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(54) Title: LIQUID CONTAINER

(54) 発明の名称 : 液体収容容器

(57) Abstract: Provided is a satisfactory
liquid container capable of preventing
such a connectivity drop between a liquid
extracting portion and a liquid feeding
portion as might otherwise a㏄ompany
the size 虹 ilargem虹 it of the ㏄nぬ面er and
preventing the liquid drip at the liquid
extract面g portion. An ii止 ㏄rtridge
㏄mprises a container body (5) mounted
removably m a cartridge mounting portion
for f㏄d面g the ii止 reserved m an ii止 p㏄k
(7) to an ii止 jet type re㏄r山ng device, a
㏄t n㏄tmg poれ (7a) disposed m the i 止
p㏄k (7) fo「ex廿act面g the i 止, a liquid
extracting portion (9) disposed m the front
wall (5c) of the container body (5) for
providing the communication of the liquid
低ed poれion 山sposed 面 the ㏄rtridge
mounting portion, with the connecting
port (7a), and two positioning holes (27,
28), in which positioning pins disposed at
the two poれions of the cartridge mount面g
portion ㏄nfronted by the front wall (5c)
are 丘tted, for regulat面g the movement 面
the dir㏄tion along the front wall (5c). The
liquid extracting portion (9) is disposed at
a position near one positioning hole (27) of
the two positioning holes (27, 28) arranged
individually on the two widthwise end
sides of the front wall (5c).
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伴 液体導出部と液体供給部の接続性低下の防止や、液体導出部の液垂れ防止を図るこ ができる良好な液体収容
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部に着脱自在に装着され、イン クパック に貯留 しているインクをインクジェット式記録装置に供給する容器本体
と、 インクパック に設けられたインクを導出する接続 ロ 7 a と、容器本体 の前面壁 5 c に設けられ、カー

トリッジ装着部に設けられた液体供給部を接続ロ 7 a に連通させる液体導 出 I5 9 と、前面壁 5 cが対向するカー ト
リッジ装着部の 箇所に設けられた位置決めピンが嵌合することによって、前面壁 5 c に沿 方向の移動を規制す
る つの位置決め孔 2 7 , 2 8 と、を備える。液体導出 I5 9 は、前面壁 5 cの幅方向両端側にそれぞれ配置された
つの位置決め孔 2 7 , 2 8 の一方の側である位置決め孔 2 7 に近い位置に設けられる。



