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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを利用して吐出口か
ら被記録媒体にインクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置において、
　前記電気熱変換体を駆動するための駆動パルスを印加する駆動手段と、
　前記吐出口から吐出されたインク液滴の吐出速度を測定する測定手段と、
　前記被記録媒体への記録時に前記電気熱変換体へ印加する駆動パルスとは異なる駆動パ
ルスを前記電気熱変換体に印加して前記記録ヘッドの回復動作を行う回復手段と、
　前記吐出速度が所定速度を下回ったときに前記回復動作を行うよう制御する制御手段と
を有し、
　前記制御手段は、先の回復動作から次の回復動作までの間隔が所定の間隔よりも短くな
った後は、前記吐出速度によらず前記回復動作を行う間隔を一定とすることを特徴とする
インクジェット記録装置。
【請求項２】
　記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを利用して吐出口か
ら被記録媒体にインクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置において、
　前記電気熱変換体を駆動するための駆動パルスを印加する駆動手段と、
　前記吐出口から吐出されたインク液滴の吐出速度を測定する測定手段と、
　前記被記録媒体への記録時に前記電気熱変換体へ印加する駆動パルスとは異なる駆動パ
ルスを前記電気熱変換体に印加して前記記録ヘッドの回復動作を行う回復手段と、
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　前記吐出速度が所定速度を下回ったときに前記回復動作を行うよう制御する制御手段と
、
　前記記録ヘッドから吐出したインク吐出数を計数する計数手段とを有し、
　前記回復手段は、前記計数手段により計数した累積のインク吐出数が、所定の閾値を超
えた後は、前記吐出速度によらず前記回復動作を行う間隔を一定とすることを特徴とする
インクジェット記録装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記被記録媒体に記録を行うときの記録品質に対応して前記回復動作
を行うよう制御することを特徴とする請求項１または２に記載のインクジェット記録装置
。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記記録ヘッドから吐出するインクの種類毎に前記回復動作を行うタ
イミングを異ならせることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のインクジェッ
ト記録装置。
【請求項５】
　記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを利用して吐出口か
らインクを吐出する記録ヘッドと、前記電気熱変換体を駆動するための駆動パルスを印加
する駆動手段と、被記録媒体への記録時に前記電気熱変換体に印加する駆動パルスとは異
なる駆動パルスを前記電気熱変換体に印加して、前記記録ヘッドの回復動作を行う回復手
段と、を有し、前記記録ヘッドを用いて前記被記録媒体に記録を行うインクジェット記録
装置の回復方法であって、
　前記吐出口から吐出されたインク液滴の吐出速度を測定する測定工程と、
　前記吐出速度が所定速度を下回ったときに前記回復動作を行うよう制御する制御工程と
を有し、
　前記制御工程は、先の回復動作から次の回復動作までの間隔が所定の間隔よりも短くな
った後は、前記吐出速度によらず前記回復動作を行う間隔を一定とすることを特徴とする
インクジェット記録装置の回復方法。
【請求項６】
　記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを利用して吐出口か
らインクを吐出する記録ヘッドと、前記電気熱変換体を駆動するための駆動パルスを印加
する駆動手段と、被記録媒体への記録時に前記電気熱変換体に印加する駆動パルスとは異
なる駆動パルスを前記電気熱変換体に印加して、前記記録ヘッドの回復動作を行う回復手
段と、を有し、前記記録ヘッドを用いて前記被記録媒体に記録を行うインクジェット記録
装置の回復方法であって、
　前記吐出口から吐出されたインク液滴の吐出速度を測定する測定工程と、
　前記吐出速度が所定速度を下回ったときに前記回復動作を行うよう制御する制御工程と
、
　前記記録ヘッドから吐出したインク吐出数を計数する計数工程とを有し、
　前記制御工程は、前記計数工程により計数した累積のインク吐出数が、所定の閾値を超
えた後は、前記吐出速度によらず前記回復動作を行う間隔を一定とすることを特徴とする
インクジェット記録装置の回復方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクジェット記録装置に関し、特に、インクを吐出するための複数の吐出口
を有する記録ヘッドを用いて画像を形成するインクジェット記録装置における記録ヘッド
