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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出するための吐出口を有する記録ヘッドと、
　前記吐出口からインクを吐出させずに前記記録ヘッドを空走査させる空走査手段と、
　前記空走査手段により前記記録ヘッドを空走査させた後に、前記吐出口に吐出不良が発
生しているかを検出する検出手段と
　を備え、
　前記検出手段が前記吐出口に吐出不良が発生していると検出するまでに要した空走査の
回数に基づいて、空走査を行う前の前記吐出口付近のインクの色材濃度を特定することを
特徴とする記録装置。
【請求項２】
　前記吐出口からインクを強制的に排出させる排出手段を更に備え、
　前記特定された色材濃度に応じて前記排出手段によりインクを排出させる動作を制御す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記空走査手段は、前記検出手段が先の検出動作を行ってから次の検出動作を行うまで
の空走査の回数を段階的に増加させる
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の記録装置。
【請求項４】
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　インクを吐出するための吐出口を有する記録ヘッドと、
　前記吐出口をキャップするためのキャップ手段と、
　前記キャップ手段から外れた状態で前記記録ヘッドを大気中に保持する保持手段と、
　前記記録ヘッドが前記保持手段により大気中に保持された後に、前記吐出口に吐出不良
が発生しているかを検出する検出手段と
　を備え、
　前記検出手段が前記吐出口に吐出不良が発生していると検出するまでに要した保持時間
に基づいて、大気中に保持される前の前記吐出口付近のインクの色材濃度を特定すること
を特徴とする記録装置。
【請求項５】
　前記検出手段は、発光素子と受光素子を有し、前記発光素子及び前記受光素子は、前記
吐出口からインクが吐出されたときに前記発光素子から前記受光素子に向けて照射された
光路中を通過するように配置され、前記吐出口からインクが吐出されたときに光が遮断さ
れるかによって前記吐出口に吐出不良が発生しているかを検出する
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録ヘッドの吐出口付近のインクの色材濃度を特定することが可能な記録装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置は、記録ヘッドを主走査方向に走査させながら記録ヘッドの各
吐出口からインクを吐出する主走査動作と、用紙等の記録媒体を主走査方向と交差する副
走査方向へ搬送する搬送動作とを繰り返して画像を記録する。このインクジェット記録装
置に使用されるインクは、大きく分けて顔料系インクと染料系インクとがあり、用途に応
じ顔料系インクのみ、染料系インクのみ、染料系インクと顔料系インクの両者を使用する
インクジェット記録装置がある。
【０００３】
　これらの顔料系インクや染料系インクは収納容器であるインクタンクに充填されており
、このインクタンクを記録ヘッドに結合することによって、記録ヘッドのインク吐出部で
ある吐出口までインクを供給することが出来る。また、インクを収容するインクタンクを
備えるインクタンク一体型の記録ヘッドも有り、このような記録ヘッドは、記録ヘッド内
部でインクタンクから吐出口まで連通し、インクタンクから吐出口へインクを供給する構
造になっている。
【０００４】
　ところで、インクタンクやインクタンク一体型の記録ヘッドがインクジェット記録装置
に装着されるまでの期間（例えば、物流期間等）は様々である。このため、物流期間等の
長さや、その期間における温度、湿度等の条件によっては、インクタンクやインクタンク
一体型の記録ヘッド内のインクが物理的、化学的に変化することがある。特に顔料系イン
クでは、色材である顔料が凝集による粒径の増大や沈降を生じやすいため、インク中の顔
料濃度に濃度分布が発生する場合がある。また、インクタンクやインクタンク一体型の記
録ヘッドがインクジェット記録装置に装着された後でも、インクジェット記録装置が使用
されず放置されている期間や、その期間における温度、湿度等の条件によっては、インク
中に濃度分布が発生する場合がある。
【０００５】
　インク中に濃度分布が発生すると、吐出口付近等では所定の顔料濃度を超える部分が生
じることがある。この所定の顔料濃度を超えたインクは、吐出が不安定であるため、記録
媒体に記録される画像の記録品位を低下させる可能性がある。さらに、所定の顔料濃度を
超えたインクが吐出口やこれに連通するインク流路に詰まって、インクの供給不良を発生
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させる可能性もある。なお、染料系インクにおいても、インクタンクやインクタンク一体
型の記録ヘッド内のインクが蒸発して、染料や溶剤に濃度分布が発生することがあるため
、同様の問題が生じる場合がある。
【特許文献１】特開２００２－２３４１９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来から、インク中の濃度分布によって生じる記録品位の低下やインクの供給不良の問
題を解決するための技術として、インクを吐出口から強制的に排出する技術が知られてい
る。これらインクを強制的に排出する技術には、例えば、画像の記録に寄与しないように
インクを吐出させる予備吐出や、吸引ポンプによって吐出口付近のインクを強制的に吸引
する吸引動作等の回復動作がある。さらには、排出するインク量が少ないために記録品位
の低下やインクの供給不良が発生したり、逆に無駄にインクを排出したりしないようにす
るために、所定の顔料濃度を超えた部分のインクの顔料濃度に応じたインク量を排出する
ことが好ましい。
【０００７】
　特許文献１に記載のインクジェット記録装置では、インクタンクがインクジェット記録
装置に装着されてからの経過時間に応じて吸引ポンプによる吸引量を変更して、好適なイ
ンク量を排出できるようにしている。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の方法では、インクタンクがインクジェット記録装置に装着
