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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なるインクを放出するための複数の色平面を含むインクジェットプリントヘッ
ドであって、各色平面が、前記プリントヘッドのノズル面に画定された少なくとも１つの
ノズル列を含み、それぞれの色平面における各ノズルに、同じインクが供給され、非黒イ
ンクを放出する第１の色平面が、黒インクを放出する一対の色平面の間に介挿されるよう
に、前記プリントヘッドが設置されるインクジェットプリントヘッドと；
　前記プリントヘッドと流体連通する複数のインクリザーバであって、前記黒インク及び
非黒インクを含むインクリザーバと
を含むインクジェットプリンタにおいて、
　前記第１のインク中の界面活性剤の量が、前記第２および第３のインク中の界面活性剤
の量より少なくとも０．４重量％多いことを特徴とするインクジェットプリンタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプリンタにおいて、前記ノズル面にわたる色平面が、交互の順序の非
黒インクおよび黒インクを有するように、前記プリントヘッドが設置されることを特徴と
するプリンタ。
【請求項３】
　請求項１に記載のプリンタにおいて、非黒インクを放出する各色平面が、黒インクを放
出する少なくとも１つの隣接する色平面を有するように、前記プリントヘッドが設置され
ることを特徴とするプリンタ。
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【請求項４】
　請求項１に記載のプリンタにおいて、隣接する色平面からのノズル列間の距離が、２０
０μｍ未満であることを特徴とするプリンタ。
【請求項５】
　複数の異なるインクを放出するための複数の色平面を含むインクジェットプリントヘッ
ドであって、各色平面が、前記プリントヘッドのノズル面に画定された少なくとも１つの
ノズル列を含み、それぞれの色平面における各ノズルに、同じインクが供給されるインク
ジェットプリントヘッドにおいて、
　非黒インクを放出する第１の色平面が、黒インクを放出する一対の色平面間に介挿され
るように設置され、
　非黒インクを放出する各色平面が、黒インクを放出する少なくとも１つの隣接する色平
面を有するように設置されることを特徴とするプリントヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット印刷および印刷品質を改良するための方法に関する。本発明
は、主に、インクジェットプリントヘッドのノズルプレートにおける好ましくない色混合
を最小限に抑えるために開発された。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、多くの熱気泡形成型（ｔｈｅｒｍａｌ　ｂｕｂｂｌｅ－ｆｏｒｍｉｎｇ）
プリントヘッドおよび熱曲げ作動型（ｔｈｅｒｍａｌ　ｂｅｎｄ－ａｃｔｕａｔｅｄ）プ
リントヘッドを開発してきた。本出願人の熱気泡形成型プリントヘッドとしては、加熱要
素が吊り下げられたもの（内容が参照により本明細書に援用される、例えば、米国特許第
６，７５５，５０９号明細書；米国特許第７，２４６，８８６号明細書；米国特許第７，
４０１，９１０号明細書；および米国特許第７，６５８，９７７号明細書に記載されるよ
うな）および加熱要素が埋め込まれるかまたは結合されたもの（内容が参照により本明細
書に援用される、例えば、米国特許第７，３７７，６２３号明細書；米国特許第７，４３
１，４３１号明細書；米国特許出願公開第２００６／２５０４５３号明細書；および米国
特許第７，４９１，９１１号明細書に記載されるような）が挙げられる。本出願人の熱曲
げ作動型プリントヘッドは、典型的に、プリントヘッドのノズルプレートに画定される可
動パドルを有する（内容が参照により本明細書に援用される、例えば、米国特許第７，９
２６，９１５号明細書；米国特許第７，６６９，９６７号明細書；および米国特許出願公
開第２０１１／００５０８０６号明細書に記載されるように）。
【０００３】
　本出願人のＭｅｍｊｅｔ（登録商標）プリントヘッドは、市販のプリントヘッドと比較
して、比較的高いノズル密度を特徴とする。Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）プリントヘッドは
、典型的に、各色平面に一対のオフセットノズル列とともに複数の色平面を含む。Ｍｅｍ
ｊｅｔ（登録商標）プリントヘッドの主な利点は、各プリントヘッド集積回路における複
数の色平面の統合による比較的狭い印刷領域である。Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）プリント
ヘッドの色平面は、互いの間隔がより狭く、これにより、ドットオンドット印刷（ｄｏｔ
－ｏｎ－ｄｏｔ　ｐｒｉｎｔｉｎｇ）中の色平面間の位置合わせの問題が防がれる。対照
的に、広い間隔の色平面は、適切な位置合わせを実現するのに複雑な媒体供給機構を必要
とし、これにより、他の公知のページ幅印刷システム（例えばＨＰ　Ｅｄｇｅｌｉｎｅ）
の複雑性が増大している。
【０００４】
　典型的に、Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）プリントヘッドにおける隣接する色平面からのノ
ズル列間の距離は、２５～２００μｍまたは５０～１００μｍの範囲である。色平面のこ
の狭い間隔は、このようなプリントヘッドに特有の問題を生じる。異なる色平面からの狭
い間隔のノズル列の重大な問題は、プリントヘッドのノズルプレートにおける色混合の１
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つである。例えば、黒インクが、ノズルプレート上で黄色インク中に混合される場合、こ
れは、プリントヘッドの日常保守に影響を与えるだけでなく、印刷品質に悪影響を与え得
る。本出願人は、ノズルプレートにおける好ましくないインク混合として現れる２つの機
構、すなわち、ノズルプレート上へのインク湿潤；およびノズルの列間の繊維または微粒
子のブリッジング（ｂｒｉｄｇｉｎｇ）を特定した。
【０００５】
　これまで、インクジェットプリントヘッドのノズルプレートにおけるインク混合の問題
は、疎水性表面処理をノズルプレートに施すことによって、当該技術分野において対処さ
れてきた。例えば、本出願人は、プリントヘッドのＭＥＭＳ製造中に適用される、疎水性
シロキサンポリマーのコーティングを有するノズルプレートを記載している（内容が参照
により本明細書に援用される、例えば、米国特許第７，９３８，９７４号明細書；米国特
許第７，６６９，９６７号明細書を参照）。しかしながら、このようなコーティングは、
プリントヘッド製造のコストおよび複雑性を増大させる。さらに、このようなコーティン
グは、好ましくない色混合より許容できる色混合に有利なように色混合の方向を制御しな
い。
【０００６】
　ノズルプレートコーティング処理に依存しない、インクジェットノズルプレートにおけ
る好ましくない色混合を最小限に抑えるための手段を提供することが望ましいであろう。
あるいは、既存のノズルプレートコーティング処理の有効性を補完し、および／またはそ
れを向上させる、インクジェットノズルプレートにおける好ましくない色混合を最小限に
抑えるための手段を提供することが望ましいであろう。
【発明の概要】
【０００７】
　第１の態様において、
　複数の異なるインクを放出するための複数の色平面を含むインクジェットプリントヘッ
ドであって、各色平面が、前記プリントヘッドのノズル面に画定された少なくとも１つの
ノズル列を含み、それぞれの色平面における各ノズルに、同じインクが供給され、比較的
低い輝度を有する第１のインクを放出する第１の色平面が、比較的高い輝度を有するそれ
ぞれの第２および第３のインクを放出する第２および第３の色平面の間に介挿されるよう
に、前記プリントヘッドが設置される（ｐｌｕｍｂｅｄ）インクジェットプリントヘッド
と；
　前記プリントヘッドと流体連通する複数のインクリザーバであって、第１、第２および
第３のインクを含むインクリザーバと
を含むインクジェットプリンタにおいて、
　第１のインク中の界面活性剤の量が、第２および第３のインク中の界面活性剤の量より
少なくとも０．４重量％多いインクジェットプリンタが提供される。
【０００８】
　典型的に、第１のインクがカラーインクである一方、第２および第３のインクは黒イン
クである。本明細書において使用される際、「カラーインク」という用語は、インクジェ
ット印刷に使用される任意の非黒インクを指す。カラーインクの典型的な例は、シアン、
マゼンタ、黄色、赤、緑および青、ならびにライトシアン、ライトマゼンダおよびスポッ
トカラーである。他のタイプの「カラーインク」としては、赤外線インク、紫外線インク
、メタリックインクなどが挙げられる。例えば、赤外線インクは、実質的に色を有しない
としても「カラーインク」として本明細書において定義される。本開示の文脈において、
「ライトシアン」および「シアン」などのカラーインクは、ノズル面におけるそれらの混
合が深刻な視覚影響を与えないため、「異なるカラーインク」であるとみなされない。同
様に、「ライトマゼンダ」および「マゼンタ」は、ノズルプレートにおけるそれらの混合
が深刻な視覚影響を与えないため、異なるカラーインクであるとみなされない。
【０００９】
　第１の態様に係るプリンタは、インクジェットプリントヘッドにおける独自のインクセ
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ットと独自の設置構成（ｐｌｕｍｂｉｎｇ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ）との組合せに基づ
くものである。この組合せにより、好ましくない色混合の影響を最小限に抑えるための、
プリントヘッドのノズルプレートにわたるインクの流れの制御が可能になる。特に、プリ
