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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のインクタンクを用いるインクジェット記録装置に装着可能なインクタンクであっ
て、前記インクジェット記録装置のインク導入部に対する装着の方向とは異なる方向に変
位可能な変位部材を具え、
　該変位部材は、前記複数のインクタンクが前記インクジェット記録装置に正しく装着さ
れた場合にのみ、前記インクジェット記録装置に設けられた押圧部材の端部もしくは他の
インクタンクの変位部材の端部と係合するような形状を有する一端部と、
　当該正しく装着された場合にのみ係合に応じて変位した際に突出して前記インクジェッ
ト記録装置に設けられた受容部に受容されるもしくは他のインクタンクの変位部材に係合
して該他のインクタンクの変位部材を変位させるような形状を有する他端部と、を有する
ことを特徴とするインクタンク。
【請求項２】
　前記変位部材は、少なくとも前記一端部もしくは前記他端部の一部に凸部を有すること
を特徴とする請求項１に記載のインクタンク。
【請求項３】
　前記凸部は前記一端部および前記他端部においてそれぞれ異なる高さ位置となるように
形成され、
　前記インクタンクが正しく装着された場合にのみ、
　前記一端部の凸部は、前記一端部の凸部と対向して位置する前記インクジェット記録装
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置に設けられた押圧部材の端部もしくは隣接する他のインクタンクの他端部に形成された
凸部と係合し、
　前記他端部の凸部は、前記他端部の凸部と対向して位置する前記インクジェット記録装
置に設けられた受容部に受容されるもしくは隣接する他のインクタンクの一端部に形成さ
れる凸部と係合して変位させることを特徴とする請求項２に記載のインクタンク。
【請求項４】
　前記他端部は、前記他のインクタンクが特性の適合するインクを収納しているものでな
い場合には当該他のインクタンクの前記変位部材に係合しないことを特徴とする請求項２
もしくは請求項３に記載のインクタンク。
【請求項５】
　前記インクジェット記録装置は複数の色調に対応した複数のインクタンクを用いるもの
であり、前記色調に応じて定められた位置に装着されない場合に前記係合が生じないこと
を特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載のインクタンク。
【請求項６】
前記インクジェット記録装置は複数の色調に対応した複数のインクタンクを用いるもので
あり、前記色調に応じて定められた位置にのみ装着を可能とする手段を具えたことを特徴
とする請求項１ないし請求項５のいずれかに記載のインクタンク。
【請求項７】
　前記変位部材は、前記複数のインクタンクの整列方向に沿って前記インクタンクの対向
側面間にＬ字状の断面を有して延在することを特徴とする請求項１ないし請求項６のいず
れかに記載のインクタンク。
【請求項８】
　前記変位部材の前記インクジェット記録装置に設けた受容部に受容されることによって
、前記インクジェット記録装置に対する固定が行われることを特徴とする請求項１ないし
請求項７のいずれかに記載のインクタンク。
【請求項９】
前記インクジェット記録装置に対する固定およびその解除を行うための操作手段を具え、
前記変位部材が変位している状態では、前記操作手段の操作が阻止されることを特徴とす
る、請求項１ないし請求項８のいずれかに記載のインクタンク。
【請求項１０】
　前記変位部材の位置に応じ、取り外しの可否に関する情報を表示する表示部を具えたこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項９のいずれかに記載のインクタンク。
【請求項１１】
　特性の適合するインクを収納した請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載のインク
タンクの複数からなるインクタンクセット。
【請求項１２】
　請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載のインクタンクを複数用いるインクジェッ
ト記録装置であって、
前記押圧部材と、
前記受容部と、
前記受容部への前記変位部材の前記他端部の突出を検出することで前記複数のインクタン
クの装着を検出する検出部と、
を具えたことを特徴とするインクジェット記録装置。
【請求項１３】
　前記検出部によって前記複数のインクタンクの装着が検出されてから記録動作を許容す
るようにしたことを特徴とする請求項１２に記載のインクジェット記録装置。
【請求項１４】
　前記受容した前記変位部材の端部を押し戻すことで前記複数のインクタンクの変位部材
をインクタンクの着脱が可能な非突出位置に復帰させる手段と、該手段の作動に先立って
その可否を判断する手段とを具えたことを特徴とする請求項１２もしくは請求項１３に記
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載のインクジェット記録装置。
【請求項１５】
　インクを吐出する記録ヘッドに対し、吐出した分のインクを前記インクタンクから連続
的に供給するインク供給手段を具えたことを特徴とする請求項１２ないし請求項１４のい
ずれかに記載のインクジェット記録装置。
【請求項１６】
　インクを吐出する記録ヘッドに備わるインク貯留部に対し、前記インクタンクから間欠
的にインクを供給するインク供給手段を具えたことを特徴とする請求項１２ないし請求項
１５のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクタンクおよびこれを用いるインクジェット記録装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置には、記録ヘッドを記録媒体に対し所定方向に往復走査させる
とともに、これと直交する方向に記録媒体を搬送して画像の形成を行う所謂シリアル型と
呼ばれる方式のものがある。かかるインクジェット記録装置に適用されるインク供給方式
には、キャリッジ等に搭載されて往復移動（主走査）する記録ヘッドに一体不可分にまた
は分離可能にインクタンクを取り付けてインクを供給するオンキャリッジ方式と称される
ものがある。また、キャリッジ上に搭載される記録ヘッドとは別体に、インクタンクを記
録装置の他の部位に固定的に据え付け、可撓性チューブ等を介してインクタンクと記録ヘ
ッドとを連結してインクを供給するオフキャリッジ方式と称されるものもある。
【０００３】
　ここで、オンキャリッジ方式の場合、インクタンクは記録動作時に主走査されているの
で、このときにはインクタンクの交換を行うことはできない。また、インクジェット記録
装置が休止状態にある場合でも、装置が予測しない時点で不用意なインクタンク交換が行
われないようにするために、インクタンク交換の操作ができない位置にキャリッジを設定
している。インクタンク交換を行う場合は、通常、使用者がインクタンク交換の指示をイ
ンクジェット記録装置に対して行う。そしてインクジェット記録装置は、当該指示に応じ
てキャリッジをインク交換ポジションと呼ばれる交換操作をし易い位置に設定し、使用者
にインクタンクの交換を促すようにしている。
【０００４】
　オフキャリッジ方式では、インクタンクは記録装置の固定部位に設けられているので、
記録動作時および休止時においても交換可能な場合がある。そこで、インクジェット記録
装置はインクタンクの着脱を常に監視することで、装置の動作に支障が出ないような制御
を行っている。あるいは、インクタンクの着脱を阻止可能な機構を設け、これを適切に制
御することで、不用意な着脱を阻止し、正常な動作が担保されるようにするものもある。
【０００５】
　図１９および図２０はオフキャリッジ方式のインクジェット記録装置の２例を示す概略
