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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を吐出する吐出口、および、該吐出口と連通し該吐出口から吐出する該液体が充填
される圧力室を備える記録ヘッドと、
　前記圧力室の内部を含む循環経路内の液体を循環させる循環動作を行う循環手段と、
　前記記録ヘッドから排出された液体の総排出量および前記記録ヘッドによる画像形成に
使用されない吐出口からの蒸発量に基づいて前記循環経路内の液体の濃度に関する値を算
出する算出手段と、
　前記算出手段により算出された前記濃度に関する値に基づいて前記循環経路内の液体を
排出する排出動作を行う排出手段と、
　前記排出動作により排出された液体の量に基づいて前記循環経路外から前記循環経路内
へ液体を補給する補給手段と、を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記記録ヘッドを回復する回復動作を行う回復手段をさらに備え、
　前記総排出量は、記録媒体に画像を形成するために前記吐出口から吐出される液体の量
と、前記回復動作により排出される液体の量と、を含むことを特徴とする請求項１に記載
の記録装置。
【請求項３】
　液体を吐出する吐出口、および、該吐出口と連通し該吐出口から吐出する該液体が充填
される圧力室を備える記録ヘッドと、
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　前記圧力室の内部を含む循環経路内の液体を循環させる循環動作を行う循環手段と、
　前記記録ヘッドを回復する回復動作を行う回復手段と、
　記録媒体に画像を形成するために前記吐出口から吐出される液体の量および前記回復動
作により排出される液体の量に基づいて前記循環経路内の液体の濃度に関する値を算出す
る算出手段と、
　前記算出手段により算出された前記濃度に関する値に基づいて前記循環経路内の液体を
排出する排出動作を行う排出手段と、
　前記排出動作により排出された液体の量に基づいて前記循環経路外から前記循環経路内
へ液体を補給する補給手段と、を備えることを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　液体を貯留するメインタンクと、
　前記メインタンクから供給される液体を貯留するサブタンクと、
　前記サブタンクから前記記録ヘッドへ液体を供給する供給流路と、
　前記記録ヘッドから前記サブタンクへ液体を回収する回収流路と、を備え、
　前記循環経路は、前記サブタンク、前記供給流路、前記圧力室の内部、及び前記回収流
路を含み、前記補給手段は前記メインタンクから前記循環経路内へ液体を補給することを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記メインタンク内に貯留されている前記液体の濃度は、前記循環経路内の前記液体の
濃度より低いことを特徴とする請求項４に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記記録ヘッドは、前記供給流路と接続される共通供給流路と、前記共通供給流路と接
続され前記圧力室へ液体を供給する個別供給流路と、前記回収流路と接続される共通回収
流路と、前記共通回収流路と接続され前記圧力室から液体を回収する個別回収流路と、を
有することを特徴とする請求項４乃至５のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項７】
　前記排出動作は、前記吐出口からの予備吐出動作を含むことを特徴とする請求項１乃至
６のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項８】
　前記予備吐出動作は、使用頻度が所定値より少ない吐出口において実行することを特徴
とする請求項７に記載の記録装置。
【請求項９】
　前記排出動作は、前記循環経路から液体を吸引排出する吸引動作を含むことを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１０】
　前記排出手段は、前記濃度に関する値が閾値より大きい場合に前記排出動作を行うこと
を特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１１】
　前記排出手段は、印字デューティが基準値より小さい場合は第１量の液体を排出し、印
字デューティが前記基準値より大きい場合は前記第１量より少ない第２量の液体を排出す
ることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１２】
　前記吐出口をキャップするための開閉可能なキャップをさらに備え、
　印刷ジョブを受信した場合、前記循環動作を開始する前に前記キャップを開けることを
特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１３】
　前記吐出口からの吐出により前記液体を排出する予備吐出動作を実行するための予備吐
出手段をさらに備え、
　印刷ジョブを受信した場合、前記予備吐出手段は、前記キャップが開いた後であって前
記循環動作を開始する前に前記予備吐出動作を実行することを特徴とする請求項１２に記
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載の記録装置。
【請求項１４】
　前記予備吐出手段は、前記循環動作が終了した後に前記予備吐出動作を実行することを
特徴とする請求項１３に記載の記録装置。
【請求項１５】
　前記記録ヘッドは、前記圧力室に設けられた記録素子が信号に基づいて発熱して液体を
沸騰することで前記吐出口から液体を吐出することを特徴とする請求項１乃至１４のいず
れか１項に記載の記録装置。
【請求項１６】
　前記記録ヘッドは、複数の前記吐出口が記録媒体の幅に相当する領域に配列されたライ
ンヘッドであることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１７】
　液体を吐出する吐出口、および、該吐出口と連通し該吐出口から吐出する該液体が充填
される圧力室を備える記録ヘッドと、前記圧力室の内部を含む循環経路内の液体を循環さ
せる循環動作を行う循環手段と、を備える記録装置の制御方法であって、
　前記記録ヘッドから排出された液体の総排出量および前記記録ヘッドによる画像形成に
使用されない吐出口からの蒸発量に基づいて前記循環経路内の液体の濃度に関する値を算
出する算出工程と、
　前記算出工程により算出された前記濃度に関する値に基づいて前記循環経路内の液体を
排出する排出工程と、
　前記排出工程により排出された液体の量に基づいて前記循環経路外から前記循環経路内
へ液体を補給する補給工程と、を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１８】
　液体を吐出する吐出口、および、該吐出口と連通し該吐出口から吐出する該液体が充填
される圧力室を備える記録ヘッドと、前記圧力室の内部を含む循環経路内の液体を循環さ
せる循環動作を行う循環手段と、前記記録ヘッドを回復する回復動作を行う回復手段と、
を備える記録装置の制御方法であって、
　記録媒体に画像を形成するために前記吐出口から吐出される液体の量および前記回復動
作により排出される液体の量に基づいて前記循環経路内の液体の濃度に関する値を算出す
る算出工程と、
　前記算出工程により算出された前記濃度に関する値に基づいて前記循環経路内の液体を
排出する排出する排出工程と、
　前記排出工程により排出された液体の量に基づいて前記循環経路外から前記循環経路内
へ液体を補給する補給工程と、を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の制御方法の工程をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置、記録方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録ヘッドの分野では、吐出口からインク中の揮発成分が蒸発すること
が原因で吐出口付近のインクの特性が変化し、色材濃度変化に起因する画像の色ムラの発
生や、粘度上昇に伴う吐出速度変化に起因する着弾精度の悪化といった問題がある。この
ような問題に対する対策の１つとして、インクジェット記録ヘッドに供給するインクを循
環路により循環させる方法が知られている。しかしこの方法には、インクを循環すること
によりノズル先端部に常にフレッシュなインクが供給されるため、ノズル先端部からの水
分蒸発が多く、循環系全体の濃度が徐々に上昇してしまうという課題があった。
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【０００３】
　特許文献１には、上記の課題に対して、インクの消費量や蒸発量を推測し、該推測に基
づき予め用意された濃いインクまたは希釈液を補充することで、循環系のインクの濃度を
一定にすることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７１３３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明では、濃いインクや希釈液を用意する必要があ
り、また、少なくとも１色に対して濃度センサが必要となることから、システム上煩雑に
なり、コストもかかるという課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記の課題を鑑み、従来技術より簡易な構成でコストをかけずに、吐出口か
らの揮発成分の蒸発に起因する、循環系内の液体の濃度の上昇を抑えることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、液体を吐出する吐出口、および、該吐出口と連通し該吐出口から吐出する該
液体が充填される圧力室を備える記録ヘッドと、前記圧力室の内部を含む循環経路内の液
体を循環させる循環動作を行う循環手段と、前記記録ヘッドから排出された液体の総排出
量および前記記録ヘッドによる画像形成に使用されない吐出口からの蒸発量に基づいて前
記循環経路内の液体の濃度に関する値を算出する算出手段と、前記算出手段により算出さ
れた前記濃度に関する値に基づいて前記循環経路内の液体を排出する排出動作を行う排出
手段と、前記排出動作により排出された液体の量に基づいて前記循環経路外から前記循環
経路内へ液体を補給する補給手段と、を備えることを特徴とする記録装置である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、循環系内の液体の濃度の上昇を抑えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の適用例に係る記録装置の概略構成図
【図２】第１の適用例に係る第１循環形態を示す模式図
【図３】第１の適用例に係る第２循環形態を示す模式図
【図４】第１循環形態と第２循環形態とにおける、液体吐出ヘッドへのインクの流入量の
違いを示した概略図
【図５】第１の適用例に係る液体吐出ヘッドを示す斜視図
【図６】第１の適用例に係る液体吐出ヘッドの分解斜視図
【図７】第１の適用例に係る第１～第３流路部材の各流路部材の表面と裏面を示す図
【図８】第１～第３流路部材を接合して形成される流路部材の一部の拡大透視図
【図９】図８に示す流路部材の断面図
【図１０】第１の適用例に係る吐出モジュールを示す図
【図１１】第１の適用例に係る記録素子基板を示す図
【図１２】第１の適用例に係る記録素子基板およびカバープレートの断面を示す斜視図
【図１３】第１の適用例に係る記録素子基板の隣接部の部分拡大図
【図１４】第２の適用例に係る液体吐出ヘッドを示す斜視図
【図１５】第２の適用例に係る液体吐出ヘッドの分解斜視図
【図１６】第２の適用例に係る液体吐出ヘッドの流路部材を示す図
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【図１７】第２の適用例に係る記録素子基板と流路部材との間における液体の接続関係を
示す透視図
【図１８】図１７の断面線ＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩにおけるにおける断面図
【図１９】第２の適用例に係る吐出モジュールを示す図
【図２０】第２の適用例に係る記録素子基板を示す図
【図２１】第２の適用例に係る記録装置を示す図
【図２２】実施形態に係る液体吐出ヘッドを示す斜視図
【図２３】実施形態に係る記録素子基板の積層構造を示す図
【図２４】実施形態に係る液体吐出ヘッドにおけるノズル部を示す図
【図２５】実施形態に係る液体吐出ユニット内の流路を示す模式図
【図２６】実施形態に係る循環形態を示す模式図
【図２７】実施形態に係る蒸発量/排出量と平衡濃度との関係を示す図
【図２８】実施形態に係る濃度調整処理のフローチャート
【図２９】実施形態に係る濃度調整処理を実行した場合の濃度変化の一例
【図３０】実施形態に係る記録装置の印刷時の処理を示すタイミングチャート
【図３１】実施形態に係る印字Ｄｕｔｙと、平衡濃度との関係を示す図