ンタは、ノズルプレートにおける全ての色混合を防止しようとするわけではない。好まし
くない印刷欠陥の発生に関して、ノズルプレートにおけるインク混合の視覚影響は等しく
ない。例えば、黒インク中へのシアン、マゼンタまたは黄色インクの混合は、それほど望
ましくない印刷欠陥を生じない。基本的に、黒インクは、カラーインクが黒インクと混合
されたかどうかにかかわらず黒のままである。しかしながら、シアン、マゼンタまたは黄
色インク中への黒インクの混合は、黒インクがカラーインクの外観（すなわち、色相およ
び彩度）に深刻な影響を与えるため、非常に望ましくない印刷欠陥を生じる。本発明が最
小限に抑えることを目指しているのは、このタイプの望ましくない混合である。
【００１０】
　最初に、ノズルプレートにわたるインクの制御が、公知のマランゴニ効果－すなわち、
低い表面張力を有する流体が高い表面張力を有する領域に向かって流れる傾向を利用する
ことによって得られることが、本発明者らによって予測された。しかしながら、インク間
の表面張力の差が、ノズルプレートにわたるインクの流れを制御するのに十分でないこと
が分かった。例えば、黒インクがカラーインクよりかなり高い表面張力を有していたとき
でさえ、黒インクは、ノズルプレートにおいてカラーインクに流れ込むことが依然として
観察された。したがって、表面張力勾配単独でノズルプレートにわたるインク流れの制御
に有効なわけではないようであった。
【００１１】
　しかしながら、意外にも、各インク中の界面活性剤の量の制御が、ノズルプレートにわ
たるインク流れの制御に非常に有効であることが分かった。特に、ノズルプレートにおけ
るカラーインク中への黒インクの流れを最小限に抑えるために、カラーインクが、黒イン
クより少なくとも０．４重量％多い界面活性剤を含有することが必要であることが分かっ
た。この観察に基づいて、プリントヘッドの設置順序（ｐｌｕｍｂｉｎｇ　ｏｒｄｅｒ）
およびインクセットの各インク中の界面活性剤濃度が、プリントヘッドのノズル面におけ
る好ましくない色混合を最小限に抑えるように最適化され得る。
【００１２】
　上記の第１の態様に関連して、プリントヘッドは、比較的低い輝度のインク（例えばカ
ラーインク）の１つを放出する各色平面が、比較的高い輝度のインク（例えば黒インク）
を放出する少なくとも１つの隣接する色平面を有するように任意に設置される。
【００１３】
　任意に、プリントヘッドの色平面は、黒インクおよびカラーインクの交互の順序で配置
される。
【００１４】
　任意に、プリントヘッドは、黒インク、第１のカラーインク、第２のカラーインクおよ
び第３のカラーインクを放出するための５つの色平面を含み、ここで、色平面は、以下の
順序：第１のカラーインク－黒インク－第２のカラーインク－黒インク－第３のカラーイ
ンク、例えば、ＣＫＭＫＹ；ＭＫＣＫＹ；ＭＫＹＫＣ；ＲＫＧＫＢ；ＧＫＲＫＢ；ＲＫＢ
ＫＧなどで設置される。
【００１５】
　任意に、各カラーインクは、シアン、マゼンタおよび黄色からなる群から選択される。
その代わりにまたはそれに加えて、各カラーインクは、赤、緑および青からなる群から選
択され得る。その代わりにまたはそれに加えて、各カラーインクは、人間の目に無色また
は実質的に無色であり得る、紫外線インクおよび赤外線インクからなる群から選択され得
る。
【００１６】
　任意に、インクは、染料ベース水性インクである。
【００１７】
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　任意に、インクは、顔料ベース水性インクである。
【００１８】
　任意に、比較的高い輝度のインク（例えば黒インク）は、各比較的低い輝度のインク（
例えばカラーインク）より高い表面張力を有する。典型的に、黒インクは、２５℃で、３
８～４３ｍＮ／ｍの範囲の表面張力を有し、各カラーインクは、２５℃で、３０～４１ｍ
Ｎ／ｍの範囲の表面張力を有する。
【００１９】
　任意に、各カラーインク中の界面活性剤の量は、黒インク中の界面活性剤の量より少な
くとも０．６重量％多い。任意に、各カラーインクは、黒インクより０．４～１．２重量
％多い界面活性剤を含有する。典型的に、黒インクは、０．１～０．４重量％の界面活性
剤を含有する一方、各カラーインクは、０．６～１．５％の界面活性剤を含有する。
【００２０】
　プリントヘッドの各色平面は、１つまたは複数のノズル列を含み得る。例えば、色平面
は、１つ、２つ、３つまたは４つのノズル列を含んでいてもよく、それらのノズル列は全
て、同じインクを受け入れ、それを放出する。任意に、各色平面は、通常、互いにオフセ
ットされたノズルを含むそれぞれのノズル列の対を含む。同じ色平面のノズル列間の距離
は、通常、隣接する色平面からのノズル列間の距離より小さい。
【００２１】
　色平面は、プリントヘッドにわたって横方向に間隔を空けて配置されている。隣接する
色平面からのノズル列間の距離は、典型的に、２００μｍ未満または１００μｍ未満であ
る。任意に、隣接する色平面からのノズル列間の距離は、３０～１８０μｍの範囲、任意
に、４０～１５０μｍの範囲、または任意に、５０～１００μｍの範囲である。隣接する
色平面間の狭い間隔は、ノズル面における色混合の点で特に問題になる。
【００２２】
　任意に、ノズル面は、セラミック材料を含むノズルプレートによって画定される。任意
に、ノズルプレートは、酸化ケイ素、窒化ケイ素およびオキシ窒化ケイ素からなる群から
選択される材料を含む。セラミックノズルプレートは、非常に頑丈であり、プリントヘッ
ドのＭＥＭＳ製造に適している。しかしながら、このタイプのセラミックは、比較的湿潤
しており、特に、狭い間隔の色平面では色混合の問題を悪化させる可能性がある。好まし
くない色混合が、比較的湿潤しているノズルプレートでさえも最小限に抑えられることが
、本発明の特定の利点である。しかしながら、本発明は、内容が参照により本明細書に援
用される米国特許第７，９３８，９７４号明細書に記載される疎水性ポリマーコーティン
グで被覆される他のノズル面、例えば、ノズルプレートとともに使用するのに同様に好適
である。
【００２３】
　任意に、プリントヘッドは、後述されるものなどの固定ページ幅プリントヘッドである
。プリントヘッドは、ページ幅にわたって端部間を接合された複数のプリントヘッド集積
回路を含み得る。しかしながら、本発明は、他のタイプのプリントヘッド、特に、狭い間
隔の色平面（すなわち５００μｍ未満または２００μｍ未満）を有する多色プリントヘッ
ドとともに使用するのに同様に好適である。
【００２４】
　第２の態様において、第１の態様に関連して記載されるプリンタにおいて使用するのに
好適なプリントヘッドが提供される。したがって、第２の態様は、複数の異なるインクを
放出するための複数の色平面を含むインクジェットプリントヘッドであって、各色平面が
、前記プリントヘッドのノズル面に画定された少なくとも１つのノズル列を含み、それぞ
れの色平面における各ノズルに、同じインクが供給されるインクジェットプリントヘッド
において、非黒インクを放出する第１の色平面が、黒インクを放出する一対の色平面間に
介挿されるように設置されるプリントヘッドを提供する。
【００２５】
　第１の態様に関連して上述される任意選択の特徴は、当然ながら、第２の態様に係るプ
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リントヘッドに同様に適用可能である。
【００２６】
　第３の態様において、第１の態様に関連して上述されるプリンタに使用するのに好適な
インクセットが提供される。したがって、第３の態様は、インクジェットプリントヘッド
のノズルプレートにおける好ましくない色混合を最小限に抑えるためのインクセットであ
って、前記インクセットが、黒インクおよび黄色インクを含む複数の水性インクを含み、
前記黒インクおよび黄色インクのそれぞれが、界面活性剤を含むインクセットにおいて、
黄色インク中の界面活性剤の量が、黒インク中の界面活性剤の量より少なくとも０．４重
量％多いインクセットを提供する。
【００２７】
　以下により詳細に記載されるように、インクセットの各インクは、水性インク媒体に含
まれる染料または顔料として配合される。好適な染料および顔料の具体例が、後述される
。好ましくは、インクセットの各インクは、染料ベースインクである。本発明に使用する
のに好適な典型的なインク媒体は、８～１５重量％のエチレングリコール；６～１２重量
％の２－ピロリジノン；１～５重量％のグリセロール；１～５重量％の１－プロパノール
；および２～２０重量％の、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエ
チレングリコールおよびペンタエチレングリコールからなる群から選択される少なくとも
１つのオキシアルキレン化合物のうちの１つまたは複数を含み得る。
【００２８】
　任意に、インクセットの各インクは、典型的に非イオン性界面活性剤である１つのみの
界面活性剤を含む。任意に、非イオン性界面活性剤は、エトキシ化２，４，７，９－テト
ラメチル－５－デシン－４，７－ジオール（Ｓｕｒｆｙｎｏｌ（登録商標）４６５）であ
る。
【００２９】
　任意に、インクセットの各黒インクは、０．１～０．３重量％の界面活性剤を含む。
【００３０】
　任意に、インクセットの黄色インクは、０．６～１．４重量％の界面活性剤を含む。
【００３１】
　任意に、インクセットの各インクは、２～８重量％の染料を含む。
【００３２】
　第４の態様において、複数の異なるインクを放出するための複数の色平面を含むインク
ジェットプリントヘッドであって、各色平面が、前記プリントヘッドのノズル面に画定さ
れた少なくとも１つのノズル列を含み、それぞれの色平面における各ノズルに、同じイン
クが供給され、比較的低い輝度を有する第１のインクを放出する第１の色平面が、比較的
高い輝度を有するそれぞれの第２および第３のインクを放出する第２および第３の色平面
の間に介挿されるように、前記プリントヘッドが設置されるインクジェットプリントヘッ