図である。これらの図において、１００は記録装置本体、１０２は記録装置本体の収納部
１０１に装着されたインクタンク、１０３は記録媒体を供給する給紙部、１０４は記録が
終了した記録媒体が排出される排紙部である。図１９の記録装置は、４個のインクタンク
１０２を水平方向に並べて装着する例を示している。一方、図２０の記録装置は、排紙部
１０４を挟んでインクタンク１０２の装着位置が左右両側に分割され、各側において２個
ずつのインクタンク１０２が垂直方向に並べて装着される例を示している。
【０００６】
　かかるオフキャリッジ方式でも、オンキャリッジ方式と同様に、インクタンクの取り外
しがインクジェット記録装置の制御下で行われるようにする方が、装置の誤動作を防止す
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る上で有効である。特に、オフキャリッジ方式ではインクタンクと記録ヘッドとを連通す
るインク流路が比較的長いものとなる。このため、不用意な着脱によりインク流路に混入
した泡を除去するなどの復旧作業を行う際、それに伴う待ち時間や廃インク量の増加が極
力生じないようにすることが望ましい。このように泡混入などの不具合が発生する可能性
があるときは、インクジェット記録装置が適切な制御を行うことで、インクタンクの取り
外しの阻止を行うことが好ましい。
【０００７】
　さらに、近年のインクジェット記録装置では、記録の高精細化および高速化が進んでい
るため、記録ヘッド本来の性能を維持することがより重要となっている。そのため記録ヘ
ッドおよびインクタンクの着脱の管理を厳密に行う要求が強くなってきている。例えば特
許文献１では、図に示されるような保持部材と離脱阻止手段によって流路内への気泡の浸
入を防止している。
【０００８】
　インクタンクの着脱阻止方法としては、インクタンクそのものをインクジェット記録装
置に固定する方法と、装着部に蓋を設けて蓋の開閉を制御する方法とに分けることができ
る。蓋の開閉を制御しなくても、開閉を検知し使用者に警告を与える方法を導入している
製品もあるが、使用者による取り外しは可能であり、不用意な取り外しの後には正常な状
態に回復する動作が必須となる。
【０００９】
　また、インクジェット記録装置では画像の正しい色再現性を得るために、例えばブラッ
ク、シアン、マゼンタおよびイエローの４色のインクを用いる各色記録ヘッドの配列順が
規定されている。また、これに伴って各色のインクを貯留したインクタンクも、予め定ま
った正規の装着位置に装着される。通常は、特許文献２～特許文献４などに示されるよう
に、貯留するインク種に応じた固有の誤挿入防止爪をインクタンクに設け、インクジェッ
ト記録装置に準備された爪との組み合わせにより誤挿入を阻止することが行われている。
【００１０】
　しかし近年のインクジェット記録装置では、目的に応じて装着するインクタンクの組み
合わせを変更する場合がある。複数色のインクを用いるインクジェット記録装置でも、よ
り耐候性を向上した特性を有するインクを収納したインクタンクの組み合わせを用いる場
合や、より発色性を重視した特性を有するインクを収納したインクタンクの組み合わせを
用いる場合がある。また、記録媒体の特性にあわせて表面張力などを調整した特性を有す
るインクを収納するインクタンクの組み合わせを用いる場合もある。さらには、インクジ
ェット記録装置の発売後に、特性がより改良されたインクを収納したインクタンクの組み
合わせに更新される場合もある。
【００１１】
　これらのいずれの場合でも、上述したような誤装着防止爪を用いる構成では、インクタ
ンクは耐候性・発色性などの特性ではなく、収納しているインクの色に応じて定められた
インクジェット記録装置上の位置に装着されることになる。つまり、同じ色調（例えばシ
アン）であれば、特性に関わりなく特定の色調（シアン）の位置に装着可能である。する
と、ある特性のインクを収納したインクタンクの組み合わせを用いることを望んだにも拘
らず、ある色については特性の異なるインクを収納するインクタンクが誤って装着されて
しまうことがある。このような事態が生じると、異なる特性のインクが混合して記録に用
いられることになり、本来望んだ特性を発揮することができなくなる恐れがある。
【００１２】
　これに対して、特許文献５には、光導波路をインクタンクに用いることで、インクタン
クの装着の有無と誤装着とを検出する構成が開示されている。また、特許文献６には、電
気接点によってインクタンクの装着の有無と誤装着とを検出する構成が開示されている。
これらの特許文献開示の構成を適用すること、すなわちインクタンクの相互関係において
光導波路あるいは電気接点の接続構成を適切に定め、正しいインクタンクの組み合わせに
おいてのみ光または電気接続が生じるようにして装着状態を検出することが考えられる。
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かかる構成だけでは、記録装置への装着自体を阻止することはできない。しかし、光また
は電気接続が生じない場合にはいずれかのインクタンクについて誤装着があることが検知
されるので、記録動作を行わないようにすればインクの混合も生じることがなく、実質的
に影響がない範囲で誤装着を防止するものと言い得る。
【００１３】
【特許文献１】特開２００３－２３７０３８号公報
【特許文献２】特開２００２－２３４１７８号公報
【特許文献３】特開２００３－２５６０８号公報
【特許文献４】特開２００３－３４０４０号公報
【特許文献５】特開平１０－１０９４２９号公報
【特許文献６】特開２００３－２３７１０１号公報
【特許文献７】特開昭６０－１３７６６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　そのために、本発明のインクタンクは、複数のインクタンクを用いるインクジェット記
録装置に装着可能なインクタンクであって、前記インクジェット記録装置のインク導入部
に対する装着の方向とは異なる方向に変位可能な変位部材を具え、該変位部材は、前記複
数のインクタンクが前記インクジェット記録装置に正しく装着された場合にのみ、前記イ
ンクジェット記録装置に設けられた押圧部材の端部もしくは他のインクタンクの変位部材
の端部と係合するような形状を有する一端部と、当該正しく装着された場合にのみ係合に
応じて変位した際に突出して前記インクジェット記録装置に設けられた受容部に受容され
るもしくは他のインクタンクの変位部材に係合して該他のインクタンクの変位部材を変位
させるような形状を有する他端部と、を有することを特徴とする。
【００１５】
　さらに、インクジェット記録装置が広範に普及していること、つまり様々な使用者が使
用することに鑑みれば、使用者の要求に対応することだけでなく、誤操作の可能性が適切
に排除される構成を採用することが強く望ましい。つまり、装着されたインクタンクの種
類が確実に検知され、不適合のインクタンクが用いられる不都合を未然に防止することが
重要となっている。
【００１６】
　しかし特許文献２～特許文献４などに記載されたような、誤装着防止爪を設ける構成で
は、多種のインクセットに対応することが困難である。従って、特性の異なるインクを収
納したインクタンクの組み合わせ使用、すなわち特性の異なるインクが混合使用されるこ
とを判定ないし阻止できないという問題があった。
【００１７】
　また、特許文献５および特許文献６に記載されたような、複数のインクタンク間の相互
の関係を利用し、不適合のインクタンクが誤装着されていることを判定できる構成を採用
しても、装着に先立つインクタンクの取り外しを防止することはできない。そのためには
別途特別な機構が必要である。また、インクタンクに係る所要の検出を行うために、特許
文献５では発光素子や受光素子を含む光学素子が、特許文献５では電気接点などを含む電
気回路が、記録装置に必要となり、その分コストアップの原因ともなる。
【００１８】
