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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　色材を含むインクを吐出する吐出口が設けられたインクジェットヘッドの表面をヘッド
用液体が転写されたワイパで払拭するインクジェット記録装置において、
　前記ヘッド用液体を保持する保持部材と、
　該保持部材の底面と接触する部位と前記ワイパが当接する転写部分とを有し、前記保持
部材よりも毛管力が大きい転写部材と、
を備え、前記転写部材の前記保持部材の底面と接触する部位は前記転写部分よりも下方に
配され、前記保持部材の底面と接触する部位から前記転写部分までの高さが、前記転写部
材が毛管力で前記ヘッド用液体を引き上げることのできる高さ以下であることを特徴とす
るインクジェット記録装置。
【請求項２】
　前記転写部材の前記転写部分から最も離れた部位から前記転写部分までの距離が、前記
転写部材が毛管力で前記ヘッド用液体を引き上げることのできる高さ以下であることを特
徴とする請求項１に記載のインクジェット記録装置。
【請求項３】
　前記保持部材および前記転写部材が接触する部位と前記転写部分とを除き、前記保持部
材および前記転写部材の外周面は、水蒸気透過性の低い材料で遮蔽されていることを特徴
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。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録装置に関し、特に該装置に用いるインクジェットヘッド
（以下、記録ヘッドまたは単にヘッドとも言う）の清浄化装置の構成に関する。より詳し
くは、本発明は、記録ヘッドのインク吐出口が形成された表面（以下、フェイス面とも言
う）に付着したインク残渣等を効率よく排除して清浄化するために用いられるヘッド用液
体の貯留部の構成に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録方式は、液体であるインクを媒介として入力画像データを出力画像
に変換するシステムであるため、インクを吐出する記録ヘッドの清浄化（クリーニング）
技術が非常に重要な要素となっている。クリーニングを必要とする主な課題を簡単に説明
すると、次の通りである。
【０００３】
　インク吐出用の記録ヘッドは微細なノズル（以下、特にことわらない限り、吐出口、こ
れに連通する液路およびインク吐出に利用されるエネルギを発生するための素子を総称し
て言う）から記録媒体にインクを直接吐出するものである。従って、吐出したインクが記
録媒体に当たって跳ね返ったり、インクを吐出する際に記録に関与する主なインクの他に
微小なインク滴（サテライト）が吐出されて雰囲気中に漂ったりすることがある。すると
、これらがインクミストとなって、記録ヘッドのインク吐出口の周りに付着することがあ
る。また、空気中を漂っていた塵埃などが付着することもある。すると、吐出される主イ
ンク滴をこれらの付着物が引っ張ることで、インク吐出方向がよれること、すなわち主イ
ンク滴の直進性が妨げられることがある。
【０００４】
　そこで、この問題を解決するためのクリーニング技術として、インクジェット記録装置
では、所定のタイミングで、ゴム等の弾性材料でなる払拭部材（ワイパ）で記録ヘッドの
フェイス面というを掃き、付着物を除去するワイピングと呼ばれるものが採用される。か
かるワイピングは、次のような場合にも実施される。
【０００５】
　記録ヘッドの吐出口近傍のインクが乾燥し、インクの増粘、固着、堆積等により吐出口
の目詰まりが生じることがある。さらに、吐出口内部（液路）に発生した気泡や塵埃等に
よっても吐出口の目詰まりが生じることがある。これらの目詰まりを予防、解消する方法
として、例えば、吸引回復方法が採られることがある。これは、キャッピング部材を用い
てインクの吐出口部に密閉系を形成し、ポンプを用いて吐出口面（ヘッド面）に所定の負
圧吸引力を発生させることにより吐出口よりインクを強制的に排出する動作である。この
ような吸引回復に伴ってフェイス面にインクが付着することもあるので、これを除去する
ためにワイピングが行われるのである。
【０００６】
　一方最近では、記録物の記録濃度、耐水性および耐光性等を向上する目的で、色材とし
て染料成分を含有するインク（染料系インク）に代わり、顔料成分を含有するインク（顔
料系インク）が使用されることが多くなってきている。顔料系インクは、元来固体である
色材を、分散剤や、顔料表面に官能基を導入するなどして水中に分散させてなるものであ
る。現在用いられている顔料系インクは、顔料の粒径がおよそ１００ｎｍ程度と染料分子
に比較してはるかに大きいために、光やオゾンの影響を受けたとしても色材の退色が顕著
ではなく、耐候性は染料インクに比較してはるかに良好である。
【０００７】
　しかしながら、フェイス面上でインク中の水分が蒸発し乾燥した顔料インクの乾燥物は
、色材自体が分子レベルで溶解している染料系インクの乾燥固着物と比べ、フェイス面に
与えるダメージが大きい。また、また顔料を溶剤中に分散させるために用いている高分子
化合物がフェイス面に対して吸着されやすいという性質が見られる。これは、インクの粘
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度調整や、耐光性向上その他の目的でインクに反応液を添加する結果インク中に高分子化
合物が存在する場合には、顔料系インク以外でも生じる問題である。また、インクが増粘
したり固着したりするまでの経過時間が染料インクを用いる場合より短く、早期に増粘し
たり固着したりする。
【０００８】
　これらにより、顔料系インクを用いる場合には、ワイピング部材により掻き取る（また
は拭き取る）場合のワイピング性も染料インクを用いる場合より劣ることになる。すなわ
ち、ワイピングを実施しても、フェイス面にインクが薄膜状に堆積し、さらにそのインク
が固着してしまい、ワイピング動作では所期の清浄化が達成できないか、極めて困難とな
ってしまうのである。
【０００９】
　通常、染料系インクでは染料分子そのものが水溶液中に分散（溶解）している。しかし
顔料系インクでは、一般に顔料粒子が親水性ではなく疎水性であるために水には溶解しな
いので、水溶性を付与するために顔料粒子に樹脂や活性剤等を吸着させ顔料分散体として
親水性を与え、水溶液中に分散させている。あるいは顔料粒子の構造自体の末端に親水基
を持たせることで水溶液中に自己分散させている。
【００１０】
　そして顔料粒子そのものが疎水性であるため、染料系インクと比較して記録ヘッドから
顔料インクを吐出させたときにフェイス面が顔料インクで不均一に濡れ易くなってしまう
性質を持っている。また前述した樹脂を用いて顔料を分散させている、いわゆる樹脂分散
系の顔料インクでは、顔料とともに樹脂もフェイス面を濡らし易いので一層顕著である。
また、顔料粒子がフェイス面に存在する状態で前述したワイピング動作を行うと、顔料凝
集物が剥離し、その剥離した顔料凝集物でフェイス面が擦られることになり、フェイス面
の表面を削ることでフェイス面の表面特性を変化させてしまうことがある。これらはイン
ク吐出特性すなわちインクの吐出方向の安定性を阻害するものであり、インク着弾位置精
度を劣化させ、画像品位低下の原因ともなる。
【００１１】
　これらの問題に対して、記録ヘッドのフェイス面に顔料系インクを弾くような処理、す
なわち所謂撥水処理を施した記録ヘッドを用いれば、初期には吐出の方向性は安定してい
る。しかし、基本的に顔料インク等の濡れ易いインクを用いた場合は、徐々に撥水性が劣
化し、吐出特性は不安定となる。また、ワイピングによっても、濡れ易い顔料系インクを
フェイス面に広げてしまう結果となるために撥水性は劣化して行き、ついには画像品位の
劣化を生じてしまう。
【００１２】
　逆に、特許文献１に示されるように、顔料インク用の記録ヘッドとして、吐出口周辺の
みを最初から親水化し、不均一な濡れを改善したようなものも提案されている。しかしな
がらこの親水性等の性質も長期間維持できるものではなく、経時的に劣化していく。特許
文献１に記載されたようなＵＶオゾン処理等を施して親水化を行う場合でも、処理直後は
親水性を有するが、時間の経過とともにその親水性の程度が変化してしまうことがある。
【００１３】
　以上のようなフェイス面の撥水性能もしくは親水性能の変化の問題に対しては、例えば
特許文献２に開示されたような、所謂ウエットワイピングと言う技術を適用することが知
られている。これは、フェイス面を払拭するワイパに、例えばグリセリンやポリエチレン
グリコール等の揮発性の極めて低い溶剤でなるヘッド用液体（以下、ウエット液と言う）
を付与する。そして、そのワイパにてフェイス面を払拭することにより、フェイス面の濡
れ性の変化を防止するものである。ウエット液の機能としては、第１にフェイス面に蓄積
されたインク増粘物や増膜物を溶解する作用がある。第２に、ワイパとフェイス面との間
に介在することにより潤滑材の働きをし、ワイパの磨耗を軽減する作用がある。第３に、
フェイス面にウエット液を付着させることでフェイス面保護のための膜を形成する作用が
ある。
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【００１４】
【特許文献１】特開平１１－３３４０７４号公報
【特許文献２】特開平１０－１３８５０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　これらのワイピング時に用いるウエット液は、記録装置本体内部に貯蔵する構成が採ら
れる。そしてウエット液はそもそも本体装置内に長期間（例えば本体寿命が尽きるまでの
の間）保持されているべきものであるため、空気中の飽和蒸気圧の低いもの、すなわち蒸
発しにくいものが好ましい。また、インク増粘物への溶解性やヘッド各部材との接液性を
考慮すると、記録用液体であるインクの組成としてもしばしば用いられるグリセリン等の
多価アルコール類の溶剤を用いることが好ましい。これらの溶剤は一般的に分子量が大き
く、粘度が高いものが多いため、低温環境下での粘度上昇の程度も大きい。例えばグリセ
リンの粘度は常温で８００ｃｐ程度であるが、１５℃では２３００ｃｐ、５℃では７００
０ｃｐとなるなど、低温になるに従って急激に粘度が上昇する。このため、ウエット液の
保持部からウエット液をワイパに付与する部分までのグリセリンの供給経路が考慮された
設計がなされていないと、十分な量をワイパに付与することができず、このためウェット
ワイピングの効果が発揮できなくなる。
【００１６】
　一方、グリセリンは湿潤環境では吸湿して大きく膨張するという性質を有する。このた
め記録装置本体には、吸湿したグリセリンすなわちグリセリン水溶液を保持するに十分な
容量のウエット液保持部を用意しておく必要がある。例えば一度のワイピング動作でワイ
パに付与するウエット液が１ｍｇ程度必要であり、本体寿命を全うする間に行われるワイ
ピング回数が１００００回であると仮定すると、最低限これらを乗算した１０ｇのグリセ
リンを本体内に保持しておく必要がある。これに記録装置間のばらつきや、使用者によっ
て異なる使用状況を考慮し、さらに上記湿潤環境での使用などを合わせて考えなければな
らない。すると、初期に本体に注入すべきグリセリンは、上記最低限の量に安全係数を乗
じた量、例えば安全係数１．２とすると１２ｇとなる。そして湿潤環境では吸湿により体
積膨張が２～４倍程度となると考えると、初期注入量の数倍の容量をもつウエット液保持
