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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】記録ヘッドごとに配備されたインク貯蔵容器に
インクを供給・補充するタイプの印字装置において、イ
ンク貯蔵容器に供給・補充されるインクの識別を印字装
置側で行い、インク貯蔵容器に注がれるインクが使用可
能か否か印字装置側で判断できるようにする。
【解決手段】インク貯蔵容器へのインクの供給及び補充
をインク貯蔵容器内に外部のインクを注いで行う。印字
装置の機体に、外部のインクに関する情報が記録された
情報提供媒体１１８を読み取るための媒体読み取り手段
を設ける。印字装置のコントローラは、媒体読み取り装
置の読み取った情報提供媒体１１８のインク情報に基づ
いて、インク貯蔵容器に供給されるインクが使用可能か
否かの判断を行い、この判断に基づいて所定の処理を実
行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
印字媒体と記録ヘッドとを相対移動させ、機体側に貯蔵した印字用の液体を液体供給機構
を介して前記記録ヘッドに供給し、該記録ヘッドから液体を吐出して前記印字媒体に印字
を行う印字装置であって、前記機体側に、液体に関する情報が記録された情報提供媒体を
読み取るための媒体読み取り手段を一つ設け、前記印字装置のコントローラは、前記媒体
読み取り手段によって印字に使用される液体に関する情報が記録された情報提供媒体の液
体情報を読み取り、印字に使用される液体が使用可能か否かの判断を行い、この判断に基
づいて所定の処理を実行するようにしたことを特徴とする印字装置。
【請求項２】
印字媒体と記録ヘッドとを相対移動させ、機体側に装備した液体貯蔵容器内の印字用の液
体を液体供給機構を介して前記記録ヘッドに供給し、前記記録ヘッドから液体を吐出して
前記印字媒体に印字を行う一方、前記液体貯蔵容器への液体の供給及び補充を該液体貯蔵
容器内に外部の印字用の液体を注いで行うようにした印字装置であって、前記機体に、液
体に関する情報が記録された情報提供媒体を読み取るための媒体読み取り手段を設け、前
記印字装置のコントローラは、前記媒体読み取り装置の読み取った前記情報提供媒体の液
体情報に基づいて、前記液体貯蔵容器に供給される液体が使用可能か否かの判断を行い、
この判断に基づいて所定の処理を実行するようにしたことを特徴とする印字装置。
【請求項３】
前記媒体読み取り手段は、前記情報提供媒体の記録面を媒体読み取り装置に接触させるた
めの前記機体に形成された媒体受け部と、該媒体受け部に設けられた媒体読み取り装置と
から構成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の印字装置。
【請求項４】
前記液体情報は、識別情報と容量情報を含み、コントローラは前記媒体読み取り手段の読
み取った液体情報に基づいてコントローラのメモリに記録されている液体量ストック情報
を更新するようにしたことを特徴とする請求項１又は２に記載の印字装置。
【請求項５】
前記コントローラは、印字開始前にメモリに記録された前記液体量ストック情報と対応す
る液体の使用量とを比較して液体の残量を計算し、液体の残量が所定の量より少ないとき
は警告及び／又は印字動作を停止する処理を行うようにしたことを特徴とする請求項４に
記載の印字装置。
【請求項６】
前記液体情報は、液体の識別情報と使用期限情報と液体の種類情報と液体の色情報と適用
製品情報の中の少なくとも一つを含み、コントローラは前記媒体読み取り手段の読み取っ
た液体情報に基づいて液体が使用可能なものか否か判断し、使用不可を判断したときは警
告表示及び／又は印字動作を停止する処理を行うようにしたことを特徴とする請求項１又
は２に記載の印字装置。
【請求項７】
前記印字装置のコントローラは、印字に使用される液体が使用可能か否かの判断に使用す
るためのデータを保存するデータ保存部を備え、前記コントローラは前記媒体読み取り手
段の読み取った液体情報に基づいて、前記データの中、該液体情報に関連するデータを更
新するようにしたことを特徴とする請求項１又は２に記載の印字装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印字媒体と記録ヘッドとを相対移動させ、機体側に装備した液体貯蔵容器内
のインクなどの液体を液体供給機構を介して記録ヘッドに供給し、記録ヘッドから液体を
吐出して印字媒体に印字を行い、外部の液体を液体貯蔵容器に注入することで液体貯蔵容
器への液体の供給及び補充を行うようにしたインクジェットプリンタなどの印字装置に関
する。
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【背景技術】