　その他、インクタンクにＥＥＰＲＯＭなどのメモリ素子を搭載し、そのメモリ素子にイ
ンクタンク固有の情報（収納しているインクの色や特性など）を格納しておく構成が考え
られる。そして、記録装置ではそのメモリ素子にアクセスすることで、正規の位置へ装着
されているか否か、さらに適合するインクタンクが装着されているか否かを判定するよう
にするのである。しかしこの構成でもインクタンクとの間で電気接続を行うための接点を
含む電気回路が必要となる。また、装着に先立つインクタンクの取り外しを防止するため
の機構を別に設けなければならない。
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【００１９】
　本発明は、以上の問題に鑑みてなされたもので、インクタンクの組み合わせに対応した
インクタンクの装着の判定と、不用意な着脱などの誤操作を防止するための着脱阻止とを
、簡易な構造で実現可能とすることを目的とする。
【００２０】
　また、本発明は、特性の適合しないインクを収納したインクタンクが装着される不都合
を簡易な構造で防止可能とすることを他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　そのために、本発明のインクタンクは、複数のインクタンクを用いるインクジェット記
録装置に装着可能なインクタンクであって、前記インクジェット記録装置のインク導入部
に対する装着の方向とは異なる方向に変位可能な変位部材を具え、該変位部材は、前記複
数のインクタンクが前記インクジェット記録装置に装着された状態において、前記インク
ジェット記録装置に設けられた押圧部材の端部もしくは他のインクタンクの変位部材の端
部と係合可能な一端部と、当該係合に応じて前記変位部材が前記異なる方向に沿って変位
した際に突出して前記インクジェット記録装置に設けられた受容部に受容されることが可
能もしくは他のインクタンクの変位部材に係合して該他のインクタンクの変位部材を変位
させることが可能な他端部と、を有することを特徴とする。
【００２２】
　ここで、前記他端部は、前記他のインクタンクが特性の適合するインクを収納している
ものでない場合には当該他のインクタンクの前記変位部材と係合しないものとすることが
できる。
【００２３】
　また、本発明は、特性の適合するインクを収納した上記インクタンクの複数でなるイン
クタンクセットに存する。
【００２４】
　さらに、本発明は、上記インクタンクを複数用いるインクジェット記録装置であって、
　前記押圧部材と、
　前記受容部と、
　前記受容部への前記変位部材の前記他端部の突出を検出することで前記複数のインクタ
ンクの装着を検出する検出部と、
を具えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、例えば複数のインクタンクが並置されたとき、一方の端にあるインク
タンクの変位部材が記録装置の押圧部材によって押圧されてその変位部材が変位すると、
この変位は他のインクタンクに順次伝達されてゆく。そして、他方の端のインクタンクか
らはそのインクタンクの変位部材が突出する。この突出状態を検出することで、インクタ
ンクの組み合わせに対応したインクタンクの装着の判定と、不用意な着脱などの誤操作を
防止する制御に供することができるようになる。またインクタンクの変位部材同士を、収
納しているインクの特性（耐候性や発色性等）が適合している場合にのみ、係合可能なも
のとすることで上記変位ないし突出が生じないようにし、特性不適合のインクタンクが装
着される不都合を防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【００２７】
　（第１の実施形態）
　図１（ａ）および（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係るインクタンクであり、それぞ
れ、記録装置に装着するときに記録装置に接する面および使用者が操作する面から見た斜
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視図である。本実施形態のインクタンク１０２は、図１９に示したインクジェット記録装
置に適用可能な形態を有しており、記録装置への装着時には、図２に示すように整列した
状態で並置される。
【００２８】
　インクタンク１０２は、記録装置に接する面に、記録装置のインク導入部（不図示）と
接続されてインクを供給するための接続部１１１を有している。また本実施形態では、イ
ンクタンク１０２は、本発明に係る変位部材として、上記整列方向の対向側面間に延在す
る断面略Ｌ字型の部材１１２を有している。この部材１１２は、図１（ａ）に示すように
インクタンク１０２に収容されている位置（初期位置）から、一端部が押されることで他
端部がインクタンクの側面から突出する位置（図１（ｂ））との間で摺動可能な構造とな
っている。以下ではかかる形態の変位部材を摺動部材と呼称する。なお、摺動部材の形状
としては、図示のような断面略Ｌ字型ないし鉤型のものに限られないことは勿論である。
【００２９】
　インクタンク１０２は、接続部１１１が設けられた面を記録装置に向けた状態で取り扱
われ、側面に設けた矢印状のマーク１０９の表示に従って矢印方向に押し込むことで、記
録装置への装着が行われる。そして、図１９に示したようなインクジェット記録装置に対
し４個のインクタンク１０２が装着された場合には、それらのインクタンクは図２に示す
ように水平方向に並置された状態となる。なお、図２では、４つのインクタンクが符号１
０２ａ～１０２ｄで示され、各々の摺動部材が符号１１２ａ～１１２ｄで示されているが
、特に区別の必要がない場合には、それぞれ、符号１０２および１１２で参照される。
【００３０】
　図２において、４つのインクタンク１０２ａ～１０２ｄが整列した状態で並置されたと
き、一のインクタンク（例えばインクタンク１０２ａ）が有する摺動部材（１１２ａ）は
隣接する他のインクタンク（例えばインクタンク１０２ｂ）の一側面に向けて突出する。
そして当該突出に応じ、その摺動部材（１１２ｂ）に係合してこれを押し込み、他側面か
ら突出させる。この動作が一方の端のインクタンク１０２ａから他方の端のインクタンク
１０２ｄまで伝達され、インクタンク１０２ｄの摺動部材１１２ｄが側面から突出する。
【００３１】
　ここで、隣り合うインクタンク１０２の摺動部材１１２の向かい合う端部同士は、収納
しているインクの特性（耐候性や発色性等）が適合し、インクタンクが色に応じて定めら
れた位置に正しく装着されている場合にのみ、係合可能な形状・寸法に形成されている。
つまり、特性が不適合のインクを収納したインクタンクが隣り合っている場合、および／
または、色に応じた適正な位置にインクタンクが装着されていない場合には、隣り合うイ
ンクタンク１０２の摺動部材１１２の端部同士は係合しないようになっている。従って、
これらの場合には、突出ないしは押し込みの動作が生じない。
【００３２】
　図３（ａ）および（ｂ）は、特性が適合するインクタンクが隣り合い、かつ色に応じた
適正な位置にインクタンクが装着されている場合の動作説明図である。ここでは、インク
タンク１０２ａの摺動部材１１２ａおよびインクタンク１０２ｂの摺動部材１１２ｂが例
示されているが、隣り合う他のインクタンク間の関係についても同様に定められる。
【００３３】
　この場合、摺動部材１１２ａおよび摺動部材１１２ｂの端部同士は係合可能な状態とな
っている。つまり、図３（ａ）に示す状態から摺動部材１１２ａが図中左方に押されると
、摺動部材１１２ａはインクタンク１０２ａの側壁１１３ａの開口から突出し、摺動部材
１１２ｂに係合する。そして、同図（ｂ）に示すように、インクタンク１０２ｂの側壁１
１３ｂの開口から進入してこれを押し込む。なお、この動作は、隣り合う他のインクタン
ク間についても同様に正規の関係である場合にのみ可能なものである。正規の関係でない