部を用い、体積膨張が生じても漏洩が生じないようにすることが強く望ましい。
【００１７】
　ここで、使用環境によってウエット液の成分比率の変化や体積変動がないようにするた
めには、ウエット液保持部を密閉系とすることが考えられる。しかし完全な密閉系を作り
出すのは困難であり、また、その系を形成するために複雑な機構が必要となる。
【００１８】
　一方、適切な表面張力および大きさを有する繊維質部材等からなるウエット液保持部材
でウエット液を含浸保持しておき、体積膨張が生じても漏洩が生じないようにすることが
考えられる。そして当該含浸保持されているウエット液を、ワイパに対してウエット液を
付与するための部材に供給するような系を構成することが考えられる。しかしこの場合、
構成は簡易なものとなるが、様々な環境下での状態変化の影響を受けやすい。すなわち、
吸湿あるいは蒸発、残量の変化等により保持部材内でのウエット液の含浸保持状態が変化
した場合でも、安定かつ十分なウエット液の供給性能を維持することが困難となる。
【００１９】
　本発明は、以上に鑑みてなされたもので、ウェットワイピングを実施する構成を具えた
インクジェット記録装置において、簡単な構成でありながら、様々な環境下においても安
定かつ十分なウエット液（ヘッド用液体）の供給性能を維持することを目的とする。また
本発明は、長期間、例えば本体寿命を全うするまでの間に十分な量のウエット液の保持を
可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
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　そのために、本発明は、色材を含むインクを吐出する吐出口が設けられたインクジェッ
トヘッドの表面をヘッド用液体が転写されたワイパで払拭するインクジェット記録装置に
おいて、前記ヘッド用液体を保持する保持部材と、該保持部材の底面と接触する部位と前
記ワイパが当接する転写部分とを有し、前記保持部材よりも毛管力が大きい転写部材と、
を備え、前記転写部材の前記保持部材の底面と接触する部位は前記転写部分よりも下方に
配され、前記保持部材の底面と接触する部位から前記転写部分までの高さが、前記転写部
材が毛管力で前記ヘッド用液体を引き上げることのできる高さ以下であることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ヘッド用液体（ウエット液）をワイパに転写する部分より下方に保持
し、転写部材の毛管力によりウエット液を引き上げて供給するようにした。これにより、
様々な環境下においても安定かつ十分なウエット液の供給ないし転写性能を維持すること
ができる。また、吸収体で保持部材を構成し、その容積を、１回のワイピングで必要なウ
エット液の量、想定されるワイピング回数および安全係数を乗じ、さらに環境に応じた体
積変動を考慮して定めることで、長期間にわたり十分な量のウエット液の保持が可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。　
　１．基本構成
　１．１　記録システムの概要
　図１は、本発明の一実施形態で適用する記録システムにおける画像データ処理の流れを
説明するための図である。この記録システムＪ００１１は、記録すべき画像を示す画像デ
ータの生成やそのデータ生成のためのＵＩ（ユーザインタフェース）の設定等を行うホス
ト装置Ｊ００１２を具える。またこのホスト装置Ｊ００１２で生成された画像データに基
づいて記録媒体に記録を行う記録装置Ｊ００１３を具える。記録装置Ｊ００１３は、シア
ン（Ｃ）、ライトシアン（Ｌｃ）、マゼンタ（Ｍ）、ライトマゼンタ（Ｌｍ）、イエロー
（Ｙ）、レッド（Ｒ）、グリーン（Ｇ）、第１ブラック（Ｋ１）、第２ブラック（Ｋ２）
、グレー（Ｇｒａｙ）の１０色インクによって記録を行う。そのために、これら１０色の
インクを吐出する記録ヘッドＨ１００１が用いられる。これら１０色のインクは、色材と
して顔料を含む顔料インクである。
【００２３】
　ホスト装置Ｊ００１２のオペレーティングシステムで動作するプログラムとしてアプリ
ケーションやプリンタドライバがある。アプリケーションＪ０００１は記録装置で記録す
るための画像データを作成する処理を実行する。この画像データもしくはその編集等がな
される前のデータは種々の媒体を介してＰＣに取り込むことができる。本実施形態のホス
ト装置は、まずデジタルカメラで撮像した例えばＪＰＥＧ形式の画像データをＣＦカード
によって取り込むことができる。また、スキャナで読み取った例えばＴＩＦＦ形式の画像
データやＣＤ－ＲＯＭに格納される画像データをも取り込むことができる。さらには、イ
ンターネットを介してウェブ上のデータを取り込むことができる。これらの取り込まれた
データは、ホスト装置のモニタに表示されてアプリケーションＪ０００１を介した編集、
加工等がなされ、例えばｓＲＧＢ規格の画像データＲ、Ｇ、Ｂが作成される。ホスト装置
Ｊ００１２のモニタに表示されるＵＩ画面において、ユーザは、記録に使用する記録媒体
の種類や記録の品位等の設定を行うと共に記録指示を出す。この記録指示に応じて画像デ
ータＲ、Ｇ、Ｂがプリンタドライバに渡される。
【００２４】
　プリンタドライバはその処理として、前段処理Ｊ０００２、後段処理Ｊ０００３、γ補
正Ｊ０００４、ハーフトーニングＪ０００５および記録データ作成Ｊ０００６を有してい
る。以下、プリンタドライバで行われる各処理Ｊ０００２～Ｊ０００６について簡単に説
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明する。
【００２５】
　（Ａ）前段処理
　前段処理Ｊ０００２は色域（Ｇａｍｕｔ）のマッピングを行う。本実施形態では、ｓＲ
ＧＢ規格の画像データＲ、Ｇ、Ｂによって再現される色域を、記録装置Ｊ００１３によっ
て再現される色域内に写像するためのデータ変換を行う。具体的には、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれ
ぞれが８ビットで表現された２５６階調の画像データＲ、Ｇ、Ｂを、３次元ＬＵＴを用い
ることにより、記録装置Ｊ００１３の色域内の８ビットデータＲ、Ｇ、Ｂに変換する。
【００２６】
　（Ｂ）後段処理
　後段処理Ｊ０００３では、上記色域のマッピングがなされた８ビットデータＲ、Ｇ、Ｂ
に基づき、このデータが表す色を再現するインクの組み合わせに対応した８ビット・１０
色の色分解データを求める。すなわち、Ｙ、Ｍ、Ｌｍ、Ｃ、Ｌｃ、Ｋ１、Ｋ２、Ｒ、Ｇ、
Ｇｒａｙの色分解データを求める。本実施形態では、この処理は前段処理と同様３次元Ｌ
ＵＴに補間演算を併用して行う。
【００２７】
　（Ｃ）γ処理
　γ補正Ｊ０００４は、後段処理Ｊ０００３によって求められた色分解データの各色のデ
ータごとにその濃度値（階調値）変換を行う。具体的には、記録装置Ｊ００１３の各色イ
ンクの階調特性に応じた１次元ＬＵＴを用いることにより、上記色分解データがプリンタ
の階調特性に線形的に対応づけられるような変換を行う。
【００２８】
　（Ｄ）ハーフトーニング
　ハーフトーニングＪ０００５は、γ補正がなされた８ビットの色分解データＹ、Ｍ、Ｌ
ｍ、Ｃ、Ｌｃ、Ｋ１、Ｋ２、Ｒ、Ｇ、Ｇｒａｙそれぞれについて４ビットのデータに変換
する量子化を行う。本実施形態では、誤差拡散法を用いて２５６階調の８ビットデータを
９階調の４ビットデータに変換する。この４ビットデータは、記録装置におけるドット配
置のパターン化処理における配置パターンを示すためのインデックスとなるデータである
。
【００２９】
　（Ｅ）記録データの作成処理
　プリンタドライバで行う処理の最後には、記録データ作成処理Ｊ０００６によって、上
記４ビットのインデックスデータを内容とする記録画像データに記録制御情報を加えた記
録データを作成する。
【００３０】
　図２はかかる記録データの構成例を示した図である。記録データは、記録の制御を司る
記録制御情報および記録すべき画像を示す記録画像データ（上述の４ビットのインデック
スデータ）で構成されている。記録制御情報は、「記録媒体情報」、「記録品位情報」、
および給紙方法等のような「その他制御情報」から構成されている。記録媒体情報には、
記録の対象となる記録媒体の種類が記述されており、普通紙、光沢紙、はがき、プリンタ
ブルディスクなどのうち、いずれか１種類の記録媒体が規定されている。記録品位情報に
は、記録の品位が記述されており、「きれい（高品位記録）」、「標準」、「はやい（高
速記録）」等のうち、いずれか１種の品位が規定されている。なお、これらの記録制御情
報は、ホスト装置Ｊ００１２のモニタおけるＵＩ画面にてユーザが指定した内容に基づい
て形成されるものである。また、記録画像データは、前述のハーフトーン処理Ｊ０００５
によって生成された画像データが記述さているものとする。以上のようにして生成された
記録データは、記録装置Ｊ００１３へ供給される。
【００３１】
　記録装置Ｊ００１３は、ホスト装置Ｊ００１２から供給された当該記録データに対して
、次に述べるドット配置パターン化処理Ｊ０００７およびマスクデータ変換処理Ｊ０００
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８を行う。
【００３２】
　（Ｆ）ドット配置パターン化処理
　上述したハーフトーン処理Ｊ０００５では、２５６値の多値濃度情報（８ビットデータ
）を９値の階調値情報（４ビットデータ）まで階調レベル数を下げている。しかし、実際
に記録装置Ｊ００１３が記録できるデータは、インクドットを記録するか否かの２値デー
タ（１ビットデータ）である。そこで、ドット配置パターン化処理Ｊ０００７では、ハー
フトーン処理Ｊ０００５からの出力値である階調レベル０～８の４ビットデータで表現さ
れる各画素ごとに、その画素の階調値（レベル０～８）に対応したドット配置パターンを
割当てる。これにより１画素内の複数のエリア各々にインクドットの記録の有無（ドット
のオン・オフ）を定義し、１画素内の各エリアごとに「１」または「０」の１ビットの２
値データを配置する。ここで、「１」はドットの記録を示す２値データであり、「０」は
非記録を示す２値データである。
【００３３】
　図３は、本実施形態のドット配置パターン化処理で変換する、入力レベル０～８に対す
る出力パターンを示している。図の左に示した各レベル値は、ホスト装置側のハーフトー
ン処理部からの出力値であるレベル０～レベル８に相当している。右側に配列した縦２エ
リア×横４エリアで構成される領域は、ハーフトーン処理で出力される１画素の領域に対
応するものである。また、１画素内の各エリアは、ドットのオン・オフが定義される最小
単位に相当するものである。なお、本明細書において「画素」とは、階調表現可能な最小
単位のことであり、複数ビットの多値データの画像処理（上記前段、後段、γ補正、ハー
フトーニング等の処理）の対象となる最小単位である。
【００３４】
　図において、丸印を記入したエリアがドットの記録を行うエリアを示しており、レベル
数が上がるに従って、記録するドット数も１つずつ増加している。本実施形態においては
、最終的にこのような形でオリジナル画像の濃度情報が反映されていることになる。
【００３５】
　（４ｎ）～（４ｎ＋３）は、ｎに１以上の整数を代入することにより、記録すべき画像
データの左端からの横方向の画素位置を示している。その下に示した各パターンは、同一
の入力レベルにおいても画素位置に応じて互いに異なる複数のパターンが用意されている
