路のインク内圧Ｐ２及び大気圧Ｐ３の関係
が、Ｐ３＞Ｐ１＞Ｐ２であることを特徴とするインクジェット記録ヘッドを提供する。
【００１６】
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これにより、インク吐出を行わない定常状態において、ノズルにおけるメニスカスのク
リップポイントがノズルと第１のノズル流路との境界になり、吐出時にメニスカスのクリ
ップポイントが循環流路プレートの多孔質部材に接することがないため、メニスカス面が
不均一になったり、気泡を巻き込むことがない。また、インク内圧の関係から定常状態に
おいて、インク循環の流れが圧力室からメニスカスそして多孔質部材へとなるので、メニ
スカス面の増粘を防止し、メニスカスで増粘したインクがノズルから圧力室へ戻ることが
ないため、インク物性が常に一定となり安定した吐出が可能となる。
また、同様に前記目的を達成するために、請求項２に記載の発明は、インク供給側からイ
ンクの供給を受ける圧力室と、前記圧力室に連通しインクを吐出するノズルとを有するイ
ンクジェット記録ヘッドであって、前記ノズルが形成されるノズルプレートのインク吐出
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側とは反対側に配置され、ノズル近傍からのインクを排出する循環流路と、前記ノズルと
前記圧力室を連通するための第１のノズル流路が、少なくともその一部が多孔質部材で形
成された循環流路プレートと、前記循環流路プレートの前記ノズルプレートとは反対側に
配置され、前記ノズルと前記圧力室を連通するための第２のノズル流路と、前記第２のノ
ズル流路にインクを供給するリフィル用供給路を備えたノズル流路プレートとを備え、前
記ノズルプレートのノズル内面及びインク吐出側表面のインクに対する接触角が、前記第
１のノズル流路に内面のインクに対する接触角よりも大きく、前記インク供給側のインク
内圧Ｐ１、前記循環流路のインク内圧Ｐ２及び大気圧Ｐ３の関係が、Ｐ３＞Ｐ１＞Ｐ２で
あるとともに、前記循環流路のインク内圧Ｐ２、大気圧Ｐ３及び前記リフィル用供給路の
インク内圧Ｐ４の関係が、Ｐ３＞Ｐ４＞Ｐ２であることを特徴とするインクジェット記録
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ヘッドを提供する。
【００１７】
これにより、インク内圧の関係から、定常状態において、インク供給側からノズルにイ
ンクが供給され、ノズルから循環流路へインクが排出され、吐出後のリフィル状態におい
ては、インク供給側及びリフィル用供給路からノズルへインクが供給され、循環流路から
ノズル側へ増粘したインクが再び戻ることがないため、安定した吐出が可能となる。
【００１８】
また、請求項３に示すように、請求項１または２に記載のインクジェット記録ヘッドで
あって、さらに、インク吐出のための圧力発生手段が圧電素子であり、該圧電素子を駆動
する第１の波形が、インク吐出にまで至らない程度にメニスカスを吐出方向に移動させる
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よう前記圧電素子を充電する波形であり、前記第１の充電波形の電位差ΔＶ１と、メニス
カスを吐出方向に移動させて実際にインクを吐出するよう前記圧電素子を充電する第２の
充電波形の電位差ΔＶ２との大きさの関係が、ΔＶ１＜ΔＶ２であることを特徴とする。
【００１９】
これにより、吐出しない程度にメニスカス面をノズルの吐出方向に移動させることで、
メニスカスのクリップポイントが多孔質部材の領域に来ないように、確実にできるため、
メニスカス面が不均一になったり、気泡を巻き込むことがなく、安定した吐出が可能とな
る。
【００２０】
また、請求項４に示すように、前記インク内圧Ｐ１、Ｐ２及び大気圧Ｐ３の関係Ｐ３＞
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Ｐ１＞Ｐ２、あるいは前記インク内圧Ｐ２、Ｐ４及び大気圧Ｐ３の関係Ｐ３＞Ｐ４＞Ｐ２
を、前記インク供給側と連通するインクボトルまたは前記循環流路と連通するインクボト
ルの少なくとも一方の用水高さを制御することによって実現することを特徴とする。
【００２１】
これにより、大がかりな装置構成を備えることなく、簡単にインク内圧の調整を行うこ
とができ、安定した吐出が可能となる。
【００２２】
また、同様に前記目的を達成するために、請求項５に記載の発明は、請求項１〜４のい
ずれかに記載のインクジェット記録ヘッドを備えたことを特徴とする画像形成装置を提供
する。
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【００２３】
これにより、常に安定した吐出が可能となるため、画質の安定した画像を得ることがで
きる。
【発明の効果】
【００２４】
以上説明したように、本発明によれば、ノズルにおけるメニスカス面が循環流路プレー
トの多孔質部材に接することがなく、メニスカス面が不均一になったり、気泡を巻き込む
ことがなく、また、インクが圧力室からメニスカス面へ、メニスカス面から多孔質部材へ
と流れるため、メニスカス面の増粘を防止し、メニスカスで増粘したインクがノズルから
圧力室へと戻ることがないため、インク物性が常に一定となり、安定した吐出が可能とな
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る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
以下、添付図面を参照して、本発明に係るインクジェット記録ヘッド及びこれを備えた
画像形成装置について詳細に説明する。
【００２６】
図１は、本発明に係るインクジェット記録ヘッドを有する画像形成装置としてのインク
ジェット記録装置の第１実施形態の概略を示す全体構成図である。
【００２７】
図１に示すように、このインクジェット記録装置１０は、インクの色毎に設けられた複
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数の印字ヘッド（インクジェット記録ヘッド）１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙを有する
印字部１２と、各印字ヘッド１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙに供給するインクを貯蔵し
ておくインク貯蔵／装填部１４と、記録紙１６を供給する給紙部１８と、記録紙１６のカ
ールを除去するデカール処理部２０と、前記印字部１２のノズル面（インク吐出面）に対
向して配置され、記録紙１６の平面性を保持しながら記録紙１６を搬送する吸着ベルト搬
送部２２と、印字部１２による印字結果を読み取る印字検出部２４と、印画済みの記録紙
（プリント物）を外部に排紙する排紙部２６とを備えている。
【００２８】
図１では、給紙部１８の一例としてロール紙（連続用紙）のマガジンが示されているが
、紙幅や紙質等が異なる複数のマガジンを併設してもよい。また、ロール紙のマガジンに