場合には、次に説明するように突出ないしは押し込みの動作が生じない。
【００３４】
　図４（ａ）および（ｂ）は、特性不適合のインクを収納したインクタンクが隣り合って



(8) JP 4994648 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

いる場合、および／または色に応じた適正な位置にインクタンクが装着されていない場合
の動作説明図である。ここでは、インクタンク１０２ａに対し、不適合のインクタンク１
０２ｂ’が隣接している場合を例示しているが、その他のインクタンク間の関係について
も同様である。
【００３５】
　この場合、摺動部材１１２ａおよび摺動部材１１２ｂ’の端部同士は係合しない状態と
なっている。つまり、図４（ａ）に示す状態から摺動部材１１２ａが図中左方に押される
と、摺動部材１１２ａはインクタンク１０２ａの側壁１１３ａの開口から突出し、さらに
インクタンク１０２ｂ’の側壁１１３ｂ’の開口から進入する。しかし摺動部材１１２ａ
および１１２ｂ’の端部同士は、ずれているため係合することはなく、従って押し込みの
動作も生じない。このような関係がインクタンクの配列において１つでもあれば、押し込
みの動作は伝達されなくなり、従って端部にあるインクタンク１０２ｄの側面からの摺動
部材１１２ｄの突出も生じない。
【００３６】
　以上のインクタンクの構成に対応して、記録装置のタンク収納部の一方の側壁部６０１
には、それに面して位置するインクタンク１０２ａの摺動部材１１２ａを押圧する手段を
設けることができる。摺動部材押圧手段としては、例えば、使用者の操作に応じて突出す
る部材とすることができる。また、例えば、摺動部材押圧手段をばね付勢された押圧部材
で構成し、この押圧部材の摺動部材１１２ａとの接触面をカム面とすることで、インクタ
ンク装着時にばねを圧縮しながら押圧部材が後退可能なものとすることもできる。いずれ
にしても、すべてのインクタンクが正しく装着されたときには、摺動部材１１２ａを押圧
しながら突出可能なものである。
【００３７】
　記録装置のタンク収納部の他方の側壁部６０２には、それに面して位置するインクタン
ク１０２ｄの摺動部材１１２ｄの突出を受容する凹部を設けることができる。この凹部に
は、摺動部材１１２ｄの突出による進入の有無を検出するタンク装着センサが設けられる
。このセンサにより摺動部材１１２ｄの進入が検出されるときとは、すべてのインクタン
クが正しく装着されたときにほかならない。従って、この場合は記録装置に記録動作など
の通常動作を許容することができる。また、この状態では、インクタンク１０２ａに対し
ては記録装置側の押圧手段が係合して突入し、インクタンク１０２ｂ～１０２ｄに対して
はインクタンク１０２ａ～１０２ｃの摺動部材１１２ａ～１１２ｃが係合して突入してい
る。さらに、インクタンク１０２ｄの摺動部材端部は記録装置側の凹部に進入して係合し
ている。従って、記録装置に対し全インクタンクが固定されていることになり、使用者に
よる不用意な取り外しを阻止することができる。
【００３８】
　また、凹部に対しては、インクタンク１０２ｄの摺動部材１１２ｄを押し戻して突出状
態を解除する手段を設けることができる。この手段としては、例えば、使用者の操作に応
じて摺動部材１１２ｄ～１１２ａを押し戻す部材とすることができる。あるいは、例えば
、通電に応じて作動するロッドを有したソレノイドとし、当該作動に応じて全摺動部材が
押し戻されるようにしてもよい。いずれにしても、これによって各インクタンクの摺動部
材が初期位置に戻り、各インクタンクが分離して取り外しが可能となる。
【００３９】
　以上のインクタンクの構成に対応して好ましく適用できるインクジェット記録装置の制
御系の構成および制御手順を説明する。
【００４０】
　図５はインクジェット記録装置の制御系の構成の一例を示すブロック図である。　
　同図において、１００５は制御部である。制御部１００５は、図６につき後述する制御
手順を実行するに際し各部を制御するＭＰＵ１０００を具える。１００１は、その制御手
順に対応したプログラムやその他の固定データ等を格納したＲＯＭである。また、制御部
１００５は、ＭＰＵ１０００が実行する制御手順実行時におけるワークエリアとして用い
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られるＲＡＭ１００２等を有する。
【００４１】
　制御部１０１０に対しては操作部１１０７が接続され、操作部１１０７は使用者の操作
を受容するスイッチや、使用者に情報を提示するための表示部などを有する。また、制御
部１０１０には、コンピュータやデジタルカメラ等のホスト装置１２００が接続される。
ホスト装置１２００からは、記録指令信号（コマンド）や記録データを含む記録情報信号
を受信することができる。また、ホスト装置１２００に対しては必要に応じ記録装置側の
ステータス情報を送出することができる。
【００４２】
　制御部１００５には、記録機構部２３がインターフェース部１００３を介して接続され
ている。記録機構部１０２３において、１０２５は各色インクの吐出部を有した記録ヘッ
ド１を駆動するためのヘッドドライバである。１０１０は記録ヘッドを搭載するキャリッ
ジの移動（主走査）の駆動源をなすキャリッジモータ、１０２７はこれを駆動するための
モータドライバである。１０１１は記録媒体の搬送（副走査）の駆動源をなす搬送モータ
、１０２８はこれを駆動するためのモータドライバである。１０２９は記録ヘッドのイン
ク吐出性能を維持または回復させるために設けられた回復ユニットである。回復ユニット
１０２９は、例えば記録ヘッドの吐出口形成面のキャッピングが可能なキャップや、当該
キャッピング時に吸引力を作用させて吐出口からインクを吸引するためのポンプ、および
吐出口形成面のワイピングを行うためのブレード等を含んでいる。１０３０はそれら回復
ユニット１０２９の各部を駆動するための駆動部である。１０３２は摺動部材１１２ｄの
突出による凹部内への進入の有無を検出するタンク装着センサである。また、１０３５は
摺動部材１１２ｄを押し戻すべく作動可能な摺動部材駆動部である。
【００４３】
　図６は第１の実施形態に適用可能なインクタンク着脱処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。本手順は、インクタンクのインク残量が僅少もしくは実質的になくなったと
き、あるいは使用者が現在装着されているものとは特性の異なるインクを収納したインク
タンクのセットへの交換を望んだときなどに実行される。すなわち、装置のインク残量検
知手段の検知や、使用者の操作などに応じたインクタンク着脱のイベントが生じたときに
起動される。
【００４４】
　本手順が起動されると、まずステップＳ１にて、着脱操作のための準備を行う。この準
備としては、例えば、装置が記録動作または回復動作の実行中であるの判定処理や、実行
中であればその終了を待機する処理、または適宜終了させる処理を伴うものとすることが
できる。
【００４５】
　オフキャリッジ方式のインクジェット記録装置では、記録ヘッドが記録や予備吐出時に
インクを吐出している間、あるいは、記録ヘッドから吸引回復動作が行われている間にイ
ンクタンクが外されると不都合が生じる。すなわち、これらの動作中はインクタンクから
記録ヘッドへ向けてインクが流れているので、インクタンクが外されると、開放されたイ
ンクタンクとの接続部から空気が流入し、泡となって記録ヘッド内に混入してしまう。泡
が混入した状態ではインク吐出が阻害され、画像形成が行えなくなる。また、甚だしい場
合には記録ヘッドを破損してしまう恐れもある。従って、インクタンク着脱の動作を許容
する前に、そのような準備処理を行うことが有効である。
【００４６】
　次に、インクタンクの着脱が可能となった旨を使用者に報知する処理を実行する（ステ
ップＳ３）。これは、例えば記録装置の操作部１１０７に設けた表示部や、ホスト装置１