明 細 苫

液体 t灰容名叶器

ま支術分野

０００1 本発明は、液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装若され、液体収容部に貯

留している液体を前記液体消費装置に供給する液体収容容器に関する。

背月沌支 村

０００2 液体消費装置に使用される液体を収容した液体収容容器として、例えばインクジェ

ットプリンタに使用されるインクカートリッジが挙げられる。インクジェットプリンタ用のイ

ンクカートリッジは、印刷ヘッドに供給するインクを収容しているインク収容室 (液体収

容部 ) が容器本体内に設けられ、使用の際には所定位置のカートリッジ装着部 (容器

装着部 ) に着脱 自在に嵌合装若される。そして、インク収容室内に収容されたインク

は、ホストコンピュータから送られた印刷データに応じて駆動する印刷ヘッドに供給さ

れ、印刷ヘッドに設けられたノズルによって用紙等の被印刷物上の目標位置に噴射

される。

０００3 また一般に、インクジェットプリンタは、イン必滴を吐出する印刷ヘッドが搭載され被

印刷物の搬送方向と直交する方向に往復移動するキヤリッジを備えている。そして、

インクカートリッジから印刷ヘッドへのインクの供給方式としては、キヤリッジに設けら

れたカートリッジ装着部にインクカートリッジを着脱 自在に装着し、印刷ヘッドとともに

往復移動するインクカートリッジから印刷ヘッドにインクを供給する方式 (所謂オンキ

ヤリッジタイ がある。また、他の方式としては、インクカートリッジをインクジェットプリ

ンタのキヤリッジ以外の箇所に設けられたカートリッジ装着部に着脱 自在に装着する

とともに、可擁性チューブ等で形成したインク流路を介してインクカートリッジから印刷

ヘッドにインクを供給する方式 (所謂オフキヤリッジタイ がある。

０００4 そして、オフキヤリッジタイプのインクジェットプリンタに装若されるインクカートリッジ

としては、特許文献 に記載された構成のもの等、種々の構成が提案されている。

図 5及び図 6に示すインクカートリッジ2０ は、特許文献 に記載されたものであ

り、インクジェットプリンタのカートリッジ装着部2０3に装若される容器本体2０5内に、



容器本体2０5内の加圧室2０7に供給される加圧空気にょる圧力で容積が縮小可能

なインクパック2０9が収容されるとともに、インクパック2０9にインクジェットプリンタで

使用されるインク液が収容される。

０００5 容器本体2０5の一面 (装着方向の先端面) には、図 6に示すょうに、カートリッジ装

着部2０3内の2箇所に設けられた位置決め部材2 との嵌合にょり容器本体2０5の

位置決めを果たす2つの位置決め嵌合部 (位置決め手段 ) 2 3と、カートリッジ装着

部2０3のインク供給路 (液体供給部 ) 2 5をインクパック2０9に接続するインク導出口

(液体導出部 ) 2 7と、カートリッジ装着部2０3の加圧空気供給路2 9を加圧室2０7

に接続する加圧空気導入部22 と、が設けられている。上記インクカートリッジ2０ で

は、インク導出口2 7が、容器本体2０5の一面の略中心に設けられている。

０００6 インクパック2０9は、図 7に示すょうに、収容したインクを外部に導出するインク導

出口2 7を可擁性袋体2 6に設けた構成である。可擁性袋体2 6は、例えば、2枚

のラミネートフィルムを重ねて、それぞれのラミネートフィルムの外周縁同上を溶若さ

せることにょり形成されている。

０００7 特許文献 1 :特開2００2 9 3 5号公報

発明の開ぅ示

発明が解がさしようとする課足頁

０００8 ところが、最近の液体収容容器の大型化に伴って、容器本体2０5の成形誤差や組

立誤差が大きくなり、位置決め嵌合部2 3とインク導出口2 7の間の寸法公差も大き

くなってきた。

そこで、上述したょうなインクカートリッジ2０ をカートリッジ装着部2０3に装着する

際には、インク供給路2 5に対するインク導出口2 7の位置精度が低下する為、イン

ク供給路2 5とインク導出口2 7の接続がスムーズに行えず、カートリッジ装着性の

低下を招く可能性がある。

０００9 また、近年、記録品質の向上のために液体収容容器の数が多くなるのに伴い、高

密度な収容が可能となる液体収容容器の縦置きが想定されるょうになってきた。

そこで、上述したょうなインクカートリッジ2０ を縦置きした場合には、液体収容容器

の大型化に伴ってインクパック2０9へ充填するインク最が多くなると、非加圧時にもパ



ック内圧力が上昇する。その結果、インク導出口2 7におけるインク垂れ呈が増加し

てしまぅ可能性がある。

００1０ そこで、本発明の目的は上記課題を解消することに係り、液体収容容器の大型化

に伴ぅ液体導出部と液体供給部の接続性低下の防止や、液体導出部の液垂れ防止

を図ることができる良好な液体収容容器を提供することである。

課題を解決するための手段

００11 本発明の上記 目的は、液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装着可能であり

、液体を貯留している液体収容部を有する容器本体と、

前記液体収容部に設けられ、前記液体を導出する接続 口と、

前記容器本体の一の面に設けられ、前記液体を前記液体消費装置に供給するた

めの液体導出部と、

前記容器本体が前記液体消費装置に装若された際に、前記一の面が対向する前

記容器装着部の複数箇所に設けられた位置決め部材が嵌合することによって、前記

容器本体の位置決めを行ぅ複数の位置決め手段と、を備えた液体収容容器であって

前記液体導出部が、前記複数の位置決め手段のぅちいずれか一つに近接するよぅ

に設けられることを特徴とする液体収容容器により達成される。

００12 上記構成の液体収容容器によれば、液体導出部が、一の面に配置された位置決

め手段に近接するよぅに設けられるので、液体収容容器の大型化に伴って生じる可

能性がある容器装着部の位置決め部材と容器本体の位置決め手段との間の寸法公

差拡大の影響を低減することができる。そこで、容器装着部の液体供給部に対する

容器本体の液体導出部の位置精度が向上し、液体導出部と液体供給部との接続を

スムーズに行ぅことができ、液体収容容器の装着性の低下を防止できる。

００13 尚、上記構成の液体収容容器において、前記液体導出部が、前記接続 口の開口

の中心線に対してずれた位置に設けられることが望ま 、。

００14 このよぅな構成の液体収容容器によれば、接続 口と液体導出部の間に、容器本体

の幅方向に延びる流路が形成される。そこで、容器本体の長手方向 (奥行き方向) の

拡大寸法を最小限としながら、この流路の一部に付加機能部を設けることができる。



従って、残呈検出手段や気泡トラップ室等の付加機能部を備えたコンパクトな液体収

容容器を構成することができる。

００15 また、上記構成の液体収容容器において、前記接続 口と前記液体導出部の間を

速通する流路を有するオフセット流路部材を備えると共に、前記容器本体と前記オフ

セット流路部材との連結部に、前記容器本体と前記オフセット流路部材とが相対的に

回伝して着脱可能な嵌合手段を備えることが望ま 、。

００16 このよぅな構成の液体収容容器によれば、オフセット流路部材を用いることで、接続

口の開口の中心線に対してずれた位置に、液体導出部を容易に設けることができる

。そこで、液体導出部の形成位置の自由度が増す。

また、容器本体へのオフセット流路部材の取り付けは、互いの連結部に装備された

嵌合手段により、相互の連結部を嵌合させた後に、相互を相対回伝させるといぅ単純

な操作で完了させることができる。