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代えて、又はこれと併用して、カット紙が積層装填されたカセットによって用紙を供給し
てもよい。
【００２９】
ロール紙を使用する装置構成の場合、図１のように、裁断用のカッター２８が設けられ
ており、該カッター２８によってロール紙は所望のサイズにカットされる。カッター２８
は、記録紙１６の搬送路幅以上の長さを有する固定刃２８Ａと、該固定刃２８Ａに沿って
移動する丸刃２８Ｂとから構成されており、印字裏面側に固定刃２８Ａが設けられ、搬送
路を挟んで印字面側に丸刃２８Ｂが配置されている。なお、カット紙を使用する場合には
、カッター２８は不要である。
【００３０】
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複数種類の記録紙を利用可能な構成にした場合、紙の種類情報を記録したバーコードあ
るいは無線タグ等の情報記録体をマガジンに取り付け、その情報記録体の情報を所定の読
取装置によって読み取ることで、使用される用紙の種類を自動的に判別し、用紙の種類に
応じて適切なインク吐出を実現するようにインク吐出制御を行うことが好ましい。
【００３１】
給紙部１８から送り出される記録紙１６はマガジンに装填されていたことによる巻き癖
が残り、カールする。このカールを除去するために、デカール処理部２０においてマガジ
ンの巻き癖方向と逆方向に加熱ドラム３０で記録紙１６に熱を与える。このとき、多少印
字面が外側に弱いカールとなるように加熱温度を制御するとより好ましい。
【００３２】
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デカール処理後、カットされた記録紙１６は、吸着ベルト搬送部２２へと送られる。吸
着ベルト搬送部２２は、ローラー３１、３２間に無端状のベルト３３が巻き掛けられた構
造を有し、少なくとも印字部１２のノズル面及び印字検出部２４のセンサ面に対向する部
分が平面（フラット面）をなすように構成されている。
【００３３】
ベルト３３は、記録紙１６幅よりも広い幅寸法を有しており、ベルト面には多数の吸引
孔（図示省略）が形成されている。図１に示したとおり、ローラー３１、３２間に掛け渡
されたベルト３３の内側において印字部１２のノズル面及び印字検出部２４のセンサ面に
対向する位置には吸着チャンバー３４が設けられており、この吸着チャンバー３４をファ
ン３５で吸引して負圧にすることによってベルト３３上の記録紙１６が吸着保持される。
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【００３４】
ベルト３３が巻かれているローラー３１、３２の少なくとも一方にモータ（図示省略）
の動力が伝達されることにより、ベルト３３は図１において、時計回り方向に駆動され、
ベルト３３上に保持された記録紙１６は、図１の左から右へと搬送される。
【００３５】
縁無しプリント等を印字するとベルト３３上にもインクが付着するので、ベルト３３の
外側の所定位置（印字領域以外の適当な位置）にベルト清掃部３６が設けられている。ベ
ルト清掃部３６の構成について詳細は図示しないが、例えば、ブラシ・ロール、吸水ロー
ル等をニップする方式、清浄エアーを吹き掛けるエアーブロー方式、あるいはこれらの組
み合わせなどがある。清掃用ロールをニップする方式の場合、ベルト線速度とローラー線
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速度を変えると清掃効果が大きい。
【００３６】
なお、吸着ベルト搬送部２２に代えて、ローラー・ニップ搬送機構を用いる態様も考え
られるが、印字領域をローラー・ニップ搬送すると、印字直後に用紙の印字面にローラー
が接触するので、画像が滲み易いという問題がある。したがって、本例のように、印字領
域では画像面と接触させない吸着ベルト搬送が好ましい。
【００３７】
吸着ベルト搬送部２２により形成される用紙搬送路上において印字部１２の上流側には
、加熱ファン４０が設けられている。加熱ファン４０は、印字前の記録紙１６に加熱空気
を吹きつけ、記録紙１６を加熱する。印字直前に記録紙１６を加熱しておくことにより、
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インクが着弾後乾き易くなる。
【００３８】
印字部１２は、最大紙幅に対応する長さを有するライン型ヘッドを紙搬送方向（副走査
方向）と直交する方向（主走査方向）に配置した、いわゆるフルライン型のヘッドとなっ
ている（図２参照）。
【００３９】
図２に示すように、各印字ヘッド１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙは、本インクジェッ
ト記録装置１０が対象とする最大サイズの記録紙１６の少なくとも一辺を超える長さにわ
たってインク吐出口（ノズル）が複数配列されたライン型ヘッドで構成されている。
【００４０】
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記録紙１６の搬送方向（紙搬送方向）に沿って上流側（図１の左側）から黒（Ｋ）、シ
アン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）の順に各色インクに対応した印字ヘッド１
２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙが配置されている。記録紙１６を搬送しつつ各印字ヘッド
１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙからそれぞれ色インクを吐出することにより記録紙１６
上にカラー画像を形成し得る。
【００４１】
このように、紙幅の全域をカバーするフルラインヘッドがインク色毎に設けられてなる
印字部１２によれば、紙搬送方向（副走査方向）について記録紙１６と印字部１２を相対
的に移動させる動作を一回行うだけで（すなわち、一回の副走査で）記録紙１６の全面に
画像を記録することができる。これにより、印字ヘッドが紙搬送方向と直交する方向（主
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走査方向）に往復動作するシャトル型ヘッドに比べて高速印字が可能であり、生産性を向
上させることができる。
【００４２】
なお、ここで主走査方向及び副走査方向とは、次に言うような意味で用いている。すな
わち、記録紙の全幅に対応したノズル列を有するフルラインヘッドで、ノズルを駆動する
時、（１）全ノズルを同時に駆動するか、（２）ノズルを片方から他方に向かって順次駆
動するか、（３）ノズルをブロックに分割して、ブロックごとに片方から他方に向かって
順次駆動するか、等のいずれかのノズルの駆動が行われ、用紙の幅方向（記録紙の搬送方
向と直交する方向）に１ライン（１列のドットによるライン又は複数列のドットから成る
ライン）の印字をするようなノズルの駆動を主走査と定義する。そして、この主走査によ
