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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インク液滴を噴射するノズルヘッドと、
　記録情報に応じた記録信号を発生する偏向電圧コントローラと、
　上記記録信号に基づきインク液滴を帯電させる帯電電圧コントローラと、
　互いに対向する第１偏向電極と第２偏向電極とを有し、これら第１偏向電極と第２偏向
電極との間に帯電したインク液滴が入射され、第１偏向電極は上記帯電したインク液滴の
電気極性と同一の極性を有し、上記インク液滴の上記第１偏向電極と第２偏向電極との間
へのインク液滴入射方向の延長線に対して、この延長線との間隔が次第に大となるように
上記第１偏向電極の電極面の全面が傾斜し、上記第２偏向電極は、上記第１偏向電極の電
極面と平行であり、帯電したインク液滴の電気極性と反対の極性を有し、上記帯電したイ
ンク液滴の飛翔方向を偏向させる偏向電極と、
　を備え、偏向方向とほぼ直角方向に移動する記録対象物に文字などを記録することを特
徴とするインクジェット記録装置。
【請求項２】
　インク液滴を噴射するノズルヘッドと、
　記録情報に応じた記録信号を発生する偏向電圧コントローラと、
　上記記録信号に基づきインク液滴を帯電させる帯電電圧コントローラと、
　互いに対向する第１偏向電極と第２偏向電極とを有し、これら第１偏向電極と第２偏向
電極との間に帯電したインク液滴が入射され、上記第１偏向電極は上記帯電したインク液
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滴の電気極性と同一の極性を有し、上記第１偏向電極は、該第１偏向電極と上記第２偏向
電極との間への上記インク液滴の入射方向の延長線との間隔が次第に大となるように傾斜
する傾斜電極面と、上記インク液滴入射方向の延長線と平行な平行電極面とを有し、上記
第２偏向電極は、上記第１偏向電極の上記傾斜電極面と平行な第１傾斜電極面と、上記イ
ンク液滴入射方向の延長線との間隔が次第に大となるように傾斜する第２傾斜電極面とを
有し、上記第２偏向電極は、帯電したインク液滴の電気極性と反対の極性を有し、上記帯
電したインク液滴の飛翔方向を偏向させる偏向電極と、
　を備え、偏向方向とほぼ直角方向に移動する記録対象物に文字などを記録することを特
徴とするインクジェット記録装置。
【請求項３】
　インク液滴を噴射するノズルヘッドと、
　記録情報に応じた記録信号を発生する偏向電圧コントローラと、
　上記記録信号に基づきインク液滴を帯電させる帯電電圧コントローラと、
　互いに対向する第１偏向電極と第２偏向電極とを有し、これら第１偏向電極と第２偏向
電極との間に帯電したインク液滴が入射され、上記第１偏向電極は上記帯電したインク液
滴の電気極性と同一の極性を有し、上記第１偏向電極は、該第１偏向電極と上記第２偏向
電極との間への上記インク液滴の入射方向の延長線との間隔が次第に大となるように傾斜
する第１傾斜電極面と、上記インク液滴入射方向の延長線との間隔が次第に小となるよう
に傾斜する第２傾斜電極面とを有し、上記第２偏向電極は、上記第１偏向電極の上記第１
傾斜電極面と平行な上記２偏向電極の第１傾斜電極面と、上記インク液滴入射方向の延長
線との間隔が次第に大となるように傾斜する上記第２偏向電極の第２傾斜電極面とを有し
、上記第２偏向電極は、帯電したインク液滴の電気極性と反対の極性を有し、上記帯電し
たインク液滴の飛翔方向を偏向させる偏向電極と、
　を備え、偏向方向とほぼ直角方向に移動する記録対象物に文字などを記録することを特
徴とするインクジェット記録装置。
【請求項４】
　インク液滴を噴射するノズルヘッドと、
　記録情報に応じた記録信号を発生する偏向電圧コントローラと、
　上記記録信号に基づきインク液滴を帯電させる帯電電圧コントローラと、