【０００２】
　インクカートリッジを使用してインクカートリッジ内のインクをインク供給機構を介し
て吐出ヘッドに供給し印字を行うカートリッジ式のプリンタが従来知られている（例えば
特許文献１，２，３参照）。また、プリンタの機体側にメインインクボトルを配置し、メ
インインクボトルからインク供給機構を介してインクを記録ヘッドに供給し、印字を行う
ボトル式のプリンタが従来知られている（例えば特許文献４参照）。ボトル式のプリンタ
では、外部からインクをボトル内に注ぎ、ボトルへインクを供給あるいはインクの補充を
行うようになっている。
【特許文献１】特開２００１－２６０３７３号公報
【特許文献２】特開２００１－１０５６２５号公報
【特許文献３】特開２００３－２１１６９９号公報
【特許文献４】特開２００３－１８２１１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　カートリッジ式のインク供給においては、複数のカートリッジのそれぞれの識別をする
ためにカートリッジごとにＩＣチップなどを設け、カートリッジ装着用の対応するスロッ
トにもそれぞれ読み取り書込手段などが設けられている。従って、カートリッジ毎にスロ
ットと読み取り書込手段を設ける必要があり、機構が複雑となりコストアップの原因とな
っている。またボトルに外部からインクを供給・補充するタイプのプリンタでは、供給・
補充されるインクに関する情報はプリンタ側に読み込まれないので、プリンタに、使用で
きないインクがボトルに供給されたり補充されてしまう可能性があり、この場合プリンタ
側は、これを認識することができない。プリンタに、使用できないインクがボトルに供給
・補充されると、インクの沈殿や記録ヘッドのノズルが詰まるなどの弊害が起こる可能性
もありまた印字品質の点においても問題である。
　本発明は上記問題点を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的を達成するため本発明は、印字媒体と記録ヘッドとを相対移動させ、機体側に
貯蔵した印字用の液体を液体供給機構を介して前記記録ヘッドに供給し、該記録ヘッドか
ら液体を吐出して前記印字媒体に印字を行う印字装置であって、前記機体側に、液体に関
する情報が記録された情報提供媒体を読み取るための媒体読み取り手段を一つ設け、前記
印字装置のコントローラは、前記媒体読み取り手段によって印字に使用される液体に関す
る情報が記録された情報提供媒体の液体情報を読み取り、印字に使用される液体が使用可
能か否かの判断を行い、この判断に基づいて所定の処理を実行するようにしたものである
。
　また本発明は、印字媒体と記録ヘッドとを相対移動させ、機体側に装備した液体貯蔵容
器内の印字用の液体を液体供給機構を介して前記記録ヘッドに供給し、前記記録ヘッドか
ら液体を吐出して前記印字媒体に印字を行う一方、前記液体貯蔵容器への液体の供給及び
補充を該液体貯蔵容器内に外部の印字用の液体を注いで行うようにした印字装置であって
、前記機体に、液体に関する情報が記録された情報提供媒体を読み取るための媒体読み取
り手段を設け、前記印字装置のコントローラは、前記媒体読み取り装置の読み取った前記
情報提供媒体の液体情報に基づいて、前記液体貯蔵容器に供給される液体が使用可能か否
かの判断を行い、この判断に基づいて所定の処理を実行するようにしたものである。
　また本発明は、前記媒体読み取り手段は、前記情報提供媒体の記録面を媒体読み取り装
置に接触させるための前記機体に形成された媒体受け部と、該媒体受け部に設けられた媒
体読み取り装置とから構成されていることを特徴とする。
　また本発明は、前記液体情報は、識別情報と容量情報を含み、コントローラは前記媒体
読み取り手段の読み取った液体情報に基づいてコントローラのメモリに記録されている液
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体量ストック情報を更新するようにしたことを特徴とする。
　また本発明は、前記コントローラは、印字開始前にメモリに記録された前記液体量スト
ック情報と対応する液体の使用量とを比較して液体の残量を計算し、液体の残量が所定の
量より少ないときは警告及び／又は印字動作を停止する処理を行うようにしたことを特徴
とする。
　また本発明は、前記液体情報は、液体の識別情報と使用期限情報と液体の種類情報と液
体の色情報と適用製品情報の中の少なくとも一つを含み、コントローラは前記媒体読み取
り手段の読み取った液体情報に基づいて液体が使用可能なものか否か判断し、使用不可を
判断したときは警告表示及び／又は印字動作を停止する処理を行うようにしたことを特徴
とするものである。
　また本発明は、前記印字装置のコントローラは、印字に使用される液体が使用可能か否