ドと；
　プリンタに設置するための複数のインクリザーバであって、第１、第２および第３のイ
ンクを含むインクリザーバと
を含むキット（例えばインクジェット印刷システム）において、
　第１のインク中の界面活性剤の量が、第２および第３のインク中の界面活性剤の量より
少なくとも０．４重量％多いキットが提供される。
【００３３】
　第５の態様において、インクジェットプリントヘッドのノズル面における好ましくない
色混合を最小限に抑えるためのインクセットの新規な使用がさらに提供される。第５の態
様に用いられるインクセットは、複数の染料ベースまたは顔料ベース水性カラーインクお
よび染料ベースまたは顔料ベース水性黒インクを含み、インクのそれぞれが、界面活性剤
を含み、各カラーインク中の界面活性剤の量が、黒インク中の界面活性剤の量より少なく
とも０．４重量％多い。第５の態様において規定されるプリントヘッドは、典型的に、第
２の態様に関連して上述されるとおりである。
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【００３４】
　上述されるように、本発明は、黒インクおよびカラーインクを含むインクセットに関連
して使用され得る。より一般に、本発明は、高い輝度のインクと低い輝度のインクの混合
の視覚影響が深刻でない場合、任意のインクセットに適用可能である。
【００３５】
　白色紙におけるＣＭＹインクの輝度は以下のとおりである：Ｃ（３０％）、Ｍ（５９％
）およびＹ（１１％）。黒（Ｋ）は、名目上、白色紙において１００％の輝度を有する。
不可視赤外線または紫外線インクなどの「不可視」インクは、名目上、白色紙において０
％の輝度を有する。
【００３６】
　黄色は、比較的低い輝度を有するため、黄色インク中へのシアンまたはマゼンタインク
のいずれかの混合を避けることは非常に望ましい。この混合は、非常に有害な視覚影響を
与え得るためである。反対に、マゼンタまたはシアンインク中への黄色インクの混合は、
いくらかの視覚影響が当然まだあるものの、より少ない視覚影響を与える。
【００３７】
　黒およびマゼンタの比較的高い輝度、ならびに黄色およびＩＲインクの比較的低い輝度
を利用する場合、いくつかの最適なプリントヘッド構成およびインクセットが、当業者に
容易に分かるであろう。
【００３８】
　例えば、４つの色平面を有するプリントヘッドが、以下のとおりに最適に構成され得る
：シアンおよび黄色インクが、黒およびマゼンタインクより少なくとも０．４重量％多い
界面活性剤を有する相補的な（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ）インクセットを含むＣＫＹ
Ｍ。したがって、シアンは、最小の視覚影響で黒に混入し得、黄色は、最小の視覚影響で
黒またはマゼンタに混入し得る。しかしながら、シアンまたは黄色中への黒の混合は最小
限に抑えられ、黄色中へのマゼンタの混合は最小限に抑えられる。
【００３９】
　Ｎｅｔｐａｇｅプリンタ（例えば、内容が参照により本明細書に援用される米国特許第
６，９８７，５７３号明細書を参照）は、以下のとおりに最適に構成される５つの色平面
を備えたプリントヘッドを含み得る：ＣＫＹＭ（ＩＲ）またはＹＭ（ＩＲ）ＫＣ。各構成
において、より高い輝度のインク（ＭおよびＫ）が、より低い輝度インク（Ｙ、ＩＲおよ
びＣ）間に介挿される。相補的なインクセットは、シアン、ＩＲおよび黄色インクが、マ
ゼンタおよび黒インクより少なくとも０．４重量％多い界面活性剤を有するように配合さ
れる。
【００４０】
　３つの色平面を有するプリンタ（例えばフォトプリンタ）は、黄色インクが、シアンお
よびマゼンタインクより少なくとも０．４重量％多い界面活性剤を有する相補的なインク
セットを含むＣＹＭとして最適に構成され得る。
【００４１】
　５つの色平面を有するフォトプリンタは、黄色インクが、隣接するシアンおよびマゼン
タインク（Ｃ２およびＭ２）より少なくとも０．４重量％多い界面活性剤を有する相補的
なインクセットを含むＣ１Ｃ２ＹＭ２Ｍ１として最適に構成され得る。このフォトプリン
タの場合、Ｃ１およびＣ２（ならびにＭ１およびＭ２）は、冗長（ｒｅｄｕｎｄａｎｔ）
色平面であり得る。言い換えると、Ｃ１およびＣ２は、同一のシアンインクを放出し、Ｍ
１およびＭ２は、同一のマゼンタインクを放出する。これらの色平面の冗長性（ｒｅｄｕ
ｎｄａｎｃｙ）は、特に、「ドット・アット・タイム（ｄｏｔ－ａｔ－ｔｉｍｅ）」冗長
性（内容が参照により本明細書に援用される米国特許第７，４６５，０１７号明細書に記
載されるような）と組み合わされて、隣接するシアンおよびマゼンタ色平面中への黄色イ
ンクの混合の視覚影響を最小限に抑えるのに役立ち、冗長色流路の対は、印刷されたドッ
トの各ラインに同様に寄与する。あるいは、シアン色平面（Ｃ１またはＣ２）の一方は、
ライトシアンであり得、マゼンタ色平面（Ｍ１またはＭ２）の一方は、ライトマゼンダで
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あり得る。Ｃ１およびＣ２（ならびにＭ１およびＭ２）が、シアンおよびライトシアンな
どの同一でないインクを放出する場合でさえ、シアンおよびマゼンタ色平面中への黄色の
混合の視覚影響はまだ最小である。
【００４２】
　第６の態様において、異なるカラーインクを放出するための複数の色平面を含むインク
ジェットプリントヘッドであって、各色平面が、プリントヘッドのノズル面に画定される
少なくとも１つのノズル列を含むインクジェットプリントヘッドにおいて、黄色インクを
放出する色平面が、マゼンタインクを放出する色平面と、シアンインクを放出する色平面
との間に介挿されるように設置されるプリントヘッドが提供される。
【００４３】
　任意に、プリントヘッドは、マゼンタおよびシアンインクを放出する冗長色平面を有す
る。
【００４４】
　任意に、プリントヘッドは、シアン、マゼンタおよび黄色インクのための５つの色平面
を含み、色平面は、第１のマゼンタ－第２のマゼンタ－黄色－第１のシアン－第２のシア
ンの順序で設置される。
【００４５】
　第８の態様に係るプリントヘッドの他の任意選択の特徴は、第１の態様に関連して上述
されるとおりである。
【００４６】
　第７の態様において、
　第６の態様に係るインクジェットプリントヘッドと；
　プリントヘッドの少なくとも１つの色平面とそれぞれが流体連通しているシアン、マゼ
ンタおよび黄色インクリザーバと
を含むインクジェットプリンタにおいて、
　黄色インク中の界面活性剤の量が、マゼンタおよびシアンインク中の界面活性剤の量よ
り少なくとも０．４重量％多いインクジェットプリンタが提供される。
【００４７】
　第８の態様において、インクジェットプリントヘッドのノズルプレートにおける好まし
くない色混合を最小限に抑えるためのインクセットであって、インクセットが、シアンイ
ンク、マゼンタインクおよび黄色インクを含み、インクのそれぞれが、界面活性剤を含む
インクセットにおいて、黄色インク中の界面活性剤の量が、マゼンタおよびシアンインク
中の界面活性剤の量より少なくとも０．４重量％（または少なくとも０．６重量％）多い
インクセットが提供される。
【００４８】
　第８の態様に係るインクセットに含まれるインク用のインク媒体の任意選択の特徴は、
典型的に、第３の態様に係るインクセットに関連して上述されるとおりである。
【００４９】
　これより、本発明の様々な実施形態が、添付の図面を参照して、あくまでも例として記
載される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、当接するプリントヘッド集積回路から構成されるプリントヘッドの平面
図である。
【図２】図２は、単一のプリントヘッド集積回路の平面図である。
【図３】図３は、図２に示されるプリントヘッド集積回路における色平面およびノズル列
の配置を概略的に示す。
【図４】図４は、図２に示されるプリントヘッド集積回路の拡大された正面斜視図である
。
【図５】図５は、図２に示されるプリントヘッド集積回路の拡大された背面斜視図である
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。
【図６】図６は、図２に示されるプリントヘッド集積回路の１つの色平面を通した切り欠
き透視図である。
【図７】図７は、プリントヘッドアセンブリの分解斜視図である。
【図８】図８は、図７に示されるプリントヘッドアセンブリにおけるプリントヘッド集積
回路への流体接続（ｆｌｕｉｄｉｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）の平面図である。
【図９】図９は、図８に示される流体接続の拡大図である。
【図１０】図１０は、プリントヘッドカートリッジの斜視図である。
【図１１】図１１は、保護用ケーシングが取り外された状態の、図１０に示されるプリン
トヘッドカートリッジの斜視図である。
【図１２】図１２は、図１０に示されるプリントヘッドカートリッジの分解斜視図である
。
【図１３】図１３は、プリントヘッドカートリッジが取り付けられた状態の、印刷エンジ
ンの正面斜視図である。
【図１４】図１４は、プリントヘッドカートリッジが取り外された状態の、図１３に示さ
れる印刷エンジンの正面斜視図である。
【図１５】図１５は、インク送達構成要素を含む、図１３に示される印刷エンジンの背面
斜視図である。
【図１６】図１６は、インクジェットプリンタ用のインク送達システムの模式的概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本発明は、単一のプリントヘッド上に狭い間隔の色平面を含む、本出願人のＭｅｍｊｅ
ｔ（登録商標）プリントヘッドとともに使用するのに特に好適である。上に示唆されるよ
うに、このようなプリントヘッドは、他の先行技術のプリントヘッドより、ノズル面にお
ける好ましくない色混合を起こしやすい。しかしながら、本発明が、ノズル面における異
なる色平面間の好ましくない色混合を避けることが望ましい任意のプリントヘッドに使用