００17 また、本発明の上記 目的は、液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装着可能

であり、液体収容部に貯留している液体を前記液体消費装置に供給する容器本体と

前記液体収容部に設けられた液体を導出する接続 口と、

前記容器本体の装着方向の先端面に設けられ、前記容器装着部に設けられね液

体供給部を前記接続 口に速通させる液体導出部と、を備えた液体収容容器であって

前記液体導出部が、前記装着方向の先端面の略中心に対して前記容器本体が前

記液体消費装置に装若された時の高さ方向上側に設けられることを特徴とする液体

収容容器により達成される。

００18 上記構成の液体収容容器によれば、一般的に、容器本体が液体消費装置に装若

された時には容器本体の装着方向の先端面における略中心の高さに位置する液体

収容部の接続 口よりも、容器本体の液体導出部が上側に位置するので、その水頭差

分だけ液体導出部の静圧を下げることができ、液体導出部からの液体の洞れを低減

することができる。

００19 尚、上記構成の液体収容容器において、前記液体導出部が、前記接続 口の開口



の中心線に対してずれた位置に設けられることが望ま 、。

００2０ このよぅな構成の液体収容容器によれば、接続 口と液体導出部の間に、容器本体

の幅方向に延びる流路が形成される。そこで、容器本体の長手方向 (奥行き方向) の

拡大寸法を最小限としながら、この流路の一部に付加機能部を設けることができる。

従って、残呈検出手段や気泡トラップ室等の付加機能部を備えたコンパクトな液体収

容容器を構成することができる。

００2 1 また、上記構成の液体収容容器において、前記接続 口と前記液体導出部の間を

速通する流路を有するオフセット流路部材を備えると共に、前記容器本体と前記オフ

セット流路部材との連結部に、前記容器本体と前記オフセット流路部材とが相対的に

回伝して着脱可能な嵌合手段を備えることが望ま 、。

００22 このよぅな構成の液体収容容器によれば、オフセット流路部材を用いることで、接続

口の中心線に対してずれた位置に、液体導出部を容易に設けることができる。そこで

、液体導出部の形成位置の自由度が増す。

また、容器本体へのオフセット流路部材の取り付けは、互いの連結部に装備された

嵌合手段により、相互の連結部を嵌合させた後に、相互を相対回伝させるといぅ単純

な操作で完了させることができる。

００23 また、本発明の上記 目的は、液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装若され、

液体収容部に貯留している液体を前記液体消費装置に供給する容器本体と、

前記液体収容部に設けられた液体を導出する接続 口と、

前記容器本体の装着方向先端面に設けられ、前記容器装着部に設けられた液体

供給部を前記接続 口に速通させる液体導出部と、

前記装着方向先端面が対向する前記容器装着部の2箇所に設けられた凸部が入

る2つの凹部と、を備えた液体収容容器であって、

前記液体導出部が、前記装着方向先端面の幅方向両端側にそれぞれ配置された

前記2つの凹部のいずれか一方の側に近い位置に設けられることを特徴とする液体

収容容器により達成される。

また、本発明の上記 目的は、液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装着可能な

液体収容容器において、前記液体収容容器は



液体を貯留している液体収容部と、

前記液体収容部に設けられ、前記液体を導出する接続 口と、

前記液体収容容器の前面壁に設けられ、前記液体を前記液体消費装置に供給す

るための液体導出部と、

前記前面壁の両側に設けられ、前記液体収容容器が前記液体消費装置に装若さ

れた際に、前記前面壁が対向する前記容器装着部に設けられた第 及び第2の位置

決め部材が嵌合することによって、前記容器本体の位置決めを行ぅ第 及び第2の位

置決め孔と、を備え、

前記液体導出部が、前記第2の位置決め孔よりも前記第 の位置決め孔の近くに

設けられたことを特徴とする液体収容容器により達成される。

尚、上記構成の液体収容容器において、前記第 の位置決め孔は、前記液体収容

容器が前記液体消費装置に装若された際に前記第2の位置決め孔よりも上部に位

置することが好ま 、。

尚、上記構成の液体収容容器において、前記液体収容容器は、前記前面壁と直

交し、前記液体収容容器が前記液体消費装置に装若された際に上面に位置する側

壁を有し、前記側壁には前記液体消費装置に設けられた接続端子と接触可能な回

路某板が設けられることが好ま 、。

尚、上記構成の液体収容容器において、 前記液体収容容器は、前記前面壁と直

交し、前記液体収容容器が前記液体消費装置に装若された際に下面に位置する側

壁を有し、前記側壁には前記液体消費装置に設けられた係合手段と係合可能な係

合部が設けられることが好ま 、。

図面の簡単な説明

図 本発明の第 実施形態に係る液体収容容器の分解斜視図。

図2 図 に示した液体収容容器の組立状態の斜視図。

図3a 図 に示した容器本体の袋体収容部に液体収容部であるインクパックと該イン

クパックの周囲の隙間を埋めるスペーザとを装着した状態の斜視図。

図3b 図3aの 部拡大図。

図4 図 に示した残呈検出手段の裏面側からの斜視図。



図5 検出手段嵌合部に、残呈検出手段を嵌合装着した状態の斜視図。

図6 図5のV 断面矢視図。

図7 容器本体の細み付け工程を示す斜視図。

図8 図7のV 断面矢視図。

図9 図7に示した組立工程の完了時の状態を示す斜視図。

図 ０a 液体消費装置の容器装着部を示す正面図。

図 ０b 図 ０aのC 断面図矢視図。

図11 本発明の第2実施形態に係る液体収容容器の要部拡大断面図。

図12a 本発明の第3実施形態に係る液体収容容器の正面図。

図 2b 図 2aの 断面図矢視図。

図13 図 2bの 部拡大図。

図14 本発明の第4実施形態に係る液体収容容器の要部拡大断面図。

図15 従来の液体収容容器の斜視図。

図16 図 5に示した液体収容容器と容器装着部の要部断面図。

図17 図 5に示した液体収容容器に収容されるインクパックの斜視図。

符号の説明

００25 インクカートリッジ (液体収容容器) 、3 袋体収容部、5 容器本体、5c 前面壁 (

容器本体の装着方向の先端面) 、7 インクパック (液体収容部 ) 、7a 接続 口、7b

可擁性袋体、9 液体導出部、 残呈検出手段 (オフセット流路部材 ) 、 a 接続

針、23 検出手段嵌合部 (嵌合手段 ) 、23a 23b 凸壁、24 係止満、27 28 位

置決め孔 (位置決め手段 ) 、35 容器嵌合部 (嵌合手段 ) 、35a 35b 凸壁、38 係

止片、 ００ カートリッジ装着部 (容器装着部 ) 、 ０2 液体供給部、 ０6 ０7 位置

決めピン(位置決め部材 ) 、 容器嵌合部の回伝中心、 2 接続針の中心

発明を実施するための最良の形態

００26 以下、添付図面に某づいて本発明の一実施形態に係る液体収容容器を詳細に説

明する。 図 は本発明の第 実施形態に係る液体収容容器の分解斜視図、図2は

図 に示した液体収容容器の組立状態の斜視図、図3 (a) は図 に示した容器本体

の袋体収容部に液体収容部であるインクパックと該インクパックの周囲の隙間を埋め



るスペーザとを装着した状態の斜視図、図3 (b)は図3 (a) の 部拡大図、図4は図

に示した残呈検出手段の裏面側からの斜視図である。

００27 図 及び図2に示したインクカートリッジ (液体収容容器) は、商業用のインクジェッ
ト式記録装置 (液体消費装置) のカートリッジ装着部 (容器装着部 ) ００に着脱 自在