【図３２】メインタンク内のインク残量と、濃度との関係を示す図
【図３３】ノズル部にインクが濃縮した状態からの濃縮の解消を示す模式図
【図３４】実施形態に係る記録装置の印刷時の処理を示すタイミングチャート
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の適用例及び実施形態に係る液体吐出ヘッド及び液体吐
出装置について説明する。以下の各適用例及び実施形態では、インクを吐出するインクジ
ェット記録ヘッド及びインクジェット記録装置について具体的な構成で説明するが、本発
明はこれに限定されるものではない。本発明の液体吐出ヘッド、液体吐出装置及び液体の
供給方法は、プリンタ、複写機、通信システムを有するファクシミリ、プリンタ部を有す
るワードプロセッサなどの装置、さらには各種処理装置と複合的に組み合わせた産業記録
装置に適用可能である。例えば、バイオチップ作製や電子回路印刷などの用途としても用
いることができる。また、以下に述べる適用例及び実施形態は、本発明の適切な具体例で
あるから、技術的に好ましい様々の限定が付けられている。しかし、本発明の思想に沿う
ものであれば、本適用例及び実施形態は本明細書の適用例及び実施形態やその他の具体的
方法に限定されるものではない。
【００１１】
以下、本発明に好適に適用可能な適用例について説明する。
【００１２】
（第１の適用例）
（インクジェット記録装置の説明）
　図１は、本発明の液体を吐出する液体吐出装置、特にはインクを吐出して記録を行うイ
ンクジェット記録装置（以下、記録装置とも称す）１０００の概略構成を示した図である
。記録装置１０００は、記録媒体２を搬送する搬送部１と、記録媒体２の搬送方向と略直
交して配置されるライン型の液体吐出ヘッド３とを備え、複数の記録媒体２を連続もしく
は間欠に搬送しながら１パスで連続記録を行うライン型記録装置である。液体吐出ヘッド
３は循環経路内の圧力（負圧）を制御する負圧制御ユニット２３０と、負圧制御ユニット
２３０と流体連通した液体供給ユニット２２０と、液体供給ユニット２２０へのインクの
供給口および排出口となる液体接続部１１１と、筺体８０とを備えている。記録媒体２は
、カット紙に限らず、連続したロール媒体であってもよい。液体吐出ヘッド３は、シアン
Ｃ、マゼンタＭ、イエローＹ、ブラックＫのインクによるフルカラー記録が可能であり、
液体を液体吐出ヘッド３へ供給する供給路である液体供給手段、メインタンクおよびバッ
ファタンク（後述する図２参照）が流体的に接続される。また、液体吐出ヘッド３には、
液体吐出ヘッド３へ電力および吐出制御信号を伝送する電気制御部が電気的に接続される



(6) JP 6611618 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

。液体吐出ヘッド３内における液体経路および電気信号経路については後述する。
【００１３】
　記録装置１０００は、インク等の液体を後述するタンクと液体吐出ヘッド３との間で循
環させる形態のインクジェット記録装置である。その循環の形態は、液体吐出ヘッド３の
下流側で２つの循環ポンプ（高圧用、低圧用）を可動することで循環させる第１循環形態
と、液体吐出ヘッド３の上流側で２つの循環ポンプ（高圧用、低圧用）を可動することで
循環させる第２循環形態とがある。以下、この循環の第１循環形態と第２循環形態とにつ
いて説明する。
【００１４】
（第１循環形態の説明）
　図２は、本実施形態の記録装置１０００に適用される循環経路の第１循環形態を示す模
式図である。液体吐出ヘッド３は、第１循環ポンプ（高圧側）１００１、第１循環ポンプ
（低圧側）１００２およびバッファタンク１００３等に流体的に接続されている。なお図
２では、説明を簡略化するため、シアンＣ、マゼンタＭ、イエローＹ、ブラックＫのイン
クの内の１色のインクが流動する経路のみを示しているが、実際には４色分の循環経路が
、液体吐出ヘッド３および記録装置本体に設けられる。
【００１５】
　第１循環形態では、メインタンク１００６内のインクは、補充ポンプ１００５によって
バッファタンク１００３に供給され、その後、第２循環ポンプ１００４によって液体接続
部１１１を介して液体吐出ヘッド３の液体供給ユニット２２０に供給される。その後、液
体供給ユニット２２０に接続された負圧制御ユニット２３０で異なる２つの負圧（高圧、
低圧）に調整されたインクは、高圧側と低圧側の２つの流路に分かれて循環する。液体吐
出ヘッド３内のインクは、液体吐出ヘッド３の下流にある第１循環ポンプ（高圧側）１０
０１、第１循環ポンプ（低圧側）１００２の作用で液体吐出ヘッド内を循環し、液体接続
部１１１を介して液体吐出ヘッド３から排出されバッファタンク１００３に戻る。
【００１６】
　サブタンクであるバッファタンク１００３は、メインタンク１００６と接続され、タン
ク内部と外部とを連通する不図示の大気連通口を有し、インク中の気泡を外部に排出する
ことが可能である。バッファタンク１００３とメインタンク１００６との間には、補充ポ
ンプ１００５が設けられている。補充ポンプ１００５は、インクを吐出しての記録や吸引
回復等、液体吐出ヘッド３の吐出口からインクを吐出（排出）することによって消費され
たインクをメインタンク１００６からバッファタンク１００３へ移送する。
【００１７】
　２つの第１循環ポンプ１００１、１００２は、液体吐出ヘッド３の液体接続部１１１か
ら液体を引き出してバッファタンク１００３へ流す。第１循環ポンプとしては、定量的な
送液能力を有する容積型ポンプが好ましい。具体的にはチューブポンプ、ギアポンプ、ダ
イヤフラムポンプ、シリンジポンプ等が挙げられるが、例えば一般的な定流量弁やリリー
フ弁をポンプ出口に配して一定流量を確保する形態であってもよい。液体吐出ヘッド３の
駆動時には、第１循環ポンプ（高圧側）１００１および第１循環ポンプ（低圧側）１００
２を稼働することによって、それぞれ共通供給流路２１１、共通回収流路２１２内を所定
流量のインクが流れる。このようにインクを流すことで、記録時の液体吐出ヘッド３の温
度を最適の温度に維持している。液体吐出ヘッド３駆動時の所定流量は、液体吐出ヘッド
３内の各記録素子基板１０間の温度差が記録画質に影響しない程度に維持可能である流量
以上に設定することが好ましい。もっとも、あまりに大きな流量に設定すると、液体吐出
ユニット３００内の流路の圧損の影響により、各記録素子基板１０で負圧差が大きくなり
画像の濃度ムラが生じてしまう。そのため、各記録素子基板１０間の温度差と負圧差を考
慮しながら流量を設定することが好ましい。
【００１８】
　負圧制御ユニット２３０は、第２循環ポンプ１００４と液体吐出ユニット３００との間
の経路に設けられている。この負圧制御ユニット２３０は、単位面積あたりの吐出量の差
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等によって循環系におけるインクの流量が変動した場合でも、負圧制御ユニット２３０よ
りも下流側（即ち液体吐出ユニット３００側）の圧力を予め設定した一定圧力に維持する
ように動作する。負圧制御ユニット２３０を構成する２つの負圧制御機構としては、負圧
制御ユニット２３０よりも下流の圧力を、所望の設定圧を中心として一定の範囲以下の変
動で制御できるものであれば、どのような機構を用いてもよい。一例としては所謂「減圧
レギュレータ」と同様の機構を採用することができる。本実施形態における循環流路では
、第２循環ポンプ１００４によって、液体供給ユニット２２０を介して負圧制御ユニット
２３０の上流側を加圧している。このようにすると、バッファタンク１００３の液体吐出
ヘッド３に対する水頭圧の影響を抑制できるので、記録装置１０００におけるバッファタ
ンク１００３のレイアウトの自由度を広げることができる。
【００１９】
　第２循環ポンプ１００４としては、液体吐出ヘッド３の駆動時に使用するインク循環流
量の範囲において、一定圧以上の揚程圧を有するものであればよく、ターボ型ポンプや容
積型ポンプなどを使用できる。具体的には、ダイヤフラムポンプ等が適用可能である。ま
た第２循環ポンプ１００４の代わりに、例えば負圧制御ユニット２３０に対してある一定
の水頭差をもって配置された水頭タンクでも適用可能である。図２に示したように負圧制
御ユニット２３０は、それぞれが互いに異なる制御圧が設定された２つの負圧調整機構を
備えている。２つの負圧調整機構の内、相対的に高圧設定側（図２でＨと記載）、相対的
に低圧設定側（図２でＬと記載）は、それぞれ、液体供給ユニット２２０内を経由して、
液体吐出ユニット３００内の共通供給流路２１１、共通回収流路２１２に接続されている
。液体吐出ユニット３００には、共通供給流路２１１、共通回収流路２１２、各記録素子
基板と連通する個別流路２１５（個別供給流路２１３、個別回収流路２１４）が設けられ
ている。共通供給流路２１１には、負圧制御機構Ｈが、共通回収流路２１２には負圧制御
機構Ｌが接続されており、２つの共通流路間に差圧が生じている。そして、個別流路２１
５は、共通供給流路２１１および共通回収流路２１２と連通しているので、液体の一部が
、共通供給流路２１１から記録素子基板１０の内部流路を通過して共通回収流路２１２へ
と流れる流れ（図２の矢印）が発生する。
【００２０】
　このようにして、液体吐出ユニット３００では、共通供給流路２１１および共通回収流
路２１２内をそれぞれ通過するように液体を流しつつ、一部の液体が各記録素子基板１０
内を通過するような流れが発生する。このため、各記録素子基板１０で発生する熱を共通
供給流路２１１および共通回収流路２１２を流れるインクによって記録素子基板１０の外
部へ排出することができる。またこのような構成により、液体吐出ヘッド３による記録を
行っている際に、吐出を行っていない吐出口や圧力室においてもインクの流れを生じさせ
ることができる。これによって、吐出口内で増粘したインクの粘度を低下させることで、
インクの増粘を抑制することができる。また、増粘したインクやインク中の異物を共通回
収流路２１２へと排出することができる。このため、本実施形態の液体吐出ヘッド３は、
高速で高画質な記録が可能となる。
【００２１】
（第２循環形態の説明）
　図３は、本実施形態の記録装置に適用される循環経路のうち、上述した第１循環形態と
は異なる循環形態である第２循環形態を示す模式図である。前述の第１循環形態との主な
相違点は、負圧制御ユニット２３０を構成する２つの負圧制御機構が共に、負圧制御ユニ
ット２３０よりも上流側の圧力を、所望の設定圧を中心として一定範囲内の変動で制御す
る点である。また、第１循環形態との相違点として、第２循環ポンプ１００４が負圧制御
ユニット２３０の下流側を減圧する負圧源として作用する点がある。更に、第１循環ポン
プ（高圧側）１００１および第１循環ポンプ（低圧側）１００２が液体吐出ヘッド３の上
流側に配置され、負圧制御ユニット２３０が液体吐出ヘッド３の下流側に配置されている
点も相違する点である。
【００２２】
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　第２循環形態では、メインタンク１００６内のインクは、補充ポンプ１００５によって
バッファタンク１００３に供給される。その後インクは２つの流路に分けられ、液体吐出
ヘッド３に設けられた負圧制御ユニット２３０の作用で高圧側と低圧側の２つの流路で循
環する。高圧側と低圧側の２つの流路に分けられたインクは、第１循環ポンプ（高圧側）
１００１及び第１循環ポンプ（低圧側）１００２の作用で液体接続部１１１を介して液体
吐出ヘッド３に供給される。その後、第１循環ポンプ（高圧側）１００１及び第１循環ポ
ンプ（低圧側）１００２の作用で液体吐出ヘッド内を循環したインクは、負圧制御ユニッ
ト２３０を経て、液体接続部１１１を介して液体吐出ヘッド３から排出される。排出され
たインクは、第２循環ポンプ１００４によってバッファタンク１００３に戻される。
【００２３】
　第２循環形態で負圧制御ユニット２３０は、単位面積あたりの吐出量の変化等によって
生じる流量の変動があっても、負圧制御ユニット２３０の上流側（即ち液体吐出ユニット
３００側）の圧力変動を予め設定された圧力を中心として一定範囲内に安定させる。本実
施形態の循環流路では、第２循環ポンプ１００４によって、液体供給ユニット２２０を介
して負圧制御ユニット２３０の下流側を加圧している。このようにすると液体吐出ヘッド
３に対するバッファタンク１００３の水頭圧の影響を抑制できるので、記録装置１０００
におけるバッファタンク１００３のレイアウトの選択幅を広げることができる。第２循環
ポンプ１００４の代わりに、例えば負圧制御ユニット２３０に対して所定の水頭差をもっ
て配置された水頭タンクであっても適用可能である。第２循環形態は第１循環形態と同様
に、負圧制御ユニット２３０は、それぞれが互いに異なる制御圧が設定された２つの負圧
制御機構を備えている。２つの負圧調整機構の内、高圧設定側（図３でＨと記載）、低圧
設定側（図３でＬと記載）はそれぞれ、液体供給ユニット２２０内を経由して、液体吐出
ユニット３００内の共通供給流路２１１または共通回収流路２１２に接続されている。２
つの負圧調整機構により、共通供給流路２１１の圧力を共通回収流路２１２の圧力より相
対的に高くすることで、共通供給流路２１１から個別流路２１５および各記録素子基板１