２００に設けた表示器などを介して行うことができる。また、摺動部材駆動部１０３５が
設けられている場合には、これを駆動して摺動部材を初期位置に戻す処理を伴うものとす
ることができる。
【００４７】
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　摺動部材の突出状態が解除され、各インクタンクが分離した状態となると、使用者はイ
ンクタンクまたはインクタンクセットについて所要の着脱操作を行うことができる（ステ
ップＳ５）。ここで、すべてのインクタンクについて、インク特性の適合性があり、かつ
色に応じた適正な位置に装着が行われた場合には、上述したように摺動部材１１２ａ～１
１２ｄの押し込みないし突出が生じる。そして、図２において端に位置するインクタンク
１０２ｄの摺動部材１１２ｄの端部は記録装置に設けた凹部に進入し、これはタンク装着
センサ１１３２により検出される（ステップＳ７）。この場合は、例えば着脱処理が正常
に終了した旨を使用者に報知して（ステップＳ９）、本手順を終了する。
【００４８】
　一方、インク特性の適合性がないインクタンクが装着された場合や、色に応じた適正な
位置に装着が行われなかった場合には、上述したように摺動部材１１２ａ～１１２ｄの押
し込みないし突出の動作が伝達されない。従って、図２において端に位置するインクタン
ク１０２ｄの摺動部材１１２ｄの端部は記録装置に設けた凹部に進入せず、タンク装着セ
ンサ１１３２による検出が行われない（ステップＳ７）。この場合は、例えばエラーメッ
セージを使用者に報知して（ステップＳ１１）、ステップＳ５に復帰し、使用者による着
脱操作のやり直しを待つ。
【００４９】
　なお、本手順が正常終了すると、記録装置は記録その他の通常動作への移行が可能とな
る。このときには既に全インクタンクが記録装置に固定されており、使用者による不用意
な取り外しを防止することができ、記録不良や記録ヘッドの破損などを確実に防ぐことが
できるので、通常動作時に常に装着状態を検知する必要はない。しかし通常動作時におい
ても、摺動部材１１２ｄの端部の突出を検出することで、全てのインクタンクが正しく装
着されていることを確認し、記録動作や回復動作は当該検出が行われている場合のみ行う
ようにすることもできる。
【００５０】
　（第１の実施形態の変形例）
　インクタンクの装着の正否に応じて摺動部材の突出ないし押し込み動作の伝達の可否を
定めるための構成は、上述の実施形態に限られることなく、種々の変形が可能である。
【００５１】
　例えば、上述の実施形態では、隣り合うインクタンク１０２の摺動部材１１２の向かい
合う端部同士の形状・寸法を適切に定めたが、あるインクタンクの摺動部材端部と、隣接
するインクタンクの外壁との形状を適切に定めるようにしてもよい。
【００５２】
　図７（ａ）および（ｂ）は、かかる変形例において、特性が適合するインクタンクが隣
り合い、かつ色に応じた適正な位置にインクタンクが装着されている場合の動作説明図で
ある。ここでは、インクタンク１０２ａの摺動部材１１２ａおよびインクタンク１０２ｂ
の摺動部材１１２ｂが例示されているが、隣り合う他のインクタンク間の関係についても
同様に定められる。
【００５３】
　この場合、摺動部材１１２ａの端部は、その櫛歯状の突起形状に対応して設けたインク
タンク１０２ｂの側壁１１３ｂを通って、摺動部材１１２ｂに係合可能な状態となってい
る。つまり、図７（ａ）に示す状態から摺動部材１１２ａが図中左方に押されると、摺動
部材１１２ａの端部はインクタンク１０２ａの側壁１１３ａの開口から突出し、摺動部材
１１２ｂ係合する。そして、同図（ｂ）に示すように、インクタンク１０２ｂの側壁１１
３ｂの開口から進入してこれを押し込む。この動作は、隣り合う他のインクタンク間につ
いても同様に正規の関係である場合にのみ可能なものである。正規の関係でない場合には
、次に説明するように突出ないしは押し込みの動作が生じない。
【００５４】
　図８（ａ）および（ｂ）は、特性不適合のインクを収納したインクタンクが隣り合って
いる場合、および／または色に応じた適正な位置にインクタンクが装着されていない場合
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の動作説明図である。ここでは、インクタンク１０２ａに対し、不適合のインクタンク１
０２ｂ’が隣接している場合を例示しているが、その他のインクタンク間の関係について
も同様である。
【００５５】
　この場合、インクタンク１０２ｂ’の側壁１１３ｂ’には、摺動部材１１２ａの櫛歯状
の突起である端部の通過を受容する形状の開口が設けられていない。従って、図８（ａ）
に示す状態から摺動部材１１２ａが図中左方に押されると、摺動部材１１２ａはインクタ
ンク１０２ａの側壁１１３ａに突き当たり、それ以上の突出が阻止されるので、摺動部材
１１２ｂ’の端部に係合することはない。よって、押し込みの動作も生じない。このよう
な関係がインクタンクの配列において１つでもあれば、押し込みの動作は伝達されなくな
り、従って端部にあるインクタンク１０２ｄの側面からの摺動部材１１２ｄの突出も生じ
ない。
【００５６】
　このような構成によっても、上述と同様の動作および効果を得ることができる。
【００５７】
　また、上記実施形態に対して、摺動部材の移動の有無を利用し、使用者に対してより直
接的にインクタンク着脱の可否を明示するような変形を加えることも可能である。
【００５８】
　図９（ａ）および（ｂ）は、かかる構成および動作の説明図である。摺動部材１１２に
は、着脱の可否を示す表示１１２－および１１２－２が設けられている。一方、インクタ
ンク１０２の正面（使用者と向き合う面）には、表示１１２－または１１２－２を目視可
能にするための窓１１４が設けられている。摺動部材１１２はインクタンク１０２の装着
の正否により位置が変わるものである。従って、装着が行われていない場合（図９（ａ）
）および装着が行われている場合（図９（ｂ））において、それぞれ着脱が許可されてい
る旨および着脱が禁止されているを示す表示が窓１１４を介して目視できるようにするこ
とができる。つまりこの表示によって、使用者へのタンク着脱不可の警告およびタンク着
脱可の報知を行うことができる。
【００５９】
　また、このような表示を、インクタンクの着脱の正否を報知するためのものとすること
ができる。すなわち、正しい装着が行われていない場合および正しい装着が行われている
場合において、それぞれその旨を示す表示が行われるようにしてもよい。さらに、着脱の
可否の表示と装着の正否の表示とをともに行うようにすることも可能である。
【００６０】
　さらに上述の実施形態では、特性の適合性のあるインクを収納したインクタンクのセッ
トのみを装着できるようにする機能と、色に応じた適正な位置にインクタンクが装着され
るようにする機能とは、摺動部材の形状等を定めることによって実現されるものとした。
しかしそれらの機能を分離するよう変形することも可能である。
【００６１】
　図１０はその変形例を示している。この例では、色に応じた適正な位置にインクタンク
が装着されるようにするために、インクタンク１０２および記録装置本体に、それぞれ、
誤挿入防止爪構造１１５および１１６が設けられている。これらの関係は色に応じて設定
され、従って適正でない位置にインクタンクを装着しようとしてもこれが阻止されるので
、混色を避けるとともに誤挿入を直接的に知らせることができる。
【００６２】
　つまりこの例では、特性の適合性のあるインクを収納したインクタンクのセットのみを
装着できるようにする機能と、色に応じた適正な位置にインクタンクが装着されるように
する機能とが分離され、摺動部材は前者の機能を担当することになる。従って、本例の場
合、摺動部材の形状をその分単純化することが可能となる。
【００６３】
　（第２の実施形態）
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　第１の実施形態では、摺動部材の変位を利用して記録装置に対するインクタンクの固定