に装若されて、記録装置に装備された記録ヘッド(液体噴射ヘッド) にインクを供給す

る (図 ０参照 )。

００28 本実施形態のインクカートリッジ は、インクジェット式記録装置のカートリッジ装着

部 ００に着脱 自在に装着可能であり、液体収容部としてのインクパック7に貯留して

いるインク (液体 )を記録装置に装備された記録ヘッドに供給する容器本体 5と、イン

クパック7に設けられたインクを導出する接続 口7aと、容器本体 5の装着方向の先端

面である前面壁5cに設けられ、カートリッジ装着部 ００に設けられた液体供給部 ０

2を接続 口7aに速通させる液体導出部9と、前面壁5cが対向する容器装着部 ００の

2箇所に設けられた位置決めピン(位置決め部材 ) ０6 ０7が嵌合することによって

、前面壁5cに沿ぅ方向の移動を規制する2つの位置決め孔 (位置決め手段 ) 27 28

と、を備える。

００29 このインクカートリッジ に係るインクパック7は、加圧手段によって加圧される袋体収

容部3内に収容され、袋体収容部3の加圧により貯留しているインクを接続 口7aから

排出する。

また、外部の記録ヘッドにインクを供給するための液体導出部9は、容器本体 5に

着脱可能に装若される付加機能部としての残呈検出手段 に設けられている。この

残呈検出手段 は、インクパック7の接続 口7aと液体導出部9の間を速通する流路

を有するオフセット流路部材であり、容器本体 5と残呈検出手段 との連結部に、容

器本体 5と残呈検出手段 とが相対的に回伝して着脱可能な検出手段嵌合部 (嵌

合手段 ) 23を備える。

００3０ 容器本体 5は、樹脂成形によって形成された笛体で、上部を開放した略箱形の袋

体収容部3と、この袋体収容部3の前面側に位置して残呈検出手段 を収容する検

出手段収容部 3とが区画形成されている。

すなわち、このインクカートリッジ の容器本体 5は、前面壁5cと、後面壁5fと、イン



クカートリッジ がインクジェット式記録装置のカートリッジ装着部 ００に装若された状

態 (以下、装着状態と呼ぶ)で上面に位置する第 の側壁 と、インクカートリッジ の

装着状態で下方に位置する第2の側壁5eと、インクカートリッジ の装着状態で垂直

面となる第3の側壁5 と、袋体収容部3と検出手段収容部 3との間を区画している

隔壁5aとから構成される。

袋体収容部3の開放面は、インクパック7の収容後にシールフィルム 5によって封

止される。これにより、袋体収容部3が密封室になり、加圧手段によって加圧される。

００3 1 袋体収容部3と検出手段収容部 3との間を区画している隔壁5aには、密封室に形

成された袋体収容部3内に加圧空気を送給するための連通路である加圧 口 7が装

備されている。インクカートリッジ をインクジェット式記録装置のカートリッジ装着部 ０

0に装着すると、図 ０に示すカートリッジ装着部側の加圧空気供給手段 ０4が加圧

口 7に接続され、袋体収容部3内に供給される加圧空気によってインクパック7を加

圧することが可能になる。

００32 インクパック7は、樹脂フィルム屑の上にアルミニウム屑が積層形成されたアルミラミ

ネート複屑フィルムにより形成した可擁性袋体 7bの一端側に、残呈検出手段 の接

続針 a (図4参照 ) が挿入接続される筒状の接続 口7aを接合したものである。なお

、アルミラミネート複屑フィルムを使用したことで、高いガスバリア性を確保している。

００33 なお、液体収容部の具体的な構造は、上記インクパック7に限らない。例えば、可

擁性袋体を使用するパックではなく、容器にインクを充填させて、インクをフィルム等

で覆った構成としても良い。

００34 インクパック7の接続 口7aは、隔壁5aに形成した接続 口挿通用の開口 8を気密に

挿通して、図3に示すよぅに先端が検出手段収容部 3内に突出するよぅになっている

。 インクパック7には、残呈検出手段 を接続する前に、予め脱気度の高い状態に

調整されたインクが充填される。

００35 袋体収容部3にインクパック7を装着したときには、可擁性袋体 7bの前後の傾斜部

7c 7dの上に、樹脂製のスペーザ 9が装若される。樹脂製のスペーザ 9は、袋体

収容部3の上面がシールフィルム 5によって覆われて、袋体収容部3が密封室となる

時に、該密封室内でインクパック7がガタつくことを防止すると同時に、落下の際、イ



ンクパック7内のインク移動による圧力がインクパック7の溶着部に集中することを防止

する。

００36 袋体収容部3を含んで検出手段収容部 3の開放面を封止したシールフィルム 5

の上には、樹脂製のカバー2 が装若される。樹脂製のカバー2 は、容器本体 5の

上に被せると、不図示の係合手段が、容器本体 5の第2の側壁5eに設けられた係合

部に係合して、容器本体 5に固定される。

００37 隔壁5aに開口した開ロ 8の周囲には、図3 (b) に示すよぅに、連結部として、残最

検出手段 が相対回伝可能に嵌合装若される検出手段嵌合部23が装備されてい
る。 本実施形態の場合、検出手段嵌合部23は、2つの湾曲した凸壁23a 23bを

備え、これらの凸壁23a 23bにより残呈検出手段 の回伝中心を規制する環構造

を形成している。

また、図3 (b) に示すよぅに、検出手段嵌合部23に近接した位置で、隔壁5aに直交

する如く検出手段収容部 3に立設された隔壁5bには、検出手段嵌合部23に嵌合

した残呈検出手段 の抜けを防止する係止満24が装備されている。

００38 検出手段収容部 3の前面側を覆ぅ隔壁である容器本体 5の前面壁 (装着方向の

先端面) 5cは、残呈検出手段 の取り付け操作のために、検出手段嵌合部23と対

向する位置に切り火きによる開口26が形成されている。

図2に示すよぅに、前面壁5cの両側部には、インクカートリッジ をカートリッジ装着

部 ００に装着した際に、カートリッジ装着部 ００側に装備されている位置決めピン ０

6， ０7が挿入される位置決め孔27 28が装備されている (図 ０参照 )。 一方の位

置決め孔27は丸孔に設定され、他方の位置決め孔28は容器本体 5の幅方向 (図2

の矢印X方向) に細長い長孔に設定されている。このよぅに、一方の位置決め孔28を

長孔に形成しておくことで、位置決め精度を保つ一方で寸法公差等の許容が容易に

なる。

００39 更に、前面壁5cに設けられる液体導出部9は、図7に示すよぅに、前面壁5cの幅方

向両端側にそれぞれ配置された2つの位置決め? 27 (第 の位置決め孔)，28 (第2

の位置決め? )の間に設けられ、2つの位置決め孔27 28の一方の側である位置決

め孔27に近い位置に設けられている。さらに、液体導出部9は2つの位置決め孔27



28を結ぶ仮想線からは図中の上下方向において上方にずれて配置される。そこで

、インクパック7の接続 口7aの位置ど液体導出部9の位置とは、図中の左右方向にず

れており、液体導出部9が接続 口7aの中心線S対してずれた位置となるオフセット位

置に設けられている。

００4０ そして、実際にインクカートリッジ がインクジェット記録装置に取り付けられる容器

使用時には、図7のカートリッジを時計回り 。に9０ 回伝させた状態となる。このため、

液体導出部9は、前面壁5cの略中 接続 口7aの開口の中心線S上) に対して容器

使用時の高さ方向上側に設けられる。

００4 1 丸孔の位置決め孔27に近い容器本体 5の第 の側壁 上で、前面寄りの位置に

は、インクカートリッジ をカートリッジ装着部 ００に装着した際にカートリッジ装着部

００側に装備された接続端子 ０9に接触して電気的な接続を果たす回路某板3 が

装備されている (図 ０参照 )。

この回路某板3 は、その裏面に配置されるメモり素子や、残呈検出手段 に搭載

される圧電素子をインクジェット式記録装置側の制御回路に電気接続し、これらのメ

モり素子や圧電素子の動作を記録装置側から制御可能にする。

００42 オフセット流路部材としての本第 実施形態の残呈検出手段 は、図 及び図4に

示すよぅに、連結部として容器本体 5の検出手段嵌合部23 (図3参照 ) に相対回伝可

能に嵌合する容器嵌合部35と、検出手段嵌合部23に容器嵌合部35を嵌合させた

部9に誘導する不図示の内部流路と、この内部流路内へのインクの流入状態 (圧力

変動)からインク残呈を検出する不図示のセンザとを備えている。

００43 本実施形態の場合、容器嵌合部35は、検出手段嵌合部23の凸壁23a 23bに対

し着脱可能に形成され、且つ回伝可能に嵌合する2つの湾曲した凸壁35a 35bを

備え、これらの凸壁35a 35bにより残呈検出手段 の回伝中心を規制する環構造

を形成している。

００44 以上の構成において、隔壁5aに形成した検出手段嵌合部23と、液体残呈検出ュ
ニット に設けた容器嵌合部35とが、容器本体 5と液体残呈検出ュニット とを相