かの判断に使用するためのデータを保存するデータ保存部を備え、前記コントローラは前
記媒体読み取り手段の読み取った液体情報に基づいて、前記データの中、該液体情報に関
連するデータを更新するようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明は、液体に関する情報提供媒体によって機体側の液体貯蔵容器に供給される液体
の識別が可能であり、また装置に設けられた容器に外部から液体を供給するタイプの装置
においても、外部から供給される液体の情報を装置側で認識でき、装置に不適合な液体の
使用を防止する事ができる。また情報提供媒体の液体情報を読み込むための媒体読み取り
手段は液体貯蔵容器ごとに設ける必要がなく１個だけで済むので経済的でもある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下に本発明の構成を添付した図面を参照して詳細に説明する。
インクジェット印字装置（プリンタ）はホストコンピュータからインターフェースを介し
てイメージデータを受信し、記録ヘッドから用紙などの印字媒体に印刷処理する。ホスト
コンピュータは印刷出力すべき原カラーイメージデータを生成する。原カラーイメージデ
ータとしては、システム上で作成されたグラフィックデータや写真などの画像データ、カ
ラーイメージスキャナで読み取られた加工されたＲＧＢラスタデータ、ＣＡＤデータ等が
対象となる。
【０００７】
図３及び図４は、インクジェット印字装置の概略構造を示している。図４において、（２
）は金属板から構成されるプラテンであり、インクジェット印字装置の脚体（３）に支承
された機体（５）に固設されている。前記脚体（３）の下部の後方側には、ロール紙（１
０２）のロール部が装着されたロール紙供給スクローラ（４）の両端軸部（４ａ）が、脚
体の左右にそれぞれ回転自在に配設された一対の軸受部材（６）（８）上に載置されてい
る。
【０００８】
また、前記脚体の下部前方側には、ロール紙巻き取りスクローラ（１０）の両端軸部（１
０ａ）が脚体の左右にそれぞれ回転自在に配置された一対の軸受部材（１２）（１４）に
よって支承されている。前記一対の軸受部材（１２）（１４）はそれぞれ脚体に回転自在
に軸支され、一方の軸受部材（１２）は、ロール紙巻取りモータ（１６）の出力軸に連結
し、他方の軸受部材（１４）には、該軸受部材（１４）の回転運動を検出するエンコーダ
（１８）の入力軸が連結している。
【０００９】
前記プラテン（２）の後方には、用紙ガイド（２０）が配置され、該用紙ガイド（２０）
の後方には、図４中、紙面垂直方向即ちＹ軸方向に延びるガイドローラ（２２）が配置さ
れ、該ガイドローラ（２２）は、機体に回転自在に軸支されている。（２４）はＹ軸レー
ルであり、前記プラテン（２）の上方に水平に配置され、両端がブラケットを介して機体
に固定されている。前記Ｙ軸レール（２４）には、Ｙカーソル（２６）（キャリッジ）が
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移動可能に取り付けられ、該Ｙカーソル（２６）は、Ｙ軸駆動モータに連結する無端状の
スチールベルトを介して、機体に配設されたＹ軸駆動装置（２８）に連係している。
【００１０】
前記プラテン（２）と用紙ガイド（２０）との間には、Ｙ軸方向に沿ってスリットが形成
され、該スリットに駆動ローラ（３０）が配置されている。駆動ローラ（３０）の両端は
、ブラケットを介して機体に配設されたＸ軸駆動装置（３２）に連係している。前記Ｙ軸
レール（２４）には、ピンチローラ軸が弾発機構（図示省略）を介して昇降可能に取り付
けられ、該ピンチローラ軸に回転自在に嵌着されたピンチローラ（３４）は、前記駆動ロ
ーラ（３０）の表面から離反した状態と、該表面に水平に弾接した状態のいずれか一方の
状態に設定し得るように構成されている。
【００１１】
前記Ｙカーソル（２６）の一方側にはヘッドベースが固設され、これにインクの色ごとに
用意された４個の、それぞれ多数のノズルを備えたインクジェット記録ヘッド（３６）が
取り付けられている。尚、図４，６では１個の記録ヘッドのみ図示し他の記録ヘッドは図
示省略してある。前記Ｙカーソル（２６）の上部には、記録ヘッド（２６）と同数の、４
色（ブラックＫ、シアンＣ、マゼンタＭ、イエローＹ）の溶剤インク用のサブタンク（３
８）が取り付けられている。尚、図４，６では１個のサブタンクのみ図示し他のサブタン
クは図示省略してある。
【００１２】
前記記録ヘッド（３６）を支持する基板には各サブタンク（３８）ごとにそれぞれ図６に
示すように、手動バルブ（４０）が取り付けられている。各サブタンク（３８）は、対応
する記録ヘッド（３６）にチューブ（４２）により連結し、各サブタンク（３８）のイン
ク排出口（４４）は、対応する記録ヘッド（３６）のインク受け入れ口よりも上方に設定