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って記録される１ライン（帯状領域の長手方向）の示す方向を主走査方向という。
【００４３】
一方、上述したフルラインヘッドと記録紙とを相対移動することによって、上述した主
走査で形成された１ライン（１列のドットによるライン又は複数列のドットから成るライ
ン）の印字を繰り返し行うことを副走査と定義する。そして、副走査を行う方向を副走査
方向という。結局、記録紙の搬送方向が副走査方向であり、それに直交する方向が主走査
方向ということになる。
【００４４】
また本例では、ＫＣＭＹの標準色（４色）の構成を例示したが、インク色や色数の組み
合わせについては本実施形態には限定されず、必要に応じて淡インク、濃インクを追加し
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てもよい。例えば、ライトシアン、ライトマゼンタ等のライト系インクを吐出する印字ヘ
ッドを追加する構成も可能である。
【００４５】
図１に示したように、インク貯蔵／装填部１４は、各印字ヘッド１２Ｋ、１２Ｃ、１２
Ｍ、１２Ｙに対応する色のインクを貯蔵するタンクを有し、各タンクは図示を省略した管
路を介して各印字ヘッド１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙと連通されている。また、イン
ク貯蔵／装填部１４は、インク残量が少なくなるとその旨を報知する報知手段（表示手段
、警告音発生手段等）を備えるとともに、色間の誤装填を防止するための機構を有してい
る。
【００４６】
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印字検出部２４は、印字部１２の打滴結果を撮像するためのイメージセンサ（ラインセ
ンサ等）を含み、該イメージセンサによって読み取った打滴画像からノズルの目詰まりそ
の他の吐出不良をチェックする手段として機能する。
【００４７】
本例の印字検出部２４は、少なくとも各印字ヘッド１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙに
よるインク吐出幅（画像記録幅）よりも幅の広い受光素子列を有するラインセンサで構成
される。このラインセンサは、赤（Ｒ）の色フィルタが設けられた光電変換素子（画素）
がライン状に配列されたＲセンサ列と、緑（Ｇ）の色フィルタが設けられたＧセンサ列と
、青（Ｂ）の色フィルタが設けられたＢセンサ列とからなる色分解ラインＣＣＤセンサで
構成されている。なお、ラインセンサに代えて、受光素子が二次元配列されて成るエリア
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センサを用いることも可能である。
【００４８】
印字検出部２４は、各色の印字ヘッド１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙにより印字され
たテストパターンを読み取り、各ヘッドの吐出検出を行う。吐出判定は、吐出の有無、ド
ットサイズの測定、ドット着弾位置の測定等で構成される。
【００４９】
印字検出部２４の後段には、後乾燥部４２が設けられている。後乾燥部４２は、印字さ
れた画像面を乾燥させる手段であり、例えば、加熱ファンが用いられる。印字後のインク
が乾燥するまでは印字面と接触することは避けたほうが好ましいので、熱風を吹きつける
方式が好ましい。
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【００５０】
多孔質のペーパに染料系インクで印字した場合などでは、加圧によりペーパの孔を塞ぐ
ことでオゾンなど、染料分子を壊す原因となるものと接触することを防ぐことで画像の耐
候性がアップする効果がある。
【００５１】
後乾燥部４２の後段には、加熱・加圧部４４が設けられている。加熱・加圧部４４は、
画像表面の光沢度を制御するための手段であり、画像面を加熱しながら所定の表面凹凸形
状を有する加圧ローラー４５で加圧し、画像面に凹凸形状を転写する。
【００５２】
このようにして生成されたプリント物は、排紙部２６から排出される。本来プリントす
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べき本画像（目的の画像を印刷したもの）とテスト印字とは分けて排出することが好まし
い。このインクジェット記録装置１０では、本画像のプリント物と、テスト印字のプリン
ト物とを選別してそれぞれの排出部２６Ａ、２６Ｂへと送るために排紙経路を切り換える
選別手段（図示省略）が設けられている。なお、大きめの用紙に本画像とテスト印字とを
同時に並列に形成する場合は、カッター（第２のカッター）４８によってテスト印字の部
分を切り離す。カッター４８は、排紙部２６の直前に設けられており、画像余白部にテス
ト印字を行った場合に、本画像とテスト印字部を切断するためのものである。カッター４
８の構造は前述した第１のカッター２８と同様であり、固定刃４８Ａと丸刃４８Ｂとから
構成されている。
【００５３】
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また、図示を省略したが、本画像の排出部２６Ａには、オーダー別に画像を集積するソ
ーターが設けられている。
【００５４】
次に、印字ヘッド（液体吐出ヘッド）のノズル（液体吐出口）の配置について説明する
。インク色毎に設けられている各印字ヘッド１２Ｋ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｙの構造は共
通しているので、以下、これらを代表して符号５０によって印字ヘッドを表すものとし、
図３に印字ヘッド５０の平面透視図を示す。
【００５５】
図３に示すように、本実施形態の印字ヘッド５０は、インクを液滴として吐出するノズ
ル５１、インクを吐出する際インクに圧力を付与する圧力室５２、図３では図示を省略し
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た共通流路から圧力室５２にインクを供給するインク供給口５３を含んで構成される圧力
室ユニット５４が千鳥状の２次元マトリクス状に配列され、ノズル５１の高密度化が図ら
れている。
【００５６】
このような印字ヘッド５０上のノズル配置のサイズは特に限定されるものではないが、
一例として、ノズル５１を横４８行（２１ｍｍ）、縦６００列（３０５ｍｍ）に配列する
ことにより２４００ｎｐｉを達成する。
【００５７】
図３に示す例においては、各圧力室５２を上方から見た場合に、その平面形状は略正方
形状をしているが、圧力室５２の平面形状はこのような正方形に限定されるものではない
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。圧力室５２には、図３に示すように、その対角線の一方の端にノズル５１が形成され、
他方の端にインク供給口５３が設けられている。
【００５８】
また、図４は他の印字ヘッドの構造例を示す平面透視図である。図４に示すように、複
数の短尺ヘッド５０
ッド５０