ことを示している。すなわち、同一のレベルが入力された場合にも、記録媒体上では（４
ｎ）～（４ｎ＋３）に示した４種類のドット配置パターンが巡回されて割当てられる構成
となっているのである。
【００３６】
　図３においては、縦方向を記録ヘッドの吐出口が配列する方向、横方向を記録ヘッドの
走査方向としている。このように同一レベルに対して複数の異なるドット配置で記録でき
る構成にしておくことは、ドット配置パターンの上段に位置するノズルと下段に位置する
ノズルとで吐出回数を分散させたり、記録装置特有の様々なノイズを分散させるという効
果がある。
【００３７】
　以上説明したドット配置パターン化処理を終了した段階で、記録媒体に対するドットの
配置パターンが全て決定される。
【００３８】
　（Ｇ）マスクデータ変換処理
　上述したドット配置パターン化処理Ｊ０００７により、記録媒体上の各エリアに対する
ドットの有無は決定されたので、このドット配置を示す２値データを記録ヘッドＨ１００
１の駆動回路Ｊ０００９に入力すれば、所望の画像を記録することが可能である。この場
合、記録媒体上の同一の走査領域に対する記録を１回の走査によって完成させる、いわゆ
る１パス記録が実行される。しかし、ここでは、記録媒体上の同一の走査領域に対する記
録を複数回の走査によって完成させる、いわゆるマルチパス記録の例をとって説明する。
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【００３９】
　図４は、マルチパス記録方法を説明するために、記録ヘッドおよび記録パターンを模式
的に示したものである。本実施形態に適用される記録ヘッドＨ１００１は実際には７６８
個のノズルを有するが、ここでは簡単のため１６個のノズルを有するものとして説明する
。ノズルは、図のように第１～第４の４つのノズル群に分割され、各ノズル群には４つず
つのノズルが含まれている。マスクパターンＰ０００２は、第１～第４のマスクパターン
Ｐ０００２（ａ）～Ｐ０００２（ｄ）で構成される。第１～第４のマスクパターンＰ００
０２（ａ）～Ｐ０００２（ｄ）は、それぞれ、第１～第４のノズル群が記録可能なエリア
を定義している。マスクパターンにおける黒塗りエリアは記録許容エリアを示し、白塗り
エリアは非記録エリアを示している。第１～第４のマスクパターンＰ０００２（ａ）～Ｐ
０００２（ｄ）は互いに補完の関係にあり、これら４つのマスクパターンを重ね合わせる
と４×４のエリアに対応した領域の記録が完成される構成となっている。
【００４０】
　Ｐ０００３～Ｐ０００６で示した各パターンは、記録走査を重ねていくことによって画
像が完成されていく様子を示したものである。各記録走査が終了するたびに、記録媒体は
図の矢印の方向にノズル群の幅分（この図では４ノズル分）ずつ搬送される。よって、記
録媒体の同一領域（各ノズル群の幅に対応する領域）は４回の記録走査によって初めて画
像が完成される構成となっている。以上のように、記録媒体の各同一領域が複数回の走査
で複数のノズル群によって形成されることは、ノズル特有のばらつきや記録媒体の搬送精
度のばらつき等を低減させる効果がある。
【００４１】
　図５は、本実施形態で実際に適用可能なマスクパターンの一例を示したものである。本
実施形態で適用する記録ヘッドＨ１００１は７６８個のノズルを有しており、４つのノズ
ル群にはそれぞれ１９２個ずつのノズルが属している。マスクパターン大きさは、縦方向
がノズル数と同等の７６８エリア、横方向は２５６エリアとなっており、４つのノズル群
それぞれに対応する４つのマスクパターンで互いに補完の関係を保つような構成となって
いる。
【００４２】
　ところで、本実施形態で適用するような、多数の小液滴を高周波数で吐出するようなイ
ンクジェット記録ヘッドにおいては、記録動作時に記録部近傍に気流が生じることが知ら
れている。そして、この気流が特に記録ヘッドの端部に位置するノズルの吐出方向に影響
を与えることが確認されている。よって、本実施形態のマスクパターンにおいては、図５
からも判るように、各ノズル群また同一のノズル群の中でも、領域によって記録許容率の
分布に偏りを持たせている。図５で示すように、端部のノズルの記録許容率を中央部の記
録許容率よりも小さくした構成のマスクパターンを適用することにより、端部のノズルに
より吐出されるインク滴の着弾位置ずれによる弊害を目立たなくすることが可能となるの
である。
【００４３】
　なお、マスクパターンで定められる記録許容率とは、つぎのようなものである。つまり
マスクパターンを構成する記録許容エリア（図４のマスクパターンＰ０００２の黒塗りエ
リア）と非記録許容エリア（図４のマスクパターンＰ０００２の白塗りエリア）の合計数
に対する記録許容エリアの数の割合を百分率で表したものである。すなわち、マスクパタ
ーンの記録許容エリアをＭ個、非記録許容エリアをＮ個とすると、そのマスクパターンの
記録許容率（％）は、Ｍ÷（Ｍ＋Ｎ）×１００となる。
【００４４】
　本実施形態においては、図５で示したマスクデータが記録装置本体内のメモリに格納し
てある。そして、マスクデータ変換処理Ｊ０００８においては、当該マスクデータと上述
したドット配置パターン化処理で得られた２値データとの間でＡＮＤ処理をかけることに
より、各記録走査での記録対象となる２値データが決定される。そして、その２値データ
を駆動回路Ｊ０００９へ送る。これにより、記録ヘッドＨ１００１が駆動されて２値デー
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タに従ってインクが吐出される。
【００４５】
　なお、図１では、前段処理Ｊ０００２、後段処理Ｊ０００３、γ処理Ｊ０００４、ハー
フトーニングＪ０００５および記録データ作成処理Ｊ０００６がホスト装置Ｊ００１２で
実行されるものとした。また、ドット配置パターン化処理Ｊ０００７およびマスクデータ
変換処理Ｊ０００８が記録装置Ｊ００１３で実行されるものとした。しかし本発明は、こ
の形態に限られるものではない。例えば、ホスト装置Ｊ００１２で実行している処理Ｊ０
００２～Ｊ０００５の一部を記録装置Ｊ００１３にて実行する形態であってもよいし、す
べてをホスト装置Ｊ００１２にて実行する形態であってもよい。あるいは、処理Ｊ０００
２～Ｊ０００８を記録装置Ｊ００１３にて実行する形態であってもよい。
【００４６】
　１．２　機構部の構成
　本実施形態で適用する記録装置における各機構部の構成を説明する。本実施形態におけ
る記録装置本体は、各機構部の役割から、概して、給紙部、用紙搬送部、排紙部、キャリ
ッジ部、フラットパス記録部、およびクリーニング部等に分類することができ、これらは
外装部に収納されている。
【００４７】
　図６、図７、図８、図１２および図１３は、本実施形態で適用する記録装置の外観を示
す斜視図である。ここで、図６は記録装置の非使用時における前面から見た状態、図７は
記録装置の非使用時における背面から見た状態、図８は記録装置の使用時における前面か
ら見た状態をそれぞれ示している。また、図１２はフラットパス記録時における前面から
見た状態、図１３はフラットパス記録時における背面から見た状態をそれぞれ示している
。また、図９～図１１および図１４～図１６は、記録装置本体の内部機構を説明するため
の図である。ここで、図９は右上部からの斜視図、図１０は左上部からの斜視図、図１１
は記録装置本体の側断面図である。図１４はフラットパス記録時の断面図である。さらに
、図１５はクリーニング部の斜視図、図１６はクリーニング部におけるワイピング機構の
構成および動作を説明するための断面図、図１７はクリーニング部におけるウエット液転
写部の断面図をそれぞれ示したものである。
【００４８】
　以下、これらの図面を適宜参照しながら、各部を順次説明する。　
　（Ａ）外装部（図６、図７）
　外装部は、給紙部、用紙搬送部、排紙部、キャリッジ部、クリーニング部、フラットパ
ス部およびウエット液転写部の回りを覆うように取り付けられている。外装部は主に、下
ケースＭ７０８０、上ケースＭ７０４０、アクセスカバーＭ７０３０、コネクタカバーお
よびフロントカバーＭ７０１０から構成されている。
【００４９】
　下ケースＭ７０８０の下部には、不図示の排紙トレイレールが設けられており、分割さ
れた排紙トレイＭ３１６０が収納可能に構成されている。また、フロントカバーＭ７０１
０は、非使用時に排紙口を塞ぐ構成になっている。
【００５０】
　上ケースＭ７０４０には、アクセスカバーＭ７０３０が取り付けられており、回動可能
に構成されている。上ケースの上面の一部は開口部を有しており、この位置で、インクタ
ンクＨ１９００および記録ヘッドＨ１００１（図２１）が交換可能となるように構成され
ている。なお、本実施形態の記録装置においては、記録ヘッドＨ１００１は、１色のイン
クを吐出可能な吐出部を複数色分、一体的に構成したユニットの形態である。そして、イ
ンクタンクＨ１９００が色毎に独立に着脱可能な記録ヘッドカートリッジＨ１０００とし
て構成されている。上ケースＭ７０４０には、アクセスカバーＭ７０３０の開閉を検知用
の不図示のドアスイッチレバー、ＬＥＤの光を伝達・表示するＬＥＤガイドＭ７０６０、
電源キーＥ００１８、リジュームキーＥ００１９およびフラットパスキーＥ３００４等が
設けられている。また、多段式の給紙トレイＭ２０６０が回動可能に取り付けられており
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、給紙部が使われない時は、給紙トレイＭ２０６０を収納することにより、給紙部のカバ
ーにもなるように構成されている。
【００５１】
　上ケースＭ７０４０と下ケースＭ７０８０は、弾性を持った勘合爪で取り付けられてお
り、その間のコネクタ部分が設けられている部分を、不図示のコネクタカバーが覆ってい
る。
【００５２】
　（Ｂ）給紙部（図８、図１１）
　図８および図１１を参照するに、給紙部は次のように構成されている。すなわち、記録
媒体を積載する圧板Ｍ２０１０、記録媒体を１枚ずつ給紙する給紙ローラＭ２０８０、記
録媒体を分離する分離ローラＭ２０４１、記録媒体を積載位置に戻すための戻しレバーＭ
２０２０等がベースＭ２０００に取り付けられることで構成されている。
【００５３】
　（Ｃ）用紙搬送部（図８～図１１）
　曲げ起こした板金からなるシャーシＭ１０１０には、記録媒体を搬送する搬送ローラＭ
３０６０が回動可能に取り付けられている。搬送ローラＭ３０６０は、金属軸の表面にセ
ラミックの微小粒がコーティングされた構成となっており、両軸の金属部分を不図示の軸
受けが受ける状態で、シャーシＭ１０１０に取り付けられている。搬送ローラＭ３０６０
にはローラテンションバネ（不図示）が設けられており、搬送ローラＭ３０６０を付勢す
ることにより、回転時に適量の負荷を与えて安定した搬送が行えるようになっている。
【００５４】
　搬送ローラＭ３０６０には、従動する複数のピンチローラＭ３０７０が当接して設けら
れている。ピンチローラＭ３０７０は、ピンチローラホルダＭ３０００に保持されている
が、不図示のピンチローラバネによって付勢されることで、搬送ローラＭ３０６０に圧接
し、ここで記録媒体の搬送力を生み出している。この時、ピンチローラホルダＭ３０００
の回転軸は、シャーシＭ１０１０の軸受けに取り付けられ、この位置を中心に回転する。
【００５５】
　記録媒体が搬送されてくる入口には、記録媒体をガイドするためのペーパガイドフラッ
パＭ３０３０およびプラテンＭ３０４０が配設されている。また、ピンチローラホルダＭ
３０００には、ＰＥセンサレバーＭ３０２１が設けられている。ＰＥセンサレバーＭ３０