するのに好適であることが理解されるであろう。
【００５２】
ページ幅プリントヘッドおよびプリンタ
　図１を参照すると、Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）プリントヘッド１０は、端部間を接合さ
れた複数のプリントヘッド集積回路（ＩＣ）１００から構成されるページ幅プリントヘッ
ドである。各プリントヘッド集積回路１００は、典型的に、約２０ｍｍの長さを有する。
特定のプリントヘッドにおける接合するプリントヘッドＩＣ１００の数は、当然ながら、
プリンタのタイプに応じて決まる。例えば、（写真またはラベル印刷に好適な）４インチ
のプリントヘッドは、典型的に、図１に示されるように、５つの当接するＩＣ１００を含
む。（家庭および事務所での使用に好適な）Ａ４プリントヘッドは、典型的に、１１個の
当接するプリントヘッドＩＣ１００を含む。さらに多いプリントヘッドＩＣが、大判プリ
ントヘッドに用いられるのは明らかである。本発明は、プリントヘッドのいずれかの特定
の幅に限定されない。
【００５３】
　Ｍｅｍｊｅｔプリントヘッド１０は、典型的に、紙の進行方向にプリントヘッドにわた
って横方向に間隔を空けた５つの色平面１、２、３、４および５から構成される。各色平
面は、プリントヘッドの長さに沿って長手方向に延在する一対のオフセットノズル列を含
む。例えば、色平面１は、図２および３により明確に示されるように、ノズル列１ａおよ
び１ｂを含む。同様に、色平面２は、ノズル列２ａおよび２ｂを含み；色平面３は、ノズ
ル列３ａおよび３ｂを含むなどである。各色平面は、同じ色平面における全てのノズル１
０２が、共通のインクリザーバから同じインクを供給され、それを放出することを特徴と
する。
【００５４】
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　プリントヘッド１０の５つの色平面１、２、３、４および５のそれぞれは、異なる色の
インクを放出し得る。しかしながら、Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）プリントヘッド１０は、
通常、色平面に少なくともいくらかの冗長性を加える。例えば、黒インクを放出する２つ
の色平面があり得る一方、他の３つの色平面はそれぞれ、シアン、マゼンタおよび黄色イ
ンクを放出する。冗長性は、光学密度を高め、欠陥のあるノズルの視覚影響を最小限に抑
えることによって、全体的な印刷品質を向上させるのに役立つ（米国特許第７，４６５，
０１７号明細書を参照）。当然ながら、冗長色流路は、通常、プリンタの同じバルクイン
クリザーバからのインクを受け入れる－このインクは、単に、プリントヘッドの冗長色平
面に向けられる。
【００５５】
　図３を参照すると、隣接する色平面からのノズル列（例えばノズル列１ｂおよび２ａ）
の間の距離ｄは、Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）プリントヘッド１０において約７３μｍであ
る。したがって、隣接する色平面間のプリントヘッド１０のノズル面１０１にわたる異な
るカラーインクの混合の可能性がある。ノズル面１０１にわたる好ましくない色混合は、
ノズル面が、窒化ケイ素または酸化ケイ素などの比較的湿潤なノズルプレート材料によっ
て画定される場合に悪化される。
【００５６】
　同じノズル列における隣接するノズル間のノズルピッチが、３１．７５μｍである。同
じ色平面のノズル列の対は、プリントヘッドの縦軸に沿って１５．８７５μｍの距離だけ
オフセットされており、一方のノズル列が「偶数」ドットのラインを印刷し、他方のノズ
ル列が、「奇数ドット」のラインを印刷するようになっている。このように、Ｍｅｍｊｅ
ｔプリントヘッドにより、印刷の各ラインにおける約１５．８７５μｍの印刷されたドッ
ト間隔、または約１６００ｄｐｉが得られる。
【００５７】
　図１、２および４を参照すると、当接するプリントヘッドＩＣ１００が接合される領域
において、ノズル列の変位された（ｄｉｓｐｌａｃｅｄ）（または下げられた（ｄｒｏｐ
ｐｅｄ））三角形１０７があることが分かるであろう。これらの下げられた三角形１０７
により、プリントヘッドＩＣ１００が接合される一方、各列に沿った一定のノズルピッチ
が効果的に維持される。また、この配置により、接合するＩＣ間の十分な連結を確保する
ために、より多くのケイ素が、各プリントヘッドＩＣ１００の縁部に確実に提供される。
【００５８】
　必要に応じて、タイミング装置（図示せず）を用いて、下げられた三角形１０７におけ
るノズル１０２の発射（ｆｉｒｉｎｇ）を遅延させる。ノズル１０２の動作の制御が、プ
リントヘッドコントローラ（「ＳｏＰＥＣ」）装置によって行われる一方、下げられた列
のノズルのための補償が、プリントヘッドのＣＭＯＳ回路によって行われてもよく、また
はプリントヘッドとＳｏＰＥＣ装置との間で共通であってもよい。下げられたノズルの配
置およびその制御の十分な説明が、内容が参照により本明細書に援用される米国特許第７
，３９０，０７１号明細書に含まれる。
【００５９】
　ここで、図５を参照すると、プリントヘッド集積回路１００の反対側の裏側面が示され
ている。インク供給流路１１０は、プリントヘッドＩＣ１００の裏側に画定され、プリン
トヘッドＩＣの長さに沿って長手方向に延在する。これらの長手方向のインク供給流路１
１０は、前側のノズル１０２と流体連通しているノズル入口１１２に突き当たる。５つの
インク供給流路１１０のそれぞれは、プリントヘッドの色平面の１つに対応し、１つのイ
ンク供給流路は、１つの色平面に含まれる一対のノズル列にインクを供給するようになっ
ている。
【００６０】
　図６は、ノズル１０２、ノズル入口１１２および裏側インク供給流路１１０の間で流体
連通を示すプリントヘッドＩＣの部分の切り欠き斜視図である。図６に示されるように、
ノズル１０２は、吊り下げられた気泡形成型加熱要素を介してインクを放出する（内容が
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参照により本明細書に援用される、例えば、米国特許第６，７５５，５０９号明細書；米
国特許第７，２４６，８８６号明細書；米国特許第７，４０１，９１０号明細書；および
米国特許第７，６５８，９７７号明細書に記載されるように）。しかしながら、他のタイ
プのノズル作動が、本明細書に記載されるプリントヘッドに使用するのに同様に好適であ
る。例えば、ノズル作動は、埋め込まれた加熱要素を介して行われ得る（内容が参照によ
り本明細書に援用される、例えば、米国特許第７，３７７，６２３号明細書；米国特許第
７，４３１，４３１号明細書；米国特許出願公開第２００６／２５０４５３号明細書；お
よび米国特許第７，４９１，９１１号明細書に記載されるように）。あるいは、本出願人
の熱曲げ作動型プリントヘッドは、典型的に、プリントヘッドのノズルプレートに画定さ
れる可動パドルを有する（内容が参照により本明細書に援用される、例えば、米国特許第
７，９２６，９１５号明細書；米国特許第７，６６９，９６７号明細書；および米国特許
出願公開第２０１１／００５０８０６号明細書に記載されるように）。
【００６１】
　図５に戻ると、長手方向に延在する裏側インク供給流路１１０は、ケイ素ブリッジまた
は壁１１６によって複数の部分に分けられる。これらの壁１１６は、プリントヘッドＩＣ
１００に、長手方向流路１１０に対して横方向にさらなる機械的強度を与える。
【００６２】
　インクが、２つの部分に分かれたＬＣＰ成形品の形態のインク供給マニホルドを介して
各プリントヘッドＩＣ１００の裏側に供給される。図７～１０を参照すると、接着フィル
ム１２０を介してインク供給マニホルドに取り付けられた、１１個のプリントヘッドＩＣ
１００を含むＡ４プリントヘッドアセンブリの分解図が示されている。
【００６３】
　インク供給マニホルドは、主要なＬＣＰ成形品１２２およびその下側にシールされたＬ
ＣＰ流路成形品１２４を含む。プリントヘッドＩＣ１００は、接着性ＩＣ結合フィルム１
２０を用いて流路成形品１２４の下側に結合される。ＬＣＰ流路成形品１２４の上側には
、５つのＬＣＰ主要流路１２６が含まれ、ＬＣＰ主要流路１２６は、主要なＬＣＰ成形品
１２２のそれぞれのインク入口１２７およびインク出口１２８と接続する。インク入口１
２７およびインク出口１２８は、インクタンクおよび所定の静水圧でプリントヘッドにイ
ンクを供給するインク供給システムと流体連通している。
【００６４】
　主要なＬＣＰ成形品１２２は、複数の気孔１２９を有し、気孔１２９は、ＬＣＰ流路成
形品１２４に画定されたＬＣＰ主要流路１２６と連通している。気孔１２９は、インク供
給システムにおけるインク圧力パルスを抑制する働きをする。
【００６５】
　図８を参照すると、各ＬＣＰ主要流路１２６の基部には、プリントヘッドＩＣ１００に
つながっている一連のインク供給経路１３２がある。接着フィルム１２０は、各プリント
ヘッドＩＣ１００の裏側がインク供給経路１３２と流体連通するように一連のレーザード
リルで開けられた供給孔１３４を有する。
【００６６】
　インク供給経路１３２は、一連の５つの列で配置される。真ん中の列のインク供給経路
１３２は、レーザードリル孔１３４を通してプリントヘッドＩＣ１００の裏側に直接イン
クを供給する一方、外側の列のインク供給経路１３２は、微細成形流路１３５を介してプ
リントヘッドＩＣにインクを供給し、各微細成形流路は、レーザードリル孔１３４の１つ
において終端している。
【００６７】
　図９は、インクがプリントヘッドＩＣ１００の裏側のインク供給流路１１０に供給され
る様子をより詳細に示す。接着フィルム１２０に画定される各レーザードリル孔１３４は
、対応するインク供給流路１１０と位置合わせされる。一般に、インクが壁１１６の両側
の流路部分に供給されるように、レーザードリル孔１３４は、流路１１０の横方向の壁１
１６の１つと位置合わせされる。この配置により、インク供給マニホルドとプリントヘッ