され、この高低差により、記録ヘッド（３６）に、対応するサブタンク（３８）からイン
クが自然落下により供給されるように構成されている。
【００１３】
（４６）は４色の溶剤インクが入れられた４個のボトルから成るインク貯蔵容器（メイン
タンク）であり、脚体側に設けられた収納ケース（５３）に脱着自在に配置されている。
図６では１個のインク貯蔵容器のみ図示し、他のインク貯蔵容器は図示省略してある。各
インク貯蔵容器（４６）は、それぞれダイアフラムポンプ（４８）、フイルタ（５０）及
び手動バルブ（４０）を介して、対応するサブタンク（３８）にチューブにより連結して
いる。
【００１４】
（５２）は洗浄液（ジェットウオッシュ）が入れられた洗浄用メインタンクであり、脚体
（３）側に設けられたタンク収納ケースに脱着自在に配置されている。前記洗浄用メイン
タンク（５２）は、ダイアフラムポンプ（５４）、フイルタ（５６）、分岐チューブ、手
動バルブ（４０）を介して、各サブタンク（３８）にチューブにより連結している。前記
ダイアフラムポンプ（４８）（５４）のバイパス通路には、それぞれ安全弁（５８）（６
０）が設けられている。
【００１５】
（６２）は負圧エアーポンプであり、機体に配設されている。負圧エアーポンプ（６２）
は、エアーチャンバー（６４）、二方電磁弁（６６）、マニホールド（６８）、分岐チュ
ーブ、三方電磁弁（６９）を介して、チューブにより、各サブタンク（３８）に連結して
いる。インク貯蔵容器（４６）内の下方にはインク量が少なくなった事を感知するインク
残量センサ（８３）が設けてあり、コントローラ（８２）に接続されている。コントロー
ラはインク残量センサ（８３）からの情報に基づいて物理的にインクが少なくなった事を
検知した場合には表示部により使用者に警告する。
【００１６】
負圧エアーポンプ（６２）のエアー吸引経路には、圧力計（７０）とスピードコントロー
ラ（７２）が取り付けられている。前記圧力計（７０）とスピードコントローラ（速度制
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御弁）（７２）は、サブタンク（３８）内の負圧を高精度に制御するために設けられてい
る。サブタンク（３８）内の負圧が高い状態でホールドされてしまうような場合、エアー
の吸引経路が外気に対して閉じられているために、負圧の高い状態がそのまま保持されし
まう可能性がある。そのような状態を防ぐために本実施形態ではスピードコントローラ（
７２）が設けられている。このスピードコントローラ（７２）により、若干外部からエア
ー吸引経路に空気が流入するような機構が該経路の途中に構成されることになり、これに
より負圧の高精度の制御が可能となる。
【００１７】
（７４）は正圧エアーポンプであり機体に配設されている。正圧エアーポンプ（７４）は
、レギュレータ（７６）、フイルタ（７８）、マニホールド（８０）、分岐チューブ、三
方電磁弁（６９）を介して、チューブにより、対応する各サブタンク（３８）に連結して
いる。前記サブタンク（３８）には、インク残量を検出するセンサ（８３）が設けられて
いる。前記記録ヘッド（３６）の、作画範囲から外れた位置に設定されたホームポジショ
ンの下方に位置して、機体（５）に皿状の廃液受け（１０４）が固定配置されている。
【００１８】
前記脚体（３）にはボトルホルダー（１１２）が固定され、これに廃液ボトル（９８）が
前記廃液受け（１０４）より下位に位置して脱着自在に取り付けられている。前記廃液受
け（１０４）の底部と廃液ボトル（９８）の上部はチューブ（１０６）によって連結され
、廃液受け（１０４）内の液体がチューブ（１０６）を通して廃液ボトル（９８）に自然
落下するように構成されている。
前記廃液ボトル（９８）の下部には蛇口（１００）即ちその内部の廃液を外部に排出する
ための開閉可能な排出口が設けられている。
【００１９】
図３において、（１０８）は容器載置台であり、前記ボトルホルダー（１１２）の下方に
位置して、前記脚体（３）の下部に固設されている。前記巻取りモータ（１６）、各ポン
プ（４８）（５８）（６２）（７４）はそれぞれドライバを介してコントローラ（８２）
に接続し、また、スピードコントローラ（７２）、電磁弁（６６）（６９）、ＸＹ駆動装
置（３２）（２８）、記録ヘッド（３６）その他の各種電子機器及び装置は、図５に示す
ように、コントローラ（８２）に接続し、該コントローラ（８２）によって制御されるよ
うに構成されている。
【００２０】
尚、図中、（８６）は記録ヘッド加熱ヒータ、（８４）はサブタンク加熱用ヒータ、（８
８）はチューブ加熱用ヒータ、（９０）はプラテン加熱用ヒータ、（９２）は各記録ヘッ
ド（３６）に設けられた温度センサ、（９４）はサブタンク（３８）に設けられた温度セ
ンサである。前記プリンタの機体には、図３に示すように、カード用の媒体挿入口（１１