０の内部流路を介して共通回収流路２１２へと流れる液体の流れが発生する。
【００２４】
　このような第２循環形態では、液体吐出ユニット３００内には第１循環形態と同様の液
体の流れ状態が得られるが、第１循環形態の場合とは異なる２つの利点がある。１つ目の
利点は、第２循環形態では負圧制御ユニット２３０が液体吐出ヘッド３の下流側に配置さ
れているので、負圧制御ユニット２３０から発生するゴミや異物が液体吐出ヘッド３へ流
入する懸念が少ないことである。２つ目の利点は、第２循環形態では、バッファタンク１
００３から液体吐出ヘッド３へ供給する必要流量の最大値が、第１循環形態の場合よりも
少なくて済むことである。その理由は次の通りである。
【００２５】
　記録待機時に循環している場合の、共通供給流路２１１および共通回収流路２１２内の
流量の合計を流量Ａとする。流量Ａの値は、記録待機中に液体吐出ヘッド３の温度調整に
あたり、液体吐出ユニット３００内の温度差を所望の範囲内にするために必要な最小限の
流量として定義される。また液体吐出ユニット３００の全ての吐出口からインクを吐出す
る場合（全吐出時）の吐出流量を流量Ｆ（１吐出口当りの吐出量×単位時間当たりの吐出
周波数×吐出口数）と定義する。
【００２６】
　図４は、第１循環形態と第２循環形態とにおける、液体吐出ヘッド３へのインクの流入
量の違いを示した概略図である。図４（ａ）は、第１循環形態における待機時を示してお
り、図４（ｂ）は、第１循環形態における全吐出時を示している。図４（ｃ）から図４（
ｆ）は、第２循環流路を示しており、図４（ｃ）、（ｄ）が流量Ｆ＜流量Ａの場合で、図
４（ｅ）、（ｆ）が流量Ｆ＞流量Ａの場合であり、それぞれ、待機時と全吐出時の流量を
示している。
【００２７】
　定量的な送液能力を有する第１循環ポンプ１００１及び第１循環ポンプ１００２が液体
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吐出ヘッド３の下流側に配置されている第１循環形態の場合（図４（ａ）、（ｂ））、第
１循環ポンプ１００１及び第１循環ポンプ１００２の合計設定流量は流量Ａとなる。この
流量Ａによって、待機時の液体吐出ユニット３００内の温度管理が可能となる。そして、
液体吐出ヘッド３で全吐出が行われる場合、第１循環ポンプ１００１及び第１循環ポンプ
１００２の合計設定流量は流量Ａのままである。しかし、液体吐出ヘッド３へ供給される
最大流量は、液体吐出ヘッド３で吐出によって生じる負圧が作用して、合計設定流量の流
量Ａに全吐出による消費分の流量Ｆが加算される。よって、液体吐出ヘッド３への供給量
の最大値は、流量Ｆが流量Ａに加算されるため流量Ａ＋流量Ｆとなる（図４（ｂ））。
【００２８】
　一方で、第１循環ポンプ１００１および第１循環ポンプ１００２が液体吐出ヘッド３の
上流側に配置されている第２循環形態の場合（図４（ｃ）から図４（ｆ））は、記録待機
時に必要な液体吐出ヘッド３への供給量は、第１循環形態と同様に流量Ａである。従って
、第１循環ポンプ１００１および第１循環ポンプ１００２が液体吐出ヘッド３の上流側に
配置されている第２循環形態では、流量Ｆよりも流量Ａが多い場合（図４（ｃ）、（ｄ）
）には、全吐出時でも液体吐出ヘッド３への供給量は流量Ａで十分である。その際、液体
吐出ヘッド３からの排出流量は、流量Ａ－流量Ｆとなる（図４（ｄ））。しかし、流量Ａ
よりも流量Ｆが多い場合（図４（ｅ）、（ｆ））には、全吐出時には液体吐出ヘッド３へ
の供給流量を流量Ａとすると流量が足りなくなってしまう。そのため、流量Ａよりも流量
Ｆが多い場合には、液体吐出ヘッド３への供給量を流量Ｆとする必要がある。その際、全
吐出が行われると、液体吐出ヘッド３では流量Ｆが消費されるため、液体吐出ヘッド３か
らの排出流量は、ほとんど排出されない状態となる（図４（ｆ））。なお、流量Ａよりも
流量Ｆが多い場合で、吐出は行うが全吐出ではない場合には、流量Ｆから吐出で消費され
た分が引かれた量が液体吐出ヘッド３から排出される。また、流量Ａと流量Ｆとが等しい
場合には、液体吐出ヘッド３へは流量Ａ（または流量Ｆ）が供給されて、液体吐出ヘッド
３では流量Ｆが消費されるため、液体吐出ヘッド３からの排出流量は、ほとんど排出され
ない状態となる。
【００２９】
　このように、第２循環形態の場合、第１循環ポンプ１００１および第１循環ポンプ１０
０２の設定流量の合計値、即ち必要供給流量の最大値は、流量Ａまたは流量Ｆの大きい方
の値となる。このため、同一構成の液体吐出ユニット３００を使用する限り、第２循環形
態における必要供給量の最大値（流量Ａまたは流量Ｆ）は、第１循環形態における必要供
給流量の最大値（流量Ａ＋流量Ｆ）よりも小さくなる。
【００３０】
　そのため第２循環形態の場合、適用可能な循環ポンプの自由度が高まり、例えば構成の
簡便な低コストの循環ポンプを使用したり、本体側経路に設置される冷却器（不図示）の
負荷を低減したりすることができ、記録装置のコストを低減できるという利点がある。こ
の利点は、流量Ａまたは流量Ｆの値が比較的大きくなるラインヘッドであるほど大きくな
り、ラインヘッドの中でも長手方向の長さが長いラインヘッドほど有益である。
【００３１】
　しかしながら一方で、第１循環形態の方が、第２循環形態に対して有利になる点もある
。すなわち第２循環形態では、記録待機時に液体吐出ユニット３００内を流れる流量が最
大であるため、単位面積当たりの吐出量が少ない画像（以下、低Ｄｕｔｙ画像ともいう）
であるほど、各吐出口に高い負圧が印加された状態となる。このため、流路幅が狭く高い
負圧である場合、ムラの見えやすい低Ｄｕｔｙ画像で吐出口に高い負圧が印加されるため
、インクの主滴に伴って吐出される所謂サテライト滴が多く発生して記録品位が低下する
虞がある。
【００３２】
　一方、第１循環形態の場合、高い負圧が吐出口に印加されるのは単位面積当たりの吐出
量が多い画像（以下、高Ｄｕｔｙ画像ともいう）形成時であるため、仮にサテライト滴が
発生しても視認されにくく、画像への影響は小さいという利点がある。これら２つの循環
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形態の選択は、液体吐出ヘッドおよび記録装置本体の仕様（吐出流量Ｆ、最小循環流量Ａ
、およびヘッド内流路抵抗）に照らして好ましい選択を採ることができる。
【００３３】
（液体吐出ヘッド構成の説明）
　第１の適用例に係る液体吐出ヘッド３の構成について説明する。図５（ａ）および図５
（ｂ）は、本実施形態に係る液体吐出ヘッド３を示した斜視図である。液体吐出ヘッド３
は、１つの記録素子基板１０でシアンＣ／マゼンタＭ／イエロＹ／ブラックＫの４色のイ
ンクを吐出可能な記録素子基板１０を直線上に１５個配列（インラインに配置）されるラ
イン型の液体吐出ヘッドである。図５（ａ）に示すように液体吐出ヘッド３は、各記録素
子基板１０と、フレキシブル配線基板４０および電気配線基板９０を介して電気的に接続
された信号入力端子９１と電力供給端子９２を備える。信号入力端子９１および電力供給
端子９２は、記録装置１０００の制御部と電気的に接続され、それぞれ吐出駆動信号およ
び吐出に必要な電力を記録素子基板１０に供給する。電気配線基板９０内の電気回路によ
って配線を集約することで、信号入力端子９１および電力供給端子９２の数を記録素子基
板１０の数に比べて少なくすることができる。これにより、記録装置１０００に対して液
体吐出ヘッド３を組み付ける時または液体吐出ヘッドの交換時に取り外しが必要な電気接
続部数が少なくて済む。図５（ｂ）に示すように、液体吐出ヘッド３の両端部に設けられ
た液体接続部１１１は、記録装置１０００の液体供給系と接続される。これによりシアン
Ｃ／マゼンタＭ／イエロＹ／ブラックＫ４色のインクが記録装置１０００の供給系から液
体吐出ヘッド３に供給され、また液体吐出ヘッド３内を通ったインクが記録装置１０００
の供給系へ回収されるようになっている。このように各色のインクは、記録装置１０００
の経路と液体吐出ヘッド３の経路を介して循環可能である。
【００３４】
　図６は、液体吐出ヘッド３を構成する各部品またはユニットを示した分解斜視図である
。液体吐出ユニット３００、液体供給ユニット２２０および電気配線基板９０が筺体８０
に取り付けられている。液体供給ユニット２２０には液体接続部１１１（図３参照）が設
けられるとともに、液体供給ユニット２２０の内部には、供給されるインク中の異物を取
り除くため、液体接続部１１１の各開口と連通する各色別のフィルタ２２１（図２、図３
参照）が設けられている。２つの液体供給ユニット２２０は、それぞれに２色分ずつのフ
ィルタ２２１が設けられている。フィルタ２２１を通過した液体は、それぞれの色に対応
して液体供給ユニット２２０上に配置された負圧制御ユニット２３０へ供給される。負圧
制御ユニット２３０は、各色別の負圧制御弁からなるユニットであり、それぞれの内部に
設けられる弁やバネ部材などの働きで液体の流量の変動に伴って生じる記録装置１０００
の供給系内（液体吐出ヘッド３の上流側の供給系）の圧損変化を大幅に減衰させる。これ
によって負圧制御ユニット２３０は、負圧制御ユニットよりも下流側（液体吐出ユニット
３００側）の負圧変化をある一定範囲内で安定化させることが可能である。各色の負圧制
御ユニット２３０内には、図２で記述したように各色２つの負圧制御弁が内蔵されている
。２つの負圧制御弁は、それぞれ異なる制御圧力に設定され、高圧側が液体吐出ユニット
３００内の共通供給流路２１１（図２参照）、低圧側が共通回収流路２１２（図２参照）
と液体供給ユニット２２０を介して連通している。
【００３５】
　筐体８０は、液体吐出ユニット支持部８１および電気配線基板支持部８２とから構成さ
れ、液体吐出ユニット３００および電気配線基板９０を支持するとともに、液体吐出ヘッ
ド３の剛性を確保している。電気配線基板支持部８２は、電気配線基板９０を支持するた
めのものであり、液体吐出ユニット支持部８１にネジ止めによって固定されている。液体
吐出ユニット支持部８１は、液体吐出ユニット３００の反りや変形を矯正して、複数の記
録素子基板１０の相対位置精度を確保する役割を有し、それにより記録物におけるスジや
ムラを抑制する。そのため液体吐出ユニット支持部８１は、十分な剛性を有することが好
ましく、材質としてはＳＵＳやアルミなどの金属材料、もしくはアルミナなどのセラミッ
クが好適である。液体吐出ユニット支持部８１には、ジョイントゴム１００が挿入される



(11) JP 6611618 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

開口８３、８４が設けられている。液体供給ユニット２２０から供給される液体は、ジョ
イントゴムを介して液体吐出ユニット３００を構成する第３流路部材７０へと導かれる。
【００３６】
　液体吐出ユニット３００は、複数の吐出モジュール２００、流路部材２１０からなり、
液体吐出ユニット３００の記録媒体側の面にはカバー部材１３０が取り付けられる。ここ
で、カバー部材１３０は、図６に示したように長尺の開口１３１が設けられた額縁状の表
面を持つ部材であり、開口１３１からは吐出モジュール２００に含まれる記録素子基板１
０および封止部材１１０（後述する図１０参照）が露出している。開口１３１の周囲の枠
部は、記録待機時に液体吐出ヘッド３をキャップするキャップ部材の当接面としての機能
を有する。このため、開口１３１の周囲に沿って接着剤、封止材、充填材等を塗布し、液
体吐出ユニット３００の吐出口面上の凹凸や隙間を埋めることで、キャップ時に閉空間が
形成されるようにすることが好ましい。
【００３７】
　次に、液体吐出ユニット３００に含まれる流路部材２１０の構成について説明する。図
６に示したように流路部材２１０は、第１流路部材５０、第２流路部材６０、および第３
流路部材７０を積層したものであり、液体供給ユニット２２０から供給された液体を各吐
出モジュール２００へと分配する。また流路部材２１０は、吐出モジュール２００から環
流する液体を液体供給ユニット２２０へと戻すための流路部材である。流路部材２１０は
、液体吐出ユニット支持部８１にネジ止めで固定されており、それにより流路部材２１０
の反りや変形が抑制されている。
【００３８】
　図７（ａ）～（ｆ）は、第１～第３流路部材の各流路部材の表面と裏面を示した図であ
る。図７（ａ）は、第１流路部材５０の、吐出モジュール２００が搭載される側の面を示
し、図７（ｆ）は、第３流路部材７０の、液体吐出ユニット支持部８１と当接する側の面
を示す。第１流路部材５０と第２流路部材６０とは、夫々の流路部材の当接面である図７
（ｂ）と図７（ｃ）が対向するように接合し、第２流路部材と第３流路部材とは、夫々の
流路部材の当接面である図７（ｄ）と図７（ｅ）が対向するように接合する。第２流路部
材６０と第３流路部材７０を接合することで、各流路部材に形成される共通流路溝６２、
７１から、流路部材の長手方向に延在する８本の共通流路（２１１ａ、２１１ｂ、２１１
ｃ、２１１ｄ、２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ、２１２ｄ）が形成される。これにより色
毎に共通供給流路２１１と共通回収流路２１２のセットが流路部材２１０内に形成される
。共通供給流路２１１から液体吐出ヘッド３にインクが供給されて、液体吐出ヘッド３に