の回復方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
複数の吐出口（以下、ノズルとも言う）からインク液滴を被記録媒体上に吐出させ、画像
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を形成するインクジェット記録装置は、ランニングコストが安価で、カラー記録にも適し
、記録動作時の騒音が静かであるなどの利点を有することから、ビジネス用から家庭用ま
で幅広い市場で注目されている。そのため、近年においては、インクジェット記録装置適
用した出力装置として、ファクシミリ、複写機、プリンタ部を有するワードプロセッサな
ど多くの出力装置があり、さらには、各種処理装置と複合的に組み合わされた捺染装置な
どの産業用記録装置にも適用されている。
【０００３】
このインクジェット記録装置におけるインク液滴の吐出方法として、バブルジェット（Ｒ
）方式やピエゾ方式が挙げられる。このバブルジェット（Ｒ）方式は、記録ヘッドの配列
された複数のノズルそれぞれに対応して設けられた電気熱変換体（以下、ヒータ、ヒータ
ーボードとも言う）に電気的信号を印加して発熱させことにより、インク中に気泡が発生
し、その発生した気泡の生成圧力によってノズルからインク液滴を吐出、飛翔させる。こ
のバブルジェット（Ｒ）方式の記録装置に用いられる記録ヘッドは、米国特許第１７２３
１２９号明細書に開示されているように、インクを吐出するためのノズルと、このノズル
に連通するインク流路と、インク流路内に配置され、インクを吐出するためのエネルギー
発生手段であるヒーターボードとによって構成されている。
【０００４】
このバブルジェット（Ｒ）方式の記録方法によれば、インク液滴を吐出するためのノズル
を高密度に配置できるため、記録ヘッドを小型化することが可能であり、カラー画像を得
ることも容易であり、さらに、画像を高解像度で記録することも可能となる。このように
、バブルジェット（Ｒ）方式の記録装置は、小型の記録装置で高品位の画像を、高速、低
騒音で記録することができる等多くの優れた利点を有している。
【０００５】
ヒータを用いてインク液滴を吐出するバブルジェット（Ｒ）方式の記録ヘッドにおいて、
インク液滴を吐出していくうちに使用するインクの組成とインクジェット記録ヘッドの駆
動条件によって、インク中の色材（顔料、染料など）が焦げて、ヒータ上に堆積ないし付
着することが知られている。ヒータ上にコゲ（以下、異物、析出物とも言う）が付着する
ことで、インク液滴を吐出するためのバブルの成長が阻害されてしまい、インク液滴を吐
出する圧力が低下する。その結果、インクの吐出速度の低下、インクの吐出量の減少、記
録ヘッドの各ノズルの吐出量のばらつきが生じ、画像の濃度低下や濃度ムラの発生によっ
て画像品位が低下してしまう問題があった。
【０００６】
このような問題の対処する方法として、ヒータ上のコゲや付着物を取り除くフラッシング
と呼ばれる方法が知られている。インク吐出の不安定になった記録ヘッドに対して、この
フラッシングを行って記録ヘッドの回復動作を行うことでインク吐出が安定し、高品位の
画像を記録することが可能となる。
【０００７】
特開平７－１７０４０号公報には、非記録時に、通常の記録時におけるヒータの駆動条件
とは異なるように、ヒータに吐出信号を印加することで、ヒータ上のコゲや付着物、析出
物を剥離させて取り除く方法が開示されている。詳しくは、非記録時には記録ヘッドのノ
ズル内で外気に連通しない状態のバブルを形成し、そのバブルが消泡する時に生じるキャ
ビテーションにより、ヒータ上のコゲや付着物、析出物を取り除く。
【０００８】
また、特開平４－３６３２５３号公報には、非記録時に、通常の記録時においてヒータに
与えるエネルギーよりも高いエネルギーを与えるように、吐出信号を印加することでコゲ
等を吹き飛ばし、印字不良を回復する方法が開示されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述のようなフラッシングは、ヒータにかかる負担が大きく、記録ヘッドの寿命
を縮めてしまうという問題がある。また、記録ヘッドの使用期間が長くなるとヒーターボ
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ードが劣化することで、ヒータ上にコゲが付着しやすくなるため頻繁にフラッシングを行
う必要がある。特に、通常の記録時においてヒータに与えるエネルギーよりも大きなエネ
ルギーを与えることで、コゲを吹き飛ばす方法ではヒータにかかる負担は大きい。また、
キャビテーションによってヒータ上のコゲを取り除く方法においても、バブルが消泡する
ときの衝撃でヒータを傷める恐れがある。
【００１０】
従来の記録装置においては、簡単な制御でフラッシングが行えるように、一定間隔毎にフ
ラッシングを行っていた。このような所定間隔ごとにフラッシングを行う記録装置におい
ては、寿命間近のような使用期間の長い記録ヘッドにおいても、ヒータ上に付着したコゲ
によって画像に影響が出ないように少し余裕を持たせた間隔でフラッシングを行っていた
。そのため、記録ヘッドの使用期間が短いときには過剰にフラッシングを行っており、結