　互いに対向する第１偏向電極と第２偏向電極とを有し、これら第１偏向電極と第２偏向
電極との間に帯電したインク液滴が入射され、第１偏向電極は上記帯電したインク液滴の
電気極性と同一の極性を有し、上記第１偏向電極は、該第１偏向電極と上記第２偏向電極
との間への上記インク液滴の入射方向の延長線との間隔が次第に大となるように傾斜する
傾斜電極面と、上記インク液滴入射方向の延長線と平行な平行電極面とを有し、上記第２
偏向電極は、上記インク液滴入射方向の延長線と平行であり、かつ上記第１偏向電極の上
記傾斜電極面と対向する位置に配置される平行電極面と、上記インク液滴入射方向の延長
線との間隔が次第に大となるように傾斜し、かつ上記第１偏向電極の上記平行電極面と対
向する位置に配置される傾斜電極面とを有し、上記第２偏向電極は、帯電したインク液滴
の電気極性と反対の極性を有し、上記帯電したインク液滴の飛翔方向を偏向させる偏向電
極と、
　を備え、偏向方向とほぼ直角方向に移動する記録対象物に文字などを記録することを特
徴とするインクジェット記録装置。
【請求項５】
　請求項４に記載したインクジェット記録装置において、
　上記第２偏向電極の上記平行電極面と上記傾斜電極面との少なくとも接合面を覆う誘電
体を備えることを特徴とするインクジェット記録装置。
【請求項６】
　請求項２に記載したインクジェット記録装置において、
　上記第２偏向電極の上記第１傾斜電極面と上記第２傾斜電極面との少なくとも接合面を
覆う誘電体を備えることを特徴とするインクジェット記録装置。
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【請求項７】
　請求項３に記載したインクジェット記録装置において、
　上記第２偏向電極の上記第１傾斜電極面と上記第２傾斜電極面との少なくとも接合面を
覆う誘電体を備えることを特徴とするインクジェット記録装置。
【請求項８】
　ノズルヘッドからインク液滴を噴射し、
　偏向電圧コントローラから記録情報に応じた記録信号を発生し、
　帯電電圧コントローラにより、上記記録信号に基づきインク液滴を帯電し、
　互いに対向する第１の偏向電極と第２の偏向電極であり、上記第１偏向電極と上記第２
偏向電極との間への上記インク液滴の入射方向の延長線に対して、上記第１偏向電極の電
極面を、上記延長線との間隔が次第に大となるように傾斜させて配置し、上記第２偏向電
極の電極面を上記第１偏向電極の電極面と平行となるように配置し、上記第１偏向電極と
第２偏向電極との間に帯電したインク液滴を入射し、上記インク液滴の上記第１の偏向電
極と第２の偏向電極との間へのインク液滴入射方向の延長線に直交する線に対して、上記
インク液滴の進行方向に傾斜する電気力線を形成し、上記帯電したインク液滴の飛翔方向
を偏向し、
　偏向方向とほぼ直角方向に移動する記録対象物に文字などを記録することを特徴とする
インクジェット記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置のうち、連続吐出型インクジェット装置は、家庭用又はオフィ
ス用プリンタで使用されるオンデマンド型インクジェット装置に比較し、高信頼性及び高
メンテナンス性を有した高安定な液滴吐出装置である。
【０００３】
　このため、連続吐出型インクジェット記録装置は、高信頼性、高メンテナン性、及び高
安定性が要求される液体を利用した機能インク塗布やパターニングが必要な電子機器など
の製造装置にも応用が可能である。
【０００４】
　連続吐出型インクジェット記録装置では、インクタンクに蓄えられた液体（インク）を
ポンプなどで加圧し、微細なノズルから連続的に噴出させる。そこへ、圧電素子等による
加振により振動させ、噴出する液体に揺らぎを与え、吐出するインク柱を切断することで
、インクの微小液滴を飛翔させる。このとき、インク柱を切断する液滴形成位置に帯電電