供給されたインクは共通回収流路２１２によって回収される。第３流路部材７０の連通口
７２（図７（ｆ）参照）は、ジョイントゴム１００の各穴と連通しており、液体供給ユニ
ット２２０（図６参照）と流体的に流通している。第２流路部材６０の共通流路溝６２の
底面には、連通口６１（共通供給流路２１１と連通する連通口６１－１、共通回収流路２
１２と連通する連通口６１－２）が複数形成されており、第１流路部材５０の個別流路溝
５２の一端部と連通している。第１流路部材５０の個別流路溝５２の他端部には連通口５
１が形成されており、連通口５１を介して複数の吐出モジュール２００と流体的に連通し
ている。この個別流路溝５２により流路部材の中央側へ流路を集約することが可能となる
。
【００３９】
　第１～第３流路部材は、液体に対して耐腐食性を有するとともに、線膨張率の低い材質
からなることが好ましい。材質としては例えば、アルミナや、ＬＣＰ（液晶ポリマ）、Ｐ
ＰＳ（ポリフェニルサルファイド）やＰＳＦ（ポリサルフォン）を母材としてシリカ微粒
子やファイバなどの無機フィラーを添加した複合材料（樹脂材料）を好適に用いることが
できる。流路部材２１０の形成方法としては、３つの流路部材を積層させて互いに接着し
てもよいし、材質として樹脂複合樹脂材料を選択した場合には、溶着による接合方法を用
いてもよい。
【００４０】
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　図８は、図７（ａ）のα部を示しており、第１～第３流路部材を接合して形成される流
路部材２１０内の流路を第１流路部材５０の、吐出モジュール２００が搭載される面側か
ら一部を拡大して示した透視図である。共通供給流路２１１と共通回収流路２１２とは、
両端部の流路からそれぞれ交互に共通供給流路２１１と共通回収流路２１２とが配置され
ている。ここで、流路部材２１０内の各流路の接続関係について説明する。
【００４１】
　流路部材２１０には、色毎に液体吐出ヘッド３の長手方向に伸びる共通供給流路２１１
（２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃ、２１１ｄ）および共通回収流路２１２（２１２ａ、２
１２ｂ、２１２ｃ、２１２ｄ）が設けられている。各色の共通供給流路２１１には、個別
流路溝５２によって形成される複数の個別供給流路２１３（２１３ａ、２１３ｂ、２１３
ｃ、２１３ｄ）が連通口６１を介して接続されている。また、各色の共通回収流路２１２
には、個別流路溝５２によって形成される複数の個別回収流路２１４（２１４ａ、２１４
ｂ、２１４ｃ、２１４ｄ）が連通口６１を介して接続されている。このような流路構成に
より各共通供給流路２１１から個別供給流路２１３を介して、流路部材の中央部に位置す
る記録素子基板１０にインクを集約することができる。また記録素子基板１０から個別回
収流路２１４を介して、各共通回収流路２１２にインクを回収することができる。
【００４２】
　図９は、図８のＩＸ－ＩＸにおける断面を示した図である。それぞれの個別回収流路（
２１４ａ、２１４ｃ）は連通口５１を介して、吐出モジュール２００と連通している。図
９では個別回収流路（２１４ａ、２１４ｃ）のみ図示しているが、別の断面においては図
８に示すように個別供給流路２１３と吐出モジュール２００とが連通している。各吐出モ
ジュール２００に含まれる支持部材３０および記録素子基板１０には、第１流路部材５０
からのインクを記録素子基板１０に設けられる記録素子１５に供給するための流路が形成
されている。更に、支持部材３０および記録素子基板１０には、記録素子１５に供給した
液体の一部または全部を第１流路部材５０に回収（環流）するための流路が形成されてい
る。
【００４３】
　ここで、各色の共通供給流路２１１は、対応する色の負圧制御ユニット２３０（高圧側
）と液体供給ユニット２２０を介して接続されており、また共通回収流路２１２は負圧制
御ユニット２３０（低圧側）と液体供給ユニット２２０を介して接続されている。この負
圧制御ユニット２３０により、共通供給流路２１１と共通回収流路２１２間に差圧（圧力
差）を生じさせるようになっている。このため、図８および図９に示したように、各流路
を接続した本実施形態の液体吐出ヘッド内では、各色で共通供給流路２１１～個別供給流
路２１３～記録素子基板１０～個別回収流路２１４～共通回収流路２１２へと順に流れる
流れが発生する。
【００４４】
（吐出モジュールの説明）
　図１０（ａ）は、１つの吐出モジュール２００を示した斜視図であり、図１０（ｂ）は
、その分解図である。吐出モジュール２００の製造方法としては、まず記録素子基板１０
およびフレキシブル配線基板４０を、予め液体連通口３１が設けられた支持部材３０上に
接着する。その後、記録素子基板１０上の端子１６と、フレキシブル配線基板４０上の端
子４１とをワイヤーボンディングによって電気的に接続し、その後にワイヤーボンディン
グ部（電気接続部）を封止部材１１０で覆って封止する。フレキシブル配線基板４０の記
録素子基板１０と反対側の端子４２は、電気配線基板９０の接続端子９３（図６参照）と
電気的に接続される。支持部材３０は、記録素子基板１０を支持する支持体であるととも
に、記録素子基板１０と流路部材２１０とを流体的に連通させる流路部材であるため、平
面度が高く、また十分に高い信頼性をもって記録素子基板と接合できるものが好ましい。
材質としては例えばアルミナや樹脂材料が好ましい。
【００４５】
（記録素子基板の構造の説明）
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　図１１（ａ）は記録素子基板１０の吐出口１３が形成される側の面の平面図を示し、図
１１（ｂ）は、図１１（ａ）のＡで示した部分の拡大図を示し、図１１（ｃ）は、図１１
（ａ）の裏面の平面図を示す。ここで、本実施形態における記録素子基板１０の構成につ
いて説明する。図１１（ａ）に示すように、記録素子基板１０の吐出口形成部材１２に、
各インク色に対応する４列の吐出口列が形成されている。なお、以後、複数の吐出口１３
が配列される吐出口列が延びる方向を「吐出口列方向」と呼称する。図１１（ｂ）に示す
ように、各吐出口１３に対応した位置には液体を熱エネルギーにより発泡させるための発
熱素子である記録素子１５が配置されている。隔壁２２により、記録素子１５を内部に備
える圧力室２３が区画されている。記録素子１５は、記録素子基板１０に設けられる電気
配線（不図示）によって、端子１６と電気的に接続されている。そして記録素子１５は、
記録装置１０００の制御回路から、電気配線基板９０（図６参照）およびフレキシブル配
線基板４０（図１０参照）を介して入力されるパルス信号に基づいて発熱して液体を沸騰
させる。この沸騰による発泡の力で液体を吐出口１３から吐出する。図１１（ｂ）に示す
ように、各吐出口列に沿って、一方の側には液体供給路１８が、他方の側には液体回収路
１９が延在している。液体供給路１８および液体回収路１９は記録素子基板１０に設けら
れた吐出口列方向に伸びた流路であり、それぞれ供給口１７ａ、回収口１７ｂを介して吐
出口１３と連通している。
【００４６】
　図１１（ｃ）に示すように、記録素子基板１０の、吐出口１３が形成される面の裏面に
はシート状のカバープレート２０が積層されており、カバープレート２０には、液体供給
路１８および液体回収路１９に連通する開口２１が複数設けられている。本実施形態にお
いては、液体供給路１８の１本に対して３個、液体回収路１９の１本に対して２個の開口
２１がカバープレート２０に設けられている。図１１（ｂ）に示すようにカバープレート
２０の夫々の開口２１は、図７（ａ）に示した複数の連通口５１と連通している。カバー
プレート２０は、液体に対して十分な耐食性を有している物が好ましく、また、混色防止
の観点から、開口２１の開口形状および開口位置には高い精度が求められる。このためカ
バープレート２０の材質として、感光性樹脂材料やシリコン板を用い、フォトリソプロセ
スによって開口２１を設けることが好ましい。このようにカバープレート２０は、開口２
１により流路のピッチを変換するものであり、圧力損失を考慮すると厚みは薄いことが望
ましく、フィルム状の部材で構成されることが望ましい。
【００４７】
　図１２は、図１１（ａ）におけるＸＩＩ－ＸＩＩにおける記録素子基板１０およびカバ
ープレート２０の断面を示す斜視図である。ここで、記録素子基板１０内での液体の流れ
について説明する。カバープレート２０は、記録素子基板１０の基板１１に形成される液
体供給路１８および液体回収路１９の壁の一部を形成する蓋としての機能を有する。記録
素子基板１０は、Ｓｉにより形成される基板１１と感光性の樹脂により形成される吐出口
形成部材１２とが積層されており、基板１１の裏面にはカバープレート２０が接合されて
いる。基板１１の一方の面側には、記録素子１５が形成されており（図１１参照）、その
裏面側には、吐出口列に沿って延在する液体供給路１８および液体回収路１９を構成する
溝が形成されている。基板１１とカバープレート２０とによって形成される液体供給路１
８および液体回収路１９は、それぞれ流路部材２１０内の共通供給流路２１１と共通回収
流路２１２と接続されており、液体供給路１８と液体回収路１９との間には差圧が生じて
いる。吐出口１３から液体を吐出して記録を行っている際に、吐出を行っていない吐出口
では、この差圧によって基板１１内に設けられた液体供給路１８内の液体が、供給口１７
ａ、圧力室２３、回収口１７ｂを経由して液体回収路１９へ流れる（図１２の矢印Ｃ）。
この流れによって、記録を休止している吐出口１３や圧力室２３において、吐出口１３か
らの蒸発によって生じる増粘インク、泡および異物などを液体回収路１９へ回収すること
ができる。また吐出口１３や圧力室２３のインクが増粘するのを抑制することができる。
液体回収路１９へ回収された液体は、カバープレート２０の開口２１および支持部材３０
の液体連通口３１を通じて、流路部材２１０内の連通口５１、個別回収流路２１４、共通



(14) JP 6611618 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

回収流路２１２の順に回収され、記録装置１０００の回収経路へと回収される。つまり、
記録装置本体から液体吐出ヘッド３へ供給される液体は、下記の順に流動し、供給および
回収される。
【００４８】
　液体は、まず液体供給ユニット２２０の液体接続部１１１から液体吐出ヘッド３の内部
に流入する。そして液体は、ジョイントゴム１００、第３流路部材に設けられた連通口７
２および共通流路溝７１、第２流路部材に設けられた共通流路溝６２および連通口６１、
第１流路部材に設けられた個別流路溝５２および連通口５１の順に供給される。その後、
支持部材３０に設けられた液体連通口３１、カバープレート２０に設けられた開口２１、
基板１１に設けられた液体供給路１８および供給口１７ａを順に介して圧力室２３に供給
される。圧力室２３に供給された液体のうち、吐出口１３から吐出されなかった液体は、
基板１１に設けられた回収口１７ｂおよび液体回収路１９、カバープレート２０に設けら
れた開口２１、支持部材３０に設けられた液体連通口３１を順に流れる。その後液体は、
第１流路部材に設けられた連通口５１および個別流路溝５２、第２流路部材に設けられた
連通口６１および共通流路溝６２、第３流路部材７０に設けられた共通流路溝７１および
連通口７２、ジョイントゴム１００を順に流れる。そして液体は、液体供給ユニット２２
０に設けられた液体接続部１１１から液体吐出ヘッド３の外部へ流動する。
【００４９】
　図２に示す第１循環形態の形態においては、液体接続部１１１から流入した液体は、負
圧制御ユニット２３０を経由した後にジョイントゴム１００に供給される。また図３に示
す第２循環形態の形態においては、圧力室２３から回収された液体は、ジョイントゴム１
００を通過した後、負圧制御ユニット２３０を介して液体接続部１１１から液体吐出ヘッ
ドの外部へ流動する。また液体吐出ユニット３００の共通供給流路２１１の一端から流入
した全ての液体が、個別供給流路２１３ａを経由して圧力室２３に供給されるわけではな
い。つまり、共通供給流路２１１の一端から流入した液体で、個別供給流路２１３ａに流
入することなく、共通供給流路２１１の他端から液体供給ユニット２２０に流動する液体
もある。このように、記録素子基板１０を経由することなく流動する経路を備えることで
、本実施形態のような微細で流抵抗の大きい流路を備える記録素子基板１０を備える場合
であっても、液体の循環流の逆流を抑制することができる。このように、本実施形態の液
体吐出ヘッド３では、圧力室２３や吐出口近傍部の液体の増粘を抑制することができるの
で、吐出のヨレや不吐出を抑制することができ、結果として高画質な記録を行うことがで
きる。
【００５０】
（記録素子基板間の位置関係の説明）
　図１３は、隣り合う２つの吐出モジュールにおける、記録素子基板の隣接部を部分的に
拡大して示した平面図である。本実施形態では略平行四辺形の記録素子基板を用いている
。各記録素子基板１０における吐出口１３が配列される各吐出口列（１４ａ～１４ｄ）は
、液体吐出ヘッド３の長手方向に対し一定角度傾くように配置されている。そして、記録
素子基板１０同士の隣接部における吐出口列は、少なくとも１つの吐出口が記録媒体の搬