２）から成る媒体受け部が設けられ、該媒体受け部には、該媒体受け部にセッティングさ
れたカードと対面する位置にカード情報を電子信号に変換するための、接触型の媒体情報
読み取り装置（図示省略）が配置されている。尚、上記媒体受け部は採用する情報提供媒
体の構造によってカード挿入口以外の種々の構造をとることができる。たとえばカードを
載せて読み取るための載置面から成る接触型の媒体受け部やカードをスライドさせて読み
取るためのスライド案内部から成るスライド型の媒体受け部等の構造を採用することがで
きる。
【００２１】
媒体情報読み取り装置は情報読取部（１１４）を介してコントローラ８２に接続している
。プラテン（２）上にロール紙（１０２）のくり出し部をセットするには、ピンチローラ
（３４）を上昇させ、供給スクローラ（４）にセットされているロール紙のロール部から
ロール紙（１０２）をくり出し、プラテン（２）を経て、駆動ローラ（３０）とピンチロ
ーラ（３４）との間に挿入し、しかる後に、ピンチローラ（３４）を下降させて、ピンチ
ローラ（３４）をロール紙（１０２）の上から駆動ローラ（３０）に弾接する。これによ
り、駆動ローラ（３０）とピンチローラ（３４）とで作画媒体をグリップし、作画媒体の
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セットが終了する。
【００２２】
コントローラ（８２）によって最初のインク初期充填動作が行われる。このインク初期充
填時は、記録ヘッド（３６）はホームポジションに復帰し、負圧エアーポンプ（６２）は
オンの状態となる。インク貯蔵容器（４６）はサブタンク（３８）よりも低い位置にある
ので、インク貯蔵容器（４６）のインクをポンプ（４８）でサブタンク（３８）までフイ
ルタ（５０）を通して充填する。なお、フイルタ（５０）が詰まった場合にはダイアフラ
ムポンプ（４８）の下流側のチューブ内が所定の圧力になると安全弁（５８）が働き、一
定の圧力になるとインクをインク貯蔵容器（４６）に戻す構造となっており、液漏れなど
が起こらないようにしている。
【００２３】
また、インクをサブタンク（３８）に供給していると、サブタンク（３８）内の圧力が高
くなるので、この圧力を逃がすために負圧エアーポンプ（６２）が通常は稼動している。
インクがサブタンク（３８）に充填されたら、コントローラは、まず、三方電磁弁（６９
）を負圧側から正圧側に切り替え、且つ正圧エアーポンプ（７４）を駆動する。
【００２４】
これによりサブタンク（３８）に正圧エアーポンプ（７４）からの正圧が供給され、サブ
タンク（３８）から対応する各記録ヘッド（３６）にインクが充填される。この記録ヘッ
ド（３６）へのインク初期充填が行われると、正圧エアーポンプ（７４）が停止され、三
方電磁弁（６９）が負圧側に切り替わり、二方電磁弁（６６）が開放され、負圧エアーポ
ンプ（６２）のエアー吸引経路が開き、各サブタンク（３８）内が負圧に保持される。こ
のように、通常の状態では、サブタンク（３８）内は負圧エアーポンプ（６２）により負
圧に保たれ、記録ヘッド（３６）からインクが垂れない即ち漏れない状態となっている。
【００２５】
また、サブタンク（３８）内の負圧をあまり高くすると、インクが記録ヘッド（３６）に
供給されない状態となるので、負圧はサブタンク（３８）から記録ヘッドまでインク供給
路（４２）を介して自然にインクが供給される程度に保たれている。具体的には、負圧の
状態は、圧力計（７０）できちんと管理され、一定の負圧になるように制御が行われる。
また、負圧エアーポンプ（６２）の値には若干の変動があるため、エアーチャンバー（６
４）により空気の緩衝部分が設けられ、ここで圧力変動の緩衝作用が行われる。
【００２６】
プリンタが作画動作に移行すると、ロール紙（１０２）のくり出し部は、駆動ローラ（３
０）の一方向の間欠回転により、プラテン（２）上をＸ軸方向に搬送される。また、記録
ヘッド（３６）は、コントローラの制御により画像情報に基いて駆動され、インクを吐出
するとともに、Ｙカーソル（２６）のＹ軸レール（２４）に沿った往復移動によって、Ｙ
軸に沿ってロール紙（１０２）のくり出し部を走査し、コントローラのメモリ（ＲＡＭ）
に展開された画像情報がロール紙（１０２）面に可視化される。
【００２７】
記録ヘッド（３６）のピエゾ素子がインクを吐出すれば、その分、インクをサブタンク（
３８）から自動的に吸引する。作画動作を行っていくうちに、サブタンク（３８）内のイ
ンクが少なくなって行く。この場合、サブタンク（３８）内の圧力は低くなる。このよう
な状態になると、スピードコントローラ（７２）が働き、インク吸引経路に空気が若干流
れて、サブタンク（３８）内の圧力が必要以上に低くなるのを防止し、サブタンク（３８
）から記録ヘッド（３６）へのインクの供給がスムーズに行われるように構成されている