対回伝可能に連結する嵌合手段を構成している。

００45 固定手段 3 7は、容器嵌合部3 5の外周に突設された係止片3 8と、回伝移動する先

端側に設けられた係合部39とから構成されている。

係止片38は、図5に示すよぅに検出手段嵌合部23に容器嵌合部3 5を嵌合させた

状態から矢印( ) に示すよぅに残呈検出手段 を回伝させた時に、容器本体 5側の

係止満24 (図3参照 ) に係合して、図7及び図8に示すよぅに、嵌合部のカートリッジ

装着部側への抜け止めを果たす。一方、係合部39は、図5に示すよぅに検出手段嵌

合部23に容器嵌合部3 5を嵌合させた状態から矢印( ) に示すよぅに残呈検出手段

を回伝させた時に、容器本体 5側に装備された係合部に係合して、回伝を規制す

る。

００46 本実施の形態の場合、図6に示すよぅに、容器嵌合部3 5の回伝中心 が、接続

針 aの中心 2から容器本体 5の開放面側に向かって距離 だけずれて設定されて

いる。

更に、残呈検出手段 の容器嵌合部3 5を容器本体 5の検出手段嵌合部23に嵌

合させて、図7及び図8に示すよぅに、残呈検出手段 の回伝により係止片38の係

止満24への係合を完了させたとき、接続針 aが、容器本体 5の袋体収容部3に収

容されるインクパック7の接続 口7aの略中心に位置決めされるよぅに、回伝中 と

中心 2の偏心呈が設定されている。

００47 言い換えれば、残呈検出手段 が容器本体 5に嵌合された状態では、接続針 a

の位置が、隔壁5aに開口した開口 8の中心から外れた位置となる偏芯状態位置と

なり、残呈検出手段 が容器本体 5に結合された状態では、接続針 aの位置が、

開口 8の中心となる中心状態位置となるよぅに設定されて、残呈検出手段がその回

伝操作によって偏芯状態位置と中心状態位置とを移動するよぅに形成され、回伝軌

跡を 、さくするよぅにしている。

００48 以上に説明した本第 実施形態のインクカートリッジ によれば、液体導出部9が、

前面壁5cに配置された位置決め孔27に近い位置に設けられるので、インクカートリ

ッジの大型化に伴って生じる可能性があるカートリッジ装着部 ００の位置決めピン ０

6， ０7と容器本体 5の位置決め孔27 28との間の寸法公差拡大の影響を低減する



ことができる。そこで、カートリッジ装着部 ００の液体供給部 ０2に対する容器本体 5

の液体導出部9の位置精度が向上し、液体導出部9と液体供給部 ０2との接続をス

ムーズに行ぅことができ、インクカートリッジ の装着性の低下を防止できる。

００49 更に、本実施形態のインクカートリッジ においては、液体導出部9が、インクパック

7の接続 口7aの中心線Sに対してずれた位置に設けられている。そこで、接続 口7aと

液体導出部9の間に、容器本体 5の幅方向に延びる流路が形成される。そこで、容器

本体 5の長手方向 (奥行き方向) の拡大寸法を最小限としながら、この流路の一部に

付加機能部としての残呈検出手段 を設けることができ、残呈検出手段 を備えた

コンパクトなインクカートリッジ を構成することができる。

００5０ また、本実施形態のインクカートリッジ においては、インクパック7の接続 口7aと液

体導出部9の間を速通する流路を有するオフセット流路部材としての残呈検出手段

を備えると共に、容器本体 5と残呈検出手段 との連結部に、容器本体 5と残呈検

出手段 とが相対的に回伝して着脱可能な検出手段嵌合部23を備えている。そこ

で、この様なオフセット流路部材としての残呈検出手段 を用いることで、接続 口7a

の中心線S に対してずれた位置に、液体導出部9を容易に設けることができ、液体導

出部9の形成位置の自由度が増す。

また、本実施形態のインクカートリッジ においては、液体導出部9が前面壁5cに配

置された位置決め孔27に近い位置に設けられるだけでなく、回路某板 3 が位置決

め孔27に近い容器本体の上面壁 上であって前面壁5c側に設けられるので、イン

クカートリッジ をカートリッジ装着部 ００に装着した際にカートリッジ装着部 ００側に

装備された接続端子 ０9との良好な電気的接触を確保することができる。

００5 1 そして、図5及び図6に示すよぅに容器本体 5の検出手段嵌合部23に残呈検出手

段 の容器嵌合部3 5を嵌合させた後、図5に示す矢印( )方向に残呈検出手段

を嵌合部の周囲に回伝させると、容器嵌合部3 5の外周に突設されている係止片3

8が容器本体 5側の係止潤24に係合すると共に、係合部39が容器本体 5側の係合

部に係合して、残呈検出手段 が容器本体 5に固定される。