送方向にオーバーラップするようになっている。図１３では、線Ｄ上の２つの吐出口が互
いにオーバーラップする関係にある。このような配置によって、仮に記録素子基板１０の
位置が所定位置から多少ずれた場合でも、オーバーラップする吐出口の駆動制御によって
、記録画像の黒スジや白抜けを目立たなくすることができる。複数の記録素子基板１０を
千鳥配置ではなく、直線上（インライン）に配置した場合も、図１３のような構成により
液体吐出ヘッドの記録媒体の搬送方向の長さの増大を抑えつつ記録素子基板１０同士のつ
なぎ部における黒スジや白抜け対策を行うことができる。なお、本実施形態では記録素子
基板の主平面は平行四辺形であるが、これに限るものではなく、例えば長方形、台形、そ
の他形状の記録素子基板を用いた場合でも、本発明の構成を好ましく適用することができ
る。
【００５１】
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（第２の適用例）
　以下、図面を参照して本発明の第２の適用例による記録装置２０００および液体吐出ヘ
ッド２００３の構成を説明する。なお以降の説明においては、主として第１の適用例と異
なる部分のみを説明し、第１の適用例と同様の部分については説明を省略する。
【００５２】
（インクジェット記録装置の説明）
　図２１は、本実施形態を適用可能な、液体を吐出して記録を行う記録装置２０００を示
した図である。本実施形態の記録装置２０００は、シアンＣ、マゼンタＭ、イエローＹ、
ブラックＫの各インクごとに対応した単色用の液体吐出ヘッド２００３を４つ並列配置さ
せることで記録媒体へフルカラー記録を行う点が第１の適用例とは異なる。第１の適用例
において１色あたりに使用できる吐出口列数が１列だったのに対し、本実施形態において
は、１色あたりに使用できる吐出口列数は２０列となっている。このため、記録データを
複数の吐出口列に適宜振り分けて記録を行うことで、非常に高速な記録が可能となる。更
に、不吐出になる吐出口があったとしても、その吐出口に対して記録媒体の搬送方向に対
応する位置にある、他列の吐出口から補完的に吐出を行うことで信頼性が向上し、商業記
録などに好適である。第１の適用例と同様に、各液体吐出ヘッド２００３に対して、記録
装置２０００の供給系、バッファタンク１００３（図２、図３参照）およびメインタンク
１００６（図２、図３参照）が流体的に接続されている。また、それぞれの液体吐出ヘッ
ド２００３には、液体吐出ヘッド２００３へ電力および吐出制御信号を伝送する電気制御
部が電気的に接続されている。
【００５３】
（循環経路の説明）
　第１の適用例と同様に、記録装置２０００および液体吐出ヘッド２００３間の液体の循
環形態としては、図２または図３に示した第１および第２循環形態を用いることができる
。
【００５４】
（液体吐出ヘッド構造の説明）
　図１４（ａ）、（ｂ）は、本実施形態に係る液体吐出ヘッド２００３を示した斜視図で
ある。ここで、本実施形態に係る液体吐出ヘッド２００３の構造について説明する。液体
吐出ヘッド２００３は、液体吐出ヘッド２００３の長手方向に直線上に配列される１６個
の記録素子基板２０１０を備え、１種類の液体で記録が可能なインクジェット式のライン
型記録ヘッドである。液体吐出ヘッド２００３は、第１の適用例と同様、液体接続部１１
１、信号入力端子９１および電力供給端子９２を備える。しかしながら本実施形態の液体
吐出ヘッド２００３は、第１の適用例に比べて吐出口列が多いため、液体吐出ヘッド２０
０３の両側に信号入力端子９１および電力供給端子９２が配置されている。これは記録素
子基板２０１０に設けられる配線部で生じる電圧低下や信号伝送遅れを低減するためであ
る。
【００５５】
　図１５は、液体吐出ヘッド２００３を示した斜視分解図であり、液体吐出ヘッド２００
３を構成する各部品またはユニットをその機能毎に分割して示している。各ユニットおよ
び部材の役割や液体吐出ヘッド内の液体流通の順は、基本的に第１の適用例と同様である
が、液体吐出ヘッドの剛性を担保する機能が異なる。第１の適用例では主として液体吐出
ユニット支持部８１によって液体吐出ヘッド剛性を担保していたが、第２の適用例の液体
吐出ヘッド２００３では、液体吐出ユニット２３００に含まれる第２流路部材２０６０に
よって液体吐出ヘッドの剛性を担保している。本実施形態における液体吐出ユニット支持
部８１は、第２流路部材２０６０の両端部に接続されており、この液体吐出ユニット２３
００は記録装置２０００のキャリッジと機械的に結合されて、液体吐出ヘッド２００３の
位置決めを行う。負圧制御ユニット２２３０を備える液体供給ユニット２２２０と、電気
配線基板９０は、液体吐出ユニット支持部８１に結合される。２つの液体供給ユニット２
２２０内にはそれぞれフィルタ（不図示）が内蔵されている。
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【００５６】
　２つの負圧制御ユニット２２３０は、それぞれ異なる、相対的に高低の負圧で圧力を制
御するように設定されている。また、図１４および図１５のように、液体吐出ヘッド２０
０３の両端部にそれぞれ、高圧側と低圧側の負圧制御ユニット２２３０を設置した場合、
液体吐出ヘッド２００３の長手方向に延在する共通供給流路と共通回収流路における液体
の流れが互いに対向する。このような構成では、共通供給流路と共通回収流路の間で熱交
換が促進されて、２つの共通流路内における温度差が低減される。これによって、共通流
路に沿って複数設けられる各記録素子基板２０１０における温度差が少なくなり、温度差
による記録ムラが生じにくくなるという利点がある。
【００５７】
　次に、液体吐出ユニット２３００の流路部材２２１０の詳細について説明する。図１５
に示すように流路部材２２１０は、第１流路部材２０５０と第２流路部材２０６０とを積
層したものであり、液体供給ユニット２２２０から供給された液体を各吐出モジュール２
２００へと分配する。また流路部材２２１０は、吐出モジュール２２００から環流する液
体を液体供給ユニット２２２０へと戻すための流路部材として機能する。流路部材２２１
０の第２流路部材２０６０は、内部に共通供給流路および共通回収流路が形成された流路
部材であるとともに、液体吐出ヘッド２００３の剛性を主に担うという機能を有する。こ
のため、第２流路部材２０６０の材質としては、液体に対する十分な耐食性と高い機械強
度を有するものが好ましい。具体的にはＳＵＳやＴｉ、アルミナなど用いることができる
。
【００５８】
　図１６（ａ）は、第１流路部材２０５０の、吐出モジュール２２００がマウントされる
面を示した図であり、図１６（ｂ）は、その裏面を示しており、第２流路部材２０６０と
当接される面を示した図である。第１の適用例とは異なり、本実施形態における第１流路
部材２０５０は、各吐出モジュール２２００毎に対応した複数の部材を隣接して配列した
ものである。このように分割した構造を採ることで、複数のモジュールを配列させて、液
体吐出ヘッド２００３の長さに対応することができるので、例えばＢ２サイズおよびそれ
以上の長さに対応した比較的ロングスケールの液体吐出ヘッドに特に好適に適用すること
ができる。図１６（ａ）に示すように、第１流路部材２０５０の連通口５１は、吐出モジ
ュール２２００と流体的に連通し、図１６（ｂ）に示すように、第１流路部材２０５０の
個別連通口５３は、第２流路部材２０６０の連通口６１と流体的に連通する。図１６（ｃ
）は、第２流路部材６０の、第１流路部材２０５０と当接される面を示し、図１６（ｄ）
は、第２流路部材６０の厚み方向中央部の断面を示し、図１６（ｅ）は、第２流路部材２
０６０の、液体供給ユニット２２２０と当接する面を示す図である。第２流路部材２０６
０の流路や連通口の機能は、第１の適用例の１色分と同様である。第２流路部材２０６０
の共通流路溝７１は、その一方が後述する図１７に示す共通供給流路２２１１であり、他
方が共通回収流路２２１２であり、夫々、液体吐出ヘッド２００３の長手方向に沿って設
けられており、その一端側から他端側に液体が供給される。本実施形態は第１の適用例と
異なり、共通供給流路２２１１と共通回収流路２２１２の液体の流れは互いに反対方向と
なっている。
【００５９】
　図１７は、記録素子基板２０１０と流路部材２２１０との液体の接続関係を示した透視
図である。流路部材２２１０内には、液体吐出ヘッド２００３の長手方向に延びる一組の
共通供給流路２２１１および共通回収流路２２１２が設けられている。第２流路部材２０
６０の連通口６１は第１流路部材２０５０の個別連通口５３と位置を合わせて接続されて
おり、第２流路部材２０６０の共通供給流路２２１１から連通口６１を介して第１流路部
材２０５０の連通口５１へと連通する液体供給流路が形成されている。同様に、第２流路
部材２０６０の連通口７２から共通回収流路２２１２を介して第１流路部材２０５０の連
通口５１へと連通する液体供給経路も形成されている。
【００６０】
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　図１８は、図１７のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩにおける断面を示した図である。共通供給
流路２２１１は、連通口６１、個別連通口５３、連通口５１を介して、吐出モジュール２
２００へ接続されている。図１８では不図示であるが、別の断面においては、共通回収流
路２２１２が同様の経路で吐出モジュール２２００へ接続されていることは、図１７を参
照すれば明らかである。第１の適用例と同様に、各吐出モジュール２２００および記録素
子基板２０１０には、各吐出口に連通する流路が形成されており、供給した液体の一部ま
たは全部が、吐出動作を休止している吐出口を通過して、環流できるようになっている。
また第１の適用例と同様に、共通供給流路２２１１は、負圧制御ユニット２２３０（高圧
側）と、共通回収流路２２１２は負圧制御ユニット２２３０（低圧側）と液体供給ユニッ
ト２２２０を介して接続されている。従ってその差圧によって、共通供給流路２２１１か
ら記録素子基板２０１０の圧力室を通過して共通回収流路２２１２へと流れる流れが発生
する。
【００６１】
（吐出モジュールの説明）
　図１９（ａ）は、１つの吐出モジュール２２００を示した斜視図であり、図１９（ｂ）
は、その分解図である。第１の適用例との差異は、記録素子基板２０１０の複数の吐出口
列方向に沿った両辺部（記録素子基板２０１０の各長辺部）に複数の端子１６がそれぞれ
配置されている点である。これに伴い記録素子基板２０１０と電気的に接続されるフレキ
シブル配線基板４０も、１つの記録素子基板２０１０に対して２枚配置されている。これ
は記録素子基板２０１０に設けられる吐出口列数が２０列あり、第１の適用例の８列より
も大幅に増加しているためであり、端子１６から記録素子までの最大距離を短くして記録
素子基板２０１０内の配線部で生じる電圧低下や信号遅れを低減するためである。また支
持部材２０３０の液体連通口３１は、記録素子基板２０１０に設けられ全吐出口列を跨る
ように開口している。その他の点は、第１の適用例と同様である。
【００６２】
（記録素子基板の構造の説明）
　図２０（ａ）は、記録素子基板２０１０の吐出口１３が配される面の模式図であり、図
２０（ｃ）は、図２０（ａ）の面の裏面を示す模式図である。図２０（ｂ）は図２０（ｃ
）において、記録素子基板２０１０の裏面側に設けられているカバープレート２０２０を
除去した場合の記録素子基板２０１０の面を示す模式図である。図２０（ｂ）に示すよう
に、記録素子基板２０１０の裏面には吐出口列方向に沿って、液体供給路１８と液体回収
路１９とが交互に設けられている。吐出口列数は、第１の適用例よりも大幅に増加してい
るものの、第１の適用例との本質的な差異は、前述のように端子１６が記録素子基板の吐
出口列方向に沿った両辺部に配置されていることである。各吐出口列毎に一組の液体供給
路１８と液体回収路１９が設けられていること、カバープレート２０２０に、支持部材２
０３０の液体連通口３１と連通する開口２１が設けられていることなど、基本的な構成は
第１の適用例と同様である。
【００６３】
　なお、上記実施形態の記載は本発明の範囲を限定するものではない。１例として、本実
施形態では発熱素子により気泡を発生させて液体を吐出するサーマル方式について説明し
たが、ピエゾ方式およびその他の各種液体吐出方式が採用された液体吐出ヘッドにも本発
明を適用することができる。
【００６４】
　本実施形態は、インク等の液体をタンクと液体吐出ヘッドとの間で循環させる形態のイ
ンクジェット記録装置（記録装置）について説明したが、その他の形態であってもよい。
その他の形態は、例えばインクを循環せずに、液体吐出ヘッド上流側と下流側に２つのタ
ンクを設け、一方のタンクから他方のタンクへインクを流すことで、圧力室内のインクを
流動させる形態であってもよい。
【００６５】
　また本実施形態は、記録媒体の幅に対応した長さを有する、所謂ライン型ヘッドを用い
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る例を説明したが、記録媒体に対してスキャンを行いながら記録を行う、所謂シリアル型
の液体吐出ヘッドにも本発明を適用することができる。シリアル型の液体吐出ヘッドとし