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ドＩＣ１００との間で必要とされる流体接続の数が減少される。
【００６８】
　ＩＣ１００を適切に位置決めするのを助けるために、基準１０３Ａが、ＩＣ１００の表
面に設けられる（図４を参照）。基準１０３Ａは、隣接するＩＣに対するＩＣ１００の真
位置を示すための適切な位置決め機器によって容易に認識可能なマーカーの形態である。
接着フィルム１２０は、相補的な基準１０３Ｂを有し、これが、インク供給マニホルドへ
のプリントヘッドＩＣの結合の際の接着フィルムに対する各プリントヘッドＩＣ１００の
位置合わせを助ける。基準１０３Ａおよび１０３Ｂは、ＩＣ１００の縁部において、およ
び接着性ＩＣ結合フィルム１２０の長さに沿って戦略的に位置決めされる。
【００６９】
　ここで、図４に戻ると、プリントヘッドＩＣ１００は、その長手方向の縁部の１つに沿
って延在する複数の結合パッド１０５を有する。結合パッド１０５は、インクジェットノ
ズル１０２の動作を制御するためにプリントヘッドコントローラ（「ＳｏＰＥＣ」）装置
からデータおよび／または電力を受け取るための手段を提供する。結合パッド１０５は、
プリントヘッドＩＣ１００の上側ＣＭＯＳ層に接続される。図６に示されるように、各Ｍ
ＥＭＳノズルアセンブリが、ＣＭＯＳ層１１３上に形成され、ＣＭＯＳ層１１３は、各ノ
ズルの発射のために必要な論理回路および駆動回路を含む。
【００７０】
　再び図７を参照すると、フレキシブルＰＣＢ１４０は、主要なＬＣＰ成形品１２２の周
りで曲がり、プリントヘッドＩＣ１００の結合パッド１０５にワイヤボンディングされた
末端を有する。フレキシブル１４０ＰＣＢと結合パッド１０５との間のワイヤボンディン
グ配置が、内容が参照により本明細書に援用される米国特許第７，８２４，０１３号明細
書により詳細に記載される。
【００７１】
　用紙ガイド１４８が、フレキシブルＰＣＢ１４０に対して、ＬＣＰ成形品１２２の反対
側に取り付けられ、プリントヘッドアセンブリ１３０を完成させる。
【００７２】
　プリントヘッドアセンブリ１３０は、ユーザが交換可能なプリントヘッドカートリッジ
２０の一部として設計され、プリントヘッドカートリッジ２０は、インクジェットプリン
タの印刷エンジンから取り外して、交換することができる。したがって、フレキシブルＰ
ＣＢ１４０は、プリンタ本体における、ＳｏＰＥＣ装置を含む電子機器への電力およびデ
ータ接続を可能にする複数の接点１４６を有する。
【００７３】
　図１０は、完全なプリントヘッドカートリッジ２０の斜視図である。プリントヘッドカ
ートリッジ２０は、上部成形品４４および取り外し可能な保護カバー４２を有する。上部
成形品４４は、構造的剛性のためならびに挿入および取り外しの際にカートリッジを操作
するためのテクスチャ加工されたグリップ面５８を提供するための中心ウェブを有する。
保護カバー４２の基部は、プリンタにおける取り付けの前に、プリントヘッドＩＣ１００
および一連の接点１４６を保護する。キャップ５６は、基部と一体形成され、インク入口
および出口をカバーする（図１２の５４および５２を参照）。
【００７４】
　図１１は、その保護カバー４２が取り外されて、底面においてプリントヘッドＩＣ１０
０（図１１に図示せず）がおよび側面において一連の接点１４６が露出された状態のプリ
ントヘッドカートリッジ２０を示す。
【００７５】
　図１２は、プリントヘッドアセンブリ２０の部分的に分解された斜視図である。上蓋４
４が取り外されて、入口マニホルド４８および出口マニホルド５０が露出されている。入
口および出口シュラウド４６および４７が取り外されて、５つの入口および出口スパウト
（５２および５４）が露出されている。入口および出口マニホルド４８および５０は、個
々の入口および出口のそれぞれならびにＬＣＰ流路成形品１２４の対応する主要流路（図
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７の１２６を参照）の間の流体接続を形成する。
【００７６】
　図１３は、プリントヘッドカートリッジ２０を使用するタイプの印刷エンジン３０を示
す。印刷エンジン３０は、インクジェットプリンタの内部構造であり、したがって、何ら
かの外部ケーシング、インクタンクまたは媒体供給および収集トレイを含まない。プリン
トヘッドカートリッジ２０は、ユーザがラッチ２６を持ち上げることによって挿入され、
ラッチ２６を押し下げることによって取り外される。印刷エンジン３０は、プリントヘッ
ドカートリッジ２０において接点１４６との電気接続を形成する。印刷エンジンは、プリ
ントヘッドカートリッジ２０の入口マニホルド４８および出口マニホルド５０に接続され
る入口ソケット３２および出口ソケット３３を介して流体継手を形成する。
【００７７】
　図１４は、プリントヘッドカートリッジが取り外されて、ソケット３２および３３のそ
れぞれの開口部３４が露出された状態の印刷エンジン３０を示す。各開口部３４は、入口
および出口マニホルドにおいてスパウト５２（図１２を参照）のうちの１つを受け入れる
。インクタンクは、任意の位置および構成を有するが、入口連結部においてソケット３２
の後ろで中空の差し込み部１２４（図示せず）に単に接続する。出口連結部３３における
ソケットの後ろの差し込み部は、下流のインクラインにつながる。
【００７８】
　（入口ソケット３２を介した）入口マニホルド４８の入口スパウト５２へのインクタン
クの接続により、プリントヘッドにおける色平面の設置構成が決定される。例えば、１つ
の黒インクタンクが、プリントヘッドにおける２つの黒色平面を提供するように、入口マ
ニホルド４８の２つの入口スパウト５２にインクを供給し得る。あるいは、プリントヘッ
ドの各黒色平面は、それぞれの黒インクタンクを有し得る。
【００７９】
　図１５は、ユーザが交換可能なインクタンク３８およびプリントヘッドに供給されるイ
ンクの静水圧の調節のための対応する圧力調節チャンバ３９の取付傾斜面（ｉｎｓｔａｌ
ｌｅｄ　ｂａｎｋ）を備えた印刷エンジン３０を示す。様々な構成要素間の流体接続は、
図１５に示されていないが、これらの接続が、内容が参照により本明細書に援用される、
例えば、米国特許出願第１２／０６２，５１４号明細書に記載される流体工学システムに
したがった好適なホースを用いてなされることが理解されるであろう。
【００８０】
　図１６は、図１５に示されるプリンタエンジンの流体工学システム２００を概略的に示
す。圧力調節チャンバ３９は、上流のインクライン２３４を介して、プリントヘッドカー
トリッジ２０のインク入口４８にインク２０４を供給する。圧力調節チャンバ３９は、プ
リントヘッドカートリッジ２０の下に位置決めされ、フロート弁２１６によって中のイン
クの所定の設定レベル２１０を維持する。
【００８１】
　インク２０４が、設定レベル２１０の上の任意の高さｈに位置決めされたインクタンク
３８によって圧力調節チャンバ３９に供給される。インクタンク３８は、典型的に、ユー
ザが交換可能なインクカートリッジであり、このインクカートリッジは、プリンタに取り
付けられるとき、インク供給ライン２３０と接続する。インク供給ライン２３０は、イン
クリザーバ３８と圧力調節チャンバ３９の入口ポートとの間の流体連通を提供する。
【００８２】
　プリントヘッドカートリッジ２０のインク出口５０は、下流のインクライン２３８に接
続され、下流のインクライン２３８は、チャンバ３９の戻りポートに戻ってくる。下流の
インクラインは、プライミング（ｐｒｉｍｉｎｇ）およびデプライミング（ｄｅ－ｐｒｉ
ｍｉｎｇ）動作を制御するためのインラインフィルタ２８２およびインクポンプ２４０を
含む。
【００８３】
インクジェットインク
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　本発明に用いられるインクは、典型的に、染料ベースまたは顔料ベース水性インクジェ
ットインクである。
【００８４】
　インクジェット染料は、当業者に周知であり、本発明は、いずれかの特定のタイプの染
料に限定されない。例として、本発明に使用するのに好適な染料としては、アゾ染料（例
えばＦｏｏｄ　Ｂｌａｃｋ　２）、金属錯体染料、ナフトール染料、アントラキノン染料
、インジゴ染料、カルボニウム染料、キノン－イミン染料、キサンテン染料、シアニン染
料、キノリン染料、ニトロ染料、ニトロソ染料、ベンゾキノン染料、ナフトキノン染料、
フタロシアニン染料（ナフタロシアニン染料を含む）、および金属フタロシアニン染料（
内容が参照により本明細書に援用される米国特許第７，１４８，３４５号明細書に記載さ
れるものなどの金属ナフタロシアニン染料を含む）が挙げられる。
【００８５】
　好適な染料の例としては、ＣＩ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｂｌａｃｋ　４、９、１１、１７、１
９、２２、３２、８０、１５１、１５４、１６８、１７１、１９４および１９５；ＣＩ　
Ｄｉｒｅｃｔ　Ｂｌｕｅ　１、２、６、８、２２、３４、７０、７１、７６、７８、８６
、１４２、１９９、２００、２０１、２０２、２０３、２０７、２１８、２３６および２
８７；ＣＩ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｒｅｄ　１、２、４、８、９、１１、１３、１５、２０、２
８、３１、３３、３７、３９、５１、５９、６２、６３、７３、７５、８０、８１、８３
、８７、９０、９４、９５、９９、１０１、１１０、１８９、２２５および２２７；ＣＩ
　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１、２、４、８、１１、１２、２６、２７、２８、３３
、３４、４１、４４、４８、８６、８７、８８、１３２、１３５、１４２および１４４；
ＣＩ　Ｆｏｏｄ　Ｂｌａｃｋ　１および２；ＣＩ　Ａｃｉｄ　Ｂｌａｃｋ　１、２、７、
１６、２４、２６、２８、３１、４８、５２、６３、１０７、１１２、１１８、１１９、
１２１、１７２、１９４および２０８；ＣＩ　Ａｃｉｄ　Ｂｌｕｅ　１、７、９、１５、