果として記録ヘッドの寿命を短くし、また、フラッシングに多くの時間を要し、スループ
ットを下げてしまっていた。
【００１１】
本発明は、このような問題を解決するために為されたもので、記録ヘッドの寿命を延ばし
、スループットの低下を防止することができる記録装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを利用し
て吐出口から被記録媒体にインクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置において
、前記電気熱変換体を駆動するための駆動パルスを印加する駆動手段と、前記吐出口から
吐出されたインク液滴の吐出速度を測定する測定手段と、前記被記録媒体への記録時に前
記電気熱変換体へ印加する駆動パルスとは異なる駆動パルスを前記電気熱変換体に印加し
て前記記録ヘッドの回復動作を行う回復手段と、前記吐出速度が所定速度を下回ったとき
に前記回復動作を行うよう制御する制御手段とを有し、前記制御手段は、先の回復動作か
ら次の回復動作までの間隔が所定の間隔よりも短くなった後は、前記吐出速度によらず前
記回復動作を行う間隔を一定とすることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを
利用して吐出口から被記録媒体にインクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置に
おいて、前記電気熱変換体を駆動するための駆動パルスを印加する駆動手段と、前記吐出
口から吐出されたインク液滴の吐出速度を測定する測定手段と、前記被記録媒体への記録
時に前記電気熱変換体へ印加する駆動パルスとは異なる駆動パルスを前記電気熱変換体に
印加して前記記録ヘッドの回復動作を行う回復手段と、前記吐出速度が所定速度を下回っ
たときに前記回復動作を行うよう制御する制御手段と、前記記録ヘッドから吐出したイン
ク吐出数を計数する計数手段とを有し、前記回復手段は、前記計数手段により計数した累
積のインク吐出数が、所定の閾値を超えた後は、前記吐出速度によらず前記回復動作を行
う間隔を一定とすることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを
利用して吐出口からインクを吐出する記録ヘッドと、前記電気熱変換体を駆動するための
駆動パルスを印加する駆動手段と、被記録媒体への記録時に前記電気熱変換体に印加する
駆動パルスとは異なる駆動パルスを前記電気熱変換体に印加して、前記記録ヘッドの回復
動作を行う回復手段と、を有し、前記記録ヘッドを用いて前記被記録媒体に記録を行うイ
ンクジェット記録装置の回復方法であって、前記吐出口から吐出されたインク液滴の吐出
速度を測定する測定工程と、前記吐出速度が所定速度を下回ったときに前記回復動作を行
うよう制御する制御工程とを有し、前記制御工程は、先の回復動作から次の回復動作まで
の間隔が所定の間隔よりも短くなった後は、前記吐出速度によらず前記回復動作を行う間
隔を一定とすることを特徴とする。
【００１５】
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　また、本発明は、記録ヘッドに設けられた電気熱変換体により発生する熱エネルギーを
利用して吐出口からインクを吐出する記録ヘッドと、前記電気熱変換体を駆動するための
駆動パルスを印加する駆動手段と、被記録媒体への記録時に前記電気熱変換体に印加する
駆動パルスとは異なる駆動パルスを前記電気熱変換体に印加して、前記記録ヘッドの回復
動作を行う回復手段と、を有し、前記記録ヘッドを用いて前記被記録媒体に記録を行うイ
ンクジェット記録装置の回復方法であって、前記吐出口から吐出されたインク液滴の吐出
速度を測定する測定工程と、前記吐出速度が所定速度を下回ったときに前記回復動作を行
うよう制御する制御工程と、前記記録ヘッドから吐出したインク吐出数を計数する計数工
程とを有し、前記制御工程は、前記計数工程により計数した累積のインク吐出数が、所定
の閾値を超えた後は、前記吐出速度によらず前記回復動作を行う間隔を一定とすることを
特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明を適用可能なカラーインクジェット記録装置を、図面を用いて説明する。
【００１７】
なお、本発明における「記録（印字とも言う）」とは、文字や図形などのように意味を持
つ画像を被記録媒体に対して付与することだけではく、パターンなどのように意味を持た
ない画像を付与することも意味するものである。
【００１８】
また、「被記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、糸、繊維、布
、金属、プラスチック、ゴム、ガラス、木材、セラミック等のインクを受容可能なものを
表すものとする。また、被記録媒体のことを単に記録媒体とも言う。
【００１９】
図１は、カラー６色用記録ヘッドをもつ、インクジェット記録装置の構成を示す斜視図で
ある。
【００２０】
図１において、１０１はＢｌａｃｋ、Ｌｉｇｈｔ　Ｃｙａｎ、Ｃｙａｎ、Ｌｉｇｈｔ　Ｍ