およびその解除が行われる構成が採用されている。しかしそのような固定／解除に関与す
る構成を別に設けることもできる。
【００６４】
　図１１は本実施形態に係るインクタンクであり、記録装置に装着するときに使用者が操
作する面から見た斜視図である。なお、第1実施形態と同様の機能を果たす部位について
は、対応箇所に同一符号を付してある。
【００６５】
　本例のインクタンク２０２は、記録装置に対する固定および解除を行うための操作手段
としてラッチレバー１１７を有し、このラッチレバー１１７は使用者が操作する面の側が
自由端となるよう、インクタンク本体上部に片持ち状態で設けられている。１１７Ａは、
ラッチレバー１１７が好ましい力で弾性変形するよう曲げ弾性率を調整するために設けた
切り欠きである。１１８はラッチレバー１１７の上面に設けられ、記録装置のインクタン
ク収納部と係合して固定状態を維持するためのラッチである。
【００６６】
　図１２（ａ）は、摺動部材が初期位置にあって記録装置に対して着脱可能となっている
状態のインクタンク２０２を示す断面図である。ここで、１１９はラッチレバー１１７の
上面に設けられた突起、１２０はラッチレバー１１７の弾性変形時に突起１１９と干渉し
ないよう摺動部材１１２に設けた逃げ部である。
【００６７】
　図１２（ｂ）は、インクタンク２０２が記録装置内で着脱可能となっている（摺動部材
１１２が初期位置にある）状態を示す側断面図である。この状態では、ラッチレバー１１
７の上面に設けたラッチ１１８が記録装置本体のインクタンク収納部の上壁６０３に設け
た係合穴６０４に係合している一方、ラッチレバー１１７の下面に設けた突起１１９は摺
動部材１１２に設けた逃げ部１２０に対向している。
【００６８】
　図１３（ａ）は、摺動部材が初期位置にあって、ラッチレバー１１７もしくはラッチ１
１８が押され、ラッチレバー１１７が弾性変形することで固定が解除された状態のインク
タンク２０２を示す断面図である。図１３（ｂ）は、同じくこの状態の側断面図である。
この状態では、ラッチ１１８が係合穴６０４から離脱している一方、突起１１９は摺動部
材１１２と干渉することなく、その逃げ部１２０に進入している。従って、使用者による
取り外しが可能である。
【００６９】
　図１３（ａ）および（ｂ）の状態は、図１２（ａ）に示した状態のインクタンクを記録
装置のインクタンク収納部に装着するときの状態でもある。すなわち、インクタンク収納
部に対してインクタンク２０２を装着する動作に伴い、ラッチ１１８の斜面部がインクタ
ンク収納部上壁６０３と係合する。この係合によって、ラッチレバー１１７が弾性変形し
ながらの装着動作が許容される。また、ラッチレバー１１７の弾性変形は突起１１９が逃
げ部１２０に進入することで許容される。そしてラッチ１１８が係合穴６０４の位置にま
で押し込まれると、ラッチレバー１１７が復元し、ラッチ１１８が係合穴６０４と係合す
ることで、図１２（ｂ）の状態となる。
【００７０】
　この状態で摺動部材１１２を作動させることで、インクタンクの取り外しが防止される
。
【００７１】
　図１４（ａ）は、摺動部材が作動位置（突出位置）にあって記録装置に対して着脱不能
となっている状態のインクタンク２０２を示す断面図である。また、図１４（ｂ）は、同
じくこの状態の側断面図である。この状態では、摺動部材１１２が変位することによって
、突起１１９は逃げ部１２０と対向していない。従って、この状態では、ラッチレバー１
１７を操作しようとしても突起１１９が摺動部材１１２と干渉してしまうため、ラッチ１
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１８を係合穴６０４から外すことができなくなる。つまり、インクタンク２０２の着脱が
禁止されている状態となる。
【００７２】
　本実施形態によっても上記第１実施形態と同様の効果を得ることができる。また本実施
形態の場合、インクタンクの取り外しを妨げる力を摺動部材のみで受けるのではないので
、摺動部材やその固定部の強度などの制限が緩和されるという効果もある。
【００７３】
　なお、摺動部材１１２の作動位置および初期位置への駆動については、上記第１実施形
態と同様に行うことができる。また、本例においても、第１実施形態と同様の変形を行う
ことも可能である。
【００７４】
　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態として、使用者による着脱操作をより簡単にする例について説
明する。
【００７５】
　図１５は本例のインクタンクの横断面図であり、上方から見た断面を示している。なお
、第1実施形態と同様の機能を果たす部位については、対応箇所に同一符号を付してある
。
【００７６】
　本例のインクタンク３０２には、接続部１１１が設けられる面に開口３２１が形成され
ている。摺動部材１１２には、初期位置においてこの開口３２１と対向する部位に切り欠
き３２０が設けられている。
【００７７】
　図１６（ａ）は、インクタンク３０２が記録装置内で着脱可能となっている（摺動部材
１１２が初期位置にある）状態を示す側断面図である。記録装置のインクタンク収納部１
０１には、インクタンク３０２の接続部１１１と結合可能なインク導入部１０１Ａと、開
口３２１内に突入可能な突起１０１Ｂとが設けられている。図示の状態では、接続部１１
１とインク導入部１０１Ａとが結合している一方、突起１０１Ｂは開口３２１内に進入し
、切り欠き３２０に対向している。
【００７８】
　また、記録装置のインクタンク収納部１０１と、インクタンク３０２とには、協働して
着脱操作性を向上するためのオルタネイト動作機構３３０が設けられている。オルタネイ
ト動作機構は、プッシュオン・プッシュオフ機構とも呼ばれ、一般に押ボタンスイッチの
動作に使用されている機構に対応する。この機構は、ボタンをスイッチの軸方向に押圧す
るとスイッチの接点部が閉成され、ボタンから押圧力を取り去っても接点部は自動開放さ
れずにそのまま閉成状態を維持し、再度ボタンを押圧すると接点部が元の自由位置に復帰
して開放されるようにするものである。
【００７９】
　この機構をインクタンクの装着部に適用する場合には、例えば特許文献７に開示された
技術を適用することができる。この文献には、具体的には、記録装置本体側のインクタン
ク収納部に、インクタンクの装着方向に回転自在なラチェット部材と、インクタンクの収
納状態においてインクタンクを収納部から離脱させる方向に付勢するばねとが開示されて
いる。一方、インクタンクには、収納部への出し入れ時にラチェット部材と係合してラチ
ェット部材を連動させる係合部材を備えている。収納部にインクタンクを収納するときは
一旦インクタンクを収納部の最奥部まで押し込む。この状態で使用者が手を離すと、ばね
によりインクタンクが引き出し方向に付勢されるが、押し込み時に係合部材に関連して回
動させられたラチェット部材が係合部材に係合し、インクタンクが所定位置に係止される
。収納部からインクタンクを引き出すときは、インクタンクの押し込み動作およびこれに
続くばねの付勢力による押し出し動作により、ラチェット部材が２つの係合部材に関連し
て回動させられてインクタンクの係合状態が解かれるようになっている。
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【００８０】
　図１６（ｂ）は、インクタンク３０２が記録装置内で着脱可能となっている（摺動部材
１１２が初期位置にある）場合において、装着または取り外しのためにインクタンク３０
２を収納部の最奥部まで押し込んだ状態を示している。この状態では、突起１０１Ｂは摺
動部材１１２と干渉することなく、その切り欠き３２０に進入している。
【００８１】
　この状態で使用者が押し込み操作をやめると、インクタンク３０２はインクタンク収納
部に設けたばねの付勢力により押し出し方向に付勢される。取り外し時には、ばねの付勢