２２、２３、２７、２９、４０、４３、５５、５９、６２、７８、８０、８１、９０、１
０２、１０４、１１１、１８５および２５４；ＣＩ　Ａｃｉｄ　Ｙｅｌｌｏｗ　１、３、
４、７、１１、１２、１３、１４、１９、２３、２５、３４、３８、４１、４２、４４、
５３、５５、６１、７１、７６および７９；ＣＩ　Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｂｌｕｅ　１、２
、３、４、５、６、７、８、９、１３、１４、１５、１７、１８、１９、２０、２１、２
５、２６、２７、２８、２９、３１、３２、３３、３４、３７、３８、３９、４０、４１
、４３、４４および４６；ＣＩ　Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｒｅｄ　１、２、３、４、５、６、
７、８、１１、１２、１３、１５、１６、１７、１９、２０、２１、２２、２３、２４、
２８、２９、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４
２、４３、４４、４５、４６、４９、５０、５８、５９、６３、６４、および１８０；Ｃ
Ｉ　Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｙｅｌｌｏｗ　１、２、３、４、６　７、１１、１２、１３、１
４、１５、１６、１７、１８、２２、２３、２４、２５、２６、２７、３７および４２；
ＣＩ　Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｂｌａｃｋ　１、３、４、５、６、８、９、１０、１２、１３
、１４および１８；Ｐｒｏ－Ｊｅｔ（登録商標）Ｆａｓｔ　Ｃｙａｎ　２（Ｆｕｊｉｆｉ
ｌｍ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒａｎｔｓ）；Ｐｒｏ－Ｊｅｔ（登録商標）Ｆａｓｔ　
Ｍａｇｅｎｔａ　２（Ｆｕｊｉｆｉｌｍ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒａｎｔｓ）；Ｐｒ
ｏ－Ｊｅｔ（登録商標）Ｆａｓｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　２（Ｆｕｊｉｆｉｌｍ　Ｉｍａｇｉｎ
ｇ　Ｃｏｌｏｒａｎｔｓ）；およびＰｒｏ－Ｊｅｔ（登録商標）Ｆａｓｔ　Ｂｌａｃｋ　
２（Ｆｕｊｉｆｉｌｍ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒａｎｔｓ）が挙げられる。
【００８６】
　本発明に使用するのに好適な従来の顔料は、無機顔料または有機顔料であり得る。従来
の顔料の例は、カーボンブラック、カドミウムレッド、モリブデンレッド、クロムイエロ
ー、カドミウムイエロー、チタンイエロー、酸化クロム、ビリジアン、チタンコバルトグ
リーン、ウルトラマリンブルー、プルシアンブルー、コバルトブルー、ジケトピロロ－ピ
ロール、アントラキノン、ベンズイミダゾロン、アントラピリミジン、アゾ顔料、フタロ
シアニン顔料（ナフタロシアニン顔料を含む）、キナクリドン顔料、イソインドリノン顔
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料、ジオキサジン顔料、インダンスレン顔料、ペリレン顔料、ペリノン顔料、チオインジ
ゴ顔料、キノフタロン顔料、および金属錯体顔料である。
【００８７】
　好適な顔料の例としては、Ｃｙａｎ　ＣＯＪ４５０（Ｃａｂｏｔ）、Ｄ７１ＣおよびＤ
７５Ｃ（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｓ）；Ｍａｇｅｎｔａ　ＣＯＪ４６５（
Ｃａｂｏｔ）、Ｄ７１Ｍ、Ｄ７５Ｍ、Ｄ７１ＰＶ１９（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｉｓｐｅｒｓ
ｉｏｎｓ）、Ｈｏｓｔａｊｅｔ　Ｍａｇｅｎｔａ　Ｅ－ＰＴ　ＶＰ２６９０およびＨｏｓ
ｔａｊｅｔ　Ｍａｇｅｎｔａ　Ｅ５Ｂ－ＰＴ　ＶＰ３５６５（Ｃｌａｒｉａｎｔ）；Ｙｅ
ｌｌｏｗ　ＣＯＪ２７０およびＣＯＪ４７０（Ｃａｂｏｔ）、またはＤ７１Ｙ、Ｄ７１Ｙ
１５５、Ｄ７５Ｙ（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｓ）およびＨｏｓｔａｊｅｔ
　Ｙｅｌｌｏｗ　４Ｇ－ＰＴ　ＶＰ２６６９（Ｃｌａｒｉａｎｔ）；Ｂｌａｃｋ　ＣＷ１
、ＣＷ２、ＣＷ３（Ｏｒｉｅｎｔ）またはＣＯＪ２００、ＣＯＪ３００、ＣＯＪ４００（
Ｃａｂｏｔ）またはＳＤＰ１０００、ＳＤＰ２０００（Ｓｅｎｓｉｅｎｔ）、またはＤ７
１Ｋ、Ｄ７５Ｋ、Ｄ７７Ｋ、Ｄ８０Ｋ（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｓ）およ
びＨｏｓｔａｊｅｔ　Ｂｌａｃｋ　Ｏ－ＰＴ（Ｃｌａｒｉａｎｔ）；Ｒｅｄ　Ｄ７１Ｒ（
Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｓ）；Ｂｌｕｅ　Ｄ７１Ｂ（Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄ
ｉｓｐｅｒｓｉｏｎｓ）が挙げられる。
【００８８】
　典型的に、顔料は、表面改質された顔料などの自己分散型顔料である。表面改質は、ア
ニオン性基またはカチオン性基のいずれかであり得る。典型的な表面改質基は、カルボン
酸基およびスルホン酸基である。しかしながら、アニオン性リン酸基またはカチオン性ア
ンモニウム基などの他の表面改質基も使用されてもよい。
【００８９】
　本発明に使用するための好適な水性表面改質顔料分散体の具体例は、Ｓｅｎｓｉｊｅｔ
（登録商標）Ｂｌａｃｋ　ＳＤＰ　２０００（Ｓｅｎｓｉｅｎｔ　Ｃｏｌｏｒｓ　Ｉｎｃ
．から入手可能）ならびにＣＡＢ－Ｏ－ＪＥＴ（登録商標）２００、３００、２５０Ｃ、
２６０Ｍおよび２７０Ｙ（Ｃａｂｏｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能）である。
【００９０】
　インクジェットインク中の顔料粒子の平均粒度は、任意に、５０～５００ｎｍの範囲で
ある。
【００９１】
　顔料および染料は、個別にまたはそれらの２つ以上の組合せのいずれかとして、インク
ジェットインク中で使用され得る。
【００９２】
　インクジェットインク用のインク媒体は、当業者に公知であり、本発明に使用されるイ
ンク媒体は特に限定されない。本発明に使用されるインク媒体は、典型的に、少なくとも
４０重量％の水、少なくとも５０重量％の水または少なくとも６０重量％の水を含む従来
の水性インク媒体である。通常、インクジェットインク中に存在する水の量は、５０重量
％～９０重量％の範囲、または任意に、６０重量％～８０重量％の範囲である。
【００９３】
　水性インクジェットインク組成物は、文献において周知であり、水に加えて、共溶媒（
保湿剤、浸透剤、湿潤剤などを含む）、界面活性剤、殺生物剤、金属イオン封鎖剤、ｐＨ
調整剤、粘度調整剤などの他の成分を含み得る。
【００９４】
　共溶媒は、典型的に、水溶性有機溶媒である。好適な水溶性有機溶媒としては、エタノ
ール、メタノール、ブタノール、プロパノール、および２－プロパノールなどのＣ１～４

アルキルアルコール；エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ
エチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチ
ルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル、エチレング
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リコールモノ－イソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノ－イソプロピルエーテ
ル、エチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ－ｎ－ブ
チルエーテル、トリエチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、エチレングリコール
モノ－ｔ－ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ－ｔ－ブチルエーテル、１－メチ
ル－１－メトキシブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレング
リコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ－ｔ－ブチルエーテル、プロピ
レングリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル、プロピレングリコールモノ－イソプロピル
エーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエ
チルエーテル、ジプロピレングリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル、ジプロピレングリ
コールモノ－イソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、
およびジプロピレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテルなどのグリコールエーテル；ホ
ルムアミド、アセトアミド、ジメチルスルホキシド、ソルビトール、ソルビタン、グリセ
ロールモノアセテート、グリセロールジアセテート、グリセロールトリアセテート、およ
びスルホラン；またはそれらの組合せが挙げられる。
【００９５】
　共溶媒として使用され得る他の有用な水溶性有機溶媒としては、２－ピロリドン、Ｎ－
メチルピロリドン、ε－カプロラクタム、ジメチルスルホキシド、スルホラン、モルホリ