ａｇｅｎｔａ、Ｍａｇｅｎｔａ、Ｙｅｌｌｏｗのインクを吐出する事ができる記録ヘッド
を、記録装置本体に取り付けるためのキャリッジである。また、このキャリッジには記録
ヘッドに対して駆動のための信号パルス電流や記録ヘッド温調用電流を流すためのフレキ
シブルケーブル（１１７）が、記録装置をコントロールするための電気回路を具備したプ
リント板（図示せず）に接続されている。また、６色用タンクユニット（１０５）から各
色独立に、インク供給チューブ（１０４）を介し、コネクション（１０２）を通じて、イ
ンクジェット記録ヘッドにインクを供給している。
【００２１】
記録は以下のように行う。給紙用トレイ（１０７）にセットされた被記録媒体（図示せず
）を給紙ローラー（図示せず）によりピックアップし、それをＵターンガイド（図示せず
）に沿って通過させ、プラテン（１１６）上に送る。キャリッジ移動用エンコーダー（１
１４）を頼りにキャリッジをガイドシャフト（１０３）とキャリッジステイ（１１５）に
沿って副走査方向に移動させる事、そして紙送りローラー（図示せず）により紙送りをす
る事、この２つを繰り返して記録を行い、排紙ローラー（図示せず）により被記録媒体を
排紙し、記録を完了する。
【００２２】
また、本発明の記録装置の構成として、記録ヘッドの吐出回復手段、予備的な補助手段を
付加することでインク液滴の吐出を一層安定できる。これらを具体的に挙げれば、記録ヘ
ッドに対してのキャッピング手段、クリーニング手段、加圧あるいは吸引手段、電気熱変
換体あるいはこれとは別の過熱素子あるいはこれらの組合わせを用いて加熱を行う予備加
熱手段、被記録媒体に画像を形成する記録とは別の吐出を行う予備吐出手段を挙げること
ができる。この予備吐出手段は、インクの蒸発によって粘性や、インク濃度の上がった記
録ヘッドのノズル内のインクを吐出する動作である。
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【００２３】
図２は、記録ヘッド１の詳細を示す断面図である。
【００２４】
図２に示すように、支持体２０の上面に半導体製造プロセスにより形成されたヒーターボ
ード１６が設けられている。このヒーターボード１６に同一の半導体プロセスで形成され
た、記録ヘッド１を保温し、温調するための温調用ヒータ（昇温用ヒータ）１７が設けら
れている。１９は前記支持体２０の上に配線された配線基盤であって、配線基盤１９と温
調用ヒータ１７及び吐出用（メイン）ヒータ１８とがワイヤーボンディング等により配線
されている（配線は不図示）。また、温調用ヒータ１７は支持体２０等にヒーターボード
１６とは別のプロセスにより形成されたヒータ部材を貼り付けたものでも良い。１４は吐
出用ヒータ１８によって加熱されて発生したバブルである。１５は吐出されたインク液滴
を示す。１３は吐出用のインクが記録ヘッド内に流入するための共通液室である。また、
記録ヘッド１には、不図示のＥＥＰＲＯＭなどのメモリが搭載されており、このメモリに
、吐出用のヒータに駆動パルスを印加した累積パルス数（以下、累積印字パルス数とも言
う）が記憶されている。本実施の形態において、この累積パルス数は記録装置本体におい
て計数され、所定のタイミングにおいて記録ヘッド１のメモリに書き込まれる。なお、累
積パルス数は、駆動パルスを計数することに限らず、画像データに基づいて記録されるイ
ンクドットの数をカウントしてもよく、また、プリンタの外部に接続され、プリンタに対
して画像データを供給するホストコンピュータ（ホスト装置とも言う）によって記録され
るインクドット数をカウントするようにしてもよい。
【００２５】
図３、４に、インク液滴の吐出状態検出手段の構成を示す。
【００２６】
図３において、２０１は記録ヘッド、２０２はインク供給口、２０３はインク供給口、２
０４はオリフィスプレートである。また、２０８はインク液滴の吐出状態検出手段であり
、発光ダイオード２０５とフォトダイオード２０６とからなる。発光ダイオード２０５が
発光することで、発光ダイオード２０５とフォトダイオード２０６の間に光束２０７（光
軸とも言う）が生じる。インク液滴の吐出状態検出手段は、記録ヘッドから吐出したイン
ク液滴の有無の検出や、記録ヘッドのから吐出されるインク液滴の吐出速度の測定を行う
。記録ヘッド２０１と吐出状態検出手段２０８の位置関係は、図３に示すとおりである。
光学的吐出検出手段２０８に向かって記録ヘッド２０１の各ノズルからインク液滴を飛翔
させ、液滴が前記光学的吐出検出手段の持つ光束２０７（光軸ともいう）をくぐったとき
のわずかな光量変動を検出することでインク液滴の吐出状態を検出することができる。
【００２７】
図４において、９は記録ヘッド、６１は吐出されたインク液滴、６２はインク回収部、５
８は発光ダイオード、５９はフォトダイオードである。また、６０は発光ダイオード５８
が発光することで、発光ダイオード５８とフォトダイオード５９の間に生じた光束６０で
ある。インク液滴の吐出状態検出手段による吐出速度の測定は、記録ヘッド９と光束６０
の距離Ｌと、ノズルからインク液滴が吐出されてから光束６０を通過するまでの時間とか
らインク液滴の吐出速度を算出することができる。
【００２８】
なお、インク液滴の吐出状態を検出する方法として光学式の検出手段の構成を示したが、