力によってインクタンク３０２がそのまま押し出されることになる。一方装着時には、当
該押し出しがオルタネイト動作機構３３０により阻止され、図１６（ａ）に示した状態に
係止される。そして図１６（ａ）の状態で摺動部材１１２を作動させることで、インクタ
ンクの取り外しが防止される。
【００８２】
　図１６（ｃ）は、摺動部材が作動位置（突出位置）にあって、インクタンクが記録装置
に対して離脱不能となっている状態のインクタンク３０２を示す横断面図である。この状
態では、摺動部材１１２が変位することによって、突起１０１Ｂは切り欠き３２０と対向
していない。従って、この状態では、取り外しのためにインクタンク３０２を押し込もう
としても、突起１０１Ｂが摺動部材１１２と干渉してしまうため、押し込みの動作が阻止
される。つまり、インクタンク３０２の取り外しが禁止されている状態となる。
【００８３】
　本実施形態によっても上記第１実施形態と同様の効果を得ることができる。また本実施
形態の場合、摺動部材が初期位置にある場合にはワンタッチでインクタンクの着脱が可能
となり、操作性を向上できるという効果も得られる。
【００８４】
　なお、摺動部材１１２の作動位置および初期位置への駆動については、上記第１実施形
態と同様に行うことができる。また、本例においても、第１実施形態と同様の変形を行う
ことも可能であるのは勿論である。
【００８５】
　（第４の実施形態）
　以上では、４個のインクタンクが順次隣り合って並置される実施形態について説明した
。しかし本発明は、インクタンクが離隔して記録装置に装着される場合にも適用可能であ
る。
【００８６】
　図１７（ａ）～（ｃ）は、その一例として、インクタンクが２個ずつの組となって並置
とともに、各組間では記録装置の離隔した位置に装着されるようにした実施形態を示して
いる。なお、第1実施形態と同様の機能を果たす部位については、対応箇所に同一符号を
付してある。
【００８７】
　図において、１２３は、記録装置のタンク収納部の一方の側壁部に設けられ、それに面
して位置するインクタンク１０２ａの摺動部材１１２ａを押圧する部材である。１２５は
タンク収納部の他方の側壁部６０２に設けられ、それに面して位置するインクタンク１０
２ｄの摺動部材１１２ｄの突出の有無を検出するタンク装着センサである。
【００８８】
　インクタンク１０２ａ，１０２ｂの組と、インクタンク１０２ｃ，１０２ｄの組との間
の記録装置の部位には、摺動部材１１２ｂおよび１１２ｃの変位を相互に伝達するための
リンク機構である。このリンク機構１２４としては、複数の棒状の部材を集合させてなる
ものとすることができる。そして棒状部材のそれぞれは、インクタンク種類（収納するイ
ンクの特性や色など）に応じて適正なインクタンクが装着されたときにのみ、独立して摺
動することにより変位が伝達されるよう構成することができる。
【００８９】
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　図１７（ａ）は、特性が適合する複数のインクタンクが、それぞれ色に応じた適正な位
置にインクタンクが装着されており、固定または取り外し可能となっている状態を示して
いる。同図（ｂ）は、かかる正規の組み合わせにおいて、摺動部材１１２ａの変位が摺動
部材１１２ｂ、リンク機構１２４および摺動部材１１２Ｃを介して摺動部材１１２ｄに伝
達され、固定が完了した状態を示している。
【００９０】
　これに対し、同図（ｃ）は、本来インクタンク１０２Ｃが装着されるべき位置に不適合
のインクタンク１０２ｅが装着された状態を示している。この場合は、インクタンク１０
２ａの動部材１１２ａの変位がインクタンク１０２ｄの摺動部材１１２ｄまで伝達されな
いため、摺動部材１１２ｄの突出が生じない。従って、正規のインクタンクが装着されて
いないことを検出できる。
【００９１】
　このように、インクジェット記録装置の設計によってインクタンクが離隔して記録装置
に装着される場合にも、適切なリンクを構成することで、本発明を有効に適用することが
できる。そして、上記第１の実施形態と同様の効果を得ることが可能となる。
【００９２】
　（インク供給方式について）
　本発明は、キャリッジ上に搭載される記録ヘッドとは別体に、インクタンクを記録装置
の他の部位に固定的に据え付け、可撓性チューブ等を介してインクタンクと記録ヘッドと
を連結してインクを供給するオフキャリッジ方式に適用して好適なものである。
【００９３】
　かかるオフキャリッジ方式の記録装置には、記録ヘッドのインク消費に伴ってインクタ
ンクから連続的にインクが供給されるようにしたものがある。また、記録ヘッドに比較的
少量のインクを貯留する貯留部を備え、この貯留部にインクタンクから適宜のタイミング
で間欠的にインクが供給されるようにしたものもある。この間欠供給方式について簡単に
説明する。
【００９４】
　図１８は間欠供給方式を適用したインクジェット記録装置の全体構成を示す模式的平面
図である。なお、簡略化のために、インクタンクから記録ヘッドに至るインク供給系を１
つだけ示しているが、記録装置で用いるインク色調数に応じて複数のインク供給系が設け
られることは勿論である。
【００９５】
　図１８において、記録ヘッドユニット１はキャリッジ２に交換可能に搭載されている。
記録ヘッドユニット１は、インク吐出部を有した記録ヘッドとインク貯留部とを有してい
る。キャリッジ２は、主走査方向に延在して装置本体に設置されたガイドシャフト３に沿
って往復移動可能に案内支持されている。そして、キャリッジ２は主走査モータ４により
モータプーリ５、従動プーリ６およびタイミングベルト７等の伝動機構を介して駆動され
るとともに、その位置および移動が制御される。また、キャリッジ２には、例えば透過型
フォトインタラプタ形態のホームポジションセンサ１０が設けられる一方、キャリッジの
ホームポジションに対応した装置の固定部位には透過型フォトインタラプタの光軸を遮蔽
可能に遮蔽板１１が配設されている。これにより、キャリッジ２が移動してホームポジシ
ョンセンサ１０が遮蔽板１１を通過した際にホームポジションが検出され、その検出位置
を基準としたキャリッジ位置および移動の制御が可能となる。
【００９６】
　記録用紙やプラスチック薄板等の記録媒体８は、送給モータ１５によりギアを介してピ
ックアップローラ１３を回転させることにより、オートシートフィーダ（以降ＡＳＦ）１
４から一枚ずつ分離給紙される。さらに、搬送ローラ９の回転により、記録ヘッドユニッ
ト１の吐出口形成面と対向する位置（記録部）を通って搬送（副走査）される。搬送ロー
ラ９の駆動は、ラインフィード（ＬＦ）モータ１６の回転をギアを介して伝達することに
より行われる。
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【００９７】
　その際、給紙がなされたか否かの判定と給紙時の頭出し（副走査方向における記録媒体
上の記録開始位置の確定）とは、記録媒体搬送経路上、記録位置より上流側に配設された
記録媒体有無検出用のペーパエンドセンサ１２の出力に基づいて行われる。また、ペーパ
ーエンドセンサ１２は、記録媒体８の後端を検出し、その検出出力に基づいて副走査方向
における記録媒体上の最終記録位置を確定するためにも使用される。
【００９８】
　なお、記録媒体８は、被記録部において平坦な被記録面を形成するように、その裏面を
プラテン（不図示）により支持されている。この場合、キャリッジ２に搭載された記録ヘ
ッドユニット１は、その吐出口形成面がキャリッジ２から下方へ突出して、記録媒体８と
平行になるように保持されている。記録ヘッドユニット１は例えば、熱エネルギを利用し
てインクを吐出する形態のインクジェット記録ヘッドユニットであって、インクに膜沸騰
を生じさせる熱エネルギを発生するための電気熱変換体を備えたものである。すなわち、
記録ヘッドユニット１の記録ヘッドは、上記電気熱変換体によって印加される熱エネルギ