ン、Ｎ－エチルモルホリン、１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノンおよびそれらの組
合せなどの極性溶媒が挙げられる。
【００９６】
　インクジェットインクは、保水性および湿潤特性をインク組成物に与えるための湿潤剤
または保湿剤として働き得る共溶媒としての高沸点の水溶性有機溶媒を含有し得る。この
ような高沸点の水溶性有機溶媒としては、１８０℃以上の沸点を有するものが挙げられる
。１８０℃以上の沸点を有する水溶性有機溶媒の例は、エチレングリコール、プロピレン
グリコール、ジエチレングリコール、ペンタメチレングリコール、トリメチレングリコー
ル、２－ブテン－１，４－ジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、２－メチ
ル－２，４－ペンタンジオール、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロ
ピレングリコールモノエチルグリコール、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコール、トリエチレング
リコールモノメチルエーテル、テトラエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジ
エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジ
エチレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコール、２０００以下の分
子量を有するポリエチレングリコール、１，３－プロピレングリコール、イソプロピレン
グリコール、イソブチレングリコール、１，４－ブタンジオール、１，３－ブタンジオー
ル、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、グリセロール、エリトリト
ール、ペンタエリトリトールおよびそれらの組合せである。
【００９７】
　他の好適な湿潤剤または保湿剤としては、糖（単糖、オリゴ糖および多糖を含む）およ
びその誘導体（例えばマルチトール、ソルビトール、キシリトール、ヒアルロン酸塩、ア
ルドン酸、ウロン酸など）が挙げられる。
【００９８】
　インクジェットインクは、記録媒体中への水性インクの浸透を加速させるための共溶媒
の１つとしての浸透剤も含有し得る。好適な浸透剤としては、多価アルコールアルキルエ
ーテル（グリコールエーテル）および／または１，２－アルキルジオールが挙げられる。
好適な多価アルコールアルキルエーテルの例は、エチレングリコールモノメチルエーテル
、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エ
チレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエー
テル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノ－ｎ－プロピ
ルエーテル、エチレングリコールモノ－イソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモ
ノ－イソプロピルエーテル、エチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、ジエチレン
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グリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、トリエチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテ
ル、エチレングリコールモノ－ｔ－ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ－ｔ－ブ
チルエーテル、１－メチル－１－メトキシブタノール、プロピレングリコールモノメチル
エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ－ｔ－
ブチルエーテル、プロピレングリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル、プロピレングリコ
ールモノ－イソプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロ
ピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ－ｎ－プロピルエー
テル、ジプロピレングリコールモノ－イソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ
－ｎ－ブチルエーテル、およびジプロピレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテルである
。好適な１，２－アルキルジオールの例は、１，２－ペンタンジオールおよび１，２－ヘ
キサンジオールである。浸透剤はまた、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオ
ール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，７－ヘプタンジオー
ル、および１，８－オクタンジオールなどの直鎖状炭化水素ジオールから選択され得る。
グリセロールも、浸透剤として使用され得る。
【００９９】
　典型的に、インク中に存在する共溶媒の量は、約５重量％～４０重量％、または任意に
、１０重量％～３０重量％の範囲である。本発明に使用され得る共溶媒系の具体例は、エ
チレングリコール、２－ピロリドン、グリセロールおよび１－プロパノールを含む。
【０１００】
　インクジェットインクは、アニオン性表面活性剤、両性表面活性剤、非イオン性表面活
性剤またはそれらの混合物などの１つまたは複数の表面活性剤（「界面活性剤」）も含有
し得る。有用なアニオン性表面活性剤としては、アルカンスルホン酸塩、α－オレフィン
スルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸、アシル
メチルタウリン、およびジアルキルスルホコハク酸などのスルホン酸型；アルキル硫酸エ
ステル塩、硫酸化油、硫酸化オレフィン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エス
テル塩；カルボン酸型、例えば、脂肪酸塩およびアルキルサルコシン塩；ならびにアルキ
ルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル塩、およびグ
リセロリン酸エステル塩などのリン酸エステル型が挙げられる。アニオン性表面活性剤の
具体例は、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリン酸ナトリウム、およびポリ
オキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム塩である。
【０１０１】
　両性表面活性剤の例としては、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－オクチルアミンオキシド、Ｎ，
Ｎ－ジメチル－Ｎ－ドデシルアミンオキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－テトラデシルアミ
ンオキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－ヘキサデシルアミンオキシド、Ｎ，Ｎ－ジメチル－
Ｎ－オクタデシルアミンオキシドおよびＮ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－（Ｚ－９－オクタデセニ
ル）－Ｎ－アミンオキシドが挙げられる。
【０１０２】
　非イオン性表面活性剤の例としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキ
シエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエステル、およびポ
リオキシエチレンアルキルアミドなどのエチレンオキシド付加物型；グリセロールアルキ
ルエステル、ソルビタンアルキルエステル、および糖アルキルエステルなどのポリオール
エステル型；多価アルコールアルキルエーテルなどのポリエーテル型；およびアルカノー
ルアミン脂肪酸アミドなどのアルカノールアミド型が挙げられる。非イオン性表面活性剤
の具体例は、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチル
フェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン
アルキルアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル、およびポリオキシアルキレンアルキルエーテル（例えばポリオキシエチ
レンアルキルエーテル）などのエーテル；ならびにオレイン酸ポリオキシエチレン、ポリ
オキシエチレンオレイン酸エステル、ジステアリン酸ポリオキシエチレン、ラウリン酸ソ
ルビタン、モノステアリン酸ソルビタン、モノ－オレイン酸ソルビタン、セスキオレイン
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酸ソルビタン、モノ－オレイン酸ポリオキシエチレン、およびステアリン酸ポリオキシエ
チレンなどのエステルである。２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－ジ
オール；エトキシ化２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－ジオール；３
，６－ジメチル－４－オクチン－３，６－ジオールまたは３，５－ジメチル－１－ヘキシ