２１は、記録媒体の先端および後端の検出をシャーシＭ１０１０に固定されたペーパエン
ドセンサ（以下ＰＥセンサと称す）Ｅ０００７に伝える役割を果たす。プラテンＭ３０４
０は、シャーシＭ１０１０に取り付けられ、位置決めされている。ペーパガイドフラッパ
Ｍ３０３０は、不図示の軸受け部を中心に回転可能で、シャーシＭ１０１０に当接するこ
とで位置決めされる。
【００５６】
　搬送ローラＭ３０６０の記録媒体搬送方向における下流側には、記録ヘッドＨ１００１
（図２１）が設けられている。
【００５７】
　上記構成における搬送の過程を説明する。用紙搬送部に送られた記録媒体は、ピンチロ
ーラホルダＭ３０００およびペーパガイドフラッパＭ３０３０に案内されて、搬送ローラ
Ｍ３０６０とピンチローラＭ３０７０とのローラ対に送られる。この時、ＰＥセンサレバ
－Ｍ３０２１が、記録媒体の先端を検知して、これにより記録媒体に対する記録位置が求
められている。搬送ローラＭ３０６０とピンチローラＭ３０７０とからなるローラ対は、
ＬＦモータＥ０００２の駆動により回転され、この回転により記録媒体がプラテンＭ３０
４０上を搬送される。プラテンＭ３０４０には、搬送基準面となるリブが形成されており
、このリブにより、記録ヘッドＨ１００１と記録媒体表面との間のギャップが管理されて
いる。また同時に、当該リブが、後述する排紙部と合わせて、記録媒体の波打ちを抑制す
る役割も果たしている。
【００５８】
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　搬送ローラＭ３０６０が回転するための駆動力は、例えばＤＣモータからなるＬＦモー
タＥ０００２の回転力が、不図示のタイミングベルトを介して、搬送ローラＭ３０６０の
軸上に配設されたプーリＭ３０６１に伝達されることによって得られている。また、搬送
ローラＭ３０６０の軸上には、搬送ローラＭ３０６０による搬送量を検出するためのコー
ドホイールＭ３０６２が設けられている。そして、隣接するシャーシＭ１０１０には、コ
ードホイールＭ３０６２に形成されたマーキングを読み取るためのエンコードセンサＭ３
０９０が配設されている。なお、コードホイールＭ３０６２に形成されたマーキングは、
１５０～３００ｌｐｉ（ライン／インチ；参考値）のピッチで形成されているものとする
。
【００５９】
　（Ｄ）排紙部（図８～図１１）
　排紙部は、第１の排紙ローラＭ３１００および第２の排紙ローラＭ３１１０、複数の拍
車Ｍ３１２０およびギア列などから構成されている。
【００６０】
　第１の排紙ローラＭ３１００は、金属軸に複数のゴム部を設けて構成されている。第１
の排紙ローラＭ３１００の駆動は、搬送ローラＭ３０６０の駆動が、アイドラギアを介し
て第１の排紙ローラＭ３１００まで伝達されることによって行われている。
【００６１】
　第２の排紙ローラＭ３１１０は、樹脂の軸にエラストマの弾性体Ｍ３１１１を複数取り
付けた構成になっている。第２の排紙ローラＭ３１１０の駆動は、第１の排紙ローラＭ３
１００の駆動が、アイドラギアを介して伝達すること行われる。
【００６２】
　拍車Ｍ３１２０は、周囲に凸形状を複数設けた例えばＳＵＳでなる円形の薄板を樹脂部
と一体としたもので、拍車ホルダＭ３１３０に複数取り付けられている。この取り付けは
、コイルバネを棒状に設けた拍車バネによって行われているが、同時に拍車バネのばね力
は、拍車Ｍ３１２０を排紙ローラＭ３１００およびＭ３１１０に対し所定圧で当接させて
いる。この構成によって拍車Ｍ３１２０は、２つの排紙ローラＭ３１００およびＭ３１１
０に従動して回転可能となっている。拍車Ｍ３１２０のいくつかは、第１の排紙ローラＭ
３１００のゴム部、あるいは第２の排紙ローラＭ３１１０の弾性体Ｍ３１１１の位置に設
けられており、主に記録媒体の搬送力を生み出す役割を果たしている。また、その他のい
くつかは、ゴム部あるいは弾性体Ｍ３１１１が無い位置に設けられ、主に記録時の記録媒
体の浮き上がりを抑える役割を果たしている。
【００６３】
　また、ギア列は、搬送ローラＭ３０６０の駆動を排紙ローラＭ３１００およびＭ３１１
０に伝達する役割を果たしている。
【００６４】
　以上の構成によって、画像形成された記録媒体は、第１の排紙ローラＭ３１１０と拍車
Ｍ３１２０とのニップに挟まれ、搬送されて排紙トレイＭ３１６０に排出される。排紙ト
レイＭ３１６０は、複数に分割され、後述する下ケースＭ７０８０の下部に収納できる構
成になっている。使用時は、引出して使用する。また、排紙トレイＭ３１６０は、先端に
向けて高さが上がり、更にその両端は高い位置に保持されるよう設計されており、排出さ
れた記録媒体の積載性を向上し、記録面の擦れなどを防止している。
【００６５】
　（Ｅ）キャリッジ部（図９～図１１）
　キャリッジ部は、記録ヘッドＨ１００１を取り付けるためのキャリッジＭ４０００を有
しており、キャリッジＭ４０００は、ガイドシャフトＭ４０２０およびガイドレールＭ１
０１１によって支持されている。ガイドシャフトＭ４０２０は、シャーシＭ１０１０に取
り付けられており、記録媒体の搬送方向に対して直角方向にキャリッジＭ４０００を往復
走査させるように案内支持している。ガイドレールＭ１０１１は、シャーシＭ１０１０に
一体に形成されており、キャリッジＭ４０００の後端を保持して記録ヘッドＨ１００１と
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記録媒体との隙間を維持する役割を果たしている。また、ガイドレールＭ１０１１のキャ
リッジＭ４０００との摺動側には、ステンレス等の薄板からなる摺動シートＭ４０３０が
張設され、記録装置の摺動音の低減化を図っている。
【００６６】
　キャリッジＭ４０００は、シャーシＭ１０１０に取り付けられたキャリッジモータＥ０
００１によりタイミングベルトＭ４０４１を介して駆動される。また、タイミングベルト
Ｍ４０４１は、アイドルプーリＭ４０４２によって張設、支持されている。さらに、タイ
ミングベルトＭ４０４１は、キャリッジＭ４０００とゴム等からなるキャリッジダンパを
介して結合されており、キャリッジモータＥ０００１等の振動を減衰することで、記録さ
れる画像のむら等を低減している。
【００６７】
　キャリッジＭ４０００の位置を検出するためのエンコーダスケールＥ０００５（図１８
について後述）が、タイミングベルトＭ４０４１と平行に設けられている。エンコーダス
ケールＥ０００５上には、１５０ｌｐｉ～３００ｌｐｉのピッチでマーキングが形成され
てている。そして、当該マーキングを読み取るためのエンコーダセンサＥ０００４（図１
８について後述）が、キャリッジＭ４０００に搭載されたキャリッジ基板Ｅ００１３（図
１８について後述）に設けられている。キャリッジ基板Ｅ００１３には、記録ヘッドＨ１
００１と電気的な接続を行うためのヘッドコンタクトＥ０１０１も設けられている。また
、キャリッジＭ４０００には、電気基板Ｅ００１４から記録ヘッドＨ１００１へ、駆動信
号を伝えるための不図示のフレキシブルケーブルＥ００１２（図１８について後述）が接
続されている。
【００６８】
　記録ヘッドＨ１００１をキャリッジＭ４０００に固定するための構成として次のものが
設けられている。すなわち、記録ヘッドＨ１００１をキャリッジＭ４０００に押し付けな
がら位置決めするための不図示の突き当て部と、所定の位置に固定するための不図示の押
圧手段が、キャリッジＭ４０００上に設けられている。押圧手段は、ヘッドセットレバー
Ｍ４０１０に搭載され、記録ヘッドＨ１００１をセットする際に、ヘッドセットレバーＭ
４０１０を回転支点を中心に回して、記録ヘッドＨ１００１に作用する構成になっている
。
【００６９】
　さらに、キャリッジＭ４０００には、ＣＤ－Ｒ等の特殊メディアへ記録を行う際や、記
録結果や用紙端部等の位置検出用として、反射型の光センサからなる位置検出センサＭ４
０９０が取り付けられている。位置検出センサＭ４０９０は、発光素子より発光し、その
反射光を受光することで、キャリッジＭ４０００の現在位置を検出することができる。
【００７０】
　上記構成において記録媒体に画像形成する場合、行位置に対しては、搬送ローラＭ３０
６０およびピンチローラＭ３０７０からなるローラ対が、記録媒体を搬送して位置決めす
る。また、列位置に対しては、キャリッジモータＥ０００１によりキャリッジＭ４０００
を上記搬送方向と垂直な方向に移動させて、記録ヘッドＨ１００１を目的の画像形成位置
に配置させる。位置決めされた記録ヘッドＨ１００１は、電気基板Ｅ００１４からの信号
に従って、記録媒体に対しインクを吐出する。記録ヘッドＨ１００１についての詳細な構
成および記録システムは後述する。本実施形態の記録装置においては、記録ヘッドＨ１０
０１により記録を行いながらキャリッジＭ４０００が列方向に走査する記録主走査と、搬
送ローラＭ３０６０により記録媒体が行方向に搬送される副走査とを交互に繰り返す。こ
れにより、記録媒体上に画像を形成していく構成となっている。
【００７１】
　（Ｆ）フラットパス記録部（図１２～図１４）
　給紙部からの給紙は、図１１に示したように記録媒体が通る経路がピンチローラに達す
るまで曲がっているため、記録媒体を曲げた状態で行われることになる。従って、例えば
０．５ｍｍ程度以上の厚い記録媒体等を給紙部から給紙しようとすると、曲げられた記録



(13) JP 4920934 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

媒体の反力が発生し、給紙抵抗が増えて給紙が行えない場合がある。また、給紙が可能で
あっても、排紙後の記録媒体が曲がったままとなったり、折れたりすることもある。
【００７２】
　厚い記録媒体等、曲げたくない記録媒体や、ＣＤ－Ｒ等、曲げることのできない記録媒
体に対して記録を行うのがフラットパス記録である。
【００７３】
　ここで、フラットパス記録には本体背面のスリット上の開口部から（給紙装置の下）、
手差し給紙の態様で記録媒体を本体のピンチローラにニップさせ、記録を行うタイプがあ
る。しかし本実施形態のフラットパス記録は、記録媒体を本体手前の排紙口から記録位置
まで給紙し、スイッチバックしてから記録を行う形態のものである。
【００７４】
　フロントカバーＭ７０１０は、通常記録した記録媒体を数十枚程度積載しておくための
トレイを兼ねるために排紙部より下方にある（図８）。フラットパス記録時には、記録媒
体を排紙口から水平に、通常の搬送方向とは反対方向に給紙するために、フロントトレイ
Ｍ７０１０を排紙口の位置まで上げる（図１２）。フロントカバーＭ７０１０には不図示
のフック等が設けられており、フラットパス給紙位置にフロントカバーＭ７０１０を固定
可能である。フロントカバーＭ７０１０がフラットパス給紙位置にあることはセンサで検
知可能であり、当該検知に応じてフラットパス記録モードと判断することができる。
【００７５】
　フラットパス記録モードでは、記録媒体をフロントトレイＭ７０１０に載せて排紙口か
ら記録媒体を挿入するために、まずフラットパスキーＥ３００４を操作する。これによっ
て、想定している記録媒体の厚みより高い位置まで、拍車ホルダＭ３１３０とピンチロー
ラホルダＭ３０００とを不図示の機構により持ち上げる。また通紙領域内にキャリッジＭ
４０００が存在するような場合などは、キャリッジＭ４０００を不図示のリフト機構によ
り持ち上げることにより、記録媒体を挿入し易くすることができる。またリアトレイボタ
ンＭ７１１０を押すことによってリアトレイＭ７０９０を開き、さらにリアサブトレイＭ
７０９１をＶ字に開くことも可能である（図１３）。リアトレイＭ７０９０およびリアサ