を２次元の千鳥状に配列して繋ぎ合わせて、これらの複数の短尺ヘ

全体で印字媒体の全幅に対応する長さとなるようにして１つの長尺のフルライ

ンヘッドを構成するようにしてもよい。
【００５９】
本実施形態では、図３に示したように、圧力室５２（ノズル５１）を２次元マトリクス
状に配置してノズル５１の高密度化（例えば２４００ｎｐｉ（ノズル・パー・インチ））
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を図っている。また本実施形態では、圧力室５２にインクを供給する共通液室を振動板の
上側に配置し、インクのリフィル性を重視するためこの共通液室から直接圧力室５２へイ
ンクを供給するようにして流路抵抗となるような配管をなくしてインク供給系を高集積化
するようにしている。さらに、以下説明するように、圧力室５２を変形する圧力発生手段
の電極（個別電極）に駆動信号を供給する電気配線を各個別電極から垂直に立ち上げて共
通液室中を貫通するようにして上部のフレキシブルケーブル等の配線へと接続するように
している。
【００６０】
図５に、このような高密度化された印字ヘッド５０の一部を、簡単化して斜視透視図で
示す。
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【００６１】
図５に示すように、本実施形態の印字ヘッド５０においては、ノズル５１とインク供給
口５３を有する圧力室５２の上側に、圧力室５２の上面を形成する振動板５６が配置され
、振動板５６上の各圧力室５２に対応する部分に上下を電極で挟んだピエゾ等の圧電体で
構成される圧力発生手段としての圧電素子５８（圧電アクチュエータ）が配置され、圧電
素子５８はその上面に個別電極５７を有している。
【００６２】
そして、この個別電極５７の端面から外側へ電極接続部としての電極パッド５９が引き
出されて形成され、電極パッド５９上に電気配線９０が圧電素子５８（圧力発生手段）を
含む面に略垂直に立ち上がって形成されている。この圧電素子５８を含む面に対して略垂
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直に立ち上がった電気配線９０の上には多層のフレキシブルケーブル９２が配置され、図
示を省略したヘッドドライバからこれらの配線を介して駆動信号が圧電素子５８の個別電
極５７に供給されるようになっている。
【００６３】
また、振動板５６とフレキシブルケーブル９２との間の柱状の電気配線９０が立ち並ん
だ空間は、ここから各インク供給口５３を介して各圧力室５２にインクを供給するための
共通液室５５となっている。
【００６４】
なお、ここに示した共通液室５５は、図３に示した全ての圧力室５２にインクを供給す
るように、圧力室５２が複数形成された領域に渡って形成される１つの大きな空間となっ
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ているが、共通液室５５は、このように一つの空間として形成されるものには限定されず
、いくつかの領域に分かれて複数に形成されていてもよい。
【００６５】
各圧力室５２毎に個別電極５７から引き出されて設けられた電極パッド５９上に垂直に
柱のように立ち上がった電気配線９０は、フレキシブルケーブル９２を下から支え、共通
液室５５となる空間を形成している。この柱のように立ち上がった電気配線９０は、その
形状からエレキ柱とも呼ぶこととする。逆に言うと、電気配線９０（エレキ柱）は、共通
液室５５を貫通するように形成されている。
【００６６】
なお、ここに示した電気配線９０は、各圧電素子５８（の個別電極５７）に対して１つ
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ずつ形成され、一対一に対応しているが、配線数（エレキ柱の数）を削減するために、い
くつかの圧電素子５８に対する配線をまとめて１つの電気配線９０とするように複数の圧
電素子５８に対して１つの電気配線９０が対応するようにしてもよい。さらに、個別電極
５７ばかりでなく、共通電極（振動板５６）に対する配線もこの電気配線９０として形成
するようにしてもよい。
【００６７】
図５に示すようにノズル５１が底面に形成され、ノズル５１と対角をなす角部の上面側
にインク供給口５３が設けられている。インク供給口５３は振動板５６を貫いており、そ
の上の共通液室５５と圧力室５２はインク供給口５３を介して真っ直ぐに連通している。
これにより、共通液室５５と圧力室５２を流体的に直接繋ぐことが出来る。
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【００６８】
振動板５６は、各圧力室５２に共通のものとし１枚のプレートで形成されている。そし
て、振動板５６の各圧力室５２に対応する部分に、圧力室５２を変形させるための圧電素
子５８が配置されている。圧電素子５８に電圧を印加して駆動するための電極（共通電極
と個別電極）が圧電素子５８を挟むようにその上下面に形成されている。
【００６９】
振動板５６を例えばＳＵＳ等の導電性の薄膜で形成して、振動板５６が共通電極を兼ね
るようにしてもよい。このとき、圧電素子５８の上面には個々の圧電素子５８を個別に駆
動するための個別電極５７が形成される。
【００７０】
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上述したように、この個別電極５７から電極パッド５９を引き出して形成し、電極パッ
ド５９の上に垂直に立ち上がり共通液室５５を貫通する電気配線９０（エレキ柱）が形成
される。電気配線９０（エレキ柱）の製造方法は後述するが、その製造工程において電気
配線９０は図５に示すようにテーパ状に形成される。
【００７１】
柱状の電気配線９０の上には多層のフレキシブルケーブル９２が形成されており、電気
配線９０が柱となって多層フレキシブルケーブル９２を支え、振動板５６を床、多層フレ
キシブルケーブル９２を天井として、共通液室５５としての空間が確保されるようになっ
ている。また、図示は省略したが、各電気配線９０からそれぞれ個別の配線に接続されて
個々の個別電極５７に駆動信号が供給され、各圧電素子５８が駆動されるようになってい

10

る。
【００７２】
また、図５では図示を省略したが、共通液室５５はインクで満たされるため、共通電極
としての振動板５６、個別電極５７、電気配線９０及び多層フレキシブルケーブル９２の
インクと接触する面はそれぞれ絶縁性の保護膜で覆われている。
【００７３】
なお、上述したような印字ヘッド５０の各サイズは、特に限定されるものではないが、
一例を示すと、圧力室５２は平面形状が３００μｍ×３００μｍの略正方形（インク流れ
のよどみ点を排除する目的で角は面取りされている。）で、高さが１５０μｍ、振動板５
６及び圧電素子５８はそれぞれ厚さが１０μｍ、電気配線９０（エレキ柱）は電極パッド
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５９との接続部の直径が１００μｍ、高さは５００μｍ等のように形成される。
【００７４】
図６に、このような圧力室５２の一部を、拡大した平面透視図で示す。前述したように
、各圧力室５２は略正方形状であり、その対角線の両隅にノズル５１及びインク供給口５
３が形成され、ノズル５１側に電極パッド５９を引き出して、その上に電気配線（エレキ
柱）９０が形成されている。
【００７５】
図６中の一点鎖線、７Ａ−７Ｂ線に沿った断面図を図７に示す。
【００７６】
図７に示すように、本実施形態の印字ヘッド５０は、複数の薄膜／薄板等が積層されて
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形成されている。まず、ノズル５１が形成されたノズルプレート９４の上に、循環流路１
００が形成された多孔質部材から成る循環流路プレート９５が積層され、その上にノズル
流路プレート９６が積層されている。循環流路プレート９５及びノズル流路プレート９６
には、圧力室５２とノズル５１を連通するノズル流路（ノズル連通路）５１ａが形成され
ている。さらにノズル流路プレート９６の上に、圧力室５２及びインク供給口５３が形成
された圧力室プレート９６が積層されている。
【００７７】
図では、これらの循環流路プレート９５、ノズル流路プレート９６、圧力室プレート９
７等の各プレートは、１枚のプレートのように表されているが、実際はこれらのプレート
がさらに複数のプレートが積層されて形成されてもよい。
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【００７８】
圧力室プレート９７の上には、圧力室５２の天面を形成する振動板５６が積層される。
振動板５６は個別電極５７とともに後述する圧電素子５８を駆動するための共通電極をも
兼ねていることが好ましい。また、振動板５６には、圧力室５２のインク供給口５３に対
応する開口部が設けられ、これにより圧力室５２と振動板５６の上側に形成される共通液
室５５とがインク供給口５３を介して直接連通する。
【００７９】
振動板５６（共通電極）上の圧力室５２上面の略全面に対応する部分に圧電体５８ａが
形成され、圧電体５８ａの上面には個別電極５７が形成される。このようにしてその上下
を共通電極（振動板５６）と個別電極５７で挟まれた圧電体５８ａは、共通電極５６と個
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別電極５７によって電圧が印加されると変形して圧力室５２の体積を減少させ、ノズル５
１からインクを吐出させる圧電素子５８（圧電アクチュエータ）を構成する。
【００８０】
個別電極５７のノズル５１側端部は、外側へ引き出され電極接続部としての電極パッド
５９が形成される。そして、この電極パッド５９の上に垂直に柱状の電気配線９０（エレ
キ柱）が共通液室５５を貫通するように形成される。
【００８１】
電気配線９０の上部には、多層フレキシブルケーブル９２が形成され、多層フレキシブ
ルケーブル９２に形成される図示を省略した各配線が各電気配線９０に電極パッド９０ａ
で接続し、各圧電素子５８を駆動するための駆動信号がそれぞれの電気配線９０を通じて