００52 即ち、インクパック7を収容する容器本体 5への残呈検出手段 の取り付けほ、相

互の連結部に装備された嵌合手段である互いの嵌合部3 5 23を嵌合させた後に、



残呈検出手段 を回伝させるとレぢ単純な操作で完了するため、組立性が良く、組

立性の向上によりインクカートリッジ の生産性を向上させることができる。

００5 3 しかも、容器嵌合部3 5の回伝中心 が、接続針 aの中心 2からずれて設定さ

れているため、回伝操作によって容器本体 5に係合させる残呈検出手段 の係止片

38の回伝軌跡を 、さく抑えることができ、これによって、容器本体 5側に装備する係

止満24の位置を、残呈検出手段 の回伝中心により接近させて配置したり、係止満

24の深さの低減ができたりするため、容器本体 5をコンパクトにまとめて、インクカート

リッジ の大型化を防止することができる。

００54 また、上記実施の形態のインクカートリッジ では、残呈検出手段 の容器嵌合部

3 5を容器本体 5の検出手段嵌合部23に嵌合させて、残呈検出手段 の回伝により

係止片38の係止満24への係合を完了させたとき、図8に示すよぅに、接続針 aが

、容器本体 5の袋体収容部3に収容されるインクパック7の接続 口7aの略中心に位置

決めされる。

００5 5 そのため、図7に示したよぅに、残呈検出手段 を回伝操作により容器本体 5に固

定した後に、容器本体 5の袋体収容部3にインクパック7をセットする製造方法を採用

することで、インクパック7の接続 口7aを、簡単に残呈検出手段 の接続針 aに位

置合わせすることができ、残呈検出手段 とインクパック7との接続を容易にして、更

に組立性を向上させることができる。

００56 また、上記実施形態のインクカートリッジ では、容器本体 5の検出手段嵌合部23

及び残呈検出手段 の容器嵌合部3 5は、いずれも、一つ以上の凸壁により、相手

の環構造に相対回伝自在に嵌合する構成としており、凸壁の装備が間欠的なため、

検出手段嵌合部23及び容器嵌合部3 5を互いに嵌合する円筒構造にする場合と比

較して、成形時の型抜き性を向上させることができ、検出手段嵌合部23や容器嵌合

部3 5の製造が容易になる。

００5 7 なお、検出手段嵌合部23や容器嵌合部3 5の具体的な構造は、上記実施形態のも

のに限らない。上記実施形態では、検出手段嵌合部23や容器嵌合部3 5は、二つの

凸壁により形成したが、一つ又は、3つ以上の凸壁により、回伝中心を規制する環構

造を形成するよぅにしてもよい。更に、凸壁の代わりに、少なくとも一つ以上の凹満に



より相手の回伝中心を規制する環構造を形成するよぅにしてもよい。

００58 更に、本第 実施形態のインクヵ一トリッジ は、イン欠ジェット記録装置のヵ一トリッ

ジ装着部 ００に取り付けられる容器使用時に、液体導出部9が前面壁5cの略中

接続 口7aの中心線S 上) に対して容器使用時の高さ方向上側に位置する。

００59 そこで、一般的に、容器使用時には容器本体 5の前面壁5cにおける略中心の高さ

に位置するインクパック7の接続 口7aよりも、容器本体 5の液体導出部9が上側に位

置するので、その水頭差分だけ液体導出部9の静圧を下げることができ、液体導出

部9からのインクの洞れを低減することができる。すなわち、接続 口7aからのインクの

流路は、接続 口7aから液体導出部9に向けて鉛直方向に上昇する流路になり、この

上昇する流路において、インクの圧力からインクの重力が差し引かれるので、液体導

出部9にかかるインクの圧力が低減される。

００6０ 尚、上記第 実施形態のインクヵ一トリッジ においては、残呈検出手段 の内部

流路を、接続 口7aと液体導出部9の間に形成される容器本体 5の幅方向 (図2の矢

印X方向) に延びる流路として構成し、該流路の一部に設けられる付加機能部として

残呈検出手段 を設けた例について説明したが、本発明に係る付加機能部はこれ

に限定されるものではない。

００6 1 例えば、図 に示した第2実施形態としてのインクヵ一トリッジ ０は、上記第 実

施形態のインクヵ一トリッジ における残呈検出手段 に代えて、付加機能部として

の気泡トラップ手段 を接続 口7aと液体導出部9の間に設けた液体収容容器であ

る。尚、上記実施形態のインクヵ一トリッジ と同様の構成部材については、同符号付

して詳細な説明を省略する。

００62 インクヵ一トリッジ ０においては、図 に示すよぅに、内部流路 2a 2b及び
トラップ室 3を、接続 口7aと液体導出部9の間に形成される容器本体 5の幅方向 (