ては、例えばブラックインクを吐出する記録素子基板およびカラーインクを吐出する記録
素子基板を各１つずつ搭載する構成が挙げられるが、これに限るのもではない。つまり、
複数個の記録素子基板を吐出口列方向に吐出口がオーバーラップするよう配置した、記録
媒体の幅よりも短い短尺の液体吐出ヘッドを作成し、それを記録媒体に対してスキャンさ
せる形態であってもよい。
【００６６】
（第３の適用例（実施形態））
（液体吐出ヘッド構成の説明）
　以下、実施形態に係る液体吐出ヘッド４００の構成について説明する。なお以降の説明
においては、主として上述の実施形態と異なる部分のみを説明し、上述の実施形態と同様
の部分については説明を省略する。図２２は、本実施形態に係る液体吐出ヘッド４００を
示した斜視図である。ここで、説明のために図中に示すように座標軸を設定する。
【００６７】
　図２２を参照すると、インク等の液体を吐出する複数の記録素子が高密度に配置された
複数の記録素子基板４２０が、流路部材４１０上にＹ方向に互い違いにずれながらＸ方向
に沿って配置されて、長尺な１つの液体吐出ヘッド４００を構成している。隣接する２つ
の記録素子基板（例えば４２０ａと４２０ｂ）の間には、互いに重複する領域（図２２で
Ｌと記載）が設けられている。これにより、個々の記録素子基板の配置に多少の誤差があ
ったとしても、Ｙ方向に搬送されながら記録される記録媒体上に、この誤差に伴う隙間が
生じないようになっている。電気配線基板４３０は、個々の記録素子基板４２０に吐出駆
動信号および吐出に必要な電力を供給するための、ガラスエポキシ等の複合材料からなる
電子回路基板であり、外部からの信号や電力を受信するためのコネクタ４４０を備えてい
る。フレキシブル配線基板４５０は、流路部材４１０と電気配線基板４３０との間、およ
び、個々の記録素子基板４２０と電気配線基板４３０との間を電気的に接続する。電気的
に接続された、流路部材４１０、記録素子基板４２０、及び電気配線基板４３０は、支持
部４６０によって一体的に支持されている。記録素子基板４２０とフレキシブル配線基板
４５０との間の電気的接続部は、封止性、イオン遮断性に優れた封止部材４７０（エポキ
シ樹脂等）により被覆され、保護されている。
【００６８】
　また、液体吐出ヘッド４００は、液体吐出ヘッド４００の温度を上げるための加熱用ヒ
ーターを備えている（図示せず）。液体吐出ヘッド４００を設ける理由は、高Ｄｕｔｙ画
像の印刷では、インク吐出により画像を形成している最中に、液体吐出ヘッド４００の温
度が上昇することがあり、これが原因となって画像品位の劣化を引き起こす恐れがあるこ
とに対処するためである。本実施形態では、インク吐出による画像形成の前段階で、加熱
用ヒーターを用いて液体吐出ヘッド４００の温度を上げて高止まりの状態にしておく。こ
れにより、インク吐出による画像形成中に液体吐出ヘッド４００の温度が上昇することを
抑え、画像品位の劣化を防ぐ（詳細は後述する）。
【００６９】
（流路構成の説明）
　以下、本実施形態に係る液体吐出ヘッド４００内を流れる液体の流路構成について説明
する。ここで液体吐出ヘッド４００は、上述の実施形態と同様、液体を吐出するための液
体吐出ユニット、及び、液体吐出ユニットに液体を供給するための液体供給ユニットを備
えており、液体吐出ユニットは複数の記録素子基板４２０から構成されるものとして説明
する。
【００７０】
　図２３は、本実施形態に係る記録素子基板４２０を構成する各部材の斜視図であり、記
録素子基板４２０の積層構造を示している。図２３を用いて、記録素子基板内の流路構成
を説明する。図２３（ａ）は、複数の吐出口２３１１が形成される吐出口形成部材２３１
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０を示す。図２３（ｂ）は、個別供給流路２３２１、個別回収流路２３２２、及び駆動回
路などが形成される第１流路部材２３２０を示す。図２３（ｃ）は、共通供給流路２３３
１と共通回収流路２３３２とが形成される第２流路部材２３３０を示す。図２３（ｄ）は
、複数の連通口２３４１ａ、２３４１ｂ、２３４２ａ、２３４２ｂが形成される第３流路
部材２３４０を示す。連通口を設ける位置を調整する（連通口２３４１ａと連通口２３４
１ｂとの間（或いは連通口２３４２ａと連通口２３４２ｂとの間）の距離を調整する）こ
とで、共通供給流路および共通回収流路において、液体が流れる流路の長さ（ピッチ）を
調整できる。図２３（ａ）～（ｄ）に示す構造を組み合わせると、１チップの記録素子基
板４２０となる。
【００７１】
　支持部４６０の液体接続部より各記録素子基板に供給される液体は、連通口２３４１ａ
、２３４１ｂ、共通供給流路２３３１、個別供給流路２３２１を経由して圧力室へ到る。
その後、液体は、個別回収流路２３２２、共通回収流路２３３２を経由して連通口２３４
２ａ、２３４２ｂより排出される。なお、図２３では、連通口２３４１ａ、２３４１ｂ（
及び連通口２３４２ａ、２３４２ｂ）は吐出口列の両端部にあるが、吐出口列内に複数の
連通口が配置されても良い。つまり、連通口間のピッチは、液体を供給および回収する流
路部材が接合可能なピッチであれば良い。
【００７２】
　図２４（ａ）は、本実施形態に係る液体吐出ヘッド４００のノズル部の平面図であり、
図２４（ｂ）は、図２４（ａ）の断面線ＸＸＩＶｂ－ＸＸＩＶｂにおける断面図である。
液体吐出ヘッド４００のノズル部は、液体を熱エネルギーにより発泡させるための発熱素
子である記録素子２３２３が形成された基板２４０１上の吐出口形成部材２３１０に、液
体が充填される圧力室２４０２と吐出口２３１１とが設けられて構成されている。図２３
（ｂ）に示したように、第１流路部材２３２０には、個別供給流路２３２１及び個別回収
流路２３２２が長手方向に沿って複数個形成される。また、第１流路部材２３２０上の個
別供給流路２３２１と個別回収流路２３２２との間の部分に、隔壁２３２４が長手方向に
沿って複数個形成されている。隔壁２３２４は、圧力室２４０２の壁の一部として機能す
る。各圧力室において、記録素子２３２３と対面する位置に吐出口２３１１が形成されて
いる。記録装置が取得した印刷対象である印刷ジョブに含まれる画像データに基づき、記
録媒体上に画像を形成するために、１または複数の記録素子２３２３が選択的に駆動され
、駆動された記録素子２３２３に対応する吐出口からインクが吐出される。なお、先に説
明したように、液体吐出ヘッド４００は、液体吐出ヘッド４００の温度を上げるための加
熱用ヒーターを備えるが、記録素子２３２３を該加熱用ヒーターとして用いても良い。
【００７３】
　図２５は、液体吐出ユニット内の各記録素子基板に液体を供給する共通流路と、各記録
素子基板から液体を回収する共通流路と、複数の記録素子基板とに着目した、液体吐出ユ
ニット内の流路を示す模式図である。図２５に示すように、本実施形態では実施形態１と
同様、液体吐出ユニット内には、各記録素子基板へ液体を供給するための共通供給流路２
５０１、各記録素子基板から液体を回収するための共通回収流路２５０２が設けられてい
る。各記録素子基板４２０では、共通供給流路２５０１を流れる液体が連通口２３４１ａ
、２３４１ｂを介して引き入れられ、記録素子基板内を循環し、連通口２３４２ａ、２３
４２ｂを介して排出される（図２３参照）。以下、詳しく説明する。
【００７４】
　共通供給流路２５０１および共通回収流路２５０２では常に一方向に液体が流れている
が、共通供給流路２５０１と共通回収流路２５０２との間には、後述する負圧制御ユニッ
トにより差圧（圧力差）が生じている。この差圧により、共通供給流路２５０１から共通
回収流路２５０２への流れが発生する。つまり、共通供給流路２５０１～連通口２３４１
ａ、２３４１ｂ～共通供給流路２３３１～個別供給流路２３２１～圧力室２４０２～個別
回収流路２３２２～共通回収流路２３３２～連通口２３４２ａ、２３４２ｂ～共通回収流
路２５０２の順に流れる。
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【００７５】
　共通供給流路２５０１と共通回収流路２５０２との間の圧力差は、圧力室２４０２内に
おける流速が約数ｍｍ/ｓ～約数十ｍｍ/ｓとなるように設定される。本実施形態では、ノ
ズル部の流路高さ（図２４（ｂ）にh1と記載）が数μｍから十数μｍ、吐出口２３１１の
オリフィスの厚み（図２４（ｂ）にh2と記載）が数μｍとし、吐出口２３１１のオリフィ
スの厚みをノズル部の流路高さより小さくする。このような構成により、記録素子基板４
２０内をインクが循環すると、ノズル先端までフレッシュなインクが行き届き、ある程度
の循環流速（約数ｍｍ/ｓ）以上で十分なインク循環効果が得られる。一方、ノズルから
インク中の揮発成分（水分など）の蒸発が促進され、インクの濃度（色材濃度）が上昇す
る。
【００７６】
　なお、本実施形態には適用されないオリフィスの厚みが数十μｍあり、吐出口のオリフ
ィスの厚みがノズル部の流路高さより大きいノズルでは、循環流が吐出口先端まで行きと
どかず、インク循環効果が弱まる。ただし、吐出口先端部におけるインクの濃度の上昇に
よりノズルからの蒸発は抑制され、インク循環が濃度の上昇に与える影響は少なくなる。
【００７７】
（循環形態の説明）
　図２６は、本実施形態の記録装置に適用される循環系の一例を示す模式図である。図２
６に示すように、液体吐出ヘッド４００は、第１循環ポンプ（高圧側）２６０９ａ、第１
循環ポンプ（低圧側）２６０９ｂ、バッファタンク２６１１、及び第２循環ポンプ２６０
８等に流体的に接続されている。また、液体吐出ヘッド４００には、ノズルからの蒸発を
抑制するための、開閉可能なキャップ２６１４が取り付けられている。キャップ２６１４
が閉じている状態でキャップ内を湿潤させておくため、液体を吸収させた吸収体をキャッ
プ２６１４内部に配することや、加湿吸気を送り込む等の方法でノズルからの蒸発を抑制
する。また、本実施形態の記録装置は、循環系を構成する要素を統括的に制御するための
コントローラ２６１３を備えている。コントローラ２６１３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ
等を備え（図示せず）、ＲＯＭに格納されたプログラムをＲＡＭに展開し実行する。これ
により、コントローラ２６１３は、濃度調整部２６３０を実現する等、記録装置を統括的
に制御する。濃度調整部２６３０の構成要素、および、各構成要素の動作について、詳細
は後述する。
【００７８】
　定圧ポンプである第２循環ポンプ２６０８により加圧された液体は、液体吐出ヘッド４
００に供給され、フィルタ２６０７通過後に、負圧制御ユニット２６０６ａまたは負圧制
御ユニット２６０６ｂに供給される。負圧制御ユニット２６０６ａおよび負圧制御ユニッ
ト２６０６ｂでは夫々、負圧制御ユニット下流側の負圧を所定の負圧にする。ここで、２
つの負圧制御ユニットの内、高圧設定側の負圧制御ユニット２６０６ａは、液体吐出ユニ
ット２６２０内の共通供給流路２５０１の上流側に接続され、低圧設定側の負圧制御ユニ
ット２６０６ｂは、共通回収流路２５０２の上流側に接続される。これにより、共通供給
流路２５０１と共通回収流路２５０２との間で差圧が発生し、共通供給流路２５０１～記
録素子基板４２０～共通回収流路２５０２へと順に流れる流れが発生する。負圧制御ユニ
ット２６０６ａ、２６０６ｂを制御して共通供給流路２５０１と共通回収流路２５０２と
の間の差圧を調整すれば、ノズル部における循環流速を所望の速度に設定できる。
【００７９】
　液体吐出ヘッド４００の下流側には第１循環ポンプ２６０９ａ、２６０９ｂが設けられ
ている。２つの第１循環ポンプは定量ポンプであり、一定の流量で液体吐出ヘッド４００
内の共通流路から液体を引き込んでバッファタンク２６１１に回収する。負圧制御ユニッ
ト２６０６ａ、２６０６ｂの下流側の負圧、および、第１循環ポンプ（定量ポンプ）が引
き込む液体の流量は、循環時およびインク吐出時にノズル内が負圧となるように、また、
吐出特性に影響のないように設定される。
【００８０】
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　バッファタンク２６１１に回収された液体は、第２循環ポンプ２６０８により再び加圧
されて、液体吐出ヘッド４００に供給される。このように本実施形態に係る循環系では、
バッファタンク２６１１～第２循環ポンプ２６０８～液体吐出ヘッド４００～第１循環ポ
ンプ２６０９ａ、２６０９ｂ～バッファタンク２６１１の順に、液体が流れる構成になっ
ている。なお、上述の循環系では、液体吐出ヘッドの上流側で定圧ポンプを使用し、下流
側で定量ポンプを使用しているが、本実施形態は、液体吐出ヘッドの上流側で定量ポンプ
を使用し、下流側で定圧ポンプを使用する構成など他の構成の循環系にも適用可能である
。
【００８１】
　バッファタンク２６１１には定量排出機構２６４１が接続されている。定量排出機構２
６４１は、濃度調整部２６３０からの制御命令に従い、バッファタンク２６１１から一定
量のインクを引き込んで、回収容器２６４２に回収する。回収容器２６４２に回収された
インクは廃棄される。本実施形態では、このような構成により循環系内からインクを排出
する。定量排出機構２６４１によって実行される定量計測方法として、シリンジのような