10

供給されるようになっている。
【００８２】
また、振動板５６と多層フレキシブルケーブル９２との間の柱状の電気配線９０（エレ
キ柱）が林立する空間は圧力室５２に供給するためのインクをプールする共通液室５５と
なっている。
【００８３】
共通液室５５にはインクが充満するため、電気配線９０や多層フレキシブルケーブル９
２等のインクに接する表面部分には絶縁・保護膜９８が形成される。
【００８４】
また、圧電素子５８を完全に覆い、圧電素子５８の上側に圧電素子５８の動作用の空隙
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５８ｂを形成するように筐体（ピエゾカバー）５８ｃが各圧電素子５８毎に形成されてい
る。この筐体（ピエゾカバー）５８ｃの表面にも絶縁・保護膜９８が形成される。なお、
絶縁・保護膜９８のみでこの筐体（ピエゾカバー）５８ｃを構成するようにしてもよい。
このように、圧電素子５８上に筐体（ピエゾカバー）５８ｃを設け、圧電素子５８を含む
空隙５８ｂを形成するようにしたことにより、圧電素子５８が駆動する際の抵抗が減少し
、圧電素子５８が動作し易くなり、圧電素子５８の駆動効率が向上する。
【００８５】
図８に、図７に示した印字ヘッド５０のノズル５１の周辺を拡大して示す。
【００８６】
図８に示すように、ノズル５１が形成されたノズルプレート９４の上に循環流路プレー
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ト９５が積層され、その上にノズル流路プレート９６が積層されている。循環流路プレー
ト９５には第１のノズル流路５１ａ−１が形成され、ノズル流路プレート９６には第２の
ノズル流路５１ａ−２が形成されている。そして、第１のノズル流路５１ａ−１と第２の
ノズル流路５１ａ−２とで、ノズル５１と圧力室５２（図７参照）とを連通するノズル流
路５１ａ（ノズル連通路）を形成している。
【００８７】
ここでは図示を省略したインクタンクから共通液室５５にインクが供給され、共通液室
５５からインク供給口５３を介して圧力室５２にインクが供給される。また、圧力室５２
とノズル５１は、ノズル流路（ノズル連通路）５１ａを介して連通しており、インク非吐
出時（定常状態）においては、圧力室５２にインクを供給するインクタンクから圧力室５
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２に至るインク供給側のインク内圧とノズル流路５１ａのインク内圧とは等しくなってい
る。
【００８８】
循環流路プレート９５に形成される第１のノズル流路５１ａ−１は、図８に示すように
、ノズル５１側（吐出側）へ向かって径（断面積）が小さくなるようにテーパ状に形成さ
れている。
【００８９】
また、循環流路プレート９５は、多孔質部材で形成され、その中に循環流路１００が形
成されている。循環流路プレート９５を形成する多孔質部材は、インクを含浸可能な多孔
性の部材であり、多数の微小な孔を有している。
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【００９０】
このように、循環流路プレート９５を多孔質部材で形成したことにより、詳しくは後述
するが、インク非吐出時（インク吐出後のリフィル終了時以降）において、インク供給側
（ノズル流路５１ａ）内のインク圧力、循環流路１００内のインク圧力及び大気圧との関
係を調整することにより、圧力室５２側（インク供給側）からノズル流路５１ａさらに多
孔質部材を介して循環流路１００へ、というインクの低速な流れができ、これによって増
粘したインクが圧力室５２にもどることがなく、吐出特性に大きく影響する供給絞り（図
示省略）、圧力室５２及びノズル５１等のインク物性が常に一定となり、安定した吐出が
可能となる。
【００９１】

10

また、ノズルプレート９４の表面９４ａは、ノズル５１の内面も含めて、例えばフッ素
樹脂等による撥液（撥インク）膜１０２を形成し、撥液（撥インク）処理を施し、循環流
路プレート９５に形成される第１のノズル流路５１ａ−１の内面９５ａよりもインクに対
する接触角が大きくなるように形成される。例えば、循環流路プレート９５はＳＵＳ（多
孔質ステンレス）で形成し、ノズルプレート９４はポリイミドで形成される。
【００９２】
なお、接触角とは、固体表面に液滴が付着したときに、固体表面に対する液滴の接触部
分が作る角度のことであり、液滴と固体表面との接触部分で液滴に引いた接線と固体表面
とのなす角である。固体表面が親水性（親液性）の場合には液滴は固体表面に平らに薄く
広がり接触角は小さくなり、固体表面が撥水性（撥液性）の場合には液滴は球のように丸
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くなり接触角は大きくなる。
【００９３】
図９に、循環流路プレート９５を示す。図９（ａ）は、循環流路プレート９５の平面図
であり、（ｂ）は（ａ）中のＢ−Ｂ

線に沿った断面図、（ｃ）は

（ａ）中のＣ−Ｃ

線に沿った断面図である。
【００９４】
図９（ａ）に示すように、循環流路プレート９５には、第１のノズル流路５１ａ−１が
形成される。第１のノズル流路５１ａ−１は、円筒状のリブ９５ｂの中に形成される。こ
の第１のノズル流路５１ａ−１が形成される円筒状のリブ９５ｂの外側は、循環流路１０
０となっている。循環流路１００は、一定の方向にインクが流れるように、壁状のリブ９
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５ｃによって、仕切られている。
【００９５】
図９（ｂ）あるいは図９（ｃ）に示すように、円筒状のリブ９５ｂの内面、すなわち、
第１のノズル流路５１ａ−１の内面は、ノズル５１側（図の下側）へ向かって、断面がし
だいに小さくなるようなテーパ状に形成されている。
【００９６】
循環流路プレート９５に形成される循環流路系は、ノズル断面積より大きな断面積を有
する流路としての循環流路１００と、多孔質部材で構成される無数のノズル断面積より小
さい断面積の流路（多孔質流路）とによって形成される。
【００９７】

40

前述したように、このような小さな無数の流路を形成するには、循環流路プレート９５
の材質として、多孔質ステンレスを用いることが好ましい。
【００９８】
このように、循環流路プレート９５の少なくとも第１のノズル流路５１ａ−１周辺を多
孔質部材で形成することにより、第１のノズル流路５１ａ−１からインクが多孔質部材に
浸透させ、増粘したインクを循環流路１００に排出することが可能となる。
【００９９】
なお、本実施形態においては、ノズル流路プレート９６には、第２のノズル流路５１ａ
−２のみが形成されている。
【０１００】
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次に、ノズル流路５１ａ及び圧力室５２等のインク供給側と、循環流路１００側とのイ
ンク圧力の関係について説明する。
【０１０１】
図１０に、定常状態のノズル１０周辺におけるインクの圧力及びインクの流れの様子を
模式的に示す。
【０１０２】
図１０に示すように、インク供給側に連通するノズル流路５１ａ側のインク圧力（イン
クを吐出しない定常状態においては、圧力室５２にインクを供給するインク供給側とノズ
ル流路５１ａにおけるインク内圧は等しい。）をＰ１とし、循環流路１００側のインク圧
力をＰ２とし、大気圧をＰ３とするとき、これらの圧力の関係を、Ｐ３