極を近接配置し、インクの微小液滴に電界を付与することで、形成される液滴を帯電する
。
【０００５】
　帯電した液滴は、帯電電極の下流位置に配置された偏向電極に電圧が印加されることで
発生する電界の有無やその大きさ（電界強度）により、その飛翔する方向が制御される（
偏向プロセス）。
【０００６】
　この偏向プロセスは、マルチ偏向式と二値偏向式との二つの方式に大きく分類される。
これらの何れの方式においても、吐出後の液体（インク）への帯電量を制御して液体の偏
向に用いていることから、液滴の吐出制御を１滴ごと行う必要がなく、装置の構成が簡単
となる。また、連続して液滴吐出を行うため、ノズルつまりが発生し難く、高い信頼性を
確保できる。
【０００７】
　しかし、連続吐出型インクジェット記録装置の多くは、飛翔する液滴と液滴の間隔が狭
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いことにより、後続液滴が前方液滴と合体（マージ）したり、クーロン反発力により離散
（スキャッタ）したりして印字に誤差（歪）を発生するため、印字用の帯電液滴と帯電液
滴の間に無帯電のダミー液滴を挿入する対策が行われており、印字速度が遅くなる問題が
あった。
【０００８】
　液滴間隔はどのようにして決まるかに関して述べる。噴出液体柱(半径a)を同径の液滴
に分裂させるには、加振の波数ｋとの間に、ｋ・ａ=１／（２）１／２のような関係があ
る時、最適に分裂することが理論的に知られている。これと分裂するインク柱と液滴体積
との関係から液滴間隔Ｌと液滴直径ｄとの関係はＬ＝２．３６ｄとなり、液滴ｄを決める
と液滴間隔Ｌがほぼ決まってしまう。
【０００９】
　また、一般的に飛行する先頭粒子（直径ｄ）の後ろを距離６ｄ以内に近づいて別な粒子
が飛行すると、後続粒子の空気抵抗（抗力）が６０～８０％に低下することが知られてい
る。そのため、連続吐出型インクジェット記録装置では、先頭液滴に後続液滴が追いつい
て合体したり離散したりして、印字に歪が発生することが問題となっていた。
【００１０】
　そこで、特許文献１に記載の技術では、正側の偏向電極に対して接地側の偏向電極をイ
ンク液滴侵入入口方向に平行に伸ばし、帯電液滴間隔を広げる構成となっている。
【００１１】
　また、特許文献２に記載の技術では、正側の偏向電極を斜めに配置する構成となってい
る。
【００１２】
　また、特許文献３に記載の技術では、偏向電極の下流側がインク液滴の偏向に沿って斜
めに形成する構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開昭６１－１２０７６６号公報
【特許文献２】特開平０４－２９２９５１号公報
【特許文献３】特開２００２－２６４３３９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、特許文献１には、電界（電気力線）がインク液滴の進行方向に対して傾
いているが、電気力線は電極に垂直に入射するため、このような電界分布となることは理
論的に無い。通常、連続吐出型インクジェット記録装置では、液滴を負に帯電させ、接地
電極に接近してインクを入射させ、帯電量によって正電極の方に偏向させる。このため、
接地電極の付近では、電気力線が電極に垂直に入射しているため電界による進行方向加速
効果がほとんど得られなかった。
【００１５】
　また、上記特許文献２に記載されている偏向電極構造では、インク液滴入射線に近い負
側（または接地）の偏向電極面がインク液滴入射線に平行であるため、進行方向への電界
成分がない為進行方向に加速する効果がほとんど得られないという問題があった。
【００１６】
　また、上記特許文献３に記載されている偏向電極構造では、インク入射線方向への電界
は逆にブレーキとして働き、進行方向へ加速する効果がないという問題があった。
【００１７】
　本発明の目的は、印字歪の無い高速度印字可能なインクジェット記録装置及び方法を実
現することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１８】
　上述した目的を達成するため、本発明は次のように構成される。
【００１９】
　インクジェット記録装置及び方法において、ノズルヘッドからインク液滴を噴射し、偏
向電圧コントローラから記録情報に応じた記録信号を発生し、帯電電圧コントローラによ
り、上記記録信号に基づきインク液滴を帯電し、互いに対向する第１の偏向電極と第２の
偏向電極との間に帯電したインク液滴を入射し、上記インク液滴の上記第１の偏向電極と
第２の偏向電極との間へのインク液滴入射方向の延長線に直交する線に対して、上記イン
ク液滴の進行方向に傾斜する電気力線を形成し、上記帯電したインク液滴の飛翔方向を偏
向し、偏向方向とほぼ直角方向に移動する記録対象物に文字などを記録する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、本発明の目的は、印字歪の無い高速度印字可能なインクジェット記録
装置及び方法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施例である連続吐出型インクジェット記録装置の要部構成図で
ある。
【図２】本発明とは異なる例であり、本発明との比較のための要部構成図である。
【図３】本発明の第２の実施例である連続吐出型インクジェット記録装置の要部構成図で
ある。
【図４】本発明の第３の実施例である連続吐出型インクジェット記録装置の要部構成図で
ある。
【図５】本発明の第４の実施例である連続吐出型インクジェット記録装置の要部構成図で
ある。
【図６】本発明の第５の実施例である連続吐出型インクジェット記録装置の要部構成図で
ある。
【図７】本発明が適用されるインクジェット装置の全体概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
【実施例】
【００２３】
　まず、本発明が適用されるインジェット記録装置の全体構成について説明する。
【００２４】
　図７は、本発明が適用されるインジェット記録装置の全体構成図である。図７において
、インクジェット記録装置は、インクジェット駆動部と、インク濃度制御部と、記録媒体
搬送制御部を備えている。
【００２５】
　インクジェット駆動部は、インクジェットヘッド３２と、液体貯蔵槽４３と、インクジ
ェットヘッド３２内の圧電素子に交流電圧を供給する交流電源４７と、各液滴に帯電電荷
を与える帯電電極及び液滴を偏向させる偏向電極に電圧を供給する制御電圧電源３３と、
インクジェットヘッド３２に対する液体の供給及び回収を行うポンプ４６、３６と、各部
の動作を制御するメイン制御装置３７とを備えている。
【００２６】
　また、インク濃度制御部は、インクジェットヘッド３２に供給する液体貯蔵槽４３内の
液体の濃度を調整するものである。具体的には、液体貯蔵槽４３内の液体濃度を測定する
手段である濃度測定器４０と、液体貯蔵槽４３内の液体を希釈するために使用する液体溶
媒を貯蔵する溶媒貯蔵槽４１と、溶媒貯蔵槽４１内の溶媒をインクジェット駆動部の液体
貯蔵槽４３に供給するポンプ４２と、それらを制御するためのインク濃度制御装置３９と
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を備える。
【００２７】
　また、記録媒体搬送制御部は、記録媒体の搬送機構４５と、搬送制御装置４４とからな
る。
【００２８】
　そして、上記構成において、インクジェット駆動部のメイン制御装置３７は、記録する
パターンデータ（図示せず）を外部から受信すると、液体供給／回収ポンプ４６、３６、
圧電素子駆動交流電源４７、帯電電圧／偏向電圧を供給する制御電圧電源３３を制御する
ことにより、記録するパターンデータに従って、帯電電極信号電圧を帯電電極部（ここで