ブトレイＭ７０９１は、長い記録媒体を本体前面から挿入した場合は本体背面から突出す
るので、長い記録媒体を本体背面でも支えるためのトレイである。厚い記録媒体は記録中
にフラットな姿勢を保たないとヘッドフェイス面と擦れたり、搬送負荷が変化したりする
ことから記録品位に影響を及ぼすおそれがあるので、これらのトレイの配設は有効である
。しかし本体背面からはみ出ない程度の長さの記録媒体であれば、リアトレイＭ７０９０
等を開く必要はない。
【００７６】
　以上によって、記録媒体を排紙口から本体内に挿入可能となる。記録媒体の後端部（ユ
ーザに最も近く位置する手前側の端部）と右端部とをフロントトレイＭ７０１０のマーカ
位置に揃えて、フロントトレイＭ７０１０に載せる。
【００７７】
　ここで再度フラットパスキーＥ３００４を操作すると、拍車ホルダ３１３０が降りて排
紙ローラＭ３１００およびＭ３１１０と拍車３１２０とで記録媒体をニップする。その後
、排紙ローラＭ３１００，Ｍ３１１０で記録媒体を所定量本体内に引き込む（通常記録時
の搬送方向とは逆方向）。最初に記録媒体をセットした際に記録媒体の手前側の端部（後
端部）を揃えているので、短い記録媒体の前端部（ユーザから見て最も奥側の端部）は搬
送ローラＭ３０６０まで届いていないことがある。従って所定量とは、想定している一番
短い記録媒体の後端が搬送ローラＭ３０６０に届くまでの距離とする。所定量送られた記
録媒体は搬送ローラＭ３０６０に届いているので、その位置でピンチローラホルダＭ３０
００を降ろして、搬送ローラＭ３０６０とピンチローラＭ３０７０とで記録媒体をニップ
させる。そして記録媒体をさらに送り、その後端部が搬送ローラＭ３０６０とピンチロー
ラＭ３０７０とでニップされるようにする。これで記録媒体のフラットパス記録のための
給紙が終了したことになる（記録待機位置）。
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【００７８】
　排紙ローラＭ３１００およびＭ３１１０と拍車Ｍ３１２０とのニップ力は、通常記録時
の排紙時に形成画像に影響を与えないよう、比較的低く設定されている。従って、フラッ
トパス記録時には記録を行うまでに記録媒体の位置がずれてしまうおそれがある。しかし
本実施形態では、ニップ力が比較的高い搬送ローラＭ３０６０とピンチローラＭ３０７０
とによって記録媒体をニップさせるので、記録媒体のセット位置が確保されたことになる
。また、記録媒体を上記所定量だけ本体内に送るとき、フラットパス紙検知センサレバー
（以下ＦＰＰＥセンサレバーと称す）Ｍ３１７０が、ここでは図示しない赤外線センサで
あるＦＰＰＥセンサＥ９００１の光路を遮蔽または形成する。これにより、記録媒体の後
端位置（記録時の前端位置となる）を検知することができる。なお、ＦＰＰＥセンサレバ
ーはプラテンＭ３０４０と拍車ホルダＭ３１３０の間に回動可能に設けられたものとする
ことができる。
【００７９】
　記録媒体が上記記録待機位置に設定されると、記録コマンドを実行する。すなわち、記
録ヘッドＨ１００１による記録位置まで搬送ローラＭ３０６０で記録媒体を搬送し、後は
通常の記録動作と同じように記録を行い、記録後フロントトレイＭ７０１０に排紙するこ
とになる。
【００８０】
　フラットパス記録をさらに行いたい場合は、記録した記録媒体をフロントトレイＭ７０
１０から取り出し、次の記録媒体をセットして、後は前述した処理を繰り返せばよい。具
体的には、フラットパスキーＥ３００４を押すことによって、拍車ホルダＭ３１３０とピ
ンチローラホルダＭ３０００とを持ち上げて、記録媒体をセットすることから始まる。
【００８１】
　一方、フラットパス記録を終了する場合は、フロントトレイＭ７０１０を通常記録位置
に戻すことによって通常記録モードに戻すことができる。
【００８２】
　（Ｇ）クリーニング部（図１５、図１６）
　クリーニング部は記録ヘッドＨ１００１のクリーニングを行うための機構である。これ
は、ポンプＭ５０００、記録ヘッドＨ１００１の乾燥を抑えるためのキャップＭ５０１０
、記録ヘッドＨ１００１の吐出口形成面をクリーニングするためのブレードＭ５０２０な
どから構成されている。
【００８３】
　本実施形態では、クリーニング部の主な駆動力は、不図示のＡＰモータＥ３００５から
伝達される。そして不図示のワンウェイクラッチにより、一方向の回転でポンプＭ５００
０を作動させ、もう一方向の回転ではブレードＭ５０２０の移動およびキャップＭ５０１
０の昇降を行わせるようになっている。なお、ＡＰモータＥ３００５は記録媒体の給紙動
作の駆動源にも用いられるものであるが、クリーニング部の動作を行うための専用のモー
タが設けられていてもよい。
【００８４】
　キャップＭ５０１０はモータＥ０００３から不図示の昇降機構を介して昇降可能に駆動
される。そして、上昇位置では、記録ヘッドＨ１５００に設けた数個の吐出部のフェイス
面毎にキャッピングを施し、非記録動作時等においてその保護を行ったり、あるいは吸引
回復を行うことが可能である。また、記録動作時には記録ヘッド９との干渉を避ける下降
位置に設定され、またフェイス面との対向によって予備吐出を受けることが可能である。
例えば記録ヘッドＨ１００１に１０個の吐出部が設けられ、５個の吐出部のフェイス面毎
に一括してキャッピングを施すことが可能となるよう、図示の例ではキャップＭ５０１０
は２つ設けられている。
【００８５】
　ゴム等の弾性部材でなるワイパ部Ｍ５０２０は不図示のワイパホルダに固定されている
。ワイパホルダは図１６の＋Ｙおよび－Ｙ方向（吐出部における吐出口の配列方向）に移
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動可能である。そして、記録ヘッドＨ１００１がホームポジションに到達したときに、矢
印－Ｙ方向にワイパホルダが移動することによって、ワイピングが可能である。ワイピン
グ動作が終了すると、キャリッジをワイピング領域の外に退避させてから、ワイパがフェ
イス面等と干渉しない位置に戻す。なお、本例のワイパ部Ｍ５０２０には、全吐出部のフ
ェイス面を含む記録ヘッドＨ１００１の面全体をワイピングするワイパブレードＭ５０２
０Ａが設けられている。また、５つの吐出部のフェイス面毎に、ノズル近傍をするワイピ
ングする２つのワイパブレードＭ５０２０Ｂ，Ｍ５０２０Ｃが設けられている。
【００８６】
　そして、ワイピング後には、ワイパ部Ｍ５０２０がブレードクリーナＭ５０６０に当接
することにより、ワイパブレードＭ５０２０Ａ～Ｍ５０２０Ｃ自身へ付着したインクなど
も除去することができる構成になっている。また、ワイピングに先立ってワイパブレード
Ｍ５０２０Ａ～Ｍ５０２０Ｃにウエット液を転写させておくことによりワイピングによる
クリーニング性を向上する構成（ウエット液転写部）が設けられている。このウエット液
転写部の構成およびワイピング動作については後述する。
【００８７】
　吸引ポンプＭ５０００は、キャップＭ５０１０をフェイス面に接合させてその内部に密
閉空間を形成した状態で負圧を発生させることが可能である。これにより、インクタンク
Ｈ１９００から吐出部内にインクを充填させたり、吐出口もしくはその内方のインク路に
存在する塵埃、固着物、気泡等を吸引除去したりすることができる。
【００８８】
　吸引ポンプＭ５０００としては、例えばチューブポンプ形態のものが用いられる。これ
は、可撓性を有するものとしたチューブの少なくとも一部を沿わせて保持する曲面が形成
された部材と、これに向けて可撓性チューブを押圧可能なローラと、このローラを支持し
て回転可能なローラ支持部とを有するものとすることができる。すなわち、ローラ支持部
を所定方向に回転させることで、ローラは曲面形成部材上で可撓性チューブを押しつぶし
ながら転動する。これに伴い、キャップＭ５０１０が形成する密閉空間に負圧が生じてイ
ンクが吐出口より吸引され、キャップＭ５０１０からチューブないし吸引ポンプに引き込
まれる。そして、引き込まれているインクはさらに下ケースＭ７０８０に設けた適宜の部
材（廃インク吸収体）に向けて移送される。
【００８９】
　なお、キャップＭ５０１０の内側部分には、吸引後の記録ヘッドＨ１００１のフェイス
面に残るインクを削減するために、吸収体Ｍ５０１１が設けられている。また、キャップ
Ｍ５０１０を開放した状態で、キャップＭ５０１０ないし吸収体Ｍ５０１１に残っている
インクを吸引することにより、残インクによる固着およびその後の弊害が起こらないよう
に配慮されている。ここで、インク吸引経路の途中に大気開放弁（不図示）を設け、キャ
ップＭ５０１０をフェイス面から離脱させる際に予めこれを開放しておくことで、フェイ
ス面に急激な負圧が作用しないようにしておくことが好ましい。
【００９０】
　また、吸引ポンプＭ５０００は、吸引回復だけでなく、キャップＭ５０１０がフェイス
面に対向した状態で行われる予備吐出動作によってキャップＭ５０１０に受容されたイン
クを排出するためにも作動させることができる。すなわち、予備吐出されてキャップＭ５
０１０に保持されたインクが所定量に達したときに吸引ポンプＭ５０００を作動させるこ
とで、キャップＭ５０１０内に保持されていたインクをチューブを介して廃インク吸収体
に移送することができる。
【００９１】
　以上のワイパ部Ｍ５０２０の動作、キャップＭ５０１０の昇降および弁の開閉など、連
続して行われる一連の動作は、モータＥ０００３の出力軸上に設けた不図示のメインカム
およびこれに従動する複数のカム，アーム等によって制御可能である。すなわち、モータ
Ｅ０００３の回転方向に応じたメインカムの回動によってそれぞれの部位のカム部，アー
ム等が作動することで、所定の動作を行うことが可能である。メインカムの位置はフォト
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インタラプタ等の位置検出センサで検出することができる。
【００９２】
　（Ｈ）ウエット液転写部（図１７、図１６）
　最近では、記録物の記録濃度、耐水性および耐光性等を向上する目的で、色材として顔
料成分を含有するインク（以下、顔料インクという）が使用されることが多くなってきて
いる。顔料インクは、元来固体である色材を、分散剤や、顔料表面に官能基を導入するな
どして水中に分散させてなるものである。従って、フェイス面上でインク中の水分が蒸発
し乾燥した顔料インクの乾燥物は、色材自体が分子レベルで溶解している染料系インクの
乾燥固着物と比べ、フェイス面に与えるダメージが大きい。また、また顔料を溶剤中に分
散させるために用いている高分子化合物がフェイス面に対して吸着されやすいという性質
が見られる。これは、インクの粘度調整や、耐光性向上その他の目的でインクに反応液を
添加する結果インク中に高分子化合物が存在する場合には、顔料インク以外でも生じる問
題である。
【００９３】
　この課題に対し、本実施形態では、ブレードＭ５０２０に液体を転写・付着させ、これ
によって濡れたブレードＭ５０２０でワイピングを行う。これにより、顔料インクによる
フェイス面の劣化を防ぎ、かつワイパの磨耗を軽減し、さらにはフェイス面に蓄積したイ
ンク残渣を溶解させることによって蓄積物を除去するようにしている。かかる液体をその
機能から本明細書ではウエット液と称し、これを用いるワイピングをウエットワイピング
と称する。
【００９４】
　本実施形態では、ウエット液を記録装置本体内部に貯蔵する構成がとられている。Ｍ５
０９０はウエット液タンクであり、ウエット液としてグリセリン溶液等を収納している。
Ｍ５１００はウエット液保持部材で、ウエット液がウエット液タンクＭ５０９０から漏れ