ン－３－オールなどのアセチレングリコール表面活性剤も、使用され得る。本発明に使用
され得る非イオン性界面活性剤の具体例は、Ｓｕｒｆｙｎｏｌ（登録商標）４６５および
Ｓｕｒｆｙｎｏｌ（登録商標）４４０（Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌｓ，Ｉｎｃから入手可能である）である。
【０１０３】
　界面活性剤は、典型的に、０．１重量％～２重量％の範囲の量で水性インクジェットイ
ンク中に存在する。上述されるように、比較的低い輝度のインク中の界面活性剤の量は、
比較的高い輝度のインク中の界面活性剤の量より少なくとも０．４重量％多い。典型的に
、カラーインクは、所与のインクセット中で黒インクより少なくとも０．４重量％多い界
面活性剤を有する。
【０１０４】
　水性インクジェットインクは、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、
炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸リチウム
、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、リン酸リチウム、リン酸二水素カリウム、リン酸
水素二カリウム、シュウ酸ナトリウム、シュウ酸カリウム、シュウ酸リチウム、ホウ酸ナ
トリウム、四ホウ酸ナトリウム、フタル酸水素カリウム、および酒石酸水素カリウム；ア
ンモニア；およびメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリメチルアミン、ト
リエチルアミン、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン塩酸塩、トリエタノールアミ
ン、ジエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、ブ
チルジエタノールアミン、モルホリン、プロパノールアミンなどのアミン、４－モルホリ
ンエタンスルホン酸および４－モルホリンプロパンスルホン酸（「ＭＯＰＳ」）などの、
ｐＨ調整剤または緩衝液も含み得る。存在する場合、ｐＨ調整剤の量は、典型的に、０．
０１～２重量％または０．０５～１重量％の範囲である。
【０１０５】
　水性インクジェットインクは、安息香酸、ジクロロフェン、ヘキサクロロフェン、ソル
ビン酸、ヒドロキシ安息香酸エステル、デヒドロ酢酸ナトリウム、１，２－ベンゾチアゾ
リン－３－オン（Ａｒｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．から入手可能な「Ｐｒｏｘｅ
ｌ（登録商標）ＧＸＬ」）、３，４－イソチアゾリン－３－オンまたは４，４－ジメチル
オキサゾリジンなどの殺生物剤も含み得る。存在する場合、ｐＨ調整剤の量は、典型的に
、０．０１～２重量％または０．０５～１重量％の範囲である。
【０１０６】
　水性インクジェットインクは、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）などの金属イオン
封鎖剤も含有し得る。
【実施例】
【０１０７】
実験項
　以下の実験項は、Ｍｅｍｊｅｔ（登録商標）プリントヘッドのノズルプレートにおける
好ましくない色混合の問題を実証し、好ましくない色混合を最小限に抑えるために最適化
されたプリントヘッド設置構成と組み合わせた特定のインクセットの利点をさらに実証す
る。
【０１０８】
　ＣＭＹＫインクをそれぞれ含有するいくつかの異なるインクセットを、試験のために調
製した。インク媒体成分をガラス瓶中で混合し、２４時間撹拌することによって、各イン
クを配合した。インク媒体を、必要な着色剤に加え、さらに１５分間撹拌し、次にろ過し
た。染料ベースおよび顔料ベースインクセットの両方を調製した。インクセットは、以下
の配合物を有していた：
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【０１０９】
　各インクセットからの４つのインクを、色平面１、２、３、４および５を供給するよう
にＭｅｍｊｅｔプリントヘッド中に設置した。いずれの場合も、インクセットを、表１に
示される順序で色平面中に設置した：

【０１１０】
　プリントヘッドを確実にプライミングするように、色平面１～５のノズルチェックパタ
ーンを印刷した。次に、試験パターンを、各色平面を強調する（ｓｔｒｅｓｓ）ように印
刷し、強調される色平面から隣接する色平面において起こった何らかの色混合を分析した
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、次に、ノズルチェックパターンを、プリントヘッドの色平面１～５のそれぞれから順次
印刷した。したがって、黒色平面を強調する典型的な試験パターンは、Ａ４シートのほと
んどをカバーするためにフルブリードで印刷された黒の形状（例えば矩形または三角形）
、ならびに黒の形状の真下に印刷された黄色、黒、シアン、黒およびマゼンタの５本のラ
イン（幅が約１ｍｍ）を含み得る。プリントヘッドにおける色平面の混合は、ノズルチェ
ックパターン（１０倍の倍率）ならびにプリントヘッドノズル面を目視検査することによ
って測定される。インク混合は、強調される色平面からのインクが隣接する色平面中に移
動した場合に生じるものとみなされる。例えば、試験パターンにおける黄色、シアンおよ
びマゼンタのラインのいずれかが、黒の縞を含む場合、ノズル面における好ましくない色
混合が生じたものとみなされる。
【０１１１】
　色混合実験の結果が、以下の表２～８に示される。表２～８において、表の列のヘッダ
ーは、強調される色平面を示し、表の各行は、強調される色平面が実験中に混入した隣接
する色平面（ある場合）を示す。用語として、「０」は、色混合がないことを示し、「Ｘ
」は、色混合を示す。

【０１１２】
　インクセット１では、黒色平面２および４のいずれからも隣接する色平面中への色混合
は観察されなかった。マゼンタ色平面５から隣接する黒色平面４中へ、およびシアン色平
面３から隣接する黒色平面２中への色混合のみが観察された。この色混合は、印刷された
黒のドットの外観に悪影響を与えないため、許容可能であるとみなされる。
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【０１１３】
　インクセット２および３では、黒色平面２および４のいずれからも隣接する色平面中へ
の色混合は観察されなかった。マゼンタ色平面５から隣接する黒色平面４中へ、シアン色
平面３から隣接する黒色平面２および４の両方へ、および黄色色平面から隣接する黒色平
面２中への色混合が観察された。この色混合は、印刷された黒のドットの外観に悪影響を
与えないため、許容可能であるとみなされる。

【０１１４】
　比較例のインクセット１では、黒色平面２および４の両方から隣接するシアン色平面３
中への色混合が観察された。この色混合は、印刷されたシアンのドットの外観が黒インク
の混合によって悪影響を受けるため、許容できないものとみなされた。
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【０１１５】
　比較例のインクセット２および３では、黒色平面２および４の両方から隣接するシアン
色平面３中への色混合が観察された。黒色平面２から隣接する黄色色平面１中への色混合
も観察された。この色混合は、印刷されたシアンおよび黄色のドットの外観が、黒インク
の混合によって悪影響を受けるため、許容できないものとみなされた。

【０１１６】
　比較例のインクセット４では、黒色平面２および４の両方から隣接するシアン色平面３
中への色混合が観察された。黒色平面２から隣接する黄色色平面１中への色混合も観察さ
れた。黒色平面４から隣接するマゼンタ色平面５中への色混合も観察された。この色混合
は、印刷されたシアン、マゼンタおよび黄色のドットの外観が、黒インクの混合によって
悪影響を受けるため、許容できないものとみなされた。
【０１１７】
結論
　表２～８に示される結果は、色混合が、各インク中の界面活性剤の量によって制御され
ることを実証する。特に、プリントヘッドのノズル面にわたる黒インクから隣接するカラ
ーインク中への混合は、カラーインク中の界面活性剤の量が、黒インク中の界面活性剤の
量より少なくとも０．４重量％（好ましくは少なくとも０．６重量％）多い場合にのみ、
最小限に抑えられる。
【０１１８】
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　意外にも、各インクの表面張力は、色混合の程度および方向を制御するのにあまり重要
でないようであった。例えば、比較例のインクセット１中の黒インクは、６３．５ｍＮ／
ｍの高い表面張力を有する。しかしながら、この高い表面張力は、黒インクが、色平面２
および４から、色平面３におけるシアンインク中に混合するのを防がず、そのため、印刷
されたシアンのドットの外観に悪影響を与える。同様に、比較例のインクセット２～４の
それぞれでは、黒インクの比較的高い表面張力は、黒インクが、隣接する色平面中に混合
するのを防がない。したがって、マランゴニ効果が、プリントヘッドのノズル面にわたる
色混合を予測せず；各インク中の界面活性剤の相対量のみが、ノズル面にわたる色混合の
程度および方向を制御することができることが結論付けられた。
【０１１９】
　本明細書に記載されるインクセットは、最適化されたプリントヘッド設置構成とともに
、プリントヘッドにおける狭い間隔の色平面間の好ましくない色混合を最小限に抑えるこ
とによって、多色プリントヘッドにおける改良された印刷品質を提供する。
【０１２０】
　当然ながら、本発明が、あくまでも例として説明されていることおよび細部の変更が、
添付の特許請求の範囲に規定される本発明の範囲内で行われ得ることが理解されるであろ
う。

【図１】 【図２】

【図３】
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