。
【００２８】
作画動作中、残量検出センサ（８２）がサブタンク（３８）のインクが少なくなったこと
を感知すると、ダイアフラムポンプ（４８）が駆動され、インク貯蔵容器（４６）からイ
ンクがサブタンク（３８）内にフイルタ（５０）を通して充填される。このとき、インク
の供給により、サブタンク（３８）内の圧力は上がるが、各サブタンク（３８）内に負圧
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エアーポンプ（６２）の負圧が作用しているため、この圧力上昇はすぐに解消され、問題
が起こることはない。このサブタンク（３８）へのインク補充動作は印字作画の最中に行
うことができるので、印字動作を中断する必要がなく、印字作画動作を効率的に行うこと
ができる。
【００２９】
プリンタ装置をしばらく使用しない場合には、サブタンク（３８）と記録ヘッド（３６）
内の掃除を行う。この場合、コントローラは、Ｙカーソル（２６）を作画範囲から外れる
方向にＹ軸レール（２４）に沿って駆動し、記録ヘッド（３６）を所定のホームポジショ
ンに移動させる。次にコントローラは、負圧エアーポンプ（６２）をオフとし、三方電磁
弁（６９）を正圧側に切り替え、エアー吸引経路を遮断し、その後に、まず、正圧エアー
ポンプ（７４）を駆動し、正圧エアーでサブタンク（３８）内を加圧し、サブタンク（３
８）内と記録ヘッド（３６）内のインクを全て記録ヘッド（３６）のノズルからジェット
噴流で排出する。
【００３０】
このとき、手動バルブ（４０）は、洗浄タンク側に切り替えておく。次にダイアフラムポ
ンプ（５４）を駆動し、洗浄用メインタンク（５２）内の洗浄水をフイルタ（５６）を通
して、サブタンク（３８）に充填し、且つ、正圧エアーポンプ（７４）で、サブタンク（
３８）内の洗浄水を記録ヘッド（３６）に押し出し、記録ヘッド（３６）のノズルから洗
浄水をジェット噴流で排出する。サブタンク（３８）及び記録ヘッド（３６）からの洗浄
水の排水後、正圧エアーポンプ（７４）で、サブタンク（３８）及び記録ヘッド（３６）
内にエアーを送り、サブタンク（３８）及び記録ヘッド（３６）内を乾燥させる。記録ヘ
ッド（３６）のノズルから排出された廃棄インクや洗浄水などの廃液は廃液受け（１０４
）に落下し、チューブ（１０６）を経て廃液ボトル（９８）に溜まる。
【００３１】
上記印字装置側のインク貯蔵容器（４６）には、インク供給口（４７）が設けられており
、キャップ式の蓋が付いているので、その蓋を開ける事により外部からインクを供給する
事ができるようになっている。最初外部からインクを供給するときにここからインクが供
給され、以後はインクが少なくなったり無くなった場合にだけインク供給口（４７）を開
けて、外部からインクが補充される。なおインクの補充は購入した量全部を入れてしまう
のが一番わかりやすいが、インク貯蔵容器（４６）内の残量の関係や多量に購入した場合
など全部入らない場合には、小分けにして入れるようにしても良い。
【００３２】
なお光硬化型のインクなどを使用する場合以外は通常は外部からインク貯蔵容器（４６）
内のインクの量が解るように透明または半透明の容器を使用しているので供給者が簡単に
見る事で確認ができるようになっている。このインク貯蔵容器（４６）へのインクの供給
及び補充に用いられる、インクが充填されたインクボトル（１１６）は、図７に示すよう
に、インクの情報を記録した磁気型のカードやＩＣチップを内蔵したカードなどから成る
情報提供媒体（１１８）が添付されて代理店などの販売店でケース（１２０）に入れられ
てユーザーに販売される。
【００３３】
情報提供媒体（１１８）には、図１に示すように、インクボトル（１１６）内のインクの
識別番号、インクの種類、インクの色、インクの容量、インクの使用期限、インクの適用
製品に関するインク情報（１２２）が記録されており、個々の製品毎にそれぞれ固有のも
のが付されている。いる。一方、印字装置側のコンピュータのインク量テーブル保存部（
１２４）には、インク量ストックテーブル（１２６）とインク使用量記憶テーブル（１２
８）とから成るデータテーブルが格納されている。
【００３４】
インク量ストックテーブル（１２６）には、ＫＣＭＹのインクカラーごとの印字装置側の
インクストック量がインクボトル（１１６）の識別番号と容量情報として記録されている
。インク使用量記憶テーブル（１２８）は、各色のインク貯蔵容器（４６）ごとにインク
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使用量計測部（１３０）の計測値に基づいてそのインク吐出量（使用量）のデータが記録
されている。なおインクの吐出量（使用量）は、印字によるヘッドからの吐出数やフラッ
シングで使用される吐出数（印字外領域で使用されるノズル状態を良くするための吐出）