ないように適度な表面張力を有する繊維質部材等であり、ウエット液を含浸保持している
。Ｍ５０８０はウエット液転写部材であり、例えば、多孔質であって適度な毛管力を備え
た材質でなり、ワイパブレードと接触するウエット液転写部分Ｍ５０８１を有している。
ウエット液転写部材Ｍ５０８０はウエット液が染み込んだウエット液保持部材Ｍ５１００
とも接しており、従ってウエット液転写部材Ｍ５０８０もウエット液が染み込むことにな
る。ウエット液転写部材Ｍ５０８０は、ウエット液が残り少なくなってもウエット液転写
部分Ｍ５０８１へウエット液を供給できるだけの毛管力を有した材質である。
【００９５】
　かかるウエット液転写部およびワイパ部の動作を説明する。
【００９６】
　まず、キャップＭ５０１０を下降位置に設定し、キャリッジＭ４０００がブレードＭ５
０２０Ａ～Ｍ５０２０Ｃに触れない位置に退避させる。この状態で、ワイパ部Ｍ５０２０
を－Ｙ方向に移動させ、ブレードクリーナＭ５０６０の部位を通過させて、ウエット液転
写部分Ｍ５０８１に接触させる（図１７）。適切な時間だけ接触状態を維持することで、
ブレードＭ５０２０にウエット液が適量転写される。
【００９７】
　次にワイパ部Ｍ５０２０を＋Ｙ方向に移動させるが、ブレードがブレードクリーナＭ５
０６０に触れるのはウエット液が付着していない面であるので、ウエット液はブレードに
保持されたままになる。
【００９８】
　ブレードをワイピング開始位置まで戻した後、キャリッジＭ４０００をワイピング位置
まで移動させる。再度、ワイパ部Ｍ５０２０を－Ｙ方向に移動させることによって、ウエ
ット液が付いた面で記録ヘッドＨ１００１のフェイス面をワイピングすることが可能とな
る。
【００９９】
　１．３　電気回路構成
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　次に本実施形態における電気的回路の構成を説明する。
【０１００】
　図１８は、記録装置Ｊ００１３における電気的回路の全体構成を概略的に説明するため
のブロック図である。本実施形態で適用する記録装置では、主にキャリッジ基板Ｅ００１
３、メイン基板Ｅ００１４、電源ユニットＥ００１５およびフロントパネルＥ０１０６等
によって構成されている。
【０１０１】
　ここで、電源ユニットＥ００１５は、メイン基板Ｅ００１４と接続され、各種駆動電源
を供給するものとなっている。
【０１０２】
　キャリッジ基板Ｅ００１３は、キャリッジＭ４０００に搭載されたプリント基板ユニッ
トであり、ヘッドコネクタＥ０１０１を通じて記録ヘッドＨ１００１との信号の授受、ヘ
ッド駆動電源の供給を行うインターフェースとして機能する。ヘッド駆動電源の制御に供
する部分として、記録ヘッドＨ１００１の各色吐出部に対する複数チャネルのヘッド駆動
電圧変調回路Ｅ３００１を有しする。そして、フレキシブルフラットケーブル（ＣＲＦＦ
Ｃ）Ｅ００１２を通じてメイン基板Ｅ００１４から指定された条件に従ってヘッド駆動電
源電圧を発生する。また、キャリッジＭ４０００の移動に伴ってエンコーダセンサＥ００
０４から出力されるパルス信号に基づいて、エンコーダスケールＥ０００５とエンコーダ
センサＥ０００４との位置関係の変化を検出する。更にその出力信号をフレキシブルフラ
ットケーブル（ＣＲＦＦＣ）Ｅ００１２を通じてメイン基板Ｅ００１４へと出力する。
【０１０３】
　キャリッジ基板Ｅ００１３には、図２０に示すように、２つの発光素子（ＬＥＤ）Ｅ３
０１１および受光素子Ｅ３０１３でなる光学センサＥ３０１０および周囲温度を検出する
ためのサーミスタＥ３０２０が接続されている。以下、これらのセンサをマルチセンサＥ
３０００として参照する。マルチセンサＥ３０００により得られる情報は、フレキシブル
フラットケーブル（ＣＲＦＦＣ）Ｅ００１２を通じてメイン基板Ｅ００１４へと出力され
る。
【０１０４】
　メイン基板Ｅ００１４は、本実施形態におけるインクジェット記録装置の各部の駆動制
御を司るプリント基板ユニットである。その基板上にホストインタフェース（ホストＩ／
Ｆ）Ｅ００１７を有しており、不図示のホストコンピュータからの受信データをもとに記
録動作の制御を行う。また、キャリッジモータＥ０００１、ＬＦモータＥ０００２、ＡＰ
モータＥ３００５、ＰＲモータＥ３００６など、各種モータと接続されて各機能の駆動を
制御している。キャリッジモータＥ０００１は、キャリッジＭ４０００を主走査させるた
めの駆動源となるモータである。ＬＦモータＥ０００２、記録媒体を搬送するための駆動
源となるモータである。ＡＰモータＥ３００５は、記録ヘッドＨ１００１の回復動作およ
び記録媒体の給紙動作の駆動源となるモータである。ＰＲモータＥ３００６は、フラット
パス記録動作の駆動源となるモータである。さらに、ＰＥセンサ、ＣＲリフトセンサ、Ｌ
Ｆエンコーダセンサ、ＰＧセンサのような、プリンタ各部の動作状態を検出する様々なセ
ンサに対して、制御信号および検出信号の送受信を行うためのセンサ信号Ｅ０１０４に接
続される。また、メイン基板Ｅ００１４は、ＣＲＦＦＣ　Ｅ００１２および電源ユニット
Ｅ００１５にそれぞれ接続されるとともに、さらにパネル信号Ｅ０１０７を介してフロン
トパネルＥ０１０６と情報の授受を行うためのインターフェースを有している。
【０１０５】
　フロントパネルＥ０１０６は、ユーザ操作の利便性のために、記録装置本体の正面に設
けたユニットである。これは、リジュームキーＥ００１９、ＬＥＤ　Ｅ００２０、電源キ
ーＥ００１８およびフラットパスキーＥ３００４を有するほか（図６）、さらにデジタル
カメラ等の周辺デバイスとの接続に用いるデバイスＩ／Ｆ　Ｅ０１００を有している。
【０１０６】
　図１９は、メイン基板Ｅ１００４の内部構成を示すブロック図である。
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【０１０７】
　図において、Ｅ１１０２はＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）で
ある。これは、制御バスＥ１０１４を通じてＲＯＭ　Ｅ１００４に接続され、ＲＯＭ　Ｅ
１００４に格納されたプログラムに従って、各種制御を行っている。例えば、各種センサ
に関連するセンサ信号Ｅ０１０４や、マルチセンサＥ３０００に関連するマルチセンサ信
号Ｅ４００３の送受信を行う。そのほか、エンコーダ信号Ｅ１０２０、フロントパネルＥ
０１０６上の電源キーＥ００１８、リジュームキーＥ００１９およびフラットパスキーＥ
３００４からの出力の状態を検出している。また、ホストＩ／Ｆ　Ｅ００１７、フロント
パネル上のデバイスＩ／Ｆ　Ｅ０１００の接続およびデータ入力状態に応じて、各種論理
演算や条件判断等を行い、各構成要素を制御し、インクジェット記録装置の駆動制御を司
っている。
【０１０８】
　Ｅ１１０３はドライバ・リセット回路である。これは、ＡＳＩＣ　Ｅ１１０２からのモ
ータ制御信号Ｅ１１０６に従って、ＣＲモータ駆動信号Ｅ１０３７、ＬＦモータ駆動信号
Ｅ１０３５、ＡＰモータ駆動信号Ｅ４００１およびＰＲモータ駆動信号Ｅ４００２を生成
し、各モータを駆動する。さらに、ドライバ・リセット回路Ｅ１１０３は、電源回路を有
しており、メイン基板Ｅ００１４、キャリッジ基板Ｅ００１３、フロントパネルＥ０１０
６など各部に必要な電源を供給する。、さらには電源電圧の低下を検出して、リセット信
号Ｅ１０１５を発生および初期化を行う。
【０１０９】
　Ｅ１０１０は電源制御回路であり、ＡＳＩＣ　Ｅ１１０２からの電源制御信号Ｅ１０２
４に従って発光素子を有する各センサ等への電源供給を制御する。
【０１１０】
　ホストＩ／Ｆ　Ｅ００１７は、ＡＳＩＣ　Ｅ１１０２からのホストＩ／Ｆ信号Ｅ１０２
８を、外部に接続されるホストＩ／ＦケーブルＥ１０２９に伝達し、またこのケーブルＥ
１０２９からの信号をＡＳＩＣ　Ｅ１１０２に伝達する。
【０１１１】
　一方、電源ユニットＥ００１５からは電力が供給される。供給された電力は、メイン基
板Ｅ００１４内外の各部へ、必要に応じて電圧変換された上で供給される。また、ＡＳＩ
Ｃ　Ｅ１１０２からの電源ユニット制御信号Ｅ４０００が電源ユニットＥ００１５に接続
され、記録装置本体の低消費電力モード等を制御する。
【０１１２】
　ＡＳＩＣ　Ｅ１１０２は１チップの演算処理装置内蔵半導体集積回路であり、前述した
モータ制御信号Ｅ１１０６、電源制御信号Ｅ１０２４および電源ユニット制御信号Ｅ４０
００等を出力する。そして、ホストＩ／Ｆ　Ｅ００１７との信号の授受を行うとともに、
パネル信号Ｅ０１０７を通じて、フロントパネル上のデバイスＩ／Ｆ　Ｅ０１００との信
号の授受を行う。さらに、センサ信号Ｅ０１０４を通じてＰＥセンサ、ＡＳＦセンサ等各
部センサ類により状態を検知する。さらに、マルチセンサ信号Ｅ４００３を通じてマルチ
センサＥ３０００を制御するとともに状態を検知する。、またパネル信号Ｅ０１０７の状
態を検知して、パネル信号Ｅ０１０７の駆動を制御してフロントパネル上のＬＥＤ　Ｅ０
０２０の点滅を行う。
【０１１３】
　さらにＡＳＩＣ　Ｅ１１０２は、エンコーダ信号（ＥＮＣ）Ｅ１０２０の状態を検知し
てタイミング信号を生成し、ヘッド制御信号Ｅ１０２１で記録ヘッドＨ１００１とのイン
ターフェースをとり記録動作を制御する。ここにおいて、エンコーダ信号（ＥＮＣ）Ｅ１
０２０はＣＲＦＦＣ　Ｅ００１２を通じて入力されるエンコーダセンサＥ０００４の出力
信号である。また、ヘッド制御信号Ｅ１０２１は、フレキシブルフラットケーブルＥ００
１２を通じてキャリッジ基板Ｅ００１３に接続される。そして、前述のヘッド駆動電圧変
調回路Ｅ３００１およびヘッドコネクタＥ０１０１を経て記録ヘッドＨ１００１に供給さ
れるとともに、記録ヘッドＨ１００１からの各種情報をＡＳＩＣ　Ｅ１１０２に伝達する
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。このうち吐出部毎のヘッド温度情報については、メイン基板上のヘッド温度検出回路Ｅ
３００２で信号増幅された後、ＡＳＩＣ　Ｅ１１０２に入力され、各種制御判断に用いら
れる。
【０１１４】
　図中、Ｅ３００７はＤＲＡＭであり、記録用のデータバッファ、ホストコンピュータか
らの受信データバッファ等として、また各種制御動作に必要なワーク領域しても使用され
ている。
【０１１５】
　１．４　記録ヘッド構成
　以下に本実施形態で適用するヘッドカートリッジＨ１０００の構成について説明する。
　本実施形態におけるヘッドカートリッジＨ１０００は、記録ヘッドＨ１００１と、イン
クタンクＨ１９００を搭載する手段およびインクタンクＨ１９００から記録ヘッドにイン
クを供給するための手段を有している。そして、キャリッジＭ４０００に対して着脱可能
に搭載される。
【０１１６】
　図２１は、本実施形態で適用するヘッドカートリッジＨ１０００に対し、インクタンク
Ｈ１９００を装着する様子を示した図である。本実施形態の記録装置は、１０色の顔料イ
ンクによって画像を形成する。１０色とはシアン（Ｃ）、ライトシアン（Ｌｃ）、マゼン
タ（Ｍ）、ライトマゼンタ（Ｌｍ）、イエロー（Ｙ）、第１ブラック（Ｋ１）、第２ブラ
ック（Ｋ２）、レッド（Ｒ）、グリーン（Ｇ）およびグレー（Ｇｒａｙ）である。従って
インクタンクＴ０００１もこれら１０色分のものが独立に用意されている。そして、図に
示すように、インクタンクそれぞれがヘッドカートリッジＨ１０００に対して着脱自在と
なっている。なお、インクタンクＨ１９００の着脱は、キャリッジＭ４０００にヘッドカ
ートリッジＨ１０００が搭載された状態で行えるようになっている。
【０１１７】