これに限ったものではなく他の方法でも良い。
【００２９】
本明細書における各実施の形態においてフラッシングを実行するためのヒーターボードの
駆動条件は以下の通りである。
【００３０】
駆動パルス　１．２４２μＳ
電圧　１９Ｖ
ノズル毎の印加フラッシングパルス　１×１０４
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吐出周波数　１ｋＨｚ
また、通常の記録時におけるヒーターボードの駆動条件は以下の通りである。
【００３１】
駆動パルス　１．０００μＳ
電圧　１９Ｖ
さらに、予備吐出のような記録ヘッドの回復動作時におけるヒーターボードの駆動条件は
以下の通りである。
【００３２】
駆動パルス　１．２４２μＳ
電圧　１９Ｖ
このように、本明細書においては、通常の記録時や、予備吐出時のヒータボードの駆動条
件とは異なる駆動条件でフラッシングを行っている。なお、本明細書においては、通常の
記録時においてヒータに与えるエネルギーよりも大きなエネルギーを与えるような駆動条
件でフラッシングを行っているが、通常の記録時においてヒータに与えるエネルギーより
も小さなエネルギーを与えるキャビテーションによってヒータ上のコゲを取り除く方法を
用いても良い。また、上述では、通常の記録時と、予備吐出時のヒーターボードの駆動条
件を同じ条件としたが、異なる駆動条件としてもよい。なお、上述の各インク吐出のとき
のヒータボードの駆動条件は一例であり、これに限定されることはない。
【００３３】
（第１の実施の形態）
本実施の形態では、記録ヘッドの使用期間に応じてフラッシングを行う間隔を決定する。
具体的には、記録ヘッドの各ノズルからの吐出数に応じてフラッシングを行う間隔を決定
する。なお、このフラッシング間隔とは、前回のフラッシングを行ってから次のフラッシ
ングを行うまでの時間間隔のことを指している。
【００３４】
表１は、累積印字パルス数に対応した印字不良を改善するに適切なフラッシング間隔を示
した表である。
【００３５】
【表１】

【００３６】
表１は、記録ヘッドにおけるあるヒータの累積印字パルス数が１×１０８パルス未満のと
きには、記録ヘッドのノズルから１×１０６パルス計数される毎にヒータ上に付着したコ
ゲを取るフラッシングを行うことを示している。つまり、累積印字パルス数が１×１０８

パルス未満のときには、記録ヘッドのノズルから１×１０６滴インクが吐出されたときに
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パルス以上４×１０８パルス未満のときには、０．７×１０６パルス毎にフラッシングを
行うことを示している。なお、表１の累積印字パルス数は、ひとつのノズルから吐出した
インク液滴の累積吐出数に対応する。従って、複数のパルスを印加することで１滴のイン
ク液滴を吐出するような場合においても、累積印字パルス数は１カウント足されることに
なる。
【００３７】
なお、従来の記録装置におけるフラッシング間隔は、所定の間隔で行っていたため、記録
ヘッドの寿命とする累積印字パルス数が７×１０８パルス付近に達するときにおいても印
字不良が改善されるような間隔、つまり０．３×１０６パルス毎にフラッシングを行って
いた。そのため、記録ヘッドの寿命とする累積印字パルス数に達していない場合には、過
剰にフラッシングを行うこととなる。例えば、２×１０８パルス以上３×１０８パルス未
満の場合、印字不良を改善するに適切なフラッシング間隔は１×１０６パルスであるのに
対し、０．３×１０６パルス毎にフラッシングを行っていた。必要以上のフラッシングを
行うことによって、フラッシングを行うに時間を要し、スループットを低下させていた。
また、記録ヘッドの寿命を縮めてしまっていた。
【００３８】
このように、本実施の形態においては、ヒータに負荷のかかるフラッシングを行う間隔を
、記録ヘッドの使用期間に応じて設定しているため、一定間隔でフラッシングを行う構成
に比べて過剰なフラッシングを行うことを回避することができる。その結果、ヘッドの寿
命を長くすることや、フラッシングに要する時間を省きスループットを向上することが可
能となる。
【００３９】
なお、累積印字パルス数に対応するフラッシング間隔は、本実施の形態において示した値
に限定されるものでない。
【００４０】
また、複数色のインクを吐出するノズル全てに、本実施の形態におけるフラッシング間隔
でフラッシングを行っても良いし、ある所定のインクを吐出するノズルにだけ本実施の形
態におけるフラッシング間隔でフラッシングを行っても良い。
【００４１】
（第２の実施の形態）
第１の実施の形態においては、累積印字パルス数に応じて、フラッシング間隔を設定して
いた。しかし、記録ヘッドの寿命近くにおいては、頻繁にフラッシングを行う必要があり
、記録ヘッドの使用し始めの頃に比べて頻繁にフラッシングを行うことになる。その結果
、記録ヘッドの寿命を縮め、スループットが極端に低下してしまう。
【００４２】
本実施の形態では、累積印字パルス数が所定のパルス数に達したときには、フラッシング
を行う間隔を一定とする。本実施の形態によると、若干の印字不良を許容することによっ