、メンテナンス時にされる吐出（キヤッピング位置などでの吐出）などの累計をカウント
していく事により一回の吐出量との積を取ることで計算できる。コントローラ（８２）は
、上記データテーブル（１２６）（１２８）のデータから、インク供給許可判定部（１３
２）でインク貯蔵容器（４６）内にインクの残りがあるかどうか判断する。また、印字装
置側の記憶装置には装置情報保存部（１３４）が設けられ、ここに装置の製品番号、使用
するインクの種類及び現在の日付などの装置情報（１３６）が記録されている。
【００３５】
　次に、媒体挿入口（１１２）に情報提供媒体（カード）（１１８）が挿入されたときの
印字装置側のコントローラの動作について図２のフローチャートを参照して説明する。
　ユーザーは、使用する印字装置のインク貯蔵容器（４６）にインクを供給又は補充する
場合、インクをインク貯蔵容器（４６）に注ぐ前に、或いは注いだ後に、印字装置用のイ
ンクとして販売店から購入したインクボトル（１１６）に添付された情報提供媒体（１１
８）を、当該印字装置の媒体挿入口（１１２）に挿入する（ステップ１）。当該印字装置
のコントローラは、情報提供媒体（１１８）のインク情報を情報読み取り装置の出力から
情報読取部（１１４）で読み取り、インク情報に基づいて、インクが使用可能なものか否
か判断する（ステップ２）。上記使用可能か否かの判断は、インク情報の中の、色、種類
、使用期限、適用製品の情報に基づいて行われる。コントローラは、日付計算部（１４０
）の計算に基づいて、インクの使用期限が過ぎているか否かを判断するとともに、その他
、インクの色や種類が適合しているか、印字装置の機種が適合しているか否かを判断する
。
【００３６】
判断ステップ２で否定を判断すると、コントローラは表示装置（１３８）を駆動してパネ
ルの表示部に使用不適格の警告を表示する（ステップ３）。次にコントローラは、他に入
力するカード即ちインクボトルごとに添付される情報提供媒体（１１８）があるか否か判
断し（ステップ４）、肯定を判断するとステップ１に戻る。否定を判断した場合は、イン
ク量ストックテーブル（１２６）のインクストック量がなくなった時点で、インク貯蔵容
器からのインク供給を停止し、表示装置にインク切れを表示し（ステップ６）、印字装置
を停止させる。判断ステップ（２）で肯定を判断すると、コントローラ（８２）は、読み
取られたインクの種類や色などの情報を判断して当該色や種類のデータに対応するインク
量ストックテーブル（１２６）のデータを更新する（ステップ８）。図１のインク量スト
ックテーブル（１２６）のボトルKに関しては、識別番号１２３４５の容量１０００ｍｌ
の後に識別番号２２２２２の５００ｍｌが読み込まれてテーブルが１５００ｍｌに更新さ
れた状態を表している。なお同じカードを使用できないようにするために装置側では識別
番号を保存して同じものが入力されたときはデータの更新を行わないようにしている。一
方、コントローラ（８２）は記録ヘッド（３６）ごとのインク吐出数をカウントし（ステ
ップ９）、このカウント値に基づいて、予め設定されたパラメータを用い、インク使用量
計測部（１３０）で記録ヘッド（３６）ごとにインク使用量を計算する（ステップ１０）
。
【００３７】
コントローラ（８２）は、ステップ８とステップ１０のデータに基づいて、インク量スト
ックテーブル（１２６）と記録ヘッド（３６）ごとのインクの使用量を比較し（ステップ
１１）、インクのストック量がインク使用量より大きいか否か判断する（ステップ１２）
。インクのストック量がインク使用量より小さいときはステップ３に移行する。インクの
ストック量がインク使用量より大きいときは、コントローラ（８２）は記録ヘッド（３６
）へのインク供給動作に移り（ステップ１３）、印字を開始する（ステップ１４）。コン
トローラ（８２）は印字中、各インク貯蔵容器（４６）の中に設けてあるインク残量セン
サで各インク貯蔵容器（４６）の物理的なインクの残量を検知し（ステップ１５）、各イ
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ンク貯蔵容器（４６）内にインクがあるか否か判断する（ステップ１６）。ステップ１６
で肯定を判断するとステップ１３に戻り、否定を判断した場合はステップ３に移行する。
【００３８】
尚、インク貯蔵容器（４６）にインクを外部から供給する場合、本実施形態では、インク
の供給又は補充は単にユーザーが購入したインクボトル（１１６）からインク貯蔵容器（
４６）にインクを注ぐタイプの印字装置を使用しているが、たとえば、印字装置側の印字
装置（４６）の蓋の部分に電動で制御される開閉装置を設けておけば、カードで認識した
インク貯蔵容器（４６）の蓋のみを開けることができる。これによってインク貯蔵容器に