は図示せず）へ、偏向電極信号電圧を偏向電極（ここでは図示せず）へ出力する。これに
より、液体（インク）の吐出を制御する。
【００２９】
　また、インクジェット駆動部のメイン制御装置３７は、記録媒体搬送制御部の搬送制御
装置４４と通信することで、印字体１６のハンドリングを行う。さらに、インクジェット
駆動部のメイン制御装置３７は、インク濃度制御部のインク濃度制御装置３９と通信を行
い、液体貯蔵槽４３内の液体濃度が所定の濃度であることを確認すると共に、所定の濃度
の液体をインクジェットヘッド３２に供給するように制御を行う。
【００３０】
　ただし、インクジェットヘッド３２内において、インク形成領域には液滴形状観測装置
４９を設置し、これにより得られた情報をメイン制御装置３７にフィードバックし、この
フィードバックした情報を基にして算出した適正入力値を圧電素子に入力することにより
、均一なインクの吐出について、その安定化を図る構成であっても良い。
【００３１】
　（第１の実施例）
　以下に述べる本発明の実施例は、図７に示したインクジェット記録装置のうちの連続吐
出型インクジェット記録装置に適用した場合の例である。
【００３２】
　本発明の第１の実施例である連続吐出型インクジェット記録装置（又は、コンティニュ
アス・インクジェット装置）における、特に、インクジェットヘッドの帯電電極及び偏向
電極構成の概略構造について説明する。
【００３３】
　図１は、本発明の第１の実施例の要部概略構成図であり、図７のインクジェットヘッド
３２の内部構成を示す図である。
【００３４】
　図１において、本発明の連続吐出型インクジェット記録装置のインクジェットヘッドは
、液滴を吐出するノズルヘッド２と、形成した液滴を個別に帯電するための帯電電極３、
８と、帯電した液滴を電界により偏向するための一対の偏向電極５、１１と、印字に使わ
れなかった液滴を再使用するため、当該液滴を回収するガター１３とを備えている。
【００３５】
　偏向電極５はインク入射線１’と角度θだけインク液滴の進行方向に広がるように傾い
ている。偏向電極５、１１は互いに平行な対向面をもつように設置されている。
【００３６】
　図２は本発明とは異なる例（従来例）であり、本発明との比較のための比較例を示す図
である。図２の比較例に示すように、偏向電極５、１１は、インク入力側ではインク入射
線１’と平行に設置され、インク吐出側では、偏向電極１１が偏向電極５との間隔が大と
なる方向に傾斜している。
【００３７】
　図１に示した構成において、ノズルヘッド２のノズルから吐出した液柱７は、ノズルヘ
ッド２におけるインク室１の上部から付与される振動により切断され、図示するように、
液滴列を形成する。ここで、ノズルヘッド２の筐体全体は接地状態となっている。そして
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、形成された液滴は、帯電電極基板４、９上に形成され、液滴の飛翔方向と平行になるよ
うに近接して配置された帯電電極３、８により帯電される。
【００３８】
　ここで、帯電電極３、８は、任意のタイミングで任意の電圧を帯電電圧コントローラ１
４より液滴に投入（印加）することにより、個々の液滴を、目的とする印字形態に応じて
帯電することができる構成となっている。
【００３９】
　なお、このとき、液柱７の切断点（この液柱の切断により、液滴が形成される）は、液
滴列に対応して設けられた帯電電極３、８上に位置するようになっている。また、帯電電
極３、８は、液滴列がその幅方向（図の紙面に垂直な方向）における中心付近を通過する
ように配置されていることが好ましい。
【００４０】
　ここで、帯電工程のインク飛翔方向の下部（上記帯電電極３、８の下方）には、電界に
より帯電液滴１２を任意の方向に偏向するための偏向電界を形成する、所謂、偏向電極が
設置されている。これら偏向電極は、接地偏向電極５（第１偏向電極）と高電圧偏向電極