て、記録ヘッドの寿命を延ばし、スループットを向上させることができる。
【００４３】
表２は、累積印字パルス数に対応した印字不良を完全に改善するために十分なフラッシン
グ間隔と、本実施の形態における累積印字パルス数に対応したフラッシング間隔とそのフ
ラッシング間隔でフラッシングを行ったときの双方向印字における着弾位置のずれ量を示
した表である。
【００４４】
【表２】
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【００４５】
記録ヘッドの寿命に近い累積印字パルス数が６×１０８～７×１０８パルスにおいて、印
字不良を完全に改善するために十分なフラッシング間隔は、表２より、０．４×１０６～
０．３×１０６パルスであり、記録ヘッドを使い始めた当初のフラッシング間隔と比べる
と、半分以下の短い間隔でフラッシングを行うことがわかる。その結果、記録ヘッドの寿
命を縮め、スループットが極端に低下してしまう。
【００４６】
そこで、本実施の形態においては、累積印字パルス数に応じてフラッシング間隔を設定す
るが、累積印字パルス数がある所定の値に達したときには、フラッシング間隔を固定とす
る。つまり、表２に示すように、累積印字パルス数が５×１０８パルスに達したときには
、フラッシング間隔を０．５×１０６パルスとし、フラッシングを行う頻度を制限する。
これにより、着弾位置ずれによる印字不良が懸念されるが、若干の印字不良よりも記録ヘ
ッドの寿命を延ばす事と、スループットの向上を優先した。
【００４７】
表２に示すように、本実施の形態においても累積印字パルス数が５×１０８パルス未満の
ときの双方向記録を行ったときの着弾位置のずれ量は０μｍである。これは、印字不良を
改善することができる十分な間隔でフラッシングを行っているからである。また、累積印
字パルス数が５×１０８以上６×１０８パルス未満のときには、着弾位置のずれ量が１５
μｍ程度生じ、累積印字パルス数が６×１０８以上７×１０８パルス未満のときには、着
弾位置のずれ量が３０μｍ程度生じると考えられる。これは、フラッシング間隔を固定間
隔（ここでは、５×１０５）とした時には、フラッシング間隔が適正なフラッシング間隔
よりも長くなるため、ヒーターボード上のコゲを若干取りきれず、双方向印字における主
走査方向の着弾位置のずれが生じると考えられる。
【００４８】
また、仮に印字品位を求めるために、累積印字パルス数が６×１０８～７×１０８パルス
で、すでにヘッド寿命の３／４を使い果たしているという事からも、おおよそ未使用のヘ
ッドに交換するということも考えられるが、記録ヘッド交換時には記録ヘッドへのインク
充填や着弾位置調整等の手間がかかるため、かなり多くの時間がかかってしまうという問
題が出てくる。
【００４９】
このように、本実施の形態においては、累積印字パルス数に応じてフラッシング間隔を設
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定するが、フラッシング間隔がある一定値以下になったときにはフラッシング間隔を固定
とし、フラッシングを行う頻度を制限することで、記録ヘッドの寿命が延び、印字枚数を
増加させることができ、スループットを向上することが可能となる。また、記録ヘッドの
寿命が延びることで、記録ヘッドの印字可能枚数が増加する。
【００５０】
なお、本実施の形態においては、固定するフラッシング間隔を０．５×１０６パルスとし
たが、この値に限定されるものではない。
【００５１】
また、複数色のインクを吐出するノズル全てに、本実施の形態におけるフラッシング間隔
でフラッシングを行っても良いし、ある所定のインクを吐出するノズルにだけ本実施の形
態におけるフラッシング間隔でフラッシングを行っても良い。
【００５２】
（第３の実施の形態）
第１、２の実施の形態においては、記録ヘッドのあるヒータに印加した累積印字パルス数
に応じてフラッシングを行う間隔を設定していた。本実施の形態では、ノズルから吐出さ
れたインク液滴の吐出速度を管理することでフラッシングを間隔決定する。
【００５３】
ヒータ上にコゲが付着することで、ノズルから吐出されるインク液滴の吐出速度が低下す
る。そこで、本実施の形態においては、図３、４に示すようなインク液滴の吐出状態検出
手段を用いて、インク液滴の吐出速度の減少量を計測し、前回のフラッシング後の吐出速
度の減少量を閾値としてフラッシング間隔を決定する。具体的には、具体的には、前回の
フラッシング後の吐出速度の減少量が２ｍ／ｓ以上となったときに、フラッシングを実行
するようにした。
【００５４】
このように、本実施の形態においては、実際に吐出されたインク液滴の吐出速度を検出す
ることによって、インク液滴の吐出状態に応じてフラッシングを実行することができる。
【００５５】
なお、本実施例においては、フラッシングを行う間隔を決定する吐出速度の減少量を、前
回のフラッシング後の吐出速度の減少量としたが、ヒータ上にコゲが付着していない状態
におけるインク液滴の吐出速度をあらかじめ実験などにより計測し、メモリに記憶させて
おき、ヒータ上にコゲが付着していない状態におけるインク液滴の吐出速度に対する実際
の吐出速度の減少量を閾値としても良い。
【００５６】