によるインクの膜沸騰により生じる気泡の圧力を利用して、吐出口よりインクを吐出して
記録を行うものである。もちろん、圧電素子によってインクを吐出するもの等、その他の
方式のものであってもよい。
【００９９】
　６０は回復系機構であり、記録ヘッドユニット１からインクを吸引回復させる動作や、
記録ヘッドの吐出口形成面を保護するために用いられるキャップ部材を有する。キャップ
部材は不図示のモータにより吐出口形成面に対し接合／離脱位置に設定可能であって、接
合状態において不図示の吸引ポンプ等によりキャップ部材内部に負圧を生じさせることで
記録ヘッドの吸引回復動作等が行われる。また、記録装置の非使用時にもキャップ部材を
接合状態としておくことで、記録ヘッドの吐出口形成面を保護することができる。
【０１００】
　５１は記録ヘッドユニット１にインク連通を行わせるための記録ヘッドユニット側の連
結部である。５４は連結部５１と対をなすインク供給側の連結部である。これらの連結部
は、キャリッジ２が主走査方向上の記録領域外側に位置するホームポジションまたはその
近傍の位置に設定され、連結部同士が突き当たったときに接続されてインクの流れを許容
する形態のものである。５５はチューブ部材であり、インクタンク１０２に結合され、連
結部５４までインクを供給するためのものである。
【０１０１】
　以上の構成では、キャップ状態でポンプ等を駆動することで、インクタンク１０２から
チューブ５５、連結部５４および５１を介し、記録ヘッドユニット１のインク貯留部内に
インクを導入することができる。
【０１０２】
　なお、以上の構成は、記録ヘッドユニット１がホームポジション等の所定位置に設定さ
れたときにのみインク供給系が空間的に接続されるものであり、ピットインタイプとも称
される。しかし間欠供給方式としては、かかるピットインタイプだけでなく、記録ヘッド
ユニットとインクタンクとの間でチューブ連通構造を採りつつ、その連通構造を弁等によ
って適宜開閉することによって、両者間を流体的に絶縁および接続するようなものでもよ
い。
【０１０３】
　（その他）
　上述の各実施形態では、４色のインクに対応した構成について説明した。これは例えば
、イエロー、マゼンタ、シアンおよびブラックの各色に対応したものとすることができる
。しかし本発明で用いるインクの色調（色および濃度など）ないしはインクタンクの数は
これに限られることないことは勿論である。また、それらのインクに加え、淡色インクや
、レッド，グリーン，ブルーなどの特色インクを用いる形態であってもよい。そして、そ
れぞれに、特性（耐候性や発色性など）の異なるインクを用意することができるのは勿論
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である。特にインク色調数や要求される特性の数が増すほどインクタンクの種類数が増し
、誤った組み合わせのインクタンクが装着されるなどの誤装着が発生し易くなることから
、これを防ぐ意味で本発明の有効性が高くなると言い得るのである。
【０１０４】
　また、上述の各実施形態では、複数のインクタンクが水平方向に並置されるものとした
が、垂直方向に並置されるものであってもよい。さらに、複数のインクタンクが順次隣り
合って並置されるものでなくてもよく、この場合には第４の実施形態で説明したように、
リンク機構を適切に構成することで対応可能である。すなわち本発明は、図２０に示した
ようにインクタンクが装着される場合にも適用が可能である。要は、インクタンクの変位
部材の変位を順次伝達可能な構成であればよい。そして、特性が適合するインクタンクの
組み合わせが用いられる場合、さらに、色に応じた適正な位置にインクタンクが装着され
ている場合のみ変位が許容されるものであれば好ましい。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】（ａ）および（ｂ）は本発明の第１の実施形態に係るインクタンクであり、それ
ぞれ、記録装置に装着するときに記録装置に接する面および使用者が操作する面から見た
斜視図である。
【図２】図１（ａ）および（ｂ）に示したインクタンクを複数、記録装置に装着したとき
の状態を示す斜視図である。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、第１の実施形態において、特性が適合するインクタンク
が隣り合い、かつ色に応じた適正な位置にインクタンクが装着されている場合の動作説明
図である。
【図４】（ａ）および（ｂ）は、第１の実施形態において、特性不適合のインクを収納し
たインクタンクが隣り合っている場合、および／または色に応じた適正な位置にインクタ
ンクが装着されていない場合の動作説明図である。
【図５】第１の実施形態に適用可能なインクジェット記録装置の制御系の構成の一例を示
すブロック図である。
【図６】第１の実施形態に適用可能なインクタンク着脱処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図７】（ａ）および（ｂ）は、第１の実施形態の変形例において、特性が適合するイン
クタンクが隣り合い、かつ色に応じた適正な位置にインクタンクが装着されている場合の
動作説明図である。
【図８】（ａ）および（ｂ）は、第１の実施形態の変形例において、特性不適合のインク
を収納したインクタンクが隣り合っている場合、および／または色に応じた適正な位置に
インクタンクが装着されていない場合の動作説明図である。
【図９】（ａ）および（ｂ）は、第１の実施形態の他の変形例の構成および動作を説明す
るための斜視図である。
【図１０】第１の実施形態のさらに他の変形例の構成および動作を説明するための斜視図
である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係るインクタンクであり、記録装置に装着するとき
に使用者が操作する面から見た斜視図である。
【図１２】（ａ）および（ｂ）は、第２の実施形態のインクタンクの摺動部材が初期位置
にある状態を示す断面図である。
【図１３】（ａ）および（ｂ）は、第２の実施形態のインクタンクの着脱動作の説明図で
ある。
【図１４】（ａ）および（ｂ）は、第２の実施形態のインクタンクの着脱が不能となって
いる状態の説明図である。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係るインクタンクの横断面図である。
【図１６】（ａ）～（ｃ）は、第３の実施形態のインクタンクの動作説明図である。
【図１７】（ａ）～（ｃ）は、本発明の第４の実施形態に係るインクタンクの構成および
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【図１８】本発明を適用可能なオフキャリッジ方式の記録装置として、インクの間欠供給
方式を適用した記録装置の全体構成を示す模式的平面図である。
【図１９】オフキャリッジ方式の記録装置のインクタンク装着構成の一例を示す斜視図で
ある。
【図２０】オフキャリッジ方式の記録装置のインクタンク装着構成の他の例を示す斜視図
である。
【符号の説明】
【０１０６】
　　１００　インクジェット記録装置本体
　　１０１　インクタンク収納部
　　１０２、２０２，３０２　インクタンク
　　１０３　給紙部
　　１０４　排紙部
　　１１１　接続部
　　１１２　摺動部材
　　１１２－１，１１２－２　表示
　　１１３　インクタンク外装側壁
　　１１４　表示窓
　　１１５、１１６　誤挿入防止爪構造
　　１１７　ラッチレバー
　　１１８　ラッチ部
　　１１９　突起
　　１２０　逃げ部
　　１２３　押圧部材
　　１２４　リンク機構
　　１２５、１０３２　インクタンク装着センサ
　　３３０　オルタネイト動作機構
　　６０１、６０２、６０３　インクタンク収納部の壁面
　　１０３５　摺動部材駆動部
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