１１（第２偏向電極）とから構成され、かつ、これらが互いに平行に向かい合う形で配置
されている。
【００４１】
　すなわち、偏向電極５、１１間に偏向電圧コントローラ１５から電圧を印加することに
より、接地偏向電極５と高電圧偏向電極１１の間において電極面に垂直な方向に電界が形
成される。特に、インク液滴を負に帯電させる場合、高電圧偏向電極１１は正の電圧が負
荷される。このため、電気力線は偏向電極５の電極面に対して垂直な方向から生じ、偏向
電極１１の電極面に垂直に入射する。偏向電極５と１１とが互いに平行であるため、複数
の電気力線は偏向電極面５、１１に垂直であり、互いに平行に形成される。
【００４２】
　この偏向電界が形成された領域内を、帯電電極３、８を通過した後の液滴（帯電した液
滴と帯電していない液滴とを含む）が飛翔することにより、帯電液滴１２は、偏向電界の
影響により、帯電符号と逆の電極１１に接近する方向に偏向され、印字体１６に着弾し印
字パターンを形成する。帯電量の多い液滴が正側電極に近づくため、大きな字を印字する
ためにインク入射線１’は接地した偏向電極５の面に近くの位置に設定される。
【００４３】
　このとき、本発明の第１の実施例においては、偏向電極５、１１が形成する偏向電界Ｅ
と、インク液滴入射線１’とは垂直ではないため、液滴帯電量ｑ、電界Ｅ、インク入射線
１’と偏向電極５とのなす角度θにより、帯電液滴にはインク入射線１’方向にｑ・Ｅ・
ｓｉｎ（θ）、インク入射線１’と垂直方向にｑ・Ｅ・ｃｏｓ（θ）の力が働き加速する
。なお、偏向電極５と１１との間に形成される電気力線は、インク液滴入射線１’に直交
する直線から－θの角度をなし、偏向電極１１から５に進む。
【００４４】
　液滴の質量をｍとすると、帯電液滴に働くインク入射線１’方向への加速度は、ｑ・（
Ｅ／ｍ）ｓｉｎ（θ）であり、図１の下方向に力が働く。
【００４５】
　これに対して、比較例である図２に示す例ではθ＝０度であるから、インク入射線方向
（図１の下方向）に働く力はゼロである。そのため、先頭を飛行する液滴は空気抵抗のた
め減速するが、後続液滴は先頭液滴の影（後流）にあるため空気抵抗が弱く減速が遅い。
したがって、液滴間距離が縮まり、後続液滴は先頭液滴に追い付き合体（マージ）、ある
いはクーロン反発力による離散（スキャッタ）して印字歪を発生する問題がある。
【００４６】
　図１に示す本発明の第１の実施例では、帯電液滴はインク入射線１’方向に加速するた
め、液滴間距離が縮まることがない、或いは最小に抑えられるためマージやスキャッタが
発生しない。帯電した先頭液滴の後方を無帯電液滴が飛ぶ場合はこれで十分である。なお
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、無帯電液滴６は、ガター１３により回収される。
【００４７】
　また、それぞれ帯電量ｑ１、ｑ２をもつ液滴２個が連続し飛行する場合は、それぞれイ
ンク入射線方向１’にｑ１・（Ｅ／ｍ）ｓｉｎ（θ）、ｑ２・（Ｅ／ｍ）ｓｉｎ（θ）の
加速度が働くので、帯電電圧コントローラ１４により帯電量をｑ１≧ｑ２となるように制
御すれば、後続の帯電液滴が前方の帯電液滴に追い付くことは無い。
【００４８】
　これは、２個以上でも同様であり、ｎ個の帯電液滴の場合は、ｑ１≧ｑ２≧ｑ３≧・・
・≧ｑｎとすれば良い。これは、印字体上で偏向量の大きいドット１から小さいドットｎ
の順で印字体１６に印字することに相当する。
【００４９】
　インク入射線１’と偏向電極５との角度θは、電界、液滴の帯電量と質量により調整し
て設計される。一般的な印字記録に使用する装置においては、１度～２０度が好ましい（
１～５度が、さらに好ましい）。電極５、１１の長さ寸法としては、例えば、２７．５ｍ
ｍ程度が好ましい。また、電極５と１１との互いに間隔は約３ｍｍ程度が好ましい。また
、図１の例では、図の左側を接地偏向電極５として、右側を高電圧偏向電極１１として記