また、複数色のインクを吐出するノズル全てに、本実施の形態におけるフラッシング間隔
でフラッシングを行っても良いし、ある所定のインクを吐出するノズルにだけ本実施の形
態におけるフラッシング間隔でフラッシングを行っても良い。
【００５７】
（第４の実施の形態）
第３の実施の形態においては、ノズルから吐出されたインク液滴の吐出速度を管理するこ
とでフラッシング間隔を決定していた。しかし、記録ヘッドの使用期間が長くなるほど、
ヒータ上にコゲが析出しやすくなるため、本実施の形態のように吐出速度の減少量を閾値
としていると、記録ヘッドの使用期間が長くなるほど、フラッシング間隔が短くなる。そ
の結果、記録ヘッドの寿命近くにおいては、フラッシングを頻繁に行うことになり、記録
ヘッドの寿命を縮め、スループットの低下に繋がる。
【００５８】
そこで、本実施の形態では、記録ヘッドの使用期間が長くなったときの高頻度のフラッシ
ングの実行を抑制する。つまり、記録ヘッドの使用期間が短いときには、吐出されたイン
ク液滴の吐出状態からフラッシング間隔を決定し、記録ヘッドの使用期間が長くなったと
きには、固定のフラッシング間隔とする。本実施の形態によると、若干の印字不良を許容
することによって、記録ヘッドの寿命を延ばし、スループットを向上させることができる
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【００５９】
具体的には、吐出速度の減少量を閾値として（例えば、吐出速度の減少量が２ｍ／ｓ以上
となったとき）フラッシングを行ったときのフラッシング間隔が、所定のフラッシング間
隔（例えば、０．５×１０６パルス）よりも短くなったときには、フラッシング間隔を固
定（０．５×１０６パルス毎）とする。
【００６０】
また、他の方法として、累積印字パルス数が所定のパルス数（例えば、５×１０８パルス
）に達していないときには、吐出速度の減少量を閾値として（例えば、吐出速度の減少量
が２ｍ／ｓ以上となったとき）フラッシング間隔を決定し、累積印字パルス数が所定のパ
ルス数に達したときには、フラッシング間隔を固定（例えば、０．５×１０６パルス毎）
としてもよい。
【００６１】
このようにすることで、記録ヘッドの使用期間が短いときには、インク液滴の吐出状態に
応じてフラッシングを実行することができ、記録ヘッドの使用期間が長く、寿命が近いと
きにおける、高頻度のフラッシングを実行することによる問題を回避することができる。
【００６２】
なお、複数色のインクを吐出するノズル全てに、本実施の形態におけるフラッシング間隔
でフラッシングを行っても良いし、ある所定のインクを吐出するノズルにだけ本実施の形
態におけるフラッシング間隔でフラッシングを行っても良い。
【００６３】
（第５の実施の形態）
第４の実施の形態においては、ノズルから吐出されたインク液滴の吐出状態に応じたフラ
ッシング間隔で、高頻度のフラッシングを回避するようにフラッシング間隔を決定してい
た。本実施の形態においては、求める画像品位によりフラッシング間隔を変更することで
記録ヘッドの寿命を延ばし、スループットを向上させる。
【００６４】
表３は、吐出速度の減少量から決定されるフラッシング間隔（ａ）と、若干の印字不良を
許容したときのフラッシング間隔とそのときの双方向印字における着弾位置のずれ量（ｂ
）と、さらに印字不良を許容したときのフラッシング間隔とそのときの双方向印字におけ
る着弾位置のずれ量（ｃ）を示している。
【００６５】
【表３】
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【００６６】
ここで、表３の（ａ）は、インク液滴の吐出速度の減少量が２ｍ／ｓ以上となったときに
フラッシングを行うとしたときの累積印字パルス数と、フラッシング間隔の関係を表して
いる。また、表３の（ｂ）は、記録ヘッドの寿命延長、スループットの向上を実現するた
めに、軽度の印字不良を許容して、フラッシング間隔が０．３×１０６パルス以下になら
ないように固定したときの、双方向印字における着弾位置のずれ量を示している。同様に
、表３の（ｃ）は、さらなる記録ヘッドの寿命延長、スループットの向上を実現するため
に、中程度の印字不良を許容して、フラッシング間隔が０．５×１０６パルス以下になら
ないように固定したときの、双方向印字における着弾位置のずれ量を示している。なお、
表３における累積印字パルス数に対するフラッシング間隔の関係は目安であり、この値に
限定されるものではない。
【００６７】
具体的には、記録ヘッドの使用期間が短いときには、吐出されたインク液滴の吐出速度の
減少量が２ｍ／ｓ以上となったときにフラッシングを行い、記録ヘッドの使用期間が長く
なったときには、固定のフラッシング間隔とする。このとき、ヘッド寿命やフラッシング
にかかる時間を多少犠牲にしてもいいから、双方向印字時の着弾位置のずれ量を３０μｍ
以下に抑えたい場合は、表３（ｂ）のようにフラッシング間隔を３×１０５パルスに設定
する。また、双方向印字時の着弾位置のずれ量が６０μｍでもいいからとにかくヘッド寿
命を優先させ、早急に印字を行いたい場合は、表３（ｃ）に示されているようにフラッシ
ング間隔を５×１０５パルスに設定する。
【００６８】