もので定量動作させて引く方法や、重量により計測する方法、流量センサにより流量を求
める方法などを使用して良い。或いは、定量排出機構２６４１に代えて、画像形成のため
ではないインク吐出（「予備吐出」と称呼する）によりノズルからインクを排出する方法
などを採用しても良い。循環系内からのインクの減少量が所定量以上になるとバッファタ
ンク２６１１に設置されている検知手段（センサ）により検知され、不足分のインクがメ
インタンク２６１２から補充される。バッファタンク２６１１に設ける検知手段は、特に
限定されず、フロートによる検知手段、超音波による検知手段、静電容量式の検知手段な
ど、各種公知の手段が利用可能である。また、バッファタンク２６１１の重量を測定する
検知手段でも良い。
【００８２】
　このような循環系内のインク中の色材濃度の変化は、以下の式（１）で表される。
【００８３】
【数１】

【００８４】
ここで、Wpig(t)[wt%]は、バッファタンク２６１１内のインク中の色材濃度である。Wpig
0[wt%]は、メインタンク２６１２内のインク中の色材濃度である。Wsub[g]は、バッファ
タンク２６１１の容量である。Q1[g/sec]は、１秒当たりのインクの吐出量と回復に使用
された量（回復使用量）との合計である。Q2[g/sec]は、１秒当たりの蒸発量（以下「蒸
発速度」と呼称する）である。Q(=Q1+Q2)[g/sec]は、１秒当たりのメインタンク２６１２
からのインクの補充量である。t[sec]は、経過時間である。式（１）の右辺は、tが大き
くなるとQ/Q1・Wpig0に収束する。
【００８５】
（濃度調整の説明）
　図２７は、循環系における平衡時のインク中の色材濃度（図２７に平衡濃度と記載）と
、蒸発量/排出量との関係を示すグラフである。許容濃度を設定すると、蒸発量/排出量の
値が一意に決まる。許容濃度とは、画像品位が維持できる濃度であり、インクの蒸発粘度
特性、ノズルの形状、及び吐出速度やリフィル速度などの吐出特性、に基づき設定される
。本実施形態では、後述する濃度調整のために設定される閾値（以下「設定濃度」と称呼
する）を、許容濃度よりも低い値に設定し、循環系内のインク中の色材濃度（以下「イン
ク濃度」と称呼する）が許容濃度を超えないようにするための制御が実行される。具体的
には、インク吐出による排出量と吸引回復による消費量との合計である循環系内からの総
排出量、および、循環系内からの総蒸発量を導出し、該導出した総排出量および総蒸発量
に基づき、循環系内における現在のインク濃度を予測する。そして、該予測したインク濃
度に応じて、循環系内のインク濃度が許容濃度を超えないように循環系内からインクを排
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出し、循環系外からフレッシュなインクを補充することにより、循環系内のインク濃度を
調整する。この濃度調整を実行するための手段が、濃度調整部２６３０である。
【００８６】
　先に説明したように、本実施形態に係る記録装置はコントローラ２６１３を備え、コン
トローラ２６１３は濃度調整部２６３０を備える（図２６参照）。図２６に示すように、
濃度調整部２６３０は、打ち込みドット数導出部２６３１と、回復量導出部２６３２と、
総排出量導出部２６３３と、総蒸発量導出部２６３４と、濃度導出部２６３５と、必要排
出量導出部２６３６とを備える。以下、濃度調整部２６３０の各構成要素について説明す
る。
【００８７】
　打ち込みドット数導出部２６３１は、印刷対象の画像データを取得し、該取得した画像
データに基づき、該画像データに従って画像を形成するために要する打ち込みドット数を
計算などにより導出する。次いで、打ち込みドット数導出部２６３１は、該導出した打ち
込みドット数を、総排出量導出部２６３３および総蒸発量導出部２６３４に送る。
【００８８】
　回復量導出部２６３２は、液体吐出ヘッドの吸引回復に使ったインク量を累積的に加算
することで、回復量を導出する。次いで、回復量導出部２６３２は、該導出した回復量を
総排出量導出部２６３３に送る。
【００８９】
　総蒸発量導出部２６３４は、打ち込みドット数に基づき印字Ｄｕｔｙ（＝ノズル１個あ
たりのインク打ち込みの液滴量×打ち込みドット数）を算出する。次いで、総蒸発量導出
部２６３４は、該算出した印字Ｄｕｔｙに基づき、画像形成に使用されずインクを吐出し
ないノズル（以下「非吐出ノズル」と呼称し、インクを吐出するノズルを「吐出ノズル」
と称呼する）の個数を算出する。次いで、総蒸発量導出部２６３４は、該算出した非吐出
ノズルの個数に基づき、吐出ノズルがインク吐出により画像形成している間の非吐出ノズ
ルからの蒸発量を、計算などにより導出する。なお、非吐出ノズルからの蒸発量を導出す
る際、液体吐出ヘッド４００の温度、湿度などをモニターし、温度、湿度と蒸発量との関
係が記載されたテーブルを参照することで、該蒸発量を補正する形態も考えられる。また
、総蒸発量導出部２６３４は、インク吐出による画像形成の間の非吐出ノズルからの蒸発
量の他、インク吐出による画像形成の開始直前、および、該画像形成の終了直後における
全ノズルからの蒸発量も、計算、当該テーブルの参照等により導出する。ただし、インク
吐出による画像形成の開始直前、および、該画像形成の終了直後における全ノズルからの
蒸発量として、一定値を用いても良い。最終的に総蒸発量導出部２６３４は、吐出ノズル
がインク吐出により画像形成している間の非吐出ノズルからの蒸発量と、インク吐出によ
る画像形成の開始直前および該画像形成の終了直後における全ノズルからの蒸発量とを合
計する。これにより、総蒸発量導出部２６３４は、循環系内からの総蒸発量を導出する。
総蒸発量導出部２６３４は、該導出した総蒸発量を濃度導出部２６３５に送る。
【００９０】
　総排出量導出部２６３３は、打ち込みドット数と、回復量との少なくとも一方に基づき
、循環系内から排出されたインクの量（循環系内からの総排出量）を導出する。具体的に
は、総排出量導出部２６３３は、打ち込みドット数と、既知のノズル１個あたりのインク
打ち込みの液滴量とを乗算することで、インク吐出による排出量を算出する。次いで、総
排出量導出部２６３３は、該算出したインク吐出による排出量と回復量とを合計して循環
系内からの総排出量を導出し、該導出した総排出量を濃度導出部２６３５に送る。なお、
液体吐出ヘッドの温度が変わる場合に、総排出量導出部２６３３は、予め用意された、温
度と吐出ノズル１個あたりのインク打ち込みの液滴量との関係（数式やテーブル等）を用
いることで、インク吐出による排出量を補正することも可能である。
【００９１】
　濃度導出部２６３５は、総蒸発量導出部２６３４から送られた総蒸発量と、総排出量導
出部２６３３から送られた総排出量とに基づき、循環系のインク濃度を導出（予測）し、
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該導出したインク濃度を、必要排出量導出部２６３６に送る。本明細書では、濃度導出部
２６３５が導出する濃度を「予測濃度」と称呼する。ここでは、インク濃度を導出する手
段として、総蒸発量と総排出量とに基づき循環系のインク濃度を予測する濃度導出部を採
用したが、このような濃度導出部の代わりに、実際に濃度を測定する濃度センサを用いて
も良い。濃度センサとして、例えば、ガラス等の光透過性部材で形性される流路に発光素
子から出光される測定光を入射し、透過光の光量を受光素子で測定し、透過光の光量と濃
度との関係に基づき濃度を求める光学式センサを用いて良い。或いは、濃度センサとして
、インク導電率を測定するセンサなども用いて良く、濃度を直接測定できるものであれば
任意のセンサを用いて良い。
【００９２】
　必要排出量導出部２６３６は、設定濃度と、濃度導出部２６３５から送られた予測濃度
とに基づき、循環系において濃度調整が必要か否かを判定する。そして、必要排出量導出
部２６３６は、循環系において濃度調整が必要な場合に、循環系内から排出すべきインク
の量（以下「必要排出量」と称呼する）を導出する。
【００９３】
（濃度調整処理の説明）
　以下、本実施形態に係る濃度調整処理について説明する。図２８は、本実施形態に係る
濃度調整処理の流れを示すフローチャートである。
【００９４】
　ステップＳ２８０１において、打ち込みドット数導出部２６３１は、印刷対象の画像デ
ータに基づき、打ち込みドット数を導出する。
【００９５】
　ステップＳ２８０２において、総蒸発量導出部２６３４は、打ち込みドット数、液体吐
出ヘッド４００の温度に基づき、吐出ノズルがインク吐出により画像形成している間の非
吐出ノズルからの蒸発量を導出する。また、総蒸発量導出部２６３４は、液体吐出ヘッド
４００の温度に基づき、インク吐出による画像形成の開始直前、および、該画像形成の終
了直後における全ノズルからの蒸発量を導出する。そして、総蒸発量導出部２６３４は、
これらの蒸発量を合計し、循環系内からの総蒸発量を導出する。
【００９６】
　ステップＳ２８０３において、総排出量導出部２６３３は、打ち込みドット数と、既知
のノズル１個あたりのインク打ち込みの液滴量とを乗算することで、インク吐出による排
出量を算出する。そして、総蒸発量導出部２６３４は、該算出したインク吐出による排出
量と、回復量導出部２６３２から受け取った回復量とを合計し、循環系内からの総排出量
を導出する。
【００９７】
　ステップＳ２８０４において、濃度導出部２６３５は、総排出量および総蒸発量に基づ
き、循環系内のインク濃度を予測する（予測濃度の導出）。
【００９８】
　ステップＳ２８０５において、必要排出量導出部２６３６は、予測濃度が設定濃度より
大きいか否かを判定する。該判定の結果が真である場合、ステップＳ２８０６に進む一方
、該判定の結果が偽である場合、一連の処理は終了する。
【００９９】
　ステップＳ２８０６において、必要排出量導出部２６３６は、以下の式（２）を用いて
、予測濃度に基づき必要排出量を導出する。
必要排出量＝循環系内のインクの体積・（予測濃度－設定濃度）/（予測濃度－メインタ
ンク２６１２内のインク濃度）・・・式（２）
【０１００】
　ステップＳ２８０７において、濃度調整部２６３０は、定量排出機構２６４１を用いて
必要排出量に従いバッファタンク２６１１からインクを排出する。
【０１０１】
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　ステップＳ２８０８において、濃度調整部２６３０は、弁２６０２ａを開放し、メイン
タンク２６１２からバッファタンク２６１１に、必要排出量のフレッシュなインクを補充
する。
【０１０２】
　以上が、本実施形態に係る濃度調整処理である。なお、濃度調整処理を実行するタイミ
ングは、特に限定されない。例えば、所定期間毎や所定枚数の印刷毎に自動的に濃度調整
処理を実行してよい。また、記録装置が複数のタイミング決定手段を備え、何れかのタイ
ミング決定手段を選択的に使って、濃度調整処理を実行しても良い。
【０１０３】
　図２９は、上述のような濃度調整処理を実行した場合の濃度変化の一例を模式的に示す
図である。ここで、濃度調整処理のインターバルをt1とする。図２９に示すように、ノズ
ルからの蒸発に伴い初期濃度からインク濃度は上昇する。最初の検知タイミング（t=t1）
では、インク濃度は設定濃度に達していない為、循環系からのインクの排出および循環系
へのフレッシュなインクの補充（図２８のＳ２８０７、Ｓ２８０８）は実行されない。次
の検知タイミング（t=t2）では、インク濃度は設定濃度より高いため、循環系からのイン
クの排出および循環系へのフレッシュなインクの補充（図２８のＳ２８０７、Ｓ２８０８
）が実行され、循環系のインク濃度は設定濃度まで下がる。次の検知タイミング（t=t3）
においても、インク濃度は設定値より高いため、循環系からのインクの排出および循環系
へのフレッシュなインクの補充（図２８のＳ２８０７、Ｓ２８０８）が実行される。この
ように、濃くなったインクを排出しフレッシュなインクを補充することにより、インク濃
度が許容濃度を超えることがなくなり、循環系内のインク濃度の上昇を抑えることができ
る。なお、インクの排出処理（図２８のＳ２８０７）で排出するインクの量（必要排出量
）を算出する数式（図２８のＳ２８０６で使う数式）は式（２）に限定されず、他の数式
を用いて良い。例えば、濃度調整後のインク濃度が設定濃度より低くなるような必要排出
量となる数式を用いても良い。
【０１０４】
（印刷時の処理の説明）
　図３０は、本実施形態に係る記録装置の印刷時の処理を示すタイミングチャートである
。
【０１０５】
　本実施形態において、印刷ジョブを受信する前の記録装置の状態を「待機状態」と呼称
する。また、記録装置が待機状態にあるとき、第１循環ポンプ２６０９ａおよび第１循環
ポンプ２６０９ｂは停止し、インクの循環流は発生していない状態であり、待機状態にお
ける液体吐出ヘッド４００の温度をT0とし、ノズル部の湿度をRH1とする。記録装置によ
る印刷ジョブの受信以後、キャップ２６１４が開く。キャップ２６１４が開くと、ノズル
部の湿度は、記録装置が設置されている環境の湿度（RH0とする）と等しくなり、ノズル
からインクが蒸発するようになる。
【０１０６】
　循環流が発生するとノズルからの蒸発速度は急峻に上昇する。従って、循環流が発生し