＞

Ｐ１

＞

10

Ｐ２、とする。
【０１０３】
前述したように、ノズルプレート９４の表面９４ａのインクに対する接触角は、循環流
路プレート９５に形成される第１のノズル流路５１ａ−１の内面のインクに対する接触角
よりも大きく形成されている。従って、ノズル流路５１ａ−１よりもノズルプレート９４
の方がインク撥水性（撥液性）が大きくなっている。
【０１０４】
このように大気圧Ｐ３を最も大きく、次にノズル流路５１ａ（インク供給側）内のイン
ク圧力Ｐ１、そして循環流路１００内のインク圧力Ｐ２を最も小さくするようにインクの
圧力を制御する。上記圧力の制御と接触角の条件により、定常状態において、インクのメ
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ニスカス面１０４のクリップポイントは、図１０に示すようにノズル５１と第１のノズル
流路５１ａ−１の境界（ノズルプレート９４と循環流路プレート９５との境界）に位置す
るようになる。
【０１０５】
このとき、上に述べたように、大気圧Ｐ３よりもノズル流路５１ａ側（インク供給側）
のインク圧力Ｐ１の方を小さくしたため、ノズル５１からインクが漏れることがなく、ま
た、ノズル流路５１ａ側のインク圧力Ｐ１よりも循環流路１００側のインク圧力Ｐ２を小
さくしたため、ノズル流路５１ａ側から多孔質部材を介してインクが循環流路１００側に
流れ、増粘したインクがノズル５１、圧力室５２側へ戻ることなく循環流路１００からイ
ンクが排出される。
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【０１０６】
これにより、吐出特性に大きく影響する、供給絞り（図示省略、インク供給口５３に設
けられる。）、圧力室５２、ノズル５１のインク物性が常に一定となり、安定した吐出が
可能となる。
【０１０７】
また、図１１に、リフィル状態のノズル５１周辺におけるインクの様子を示す。
【０１０８】
図１１に示すように、インク吐出により後退したインクメニスカス面１０４は、その表
面張力によって、図１０に示す定常状態のようにメニスカス面１０４を戻そうとするため
、ノズル流路５１ａに連通するインク供給側からインクが供給される。
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【０１０９】
このとき、上述したように、ノズル流路５１ａ側のインク圧力Ｐ１よりも循環流路１０
０側のインク圧力Ｐ２を小さくしたため、さらに循環流路１００はノズル流路５１ａに連
通するインク供給側よりも流路抵抗が大きいため、循環流路１００からノズル流路５１ａ
側にインクが供給されることはない。従って、増粘したインクが再びノズル５１側に戻る
ことはない。
【０１１０】
次に、吐出時の圧電素子５８の駆動について説明する。
【０１１１】
図１２に、吐出時の駆動波形の例を示す。図１２には駆動波形の例を２つ示したが、い
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ずれも横軸は時間、縦軸は電圧である。
【０１１２】
図１２（ａ）に示す駆動波形においては、まず（１）の部分に示すように圧電素子５８
に電圧を印加して、圧電素子５８（ピエゾ）に電荷を充電する。これによって、図１３（
ａ）に示すように、ノズル流路５１ａ内のインクはメニスカス面１０４が吐出方向に移動
するが吐出まではしない。このときメニスカス面１０４のクリップポイントは、定常状態
においては図１０に示すようにノズル５１と第１のノズル流路５１ａ−１の境界に位置し
ていたが、図１３（ａ）に示すように、メニスカス面１０４のクリップポイントはノズル
プレート９４のノズル５１内面の位置まで移動している。
【０１１３】

10

次に、図１２（ａ）の（２）の部分に示すように、電圧を下げることによって、図１３
（ｂ）に示すように、インクメニスカス面１０４の中央部をノズル流路５１ａ内に引き込
む。
【０１１４】
次に、図１２（ａ）の（３）の部分に示すように、再度電圧を印加して、図１３（ｃ）
に示すように、インクメニスカス面１０４の中央部を盛り上げてインクを吐出する。この
ように、ここではまず最初一度インクを押してメニスカス面１０４を吐出側に移動させて
、次にインクを引いてメニスカス面１０４の中央部をノズル流路５１ａ内に引き込んでか
ら、再びインクを吐出側に押してインクを吐出するようにしている。
【０１１５】
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このとき、１回目の充電波形の電圧差ΔＶ１と、２回目の充電波形（吐出波形）の電圧
差ΔＶ２との関係は、１回目の電圧差ΔＶ１より２回目の電圧差ΔＶ２の方が大きく、Δ
Ｖ１＜ΔＶ２、となっている。このように、メニスカス面１０４を移動させるだけの１回
目の充電波形よりも、大きな充電波形を２回目に与えてインクを吐出する。
【０１１６】
比較のために、図１４に、一般的な波形であるメニスカス面の引き込みを最初に実施す
る場合の例を示す。
【０１１７】
図１４（ａ）に示すように、メニスカス面１０４の引きを最初に実施すると、メニスカ
ス面１０４のクリップポイントがノズル流路５１ａ内の循環流路プレート９５の多孔質部
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材の領域に入ってしまう。
【０１１８】
次に、図１４（ｂ）に示すように、インクを押して吐出すると、吐出時にメニスカス面
の形状が乱れ、インクの吐出方向が曲がったりする。そして吐出後、図１４（ｃ）に示す
ように多孔質部材に気泡１０６が入ってしまう。気泡１０６が入ると、多孔質部材で形成
される微細な流路が塞がれてしまい、増粘したインクを循環流路１００に排出できなくな
りノズル５１内のインクの増粘を防ぐことができなくなってしまう。
【０１１９】
これに対して、上述したように、本実施形態では、始めに吐出しない程度に吐出方向に
インクメニスカス面１０４を移動させる波形をいれるようにしているため、図１３（ａ）
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に示すように、メニスカス面１０４がノズルプレート９４のノズル５１内面まで移動し、
クリップポイントが多孔質部材の領域に下がることがないため、図１４で説明したような
問題が解決される。
【０１２０】
すなわち、図１２（ａ）に示したような駆動波形を与えることにより、確実にメニスカ
スのクリップポイントが多孔質部材に入らないようにすることができ、その結果、メニス
カス面が不均一になったり、気泡を巻き込むことを防ぐことができるため、安定した吐出
が可能となる。
【０１２１】
なお、駆動波形としては図１２（ａ）に示したものの他に、図１２（ｂ）に示すような
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波形でもよい。これは図１２（ａ）示すものとは違い、最初にインクを押した後の引き込
む量を少なくしたものである。ただし、この場合も１回目の充電波形の電圧差ΔＶ１より
、２回目の充電波形の電圧差ΔＶ２の方が大きく、ΔＶ１＜ΔＶ２となっている。
【０１２２】
次に、以上説明したようなインク循環を実現するインク供給系について説明する。
【０１２３】
図１５に、本実施形態のインク供給系の概略を示す。
【０１２４】
図１５に示すように、本実施形態のインク供給系は、印字ヘッド５０にインクを供給す
る供給ボトル１１０、印字ヘッド５０から排出されたインクを溜めておく循環ボトル１１