載しているが、これらの偏向電極に印加される電圧は、これとは逆に偏向電極１１を接地
し、偏向電極５を負電圧にしても良い。また、インク液滴を正に帯電する場合は、偏向電
極の電圧が正負逆となるのは言うまでもない。
【００５０】
　また、もちろん偏向電極５に対してインク入射線１’との間隔を液滴が進行方向に行く
ほど広がるようにインク入射線１’の角度を設定しても良い。
【００５１】
　また、帯電電極３、８と偏向電極５、１１との間には、高電圧偏向電極１１からの電界
の影響を遮断することを目的として、電界シールド部材１０が設置されている。この電界
シールド部材１０は導電性の部材から構成されており、この電界シールド部材１０は、図
１にも示すように、帯電電極３、８及びその周辺に対して高電圧による電界の影響を及ぼ
さないよう、接地状態にすることが好ましい。
【００５２】
　このように構成することにより、帯電液滴間の距離が短くならないため、印字歪が小さ
くなり、帯電液滴間にダミーの無帯電液滴を挿入する必要がないため、高速の印字が可能
となる効果がある。具体的には、印字用の帯電液滴と帯電液滴の間にダミーの無帯電液滴
を挿入する従来の場合に比べて、２倍の印字速度が得られる効果がある。
【００５３】
　以上のように、本発明の第１の実施例によれば、印字歪の無い高速度印字可能なインク
ジェット記録装置を実現することができる。
【００５４】
　（第２の実施例）
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。
【００５５】
　図３は、本発明の第２の実施例の要部構成図である。図３に示していない他の構成は図
１の例と同等の構成となっている。
【００５６】
　図３において、偏向電極５がインク入射線１’と角度θをなす部分５’（傾斜電極面）
と平行となっている部分５’’（平行電極面）とからなり、偏向電極１１が偏向電極５’
と平行な部分１１’（第１傾斜電極面）とインク入射線１’から離れるように傾く部分１
１’’（第２傾斜電極面）とからなるように構成されている。このように構成することに
より、帯電液滴１２が偏向電極１１’’と衝突しないため、印字の高さを高くできる（よ
り大きな字を形成することができる）効果がある。
【００５７】
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　なお、偏向電極１１’’はインク入射線１’と角度０度つまり、平行とすることも可能
である。また、部分５’’の長さ寸法は部分５’の長さ寸法の２分の１以下の寸法が好ま
しい。同様に、部分１１’’の長さ寸法も、部分１１’の長さ寸法の２分の１以下が好ま
しい。
【００５８】
　本明の第２の実施例によれば、第１の実施例と同様な効果を得ることができるほか、よ
り大きな字を形成することが可能である。
【００５９】
　（第３の実施例）
　次に、本発明の第３の実施例について説明する。
【００６０】
　図４は、本発明の第３の実施例の要部構成図である。図４に示していない他の構成は図
１の例と同等の構成となっている。
【００６１】
　図４において、偏向電極５がインク入射線１’と角度θをなす部分５’（第１傾斜電極
面）とインク入射線に近づく部分５’’（インク液滴入射方向の延長線との間隔が次第に
小となるように傾斜する第２傾斜電極面）とからなる。また、偏向電極１１が偏向電極５
’と平行な部分１１’ （第１傾斜電極面）とインク入射線１’から離れるように傾く部
分１１’’ （第２傾斜電極面）とからなるように構成されている。部分５’’と部分１
１’’とは互いに平行となるように、構成することが好ましい。また、部分５’’の長さ
寸法は部分５’の長さ寸法の２分の１以下の寸法が好ましい。同様に、部分１１’’の長
さ寸法も、部分１１’の長さ寸法の２分の１以下が好ましい。
【００６２】
　このように構成することにより、偏向電極５’’と偏向電極１１’’の間の電界が部分