図 の上下方向) に延びる流路として構成し、該流路の一部に設けられる付加機能

部として気泡トラップ手段 を設けた。

００63 これによって、インクパック7内及び内部流路 2a内のインク中の気泡が、液体導

出部9からインクと伴に記録ヘッドに供給されることがなくなり、記録ヘッドの印字品質

を良好に維持できる。即ち、インクパック7の可擁性袋体 7bを浸透した外気や、液体



導出部9から逆流した脱気度の低下したインクなどにより、インクパック7内及び内部

流路 2a内のインクに気泡が発生した場合でも、流路内の気泡はトラップ室 3に

おいて捕捉され、内部流路 2から液体導出部9へ流出することがない。

００64 従って、上記第 及び第2実施形態のインクカートリッジ ， ０は、液体導出部9が

接続 口7aの中心線S に対してずれた位置に設けられることよって、接続 口7aと液体

導出部9の間に容器本体 5の幅方向に延びる流路が形成されるので、容器本体 5の

長手方向の拡大寸法を最小限としながら、この流路に上述した残呈検出手段 や

気泡トラップ手段 など付加機能部をコンパクトに設けることができる。

００65 図 2及び図 3に示した第3実施形態としてのインクカートリッジ 2０は、上記第 実

施形態のインクカートリッジ における残呈検出手段 に代えて、オフセット流路部

材 2 が、容器本体 5に着脱可能に装若されている。尚、上記第 実施形態のインク

カートリッジ と同様の構成部材については、同符号付して詳細な説明を省略する。

００66 インクカートリッジ 2０においては、図 3に示すよぅに、オフセット流路部材 2 の

流路 22が、インクパック7の接続 口7aと液体導出部9の間に形成される容器本体 5

の幅方向 (図 3の上下方向) に延びる流路として構成されている。

このオフセット流路部材 2 は、容器本体 5との連結部に、上記第 実施形態の検

出手段嵌合部23と同様に、容器本体 5とオフセット流路部材 2 とが相対的に回伝

して着脱可能な嵌合手段を備えている。

００67 即ち、本第3実施形態のインクカートリッジ 2０は、オフセット流路部材 2 を用いる

ことで、接続 口7aの中心線S に対してずれた位置に、液体導出部9を容易に設けるこ

とができ、液体導出部9の形成位置の自由度が増す。

そして、本第3実施形態のインクカートリッジ 2０は、上記第 実施形態のインクカー

トリッジ と同様に、液体導出部9が、前面壁5cに配置された位置決め孔27に近い位

置に設けられるので、インクカートリッジの大型化に伴って生じる可能性があるカート

リッジ装着部 ００の位置決めピン ０6 ０7と容器本体 5の位置決め孔27 28との

間の寸法公差拡大の影響を低減することができる。そこで、カートリッジ装着部 ００の

液体供給部 ０2に対する容器本体 5の液体導出部9の位置精度が向上し、液体導

出部9と液体供給部 ０2との接続をスムーズに行ぅことができ、インクカートリッジ 2０



の装着性の低下を防止できる。

００68 更に、本第3実施形態のインクカートリッジ 2０も、インクジェット記録装置のカートリ

ッジ装着部 ００に取り付けられる容器使用時に、液体導出部9が前面壁5cの略中心

(接続 口7aの中心線S 上) に対して容器使用時の高さ方向上側に位置する。そこで、

一般的に、容器使用時には容器本体 5の前面壁5cにおける略中心の高さに位置す

るインクパック7の接続 口7aよりも、容器本体 5の液体導出部9が上側に位置するの

で、その水頭差分だけ液体導出部9の静圧を下げることができ、液体導出部9からの

インクの洞れを低減することができる。

００69 図 4は本発明の第4実施形態に係る液体収容容器の要部断面図である。尚、上

記第 実施形態のインクカートリッジ と略同様の構成部材については、同符号付し

て詳細な説明を省略する。

００7０ 本第4実施形態のインクカートリッジ 3０は、カートリッジ装着部 ００に着脱 自在に

装若され、液体収容部としてのインクパック 3 7に貯留しているインクを記録装置に

装備された記録ヘッドに供給する容器本体 5と、インクパック 3 7に設けられたインク

を導出する接続 口7aと、容器本体 5の装着方向の先端面である前面壁5cに設けら

れ、カートリッジ装着部 ００に設けられた液体供給部 ０2を接続 口7aに速通させる

液体導出部9と、前面壁5cが対向する容器装着部 ００の2箇所に設けられた位置決

めピン ０6 ０7が嵌合することによって、前面壁5cに沿ぅ方向の移動を規制する2

つの位置決め孔27 28と、を備える。

００7 1 このインクカートリッジ 3０に係るインクパック 3 7は、袋体収容部3の加圧により貯

留しているインクを排出する接続 口7aが、可擁性袋体 7bの一端側において一側縁

側 (図 4 中、上側縁側) にオフセットして接合されている。

一方、カートリッジ装着部 ００に設けられた液体供給部 ０2を接続 口7aに速通さ

せる液体導出部9は、前面壁5cの幅方向両端側にそれぞれ配置された2つの位置

決め孔27 28の一方の側である位置決め孔27に近い位置に設けられている。

００72 そこで、インクパック 3 7の接続 口7aと液体導出部9とは、前面壁5cの略中心に対

して図中の上方向にずれた位置となるオフセット位置に、中心線が一致して設けられ

ている。



そして、実際にインクカートリッジ 3０がインクジェット記録装置に取り付けられる容

器使用時には、図 4に示したよぅに、液体導出部9が、前面壁5cの略中心に対して

容器使用時の高さ方向上側に設けられる。

００73 従って、本第4実施形態のインクカートリッジ 3０によれば、液体導出部9が、前面

壁5cに配置された位置決め孔27に近い位置に設けられるので、インクカートリッジの

大型化に伴って生じる可能性があるカートリッジ装着部 ００の位置決めピン ０6 ０

7と容器本体 5の位置決め孔27 28との間の寸法公差拡大の影響を低減することが

できる。そこで、カートリッジ装着部 ００の液体供給部 ０2に対する容器本体 5の液

体導出部9の位置精度が向上し、液体導出部9と液体供給部 ０2との接続をスムー

ズに行ぅことができ、インクカートリッジ 3０の装着性の低下を防止できる。

００74 更に、本第4実施形態のインクカートリッジ 3０は、インクジェット記録装置のカートリ

ッジ装着部 ００に取り付けられる容器使用時に、液体導出部9と伴に接続 口7aが前

面壁5cの略中心に対して容器使用時の高さ方向上側に位置するので、インクパック