　１．５　インク構成
　以下に本発明で使用する１０色のインクについて説明する。
【０１１８】
　本発明に用いられる１０色とは、シアン（Ｃ）、ライトシアン（Ｌｃ）、マゼンタ（Ｍ
）、ライトマゼンタ（Ｌｍ）、イエロー（Ｙ）、第１ブラック（Ｋ１）、第２ブラック（
Ｋ２）、グレー（Ｇｒａｙ）、レッド（Ｒ）およびグリーン（Ｇ）である。各色に用いら
れる着色剤は全てが顔料であることが好ましい。ここで、顔料の分散を行うためには、公
知一般の分散剤を用いてもよいし、また公知一般の方法で顔料表面を改質し、自己分散性
を付与してもよい。本発明の主旨にあえば、少なくとも一部の色に用いられる着色剤が染
料であってもよい。また、少なくとも一部の色に用いられるの着色剤が顔料と染料を調色
した形でもよく、顔料を複数種ふくんでもよい。また本発明に用いられる１０色インクに
は、本発明の主旨にある範疇で、水溶性有機溶剤・添加剤・界面活性剤・バインダー・防
腐剤から選ばれる少なくとも１種以上が含まれてもよい。
【０１１９】
　２．特徴構成
　２．１　ウエット液転写部の詳細
　上述のように、本実施形態に係る記録装置は顔料インクを用いている。フェイス面上で
インク中の水分が蒸発し乾燥した顔料インクの乾燥物は、色材自体が分子レベルで溶解し
ている染料系インクの乾燥固着物と比べ、フェイス面に与えるダメージが大きい。また、
また顔料を溶剤中に分散させるために用いている高分子化合物がフェイス面に対して吸着
されやすい。そこで本実施形態では、図１７に示したようにブレードＭ５０２０にウエッ
ト液を転写・付着させることでこれを濡らし、その濡れたブレードＭ５０２０で図１６に
示したようにワイピング（ウェットワイピング）を行うようにしている。また本実施形態
では、ウエット液を、記録装置本体内部のウエット液タンクＭ５０９０に収納されたウエ
ット液保持部材Ｍ５１００に含浸保持させることで貯蔵する構成がとられている。
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【０１２０】
　ウエット液保持部材Ｍ５１００は、ウエット液がウエット液タンクＭ５０９０から漏れ
ないように適度な表面張力を有する繊維質部材等の吸収体でなり、本実施形態ではポリプ
ロピレン繊維をスポンジ状にしたもの（以下ＰＰスポンジと言う）を用いている。なお、
ポリプロピレン繊維の繊維径や、ポリプロピレン繊維をスポンジ化したときの見かけ密度
、スポンジ内の繊維の配向方向、ＰＰスポンジをウエット液タンクＭ５０９０内に組み込
むときの圧縮率等は適宜選択することができる。
【０１２１】
　図１７に示したように、ウエット液保持部材Ｍ５１００の底面と接するとともに、ワイ
パブレードＭ５０２０と接触するウエット液転写部分Ｍ５０８１を有したウエット液転写
部材Ｍ５０８０は、例えば多孔質であって適度な毛管力を備えた材質でなっている。そし
てウエット液転写部材Ｍ５０８０は、ウエット液の初期保持状態から残量が少なくなるま
で、ウエット液保持部材Ｍ５１００と転写部材Ｍ５０８０の間で確実にウエット液の供給
が行われるようにする機能を果たす。
【０１２２】
　かかる機能を果たすためのウエット液保持部材Ｍ５１００、ウエット液転写部材Ｍ５０
８０およびそれらの関係を詳しく説明する。
【０１２３】
　図２２はこれを説明するためのウエット液タンクＭ５０９０の主要部を示す断面図であ
る。　
　ウエット液は保持部材Ｍ５１００により、転写部分Ｍ５０８１より下方において含浸保
持されている。そして、転写部材Ｍ５０８０の毛管力により転写部分Ｍ５０８１まで引き
上げられる。ここで、ウエット液保持部Ｍ５１００と転写部材Ｍ５０８０の間で確実にウ
エット液の供給が行われるようにするために、本実施形態では、ウエット液保持部Ｍ５１
００の毛管力よりも、ウエット液転写部材Ｍ５０８０の毛管力の方が強くなるよう設定さ
れている。これにより、ウエット液転写部Ｍ５０８１からブレードＭ５０２０へ転写して
失われたウエット液が、ウエット液保持部Ｍ５１００からウエット液転写部材Ｍ５０８０
へ毛管力差により供給されることになる。
【０１２４】
　また、ウエット液転写部材Ｍ５０８０は、ウエット液が残り少なくなってもウエット液
転写部Ｍ５０８１へウエット液を供給できるだけの毛管力を有するように選択する。換言
すれば、ウエット液保持部材Ｍ５１００の底面と接する部位Ｍ５０８０Ｂからウエット液
転写部分Ｍ５０８１までの高さＨは、ウエット液転写部材Ｍ５０８０が毛管力でウエット
液を引き上げられる最大高さ以下に設定される。また、記録装置本体運搬時の振動や衝撃
あるいは姿勢により、ウエット液保持部材Ｍ５１００内でウエット液がウエット液転写部
分Ｍ５０８１から遠方に偏っている場合でも、ウエット液転写部分Ｍ５０８１までウエッ
ト液が移動できるようにすることが好ましい。このために本実施形態では、ウエット液転
写部の底部Ｍ５０８０Ｂをウエット液保持部Ｍ５１００の底面、好ましくは底面全体に接
するように配置して、ウエット液が途切れてしまうことのないようにしている。また、ウ
エット液転写部Ｍ５０８１からウエット液転写部材の最遠部Ｍ５０８０Ｄまでの距離につ
いても、ウエット液転写部材Ｍ５０８０が毛管力でウエット液を引き上げられる最大高さ
以下に設定する。
【０１２５】
　以上のような関係が維持されれば、ウエット液転写部材Ｍ５０８０の平均気孔径、見か
け密度および毛管力等は適宜選択可能である。本実施形態では、旭化成ケミカルズ株式会
社製サンファイン（登録商標）ＡＱ８９０を用いている。
【０１２６】
　ウエット液としては、本実施形態ではグリセリンを用いている。グリセリンはそのもの
は蒸発しにくいが、空気中の水分を吸湿しやすく、また一旦吸湿した場合でも低湿度環境
下では水分を放出する特性がある。従って、吸湿、乾燥の影響を受けないように、ウエッ
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ト液保持部Ｍ５１００および転写部材Ｍ５０８０の外周面を図示しない水蒸気透過性の低
い材料で遮蔽することが好ましい。ただしウエット液保持部に存在するエアーの膨張収縮
に耐えられるように、完全密閉するのではなく、一部に大気連通用の細孔を設けることが
望ましい。なお、ウエット液保持部Ｍ５１００および転写部材Ｍ５０８０の接触部分（底
面部分）およびウエット液転写部分Ｍ５０８１については遮蔽は行わない。
【０１２７】
　ウエット液転写部材Ｍ５０８０にサンファイン（登録商標）ＡＱ８９０、ウエット液に
グリセリンを用いる本実施形態では、ウエット液転写部材Ｍ５０８０がウエット液を引き
上げる限界引き上げ高さは低温・低湿環境下で６０ｍｍほどである。このため、ウエット
液転写部材の底面部Ｍ５０８０Ｂとウエット液転写部Ｍ５０８１までの距離（高さＨ）は
２０ｍｍとした。また、ウエット液転写部Ｍ５０８１からウエット液転写部材の最遠部Ｍ
５０８０Ｄまでの、ウエット液転写部材に沿った距離は５０ｍｍとなるようにした。
【０１２８】
　次に、ウエット液保持部材Ｍ５１００の大きさすなわち容積については、ウエット液の
必要量から次のように算出できる。まず、記録装置または記録ヘッドの寿命が尽きるまで
に行われる記録枚数（耐久枚数）相当分のワイピングを行ったとしてもフェイス面の撥水
状態に大きな変化がなく、吐出液滴の着弾位置精度が許容範囲内であるのに必要なウエッ
ト液転写量を実験等で求める。そしてウエット液保持部材Ｍ５１００は、これに耐久枚数
相当分のワイピング回数を乗じた量のウエット液を保持可能な容積より大きい容積を有す
るものとする。
【０１２９】
　例えば１回のウェットワイプあたり０．５ｍｇのグリセリンをブレードＭ５０２０に転
写した上で撥水性のフェイス面に塗布することで、目標とする耐久枚数３００００枚を問
題なく行うことができるとすると、耐久枚数の間に必要なグリセリン量は１５ｇとなる。
これに、グリセリンの密度、ＰＰスポンジのグリセリン保持量、転写部材のグリセリン保
持量および、実質的に供給が行えなくなったとき（使いきり時）のグリセリン残量等を考
慮すると、グリセリン保持部の容積は２０ｃｃ程度が必要となる。初期のグリセリン注入
量は、使いきり効率にもよるが、通常１００％使い切ることは期待できないので、必要最
低限の量（１５ｇ）に安全係数（例えば１.２）を乗じたものとしておくことが強く望ま
しい。
【０１３０】
　これらの条件、すなわち１回のワイピングで必要なグリセリン等のウエット液の量、お
よび想定する耐久枚数ないしワイピング回数に関しては、記録装置や記録ヘッドの構成等
に応じて異なる。また、使いきり時における保持部材や転写部材のグリセリン残量、およ
び使用者によって異なる使用状況を考慮して安全係数が設定される。さらに、吸湿による
グリセリンの体積増大分を考慮しなければならない。従って、吸収体である保持部材の容
積は、１回のワイピングで必要なグリセリン等のウエット液の量、ワイピング回数および
安全係数を乗じ、さらに環境に応じた体積変動分を考慮して定めることが強く望ましい。
そのように保持部材の容積を適切に定めることで、保持部材は、転写部分より下方におい
てウエット液を好ましく含浸保持しておくことが可能となる。またこれにより、転写部材
の毛管力によりウエット液を引き上げて供給・転写することができ、様々な環境下におい
ても安定かつ十分なウエット液の供給ないし転写性能を維持することができるようになる
。
【０１３１】
　２．２　ウェットワイピング動作
　上述のように保持・供給されるウェット液を用いるウェットワイピングの動作例を説明
する。
【０１３２】
　図２３はワイピング動作を説明するための模式図である。本例のワイパ部Ｍ５０２０に
は３枚のブレードＭ５０２０Ａ～Ｍ５０２０Ｃが設けられているが、ここでは簡略化のた
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めに１枚のブレードのみが図示されている。（ａ）～（ｆ）はワイパ部Ｍ５０２０が取る
位置を示している。なお、ブレードにはポリエーテルウレタンを用いることができる。ま
た、ヘッドＨ１００１のフェイス面は、撥水材のコートなどによる撥水処理が施されたも
のとすることができる。
【０１３３】
　通常ワイパ部Ｍ５０２０は位置（ａ）に設定されている。そして、ウェットワイピング
の動作開始にあたっては、まずキャップＭ５０１０を下降位置（－Ｚ方向）に設定すると
ともに、記録ヘッドＨ１００１ないしキャリッジＭ４０００がワイパ部Ｍ５０２０のブレ
ードに触れない位置に退避させる。この状態で、ワイパ部Ｍ５０２０を－Ｙ方向に移動さ
せ、ブレードクリーナＭ５０６０の部位（位置（ｄ））を通過させる。このときブレード
はブレードクリーナＭ５０６０によって清掃される。その後ブレードはさらに、位置（ｅ
）を経て、ウエット液転写部分Ｍ５０８１に当接する（位置（ｆ））。そして転写部分に
対する所定のニップ幅および当接時間に応じ、ブレードにはウエット液が適量転写される
。
【０１３４】
　この後、ワイパ部Ｍ５０２０を位置（ａ）までＹ方向に移動させる。この過程でブレー
ドがブレードクリーナＭ５０６０に接触するが、接触するのはウエット液が付着していな
い面であるので、ウエット液はブレードに保持されたままである。
【０１３５】
　ブレードをワイピング開始位置である位置（ａ）まで戻した後、キャリッジＭ４０００
を移動させ、記録ヘッドＨ１００１のフェイス面がブレードによるワイピング可能な位置
に設定する。そして、ワイパ部Ｍ５０２０を－Ｙ方向に移動させることによって（位置（
ａ）、（ｂ）、（ｃ））、ウエット液が付いた面で記録ヘッドＨ１００１のフェイス面を
ワイピングする。