10

２及び供給ボトル１１０にインクを送るとともに循環ボトル１１２から循環インクが戻さ
れるインクタンク１１４を有している。
【０１２５】
供給ボトル１１０には、ポンプＰｕ１と弁Ｂ１が取り付けられており、循環ボトル１１
２には、ポンプＰｕ２と弁２とが取り付けられている。また、循環ボトル１１２とインク
タンク１１４とを結ぶ管路中にポンプＰｕ３と弁Ｂ３が設けられ、さらにインクタンク１
１４と供給ボトル１１０とを結ぶ管路中にポンプＰｕ４と弁Ｂ４が設けられている。
【０１２６】
また、循環ボトル１１２に入ったインクは、通常増粘している場合が多いので、循環ボ
トル１１２とインクタンク１１４とを結ぶ管路中には、フィルタ１１６や粘度調整機構１

20

１８が設けられている。
【０１２７】
印字ヘッド５０に対する初期充填は、供給ボトル１１０をポンプＰｕ１により加圧して
、同時に循環ボトル１１２をポンプＰｕ２を利用して減圧することによって行う。また、
充填後は、供給ボトル１１０及び循環ボトル１１２の用水高さを制御することによって、
前述した、ノズル流路５１ａ側のインク圧力Ｐ１、循環流路１００側のインク圧力Ｐ２、
大気圧Ｐ３との関係、Ｐ３

＞

Ｐ１

＞

Ｐ２、を実現する。

【０１２８】
そのために、供給ボトル１１０には高さ測定センサ１２２が設置されるとともに、循環
ボトル１１２には高さ測定センサ１２４が設置されている。各高さ測定センサ１２２、１
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２４の検出信号は、制御部１２０のインク高さ検出手段１２６に送られる。インク高さ検
出手段１２６は、送られた各検出信号からそれぞれのボトルの高さを検出する。
【０１２９】
また、供給ボトル１１０及び循環ボトル１１２には、それぞれ昇降手段１３０、１３２
が設けられている。そして、インク高さ検出手段１２６の検出結果を受けた高さ制御手段
１２８によって各昇降手段１３０、１３２が駆動され、供給ボトル１１０及び循環ボトル
１１２の高さが制御され、各インク圧力が上記のように、Ｐ３

＞

Ｐ１

＞

Ｐ２と制

御される。
【０１３０】
以上説明したように、本実施形態によれば、印字ヘッドのノズルプレートの吐出側とは

40

反対側に多孔質部材からなる循環用のインク流路を形成したため、吐出時にインクメニス
カス面のクリップポイントが多孔質部材に接することがなく、メニスカス面が不均一にな
ったり、気泡を巻き込むことがないので、安定した吐出が可能となる。
【０１３１】
また、供給側のインク圧力Ｐ１、循環流路のインク圧力Ｐ２、大気圧Ｐ３の関係を、Ｐ
３

＞

Ｐ１

＞

Ｐ２としたため、インク循環の流れが、圧力室（供給側）→ノズルの

インクメニスカス→多孔質部材（循環流路）となるので、メニスカスで増粘したインクが
圧力室に戻ることがなく、吐出特性に大きく影響する供給絞り、圧力室、ノズルのインク
物性が常に一定となり、安定した吐出が可能となる。
【０１３２】
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さらに、吐出時にメニスカス面を吐出方向に移動させる波形を第１の波形としたため、
メニスカス面のクリップポイントをより確実に多孔質部材に入らないようにすることがで
きる。その結果、メニスカス面が不均一になったり、気泡を巻き込むことがないので、安
定した吐出が可能となる。
【０１３３】
次に、本発明の第２実施形態について説明する。
【０１３４】
図１６に、本発明の第２実施形態に係るインクジェット記録ヘッド（印字ヘッド）のノ
ズル近傍の概略を断面図で示す。
【０１３５】

10

図１６に示すように、本実施形態の印字ヘッド２５０は、図１０に示す第１実施形態の
印字ヘッド５０と略同じ構成において、ノズル流路プレート９６（本実施形態では、ノズ
ル流路プレート２９６）にリフィル用供給路２９９を設けたものである。
【０１３６】
リフィル用供給路２９９は、吐出後のノズル流路２５１ａにインクをリフィルするため
のものである。リフィル用供給路２９９からノズル流路２５１ａにインクを供給するため
に、インク圧力の関係は、リフィル用供給路２９９内のインク圧力Ｐ４は、循環流路３０
０内のインク圧力Ｐ２よりは大きく、しかも大気圧Ｐ３よりは小さく調整される。すなわ
ち、Ｐ３