このように、本実施の形態では、記録ヘッドの使用期間が短いときには、インク液滴の吐
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出状態に応じてフラッシングを実行し、記録ヘッドの使用期間が長いときで、高品位の画
像を印字したい場合には、比較的着弾位置ずれ量の少ない表３（ｂ）の条件でフラッシン
グを行い、画像品位を求めない場合（例えば、ドラフト印刷など）には、表３（ｃ）の条
件でフラッシングを行うようにする。つまり、求める画像品位によりフラッシング間隔を
変更・対応させる事で、フラッシングの頻度を低減することができ、ヘッド寿命を効率よ
く延ばし、効率的なスループットを実現することが可能となる。
【００６９】
なお、複数のフラッシングの間隔のうち、実行するフラッシング間隔の決定は、プリンタ
ドライバ等を用いてユーザによって決定されても良いし、また、プリンタドライバ上で選
択された被記録媒体の種類や、印刷品質に応じてフラッシングの間隔を決定しても良い。
【００７０】
また、複数色のインクを吐出するノズル全てに、本実施の形態におけるフラッシング間隔
でフラッシングを行っても良いし、ある所定のインクを吐出するノズルにだけ本実施の形
態におけるフラッシング間隔でフラッシングを行っても良い。
【００７１】
（第６の実施の形態）
第１～第５の実施の形態においては、記録ヘッドに対して行うフラッシング間隔を決定し
ていたが、本実施の形態においては、吐出されるインク毎にフラッシング間隔を決定する
。
【００７２】
カラーインク各色のインク組成によって、ヒータ上にコゲが着きやすいものがあるため、
インクの種類によって適正なフラッシング間隔が異なっている。本実施の形態では、イン
クによってフラッシングを行うタイミングを最適化する。以下に、ＭａｇｅｎｔａとＹｅ
ｌｌｏｗを例に挙げてフラッシング間隔決定方法について詳細に説明する。
【００７３】
表４は、累積印字パルス数に対応したＭａｇｅｎｔａとＹｅｌｌｏｗそれぞれのフラッシ
ング間隔の関係を示した表である。
【００７４】
【表４】

【００７５】
表４では、Ｍａｇｅｎｔａ、Ｙｅｌｌｏｗに関わらず、ヘッド寿命の観点から、フラッシ
ング間隔の固定値を０．５×１０６に設定している。この時、Ｍａｇｅｎｔａは、累積印
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字パルス数が４×１０８パルス以上からフラッシング間隔を固定しているのに対し、Ｙｅ
ｌｌｏｗでは、累積印字パルス数が５×１０８パルス以上からフラッシング間隔を固定し
ている事がわかる。これは、累積印字パルス数に応じたフラッシング間隔と、インクの組
成（色）によって変わるためである。そのため、フラッシングを行うタイミングをインク
組成によって変える必要がある。
【００７６】
このように、インクの色によって、フラッシングを行うタイミングを最適化することによ
り、寿命を優先させ、スループット向上を実現させることが可能となる。
【００７７】
なお、ここではＭａｇｅｎｔａとＹｅｌｌｏｗのフラッシング間隔決定方法について述べ
たが、使用する色毎に異なるフラッシング間隔を設定しても良く、また、複数色のインク
のうち、所定のインクは同じフラッシング間隔を設定するようにしてもよい。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、記録ヘッドの寿命を縮める高頻度のフラッシング
を低減させるように、記録ヘッドの使用期間に応じてフラッシングを行う間隔を決定する
ことにより、記録ヘッドの寿命が延び、スループットを向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】インクジェット記録装置の構成を示す斜視図である。
【図２】記録ヘッドの断面図である。
【図３】６色用記録ヘッドの略図と、吐出状態検出手段の外観図である。
【図４】吐出状態検出手段の構成を示す図である。
【符号の説明】
１、９　記録ヘッド
１１　ノズル部
１３　共通液室
１４　バブル
１５　インク液滴（インク滴）
１６　ヒーターボード
１７　温調用ヒーター
１８　吐出用ヒーター
１９　配線基盤
２０　支持体
５８、２０５　発光ダイオード
５９、２０６　フォトダイオード
６０、２０７　光束（光軸）
６１　インク液滴
６２　インク回収部
１０１　キャリッジ
１０２　コネクション
１０３　ガイドシャフト
１０４　インク供給チューブ
１０５　６色用タンクユニット
１０６　給紙用トレイカバー
１０７　給紙用トレイ
１０８　フレーム
１０９　電源ユニット
１１０　ファン
１１１　排紙用ギア
１１２　ベルト
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１１３　紙送り用エンコーダー
１１４　キャリッジ移動用エンコーダー
１１５　キャリッジステイ
１１６　プラテン
１１７　フレキシブルケーブル
２０１　６色用記録ヘッド
２０２　インク供給口
２０３　インク流路
２０４　オリフィスプレート（ノズル形成面）
２０８　不吐出検出ユニット

【図１】 【図２】
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