５’と平行な部分１１’の間の電界に比較して弱まらないため、印字の偏向幅を大とする
ことができ、高偏向電極５及び１１から印字体１６までの距離を短くすることができる効
果がある。
【００６３】
　本明の第３の実施例によれば、第１の実施例と同様な効果を得ることができるほか、高
偏向電極５及び１１から印字体１６までの距離を短くすることができ、連続吐出型インク
ジェット記録装置を小型化することが可能である。
（第４の実施例）
　次に、本発明の第４の実施例について説明する。
【００６４】
　図５は、本発明の第４の実施例の要部構成図である。図５に示していない他の構成は図
１の例と同等の構成となっている。
【００６５】
　図５において、偏向電極５がインク入射線１’と角度θをなす部分５’（傾斜電極面）
とインク入射線１’に平行な部分５’’（平行電極面）からなり、偏向電極１１がインク
入射線１’と平行な部分１１’（平行電極面）とインク入射線１’から離れるように傾く
部分１１’’（傾斜電極面）とからなるように構成されている。なお、偏向電極１１’’
はインク入射線１’と角度０度つまり、平行とすることも可能である。また、部分５’’
の長さ寸法は部分５’の長さ寸法の２分の１以下の寸法が好ましい。同様に、部分１１’
’の長さ寸法も、部分１１’の長さ寸法の２分の１以下が好ましい。
【００６６】
　このように構成することにより、偏向電極１１’と偏向電極１１’’との接合部が偏向
電極５’から離れるため、より印字高さを高くできる効果がある。
【００６７】
　本明の第４の実施例によれば、第１の実施例と同様な効果を得ることができるほか、よ
り大きな字を形成することが可能である。
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　（第５の実施例）
　次に、本発明の第５の実施例について説明する。
【００６９】
　図６は、本発明の第５の実施例の要部構成図である。図６に示していない他の構成は図
１の例と同等の構成となっている。
【００７０】
　図６において、偏向電極１１の折れ曲がり部、すなわち偏向電極１１’と１１’’との
接合部で偏向電極５に対向する面を誘電体１７で覆うようにしたものである。その他の構
成は図５に示した例と同様となっている。
【００７１】
　誘電体１７は偏向電極１１の偏向電極５に対向する多くの部分を覆っても良い。この誘
電体１７は、例えば、アクリル、ＰＥＴ、ＰＥＮなどの透明性を有する樹脂、または、ガ
ラスなどの透明性を有する無機材料など、透明な誘電体により形成されても良い。このよ
うに構成することにより、偏向電極１１の折れ曲がり部で異常放電の発生を防ぐ効果があ
る。
【００７２】
　本明の第５の実施例によれば、第４の実施例と同様な効果を得ることができるほか、偏
向電極１１の折れ曲がり部で異常放電の発生を防ぐ効果がある。
【００７３】
　なお、誘電体１７は、上述した第２～第４の実施例における偏向電極１１の１１’と１
１’’との接合部分にも形成することが可能である。
【００７４】
　以上のように、詳細に説明した、偏向電極をインク入射線から進行方向に広がるように
傾ける連続吐出型インクジェット記録装置及び方法によれば、帯電液滴間の距離が短くな
らないため、印字歪が小さくなり、帯電液滴間にダミーの無帯電液滴を挿入する必要がな
いため、精度が高くスピードの早い印字が可能となる効果がある。
【符号の説明】
【００７５】
　１・・・インク室、１’・・・インク入射線、２・・・ノズルヘッド、３、８・・・帯
電電極、４、９・・・帯電電極基板、５、５’、５’’、１１、１１’、１１’’・・・
接地偏向電極、６・・・液滴（無帯電）、７・・・液柱、１０・・・電界シールド部材、
１２・・・液滴（帯電）、１３・・・ガター、１５・・・偏向電圧コントローラ、１６…
印字体、１７・・・誘電体
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