＞

Ｐ４

＞

Ｐ２、のように制御される。また、このとき同時に、ノズル流

路２５１ａ内のインク圧力Ｐ１、循環流路３００内のインク圧力Ｐ２及び大気圧Ｐ３の関
係は、前述した第１実施形態と同様に、Ｐ３

＞

Ｐ１

＞

20

Ｐ２が成り立つように制御

されるものとする。
【０１３７】
このようにインク圧力を調整することにより、図１６中に黒い矢印で示したようにイン
クは循環する。
【０１３８】
なお、ノズル流路２５１ａ内のインク圧力Ｐ１、循環流路３００内のインク圧力Ｐ２、
大気圧Ｐ３及びリフィル用供給路２９９内のインク圧力Ｐ４の間の関係は、上記２つの不
等式で規定されるが、Ｐ１とＰ４の関係はこれら２つの関係式では規定されていない。Ｐ
１及びＰ４がＰ２より高いことから、供給路（ノズル流路２５１ａ）とリフィル用供給路
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２９９から多孔質部材から循環流路３００へのインク流れが形成される。
【０１３９】
なお、Ｐ４の圧力は、後述するように、Ｐ１やＰ２と同様に規定することができる。
【０１４０】
また、ここでも前述した第１実施形態と同様に、ノズルプレート２９４の表面はノズル
２５１の内面も含めて、循環流路プレート２９５に形成される第１のノズル流路２５１ａ
−１の内面よりもインクに対する接触角が大きくなるように形成されており、ノズル２５
１の方が第１のノズル流路２５１ａ−１よりもインクに対する撥液性が大きくなっている
。
【０１４１】
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図１６に示すように、定常状態においては、圧力と接触角の条件により、メニスカス面
３０４のクリップポイントはノズル２５１と第１のノズル流路２５１ａ−１との境界にな
る。
【０１４２】
また、このとき、供給側のノズル流路２５１ａ及びリフィル用供給路２９９のインク内
圧Ｐ１及びＰ４と、循環流路３００のインク内圧Ｐ２との差から、インクがノズルに供給
され、循環流路３００から排出される。なお、循環流路３００は、流路抵抗が、供給側の
ノズル流路２５１ａ、リフィル用供給路２９９と比べて大きいので、循環流路３００から
インクは供給されない。従って、増粘したインクが再びノズル２５１に戻ることはない。
【０１４３】
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また、リフィル状態においては、メニスカス表面張力により供給路（圧力室側の供給路
）及びリフィル用供給２９９からインクが供給される。
【０１４４】
このようにして、本実施形態においても、メニスカスの増粘を防止するとともに、増粘
したインクが圧力室５２へ戻らないようにできるため、安定した吐出が可能となる。
【０１４５】
なお、図１６において、前述した第１実施形態と同じものについては、符号の下二桁を
同じにして、詳しい説明は省略する。
【０１４６】
図１７に、ノズル流路プレート２９６を示す。図１７において、（ａ）はノズル流路プ
レート２９６の平面図であり、（ｂ）は（ａ）中のＢ−Ｂ
ｃ）は（ａ）中のＣ−Ｃ

10

線に沿った断面図であり、（

線に沿った断面図である。

【０１４７】
これらの図に示すように、ノズル流路プレート２９６には、第２のノズル流路２５１ａ
−２が形成され、第２のノズル流路２５１ａ−２に連通するようにリフィル用供給路２９
９が形成されている。なお、特に限定されるものではないが、図に示すものでは、リフィ
ル用供給路２９９の加工のし易さから、ノズル流路プレート２９６は少なくとも２枚以上
のプレートで形成されている。
【０１４８】
図１８に、本実施形態におけるインク供給系の概略を示す。

20

【０１４９】
図１８に示す本実施形態のインク供給系は、前述した図１５に示す第１実施形態のイン
ク供給系の構成と略同様である。本実施形態が、第１実施形態と異なるのは、供給ボトル
３１０から供給路（図示省略）へインクを供給するための供給用チューブ３４０の他に、
供給ボトル３１０からリフィル用供給路２９９にインクを供給するためのリフィル用供給
チューブ３４２を設けたことである。
【０１５０】
また、これらの供給用チューブ３４０及びリフィル用供給チューブ３４２には、それぞ
れ弁Ｂ５及びＢ６が設けられている。そこで、例えば、Ｐ１とＰ４が等しくなるように設
定した場合には、これらの弁Ｂ５、Ｂ６を用いて初期充填が行われる。
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【０１５１】
すなわち、初期充填時、供給路を充填する際には、リフィル用供給チューブ３４２に設
けられた弁Ｂ６を閉じておく、また逆にリフィル用供給路２９９を充填する際には、供給
用チューブ３４０の弁Ｂ５を閉じておくことによって、初期充填を確実に行うことができ
る。
【０１５２】
なお、図１８において、図１５に示す第１実施形態と同じ構成要素については、符号の
下二桁を同じにして詳しい説明は省略する。
【０１５３】
以上、本発明のインクジェット記録ヘッド及びこれを備えた画像形成装置について詳細
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に説明したが、本発明は、以上の例には限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲にお
いて、各種の改良や変形を行ってもよいのはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明に係るインクジェット記録ヘッドを有する画像形成装置としてのインクジ
ェット記録装置の第１実施形態の概略を示す全体構成図である。
【図２】図１に示したインクジェット記録装置の印字部周辺の要部平面図である。
【図３】印字ヘッドの構造例を示す平面透視図である。
【図４】印字ヘットの他の例を示す平面図である。
【図５】本実施形態の印字ヘッドの一部を拡大して示す斜視透視図である。
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【図６】圧力室の一部を拡大して示す平面透視図である。
【図７】本実施形態の印字ヘッドを示す図６中の７Ａ−７Ｂ線に沿った断面図である。
【図８】図７の印字ヘッドのノズル周辺の拡大図である。
【図９】循環流路プレートを示す図で（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）中のＢ−Ｂ
沿った断面図、（ｃ）は（ａ）中のＣ−Ｃ

線に

線に沿った断面図である。

【図１０】定常状態におけるノズル周辺のインク内圧の関係を示す断面図である。
【図１１】リフィル状態におけるノズル周辺のインク内圧の関係を示す断面図である。
【図１２】（ａ）、（ｂ）は駆動波形の例を示す線図である。
【図１３】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は吐出時のメニスカス面の状態を示す説明図である。
【図１４】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は最初にメニスカスを引いて吐出する場合の問題を示

10

す説明図である。
【図１５】第１実施形態におけるインク供給系を示す概略構成図である。
【図１６】本発明の第２実施形態の印字ヘッドのノズル周辺を示す断面図である。
【図１７】第２実施形態のノズル流路プレートを示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）
は（ａ）中のＢ−Ｂ

線に沿った断面図、（ｃ）は（ａ）中のＣ−Ｃ

線に沿った断面図

である。
【図１８】第２実施形態におけるインク供給系を示す概略構成図である。
【符号の説明】
【０１５５】
１０…インクジェット記録装置、１２…印字部、１４…インク貯蔵／装填部、１６…記
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録紙、１８…給紙部、２０…デカール処理部、２２…吸着ベルト搬送部、２４…印字検出
部、２６…排紙部、２８…カッター、３０…加熱ドラム、３１、３２…ローラー、３３…
ベルト、３４…吸着チャンバー、３５…ファン、３６…ベルト清掃部、４０…加熱ファン
、４２…後乾燥部、４４…加熱・加圧部、４５…加圧ローラー、４８…カッター、５０…
印字ヘッド、５０Ａ…ノズル面、５１…ノズル、５１ａ…ノズル流路、５２…圧力室、５
３…インク供給口、５４…圧力室ユニット、５５…共通液室、５６…振動板（共通電極）
、５７…個別電極、５８ａ…圧電体、５８…圧電素子、９０…電気配線（エレキ柱）、９
２…多層フレキシブルケーブル、９４…ノズルプレート、９５…循環流路プレート、９６
…ノズル流路プレート、１００…循環流路、１０２…撥液膜、１０４…メニスカス面、１
１０…供給ボトル、１１２…循環ボトル、１１４…インクタンク、１２０…制御部、１２
２、１２４…高さ測定センサ、１２６…インク高さ検出手段、１２８…高さ制御手段、１
３０、１３２…昇降手段、２９９…リフィル用供給路
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