【０１３６】
　上述のように、本例では長期間にわたって十分な量のウエット液の保持が可能であり、
かつ様々な環境下においても安定かつ十分なウエット液の供給性能を維持することができ
る。従って、ブレードには適量のウエット液が転写されており、その状態でワイピングを
行うことにより、所期のウエットワイプ効果を得ることができる。すなわち、フェイス面
に蓄積されたインク増粘物や増膜物を適切に溶解・除去することができる。また、ブレー
ドとフェイス面との間にウエット液が介在することにより潤滑材の働きをし、ワイパの磨
耗を軽減することができる。さらに、フェイス面にウエット液を付着させることでフェイ
ス面保護のための膜を形成することができる。
【０１３７】
　ワイピング終了後、さらに矢印－Ｙ方向に移動すると、ブレードはブレードクリーナＭ
５０６０に当接し（位置（ｄ））、位置（ｅ）に至る。ブレードクリーナＭ５０６０との
当接により、フェイス面から掻きとられ、ブレードに付着したインク滴、塵埃、紙粉等は
、ブレードクリーナＭ５０６０に転写（移動）することで回収される。
【０１３８】
　なお、以上のようなワイピングおよびブレードクリーナＭ５０６０との当接終了後、ブ
レードないしワイパ部Ｍ５０２０を位置（ｅ）から位置（ａ）に戻し、待機状態とするこ
とができる。または、位置（ｆ）まで移動させてウエット液を転写させた後に位置（ａ）
に戻すこともできる。後者の場合、必要に応じて連続してワイピング動作を行うことが可
能となる。また、連続してワイピング動作を行わない場合にも、グリセリンは揮発性が極
めて低いためブレードに付着したままとなるので、次回のワイピング動作を位置（ａ）か
らそのまま実行できることになる。
【０１３９】
　ワイパ部Ｍ５０２０を位置（ａ）に設定した後には、記録動作を実行することもできる
し、キャップＭ５０１０をＺ方向に上昇させてフェイス面にキャッピングを施すこともで
きる。
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【０１４０】
　２．３　その他
　なお本発明は、上述の実施形態にのみ限られるものではない。例えば、ウエット液、ウ
エット液保持部および転写部材等の材料や、フェイス面の性質（撥水／非撥水／親水性等
）の選択、インクの濡れ性の指標であるインク表面張力やフェイス面に対するインクの接
触角等について、様々な変更ないし変形が可能である。それぞれの間の関係を考慮して適
宜定めればよい。
【０１４１】
　また、インクに関して、上記実施形態では顔料インクを用いるものとして説明した。し
かし、高分子化合物がフェイス面に対して吸着されることで生じる問題は、インクの粘度
調整や、耐光性向上その他の目的でインクに反応液を添加する結果インク中に高分子化合
物が存在する場合には、顔料インク以外でも生じる。従って本発明は、染料インクを用い
るような場合にも有効に適用可能である。さらに、用いるインクの種類や濃度についても
、上述の実施形態に限られないのは言うまでもない。
【０１４２】
　加えて、ウェットワイピング動作を実施するタイミングについても適宜定めることが可
能である。従来から行われているように、記録ヘッドのキャップオープン状態が所定時間
継続ときにフェイス面が乾燥している恐れがあるために行われる、所謂タイマワイピング
のタイミングとすることができる。また、吐出ドット数のカウントを行い、所定量以上の
記録がなされた場合にフェイス面がインクミストで汚れている恐れがあるために行われる
、所謂ドットカウントワイピングのタイミングとすることができる。
【０１４３】
　また、キャップクローズ後の放置に備えるようにするため、キャップクローズ前にウェ
ットワイピングを行うこともできる。さらに、長期放置後など記録ヘッドの吐出口に固着
／増粘インクが存在する場合に行われる吸引回復動作後には、フェイス面に吸引残りのイ
ンクが比較的大量に付着している。従ってこのインク残りを除去するために、吸引後のタ
イミングでウェットワイピングを行うことも好ましい。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】本発明の一実施形態で適用する記録システムにおける画像データ処理の流れを説
明するための図である。
【図２】図１の記録システムにおいて、ホスト装置のプリンタドライバが記録装置に渡す
記録データの構成例を示す説明図である。
【図３】実施形態で用いられる記録装置がドット配列パターン化処理で変換する入力レベ
ルに対する出力パターンを示した図である。
【図４】実施形態で用いられる記録装置が実行するマルチパス記録方法を説明するための
模式図である。
【図５】実施形態で用いられる記録装置が実行するマルチパス記録方法に適用されるマス
クパターンの一例を示す説明図である。
【図６】実施形態で用いられる記録装置の斜視図であり、非使用時における前面から見た
状態を示している。
【図７】実施形態で用いられる記録装置の斜視図であり、非使用時における背面から見た
状態を示している。
【図８】実施形態で用いられる記録装置の斜視図であり、使用時における前面から見た状
態を示している。
【図９】実施形態で用いられる記録装置本体の内部機構を説明するための図であり、右上
部からの斜視図である。
【図１０】実施形態で用いられる記録装置本体の内部機構を説明するための図であり、左
上部からの斜視図である。
【図１１】実施形態で用いられる記録装置本体の内部機構を説明するための側断面図であ
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る。
【図１２】実施形態で用いられる記録装置の斜視図であり、フラットパス記録時における
前面から見た状態を示している。
【図１３】実施形態で用いられる記録装置の斜視図であり、フラットパス記録時における
背面から見た状態を示している。
【図１４】実施形態で行われるフラットパス記録を説明するための模式的側断面図である
。
【図１５】実施形態で用いられる記録装置本体におけるクリーニング部を示す斜視図であ
る。
【図１６】図１５のクリーニング部におけるワイパ部の構成および動作を説明するための
断面図である。
【図１７】図１５のクリーニング部におけるウエット液転写部の構成および動作を説明す
るための断面図である。
【図１８】本発明の実施形態における電気的回路の全体構成を概略的に示すブロック図で
ある。
【図１９】図１８におけるメイン基板の内部構成例を示すブロック図である。
【図２０】図１８におけるキャリッジ基板に実装されるマルチセンサの構成例を示す図で
ある。
【図２１】実施形態で適用したヘッドカートリッジにインクタンクを装着する状態示した
斜視図である。
【図２２】実施形態で用いたウエット液保持部材、ウエット液転写部材およびそれらの関
係を説明するためのウエット液タンクの主要部を示す断面図である。
【図２３】図２２のタンクによって保持・供給されるウェット液を用いるウェットワイピ
ングの動作例を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【０１４５】
　　Ｊ０００１　アプリケーション
　　Ｊ０００２　前段
　　Ｊ０００３　後段
　　Ｊ０００４　γ補正
　　Ｊ０００５　ハーフトーニング
　　Ｊ０００６　印刷データの作成
　　Ｊ０００７　ドット配置パターン化処理
　　Ｊ０００８　マスクデータ変換処理
　　Ｊ０００９　ヘッド駆動回路
　　Ｈ１００１　記録ヘッド
　　Ｊ００１１　記録システム
　　Ｊ００１２　ホスト装置
　　Ｊ００１３　記録装置
　　Ｐ０００２　マスクパターン
　　Ｐ０００２（ａ）～Ｐ０００２（ｄ）　第１のマスクパターン～第４のマスクパター
ン
　　Ｍ１０１０　シャーシ
　　Ｍ１０１１　ガイドレール
　　Ｍ２０００　ベース
　　Ｍ２０１０　圧板
　　Ｍ２０１２　圧板バネ
　　Ｍ２０１３　分離シート
　　Ｍ２０２０　戻しレバー
　　Ｍ２０２１　戻しレバーバネ
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　　Ｍ２０３０　可動サイドガイド
　　Ｍ２０４０　分離ローラホルダ
　　Ｍ２０４１　分離ローラ
　　Ｍ２０４４　分離ローラリリースシャフト
　　Ｍ２０６０　給紙トレイ
　　Ｍ２０６１　給紙サブトレイ
　　Ｍ２０７０　駆動部
　　Ｍ２０８０　給紙ローラ
　　Ｍ３０００　ピンチローラホルダ
　　Ｍ３０２１　ＰＥセンサレバー
　　Ｍ３０３０　ペーパガイドフラッパ
　　Ｍ３０４０　プラテン
　　Ｍ３０４１　紙押さえ
　　Ｍ３０６０　搬送ローラ
　　Ｍ３０６１　プーリ
　　Ｍ３０６２　コードホイール
　　Ｍ３０７０　ピンチローラ
　　Ｍ３１００　第１の排紙ローラ
　　Ｍ３１１０　第２の排紙ローラ
　　Ｍ３１１１　弾性体
　　Ｍ３１２０　拍車
　　Ｍ３１３０　拍車ホルダ
　　Ｍ３１６０　排紙トレイ
　　Ｍ４０００　キャリッジ
　　Ｍ４０１０　ヘッドセットレバー
　　Ｍ４０２０　ガイドシャフト
　　Ｍ４０４１　タイミングベルト
　　Ｍ４０４２　アイドルプーリ
　　Ｍ４０９０　位置検出センサ
　　Ｍ５０００　ポンプ
　　Ｍ５０１０　キャップ
　　Ｍ５０１１　キャップ吸収体
　　Ｍ５０２０　ワイパ部（ブレード）
　　Ｍ５０６０　ブレードクリーナ
　　Ｍ５０７０　
　　Ｍ５０８０　ウエット液転写部材
　　Ｍ５０８１　ウエット液転写部分
　　Ｍ５０９０　ウエット液タンク
　　Ｍ５１００　ウエット液保持部材
　　Ｍ７０１０　フロントカバー
　　Ｍ７０３０　アクセスカバー
　　Ｍ７０４０　上ケース
　　Ｍ７０６０　ＬＥＤガイド
　　Ｍ７０８０　下ケース
　　Ｍ７０９０　リアトレイ
　　Ｍ７０９１　リアサブトレイ
　　Ｅ０００１　キャリッジモータ
　　Ｅ０００２　ＬＦモータ
　　Ｅ０００４　エンコーダセンサ
　　Ｅ０００５　エンコーダスケール
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　　Ｅ００１２　ＣＲＦＦＣ（フレキシブルフラットケーブル）
　　Ｅ００１３　キャリッジ基板
　　Ｅ００１４　メイン基板
　　Ｅ００１５　電源ユニット
　　Ｅ００１７　ホストＩ／Ｆ
　　Ｅ００１８　電源キー
　　Ｅ００１９　リジュームキー
　　Ｅ００２０　ＬＥＤ
　　Ｅ０１００　デバイスＩ／Ｆ
　　Ｅ０１０１　ヘッドコネクタ
　　Ｅ０１０４　センサ信号
　　Ｅ０１０６　フロントパネル
　　Ｅ０１０７　パネル信号
　　Ｅ１００４　ＲＯＭ
　　Ｅ１０１０　電源制御回路
　　Ｅ１０１４　制御バス
　　Ｅ１０１５　ＲＥＳＥＴ（リセット信号）
　　Ｅ１０２０　ＥＮＣ（エンコーダ信号）
　　Ｅ１０２１　ヘッド制御信号
　　Ｅ１０２４　電源制御信号
　　Ｅ１０２８　ホストＩ／Ｆ信号
　　Ｅ１０２９　ホストＩ／Ｆケーブル
　　Ｅ１０３５　ＬＦモータ駆動信号
　　Ｅ１０３７　ＣＲモータ駆動信号
　　Ｅ１１００　デバイスＩ／Ｆ信号
　　Ｅ１１０２　ＡＳＩＣ
　　Ｅ１１０３　ドライバ・リセット回路
　　Ｅ１１０６　モータ制御信号
　　Ｅ３０００　マルチセンサ
　　Ｅ３００１　ヘッド駆動電圧変調回路
　　Ｅ３００２　ヘッド温度検出回路
　　Ｅ３００４　フラットパスキー
　　Ｅ３００５　ＡＰモータ
　　Ｅ３００６　ＰＲモータ
　　Ｅ３００７　ＲＡＭ
　　Ｅ４０００　電源ユニット制御信号
　　Ｅ４００１　ＡＰモータ駆動信号
　　Ｅ４００２　ＰＲモータ駆動信号
　　Ｅ４００３　マルチセンサ信号
　　Ｈ１０００　ヘッドカートリッジ
　　Ｈ１００１　記録ヘッド
　　Ｈ１９００　インクタンク
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