間違って違う色のインクを入れるなどの誤動作を防止することができる。また情報提供媒
体は磁気あるいは電磁信号によって情報が記録されたカード類を媒体挿入口（１１２）に
挿入して情報読み取り装置で接触式で読み取る構成に特に限定されるものではなく、イン
ク情報をバーコードの形態でコード化し、このバーコードを付したカード状部材を記録ヘ
ッドの可動領域内に置き、該バーコードを記録ヘッド側に予め設けられている用紙検出セ
ンサで読み取る構成としても良い。また用紙検出センサを利用しないで、印字装置側にバ
ーコード読み取り装置を設けるようにしても良い。
【００３９】
　また上記実施形態では、印字装置をインクジェット印字装置に具体化したが、この限り
ではなく、インク以外の他の液体（液体や、機能材料の粒子が液体に分散又は混合されて
なる液状体、ゲルのような流状体などを含む）を噴射したり吐出したりする装置も含む。
また媒体挿入口（１１２）に設けた媒体読み取り装置は、情報書込機能を有するものであ
っても良い。また、インク量ストックテーブル（１２６）の量とインク使用量記憶テーブ
ル（１２８）との量が実際の装置においてほぼ同じであれば問題はないのだが、サブタン
ク（３８）にあるインクを廃棄したり、注ぐ時にこぼしたりした場合などでは計算が合わ
なくなってくる可能性もある。そこでインク畳ストックテーブル（１２６）とインク使用
量記憶テーブル（１２８）は初期状態に戻せるようにしてもよい。その初期状態において
も識別番号は保持しておくようにしておけば同じカードは使用できないので、不正に使用
され同じカードで違うインクが使用される事は無い。また本件はインク貯蔵容器（４６）
を用いているが、サブタンクを有するものであれば、カートリッジタイプのものでも良く
、その場合はカートリッジに装着した記憶媒体を設ける必要はないので装置側のカートリ
ッジのスロットに読み取り装置が必要ないのは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明のブロック説明図である。
【図２】本発明の動作を示すフローチャートである。
【図３】印字装置の外観説明図である。
【図４】印字装置の構造説明図である。
【図５】印字装置の機能ブロック説明図である。
【図６】インク供給機構のブロック説明図である。
【図７】本発明の説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
２ 　　　プラテン
４　　　 ロール紙供給スクローラ
６ 　　　軸受部材
８ 　　　軸受部材
１０　　 ロール紙巻き取りスクローラ
１２ 　　軸受部材
１４ 　　軸受部材
１６ 　　巻き取りモータ
１８ 　　エンコーダ
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２０ 　　用紙ガイド
２２ 　　ガイドローラ
２４ 　　Ｙ軸レール
２６ 　　Ｙカーソル
２８ 　　Ｙ軸駆動装置
３０ 　　駆動ローラ
３２ 　　Ｘ軸駆動装置
３４ 　　ピンチローラ
３６ 　　記録ヘッド
３８ 　　サブタンク
４０ 　　手動バルブ
４２ 　　インク供給路
４４ 　　インク排出口
４６　　インク貯蔵容器
４７　　インク供給口
４８ 　　ダイアフラムポンプ
５０ 　　フイルタ
５２ 　　洗浄用メインタンク
５３　　収納ケース
５４ 　　ダイアフラムポンプ
５６ 　　フイルタ
５８ 　　安全弁
６０ 　　安全弁
６２ 　　負圧エアーポンプ
６４ 　　エアーチャンバー
６６ 　　二方電磁弁
６８ 　　マニホールド
７０ 　　圧力計
７２ 　　スピードコントローラ
７４　　 正圧エアーポンプ
７６ 　　レギュレータ
７８ 　　フイルタ
８０ 　　マニホールド
８２ 　　コントローラ
８３ 　　残量検出センサ
８４ 　　ヒータ
８６ 　　ヒータ
８８ 　　ヒータ
９０　　 ヒータ
９２ 　　温度センサ
９４ 　　温度センサ
９８　　 廃液ボトル
１０２ 　ロール紙
１０４ 　廃液受け
１０６ 　チューブ
１０８ 　台
１１０ 　タンク
１１２　媒体挿入口
１１４　情報読取部
１１６　インクボトル
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１１８　情報提供媒体
１２０　ケース
１２２　インク情報
１２４　インク量テーブル保存部
１２６　インク量ストックテーブル
１２８　インク使用量記憶テーブル
１３０　インク使用量計測部
１３２　インク許可判定部
１３４　装置情報保存部
１３６　装置情報
１３８　表示装置
１４０　日付計算部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(14) JP 2008-254395 A 2008.10.23

【図７】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