ている期間をできるだけ短くするために、循環流を発生させる前に液体吐出ヘッド４００
の温度を上げる動作を開始する（加熱用ヒーターをＯＮにする）。本実施形態では、記録
素子基板４２０に設けられたダイオードセンサの出力をコントローラ２６１３で読み取る
ことで、液体吐出ヘッド４００の温度を検知する。なお、温度検知の手段はダイオードセ
ンサに限定されず、他のセンサを用いても良い。コントローラ２６１３は、検知した温度
に応じて液体吐出ヘッド４００内に設けられた加熱用ヒーターのＯＮ／ＯＦＦを制御し、
液体吐出ヘッド４００の温度を調整する。
【０１０７】
　コントローラ２６１３は、加熱用ヒーターをＯＮにした後、第１循環ポンプ２６０９ａ
および第１循環ポンプ２６０９ｂを作動させる。これにより、液体吐出ヘッド４００内の
流路にインクが流れるようになり、先に説明したようなノズル内流路を経路とするインク
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の循環流が発生する（循環開始）。本実施形態では、循環流速は、循環開始後約１秒未満
で所定の速度（Vとする）に到達する。ここで、液体吐出ヘッド４００の温度が所定温度
（Topとする）に到達するのに必要な時間、及び、循環流速が所定速度Vに到達するのに必
要な時間は、事前の調査などにより把握することが可能である。従って、液体吐出ヘッド
４００の温度が所定温度Topに到達するタイミングと、循環流速が所定速度Vに到達するタ
イミングとが略同時となる様に、加熱用ヒーターをＯＮした後に時間差をおいて第１循環
ポンプ２６０９ａ、２６０９ｂを動作させ循環を開始する。液体吐出ヘッド４００の温度
が所定温度Topに達し、かつ、循環流速が所定速度Vに達したタイミングで、インク吐出に
よる画像形成が開始する。なお、図３０では、液体吐出ヘッド４００の温度が所定温度To
pに到達し、かつ、循環流速が所定速度Vに到達したと同時にインク吐出による画像形成が
開始している。しかし、液体吐出ヘッド４００の温度が所定温度Topに到達し、かつ、循
環流速が所定速度Vに到達している状態であれば、任意のタイミングでインク吐出による
画像形成を開始して良い。ただし蒸発を抑える観点から、液体吐出ヘッド４００の温度が
所定温度Topに到達し、かつ、循環流速が所定速度Vに到達している状態から、画像形成を
開始するまでの時間は、可能な限り短い方が好ましい。
【０１０８】
　インク吐出中（画像形成中）の循環系からの蒸発成分は、画像形成に用いられずにイン
クを吐出しない非吐出ノズルからの蒸発成分が主な成分となる。非吐出ノズルからのイン
クの蒸発は、循環系内のインク濃度を上昇させる。各ノズルにおいて循環流速を個々に制
御することはできないので、インク吐出中（画像形成中）の非吐出ノズル１つ当たりから
の蒸発速度は一定である。
【０１０９】
　インク吐出（画像形成）終了以後、第１循環ポンプ２６０９ａ、２６０９ｂを停止して
、循環を停止する。ノズル内の循環流が完全に停止するまでに要する時間は１秒未満であ
る。図３０に示すように、第１循環ポンプ２６０９ａ、２６０９ｂを停止させると非吐出
ノズルからの蒸発速度は急峻に減少する。
【０１１０】
　次いで、コントローラ２６１３は、液体吐出ヘッドのキャップ２６１４を閉じる。これ
により、ノズル部における湿度は上昇し、印刷ジョブを受信する前の（待機状態時の）湿
度RH1まで回復するとともに、非吐出ノズルからの蒸発速度が０に収束する。最終的に、
記録装置は待機状態に戻る。
【０１１１】
（その他の濃度調整方法の説明）
　以下、より簡便な濃度調整の方法について説明する。上述の濃度調整処理では、循環系
内からの総蒸発量および総排出量に基づき、循環系におけるインク濃度を予測し、該予測
した濃度に基づき、循環系から濃くなったインクを回収し、フレッシュなインクを補充す
ることで、濃度調整を行った（図２８参照）。ここである使用条件を想定すると、回復量
、ならびに、インク吐出による画像形成の開始直前および該画像形成の終了直後における
全ノズルからの蒸発量はほぼ固定値となる。この場合、使用条件により変動する値は、印
字Ｄｕｔｙによって異なるインク吐出による排出量、および、インク吐出による画像形成
時の非吐出ノズルからの蒸発量である。印字Ｄｕｔｙが低い場合は、非吐出ノズルが多い
為、インク吐出による画像形成中の蒸発量が多くなり、循環系内のインク濃度が上昇しや
すい。逆に、印字Ｄｕｔｙが高い場合は、循環系からの排出量が多くなり、インク吐出に
よる画像形成中の蒸発量が少なくなるため、循環系内のインク濃度の上昇は抑えられる。
【０１１２】
　図３１は、ある使用条件での印字Ｄｕｔｙと、循環系内で収束するインク濃度（平衡濃
度）との関係を示す図である。ここで、平衡濃度Ｘ％を許容濃度とした場合に、おおよそ
印字Ｄｕｔｙ２％が、循環系内のインク濃度を許容濃度以下に維持できる印字Ｄｕｔｙの
基準値（以下「分岐Ｄｕｔｙ」と称呼する）であると仮定する。このとき、分岐Ｄｕｔｙ
未満（基準値未満）の印字Ｄｕｔｙの画像データに基づき印刷する場合、インク吐出によ
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る画像形成と合わせて分岐Ｄｕｔｙと同等になるように画像形成以外での予備吐出等によ
りインクを排出する。これにより、平衡濃度を許容濃度以下にすることができる。例えば
、許容濃度に対応する分岐ｄｕｔｙが２％であり、印刷対象の画像データの印字Ｄｕｔｙ
が１％である場合は、差分の１％分に相当するインクを画像形成以外での予備吐出により
排出すれば良い。このように、画像データから導出可能な印字Ｄｕｔｙのみに基づいて簡
便に、循環系におけるインク濃度を設定値以下に抑えることが可能である。
【０１１３】
（メインタンク内のインク残量が少ない場合に有効な形態の説明）
　メインタンク内に貯留されるインクは、記録装置の物流過程や記録装置を使用する際の
インク中に含まれる揮発成分の蒸発が原因で濃縮する。図３２は、メインタンクにおける
インクの蒸発がインクの濃縮に及ぼす影響を示す図であり、横軸にインク残量、縦軸に濃
度を示す。一般的にメインタンクにおけるインクの蒸発速度は小さいが、記録装置を長期
間使用することを想定した場合、インクの蒸発総量は増加し、インク残量が少なくなる。
インク残量が少なくなるにつれ、インク濃度の増加が顕著化する（図３２参照）。
【０１１４】
　上述したように本実施形態では、メインタンクから循環系へフレッシュなインクを補充
するが（図２６参照）、メインタンク内のインクが濃縮した場合、メインタンクからフレ
ッシュなインクが補充されない。メインタンク内のインクが濃縮してインク濃度が増加す
ると、想定していた濃度よりも若干濃度が高いインクがメインタンクから補充されること
となる。従って、循環系内のインク濃度を所定の設定濃度まで引き下げるためには、循環
系からの排出量（及びメインタンクから循環系への補充量）を増加させる必要がある。ま
た、メインタンク内のインクが濃縮しインク濃度が増加した結果、メインタンク内のイン
ク濃度が所定の設定濃度以上となったような場合には、補充されるインクの濃度が設定濃
度以上となる。従って、循環系内のインク濃度を所定の設定濃度まで引き下げることがで
きない。よって、メインタンク内のインクを使い切る場合は、循環系内のインク濃度が許
容濃度を越す可能性があり、画像弊害を引き起こすという課題がある。この課題は、メイ
ンタンクが大容量であり、メインタンク内のインク残量が少なく、かつ、メインタンク内
のインクを使い切る場合などにおいて顕著に表れる。この課題を防ぐためには、メインタ
ンク内のインクを使い切らずに捨てれば良いが、この場合、廃インク量が増加してしまう
。
【０１１５】
　上記の課題を解決するため、本実施形態では、記録装置に複数のメインタンクを設け、
複数のメインタンクの内の１つから循環系にインクを補充する。そして、メインタンク内
のインク残量が所定値以下になった場合、循環系に当該メインタンクに残っているインク
を移し、インク残量が充分な別のメインタンクから循環系にインクを補充するようにする
。これにより、循環系内のインク濃度を許容濃度未満に抑えることが可能となる。この実
施形態は、メインタンクからの蒸発量が循環系内からの蒸発量より大きい場合や、メイン
タンク内のインク残量低下と共にメインタンクのインク濃度が増加する場合において、特
に有効である。なお、循環系には、メインタンクに残った所定残量のインクを移せるだけ
の空き容量があることが望ましい。
【０１１６】
（効率的な濃縮解消の説明）
　図３０を用いて上で説明したように、循環流が発生すると、蒸発量は急峻に増加する。
循環時の蒸発量は大きく、循環の期間が長いほどインク濃縮は進行する。従って、インク
吐出による画像形成の直前に循環を開始し、インク吐出による画像形成の終了と同時に循
環を停止させるシーケンスが望ましい。
【０１１７】
　図３３は、ノズル部にインクが濃縮した状態からの濃縮の解消を示す模式図であり、循
環の有無の違いによる濃縮の解消の度合いの違いを示す模式図である。
【０１１８】
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　図３３（ａ）は、循環が開始する瞬間のノズル部にインクが濃縮した状態を示す図であ
る。図３３（ｂ）は、図３３（ａ）の状態の後、すなわち、循環によりインク濃縮が解消
する途中経過を示す図である。図３３（ｃ）は、図３３（ｂ）の状態の後、すなわち、循
環開始後に一定時間が経過した後の定常状態を示す図である。図３３（ａ）～（ｃ）に示
すように、循環によりインク濃縮は解消するが、吐出口先端に濃い成分が残存する。
【０１１９】
　一方、図３３（ｄ）は、循環停止中のノズル部にインクが濃縮した状態を示す図である
。図３３（ｅ）は、図３３（ｄ）の状態の後、すなわち、循環停止状態での予備吐出によ
りインク濃縮が解消する途中経過を示す図である。図３３（ｆ）は、図３３（ｅ）の状態
の後、すなわち、循環停止状態での予備吐出によりインク濃縮が解消した状態を示す図で
ある。
【０１２０】
　キャップが閉じている期間、および、キャップは開いているが循環は開始していない期
間においても吐出口からの蒸発は発生し、インク濃縮は進行する。インク濃縮の進行は基
本的には拡散現象であるため、濃縮成分の大部分はノズル部および発泡室内部に留まり、
濃縮成分が循環系全体に行き渡るようなインク濃縮は起こり難い。ところが、インク濃縮
が進行した状態（３３（ａ）参照）で循環を開始するとノズル部に留まっていた濃縮成分
が下流側に流れる（図３３（ｂ）、（ｃ）参照）。その結果、循環系全体でインク濃度は
薄まるとはいえ、濃縮成分が循環系に行き渡ってしまい希釈効率が悪くなる。そこで、非
循環状態においてインク濃縮が進行している場合（図３３（ｄ）参照）に、予備吐出など
により吐出口から濃縮成分を排出することが好ましい。これにより、ノズル部および発泡
室内部に留まっていた濃縮成分が排出され、循環系全体に行き渡ることがなくなる。これ
により、希釈効率が良くなり、廃棄されるインクの量の抑制に繋がる。従って、キャップ
が閉じている期間、および、キャップは開いているが循環は開始していない期間に進行し
たインク濃縮による濃縮成分は、循環開始前に非循環状態での吐出口からの予備吐出など
により、排出することが望ましい。
【０１２１】
　図３４は、図３０に示したシーケンスに濃縮解消のための予備吐出の実施を加えたシー
ケンスの例を示すタイミングチャートである。図３４に示すように、ケースＡは、キャッ
プが開いた後、循環開始直前に予備吐出を実施する場合を示す。また、ケースＢは、循環
停止後の後工程の全シーケンスが終了した後に、予備吐出を実施する場合を示す。排出量
抑制の観点では、蒸発により蓄積された濃縮を循環開始前に解消するケースＡの方がケー
スＢより望ましい。なお、ケースＡに示すタイミング（キャップが開いた後、循環開始直
前）と、ケースＢ（循環停止後の後工程の全シーケンスが終了した直後）に示すタイミン
グとの両方において、予備吐出を実施しても良い。
【０１２２】
　また、インク排出を予備吐出により実施する場合、使用頻度が少ないノズルを用いて予
備吐出を実施することが望ましい。一般的に、サーマルインクジェットの場合、吐出発数
が多いノズルと吐出発数が少ないノズルとの間ではヒーター表面のコゲにより吐出特性に
差が生じる。その結果、ノズルによって吐出量が異なるようになり、色ムラが発生する。
従って、使用頻度が少ないノズルを用いて予備吐出を実施することで、循環系全体におけ
るインク濃縮を解消させつつ、ノズル間の使用頻度差を抑制することもできる。これによ
り、色ムラの発生を抑制し易くなる。
【０１２３】
（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
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【０１２４】
２３１１・・・吐出口
２４０２・・・圧力室
４００・・・液体吐出ヘッド
２６０９ａ、２６０９ｂ・・・第１循環ポンプ
２６０８・・・第２循環ポンプ
２６３０・・・濃度調整部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】
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