3 7内のインクの自重により接続 口7aを介しで液体導出部9にかかるインクの圧力を

下げることができ、液体導出部9からのインクの洞れを低減することができる。

００75 尚、上記実施形態においては、カートリッジ装着部 ００の2箇所に設けられた位置

決めピン ０6 ０7が嵌合することによって、前面壁5cに沿ぅ方向の移動を規制する

2つの位置決め孔27 28を備えた容器本体 5について説明したが、本発明はこれに

限定されるものではない。例えば、カートリッジ装着部の2箇所に設けられた凸部が

嵌合する2つの凹部を備えた容器本体において、これら凹部のいずれか一方の側に

近い位置に液体導出部を設けることもできる。

また、位置決め孔並びに位置決めピンの数は、少なくとも2つあるのが好ましく、2つ

以上であってもよい。位置決め孔が2つ以上の場合には、複数の位置決め孔のぅち

いずれか一つに近接するよぅに液体導出部が設けられることが望ましい。

００76 また、本発明の液体収容容器の用途は、インクジェット記録装置のインクカートリッ

ジに限らない。液体噴射ヘッドを備える各種の液体消費装置に流用可能である。

また、液体噴射ヘッドを備える液体消費装置の具体例としては、例えば液品ディス

プレー等のカラーフィルタ製造に用いられる色材噴射ヘッドを備えた装置、有機



ディスプレー、面発光ディスプレー ( )等の電極形成に用いられる電極材 (導電

ぺ一スト)噴射ヘッドを備えた装置、バイオチップ製造に用いられる生体有機物噴射

ヘッドを備えた装置、精密ピペットとしての試料噴射ヘッドを備えた装置、捺染装置

やマイクロデスペンザ等が挙げられる。



請求の範囲

液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装着可能であり、液体を貯留している液

体収容部を有する容器本体と、

前記液体収容部に設けられ、前記液体を導出する接続 口と、

前記容器本体の一の面に設けられ、前記液体を前記液体消費装置に供給するた

めの液体導出部と、

前記容器本体が前記液体消費装置に装若された際に、前記一の面が対向する前

記容器装着部の複数箇所に設けられた位置決め部材が嵌合することによって、前記

容器本体の位置決めを行ぅ複数の位置決め手段と、を備えた液体収容容器であって

前記液体導出部が、前記複数の位置決め手段のぅちいずれか一つに近接するよぅ

に設けられることを特徴とする液体収容容器。

2 前記液体導出部が、前記接続 口の開口の中心線に対してずれた位置に設けられ

ることを特徴とする請求項 に記載の液体収容容器。

3 前記接続 口と前記液体導出部の間を速通する流路を有するオフセット流路部材を

備えると共に、前記容器本体と前記オフセット流路部材との連結部に、前記容器本

体と前記オフセット流路部材とが相対的に回伝して着脱可能な嵌合手段を備えること

を特徴とする請求項2に記載の液体収容容器。

4 液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装着可能であり、液体収容部に貯留し

ている液体を前記液体消費装置に供給する容器本体と、

前記液体収容部に設けられた液体を導出する接続 口と、

前記容器本体の装着方向の先端面に設けられ、前記容器装着部に設けられね液

体供給部を前記接続 口に速通させる液体導出部と、を備えた液体収容容器であって

前記液体導出部が、前記装着方向の先端面の略中心に対して前記容器本体が前

記液体消費装置に装若された時の高さ方向上側に設けられることを特徴とする液体

収容容器。

5 前記液体導出部が、前記接続 口の開口の中心線に対してずれた位置に設けられ



ることを特徴とする請求項4に記載の液体収容容器。

6 前記接続 口と前記液体導出部の間を速通する流路を有するオフセット流路部材を

備えると共に、前記容器本体と前記オフセット流路部材との連結部に、前記容器本

体と前記オフセット流路部材とが相対的に回伝して着脱可能な嵌合手段を備えること

を特徴とする請求項5に記載の液体収容容器。

7 液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装若され、液体収容部に貯留してレ巧

液体を前記液体消費装置に供給する容器本体と、

前記液体収容部に設けられた液体を導出する接続 口と、

前記容器本体の装着方向先端面に設けられ、前記容器装着部に設けられた液体

供給部を前記接続 口に速通させる液体導出部と、

前記装着方向先端面が対向する前記容器装着部の2箇所に設けられた凸部が入

る2つの凹部と、を備えた液体収容容器であって、

前記液体導出部が、前記装着方向先端面の幅方向両端側にそれぞれ配置された

前記2つの凹部のいずれか一方の側に近い位置に設けられることを特徴とする液体

収容容器。

8 液体消費装置の容器装着部に着脱 自在に装着可能な液体収容容器において、前

記液体収容容器は

液体を貯留している液体収容部と、

前記液体収容部に設けられ、前記液体を導出する接続 口と、

前記液体収容容器の前面壁に設けられ、前記液体を前記液体消費装置に供給す

るための液体導出部と、

前記前面壁の両側に設けられ、前記液体収容容器が前記液体消費装置に装若さ

れた際に、前記前面壁が対向する前記容器装着部に設けられた第 及び第2の位置

決め部材が嵌合することによって、前記容器本体の位置決めを行ぅ第 及び第2の位

置決め孔と、を備え、

前記液体導出部が、前記第2の位置決め孔よりも前記第 の位置決め孔の近くに

設けられることを特徴とする。

前記第 の位置決め孔は、前記液体収容容器が前記液体消費装置に装若された



際に前記第2の位置決め孔よりも上部に位置することを特徴とする請求項8に記載の

液体収容容器。

０ 前記液体収容容器は、前記前面壁と直交し、前記液体収容容器が前記液体消費

装置に装若された際に上面に位置する側壁を有し、前記側壁には前記液体消費装

置に設けられた接続端子と接触可能な回路某板が設けられたことを特徴とする請求

項8又は9に記載の液体収容容器。

前記液体収容容器は、前記前面壁と直交し、前記液体収容容器が前記液体消費

装置に装若された際に下面に位置する側壁を有し、前記側壁には前記液体消費装

置に設けられた係合手段と係合可能な係合部が設けられたことを特徴とする請求項

8～０のいずれか1項に記載の液体収容容器。
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