されてからの経過時間を算出するための機構を別途インクジェット記録装置に設ける必要
がある。さらに、インク中の顔料の濃度分布は温度や湿度等の条件によっても変化するた
め、経過時間によってインク中の顔料濃度を特定する構成では、実際のインク中の顔料濃
度に対して誤差が生じる場合がある。このような誤差が生じると、排出するインク量が少
ないために記録品位の低下やインクの供給不良が発生したり、また逆に排出するインク量
が多いために無駄にインクを排出したりしてしまうこともある。
【０００９】
　そこで本発明は、記録品位の低下やインクの供給不良を抑制するのに好適なインク量を
排出できるよう、インクの色材濃度の特定を行うことが出来る記録装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上述の課題を鑑みて成されたものであって、
　インクを吐出するための吐出口を有する記録ヘッドと、
　前記吐出口からインクを吐出させずに前記記録ヘッドを空走査させる空走査手段と、
　前記空走査手段により前記記録ヘッドを空走査させた後に、前記吐出口に吐出不良が発
生しているかを検出する検出手段と
　を備え、
　前記検出手段が前記吐出口に吐出不良が発生していると検出するまでに要した空走査の
回数に基づいて、空走査を行う前の前記吐出口付近のインクの色材濃度を特定することを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、排出するインク量が少ないために記録品位の低下やインクの供給不良
が発生したり、また逆に排出するインク量が多く無駄にインクを排出したりすることなく
、インクを排出できるよう、インクの色材濃度の特定を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　この明細書において、「記録」とは、文字、図形等有意の情報を形成する場合のみなら
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ず、有意無意を問わず、広く記録媒体上に画像、模様、パターン等を形成する、又は媒体
の加工を行う場合も表すものとする。また、人間が視覚で知覚し得るように顕在化したも
のであるか否かを問わない。なお、この明細書において、「記録」を「プリント」という
場合もある。
【００１３】
　また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、広く、布、プ
ラスチック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、木材、皮革等、インクを受容可
能なものも表すものとする。
【００１４】
　さらに、「インク」とは、上記「記録」の定義と同様広く解釈されるべきもので、記録
媒体上に付与されることによって、画像、模様、パターン等の形成又は記録媒体の加工、
或いはインクの処理に供され得る液体を表すものとする。インクの処理としては、例えば
記録媒体に付与されるインク中の色剤の凝固又は不溶化させることが挙げられる。
［第１の実施形態］
　図２は、本実施形態を適用可能なインクジェット記録装置１の構成を示す外観斜視図で
ある。
【００１５】
　図２に示すように、インクジェット記録装置（以下、記録装置という）１は、インクジ
ェット方式に従ってインクを吐出して記録を行う記録ヘッド３を搭載している。記録ヘッ
ド３を搭載したキャリッジ２にキャリッジモータＭ１によって発生する駆動力を伝達機構
４より伝え、キャリッジ２を主走査方向である矢印Ａ方向に往復移動（往復走査）させる
。この往復走査とともに、例えば、記録紙などの記録媒体Ｐを給紙機構５を介して給紙し
、記録位置まで搬送し、その記録位置において記録ヘッド３から記録媒体Ｐにインクを吐
出することで記録を行う。
【００１６】
　記録装置１のキャリッジ２には記録ヘッド３を搭載するのみならず、記録ヘッド３に供
給するインクを収容するインクタンク６を装着する。このインクタンク６は、キャリッジ
２に対して着脱自在になっている。
【００１７】
　図２に示した記録装置１はカラー記録が可能であり、そのためキャリッジ２にはマゼン
タ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、イエロー（Ｙ）、ブラック（Ｋ）のインクをそれぞれ収容した
４つのインクタンクを搭載している。これら４つのインクタンクはそれぞれ独立に着脱可
能である。
【００１８】
　キャリッジ２と記録ヘッド３とは、両部材の接合面が適正に接触されて所要の電気的接
続を達成維持できるようになっている。記録ヘッド３は、記録信号に応じてエネルギーを
印加することにより、複数の吐出口からインクを選択的に吐出して記録する。特に、本実
施形態の記録ヘッド３は、熱エネルギーを利用してインクを吐出するインクジェット方式
を採用し、熱エネルギーを発生するために電気熱変換体を備える。その電気熱変換体に印
加される電気エネルギーが熱エネルギーへと変換され、その熱エネルギーをインクに与え
ることにより生じる膜沸騰による気泡の成長、収縮によって生じる圧力変化を利用して、
吐出口よりインクを吐出させる。この電気熱変換体は各吐出口のそれぞれに対応して設け
られ、記録信号に応じて対応する電気熱変換体にパルス電圧を印加することによって対応
する吐出口からインクを吐出する。
【００１９】
　図２に示されているように、キャリッジ２はキャリッジモータＭ１の駆動力を伝達する
伝達機構４の駆動ベルト７の一部に連結されており、ガイドシャフト１３に沿って矢印Ａ
方向に摺動自在に案内支持されるようになっている。したがって、キャリッジ２は、キャ
リッジモータＭ１の正転及び逆転によってガイドシャフト１３に沿って往復走査する。ま
た、キャリッジ２の主走査方向（矢印Ａ方向）に沿ってキャリッジ２の位置を示すための
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スケール８が備えられている。
【００２０】
　また、記録装置１には、記録ヘッド３の吐出口（不図示）が形成された吐出口面に対向
してプラテン（不図示）が設けられており、キャリッジモータＭ１の駆動力によって記録
ヘッド３を搭載したキャリッジ２が往復走査される。これと同時に、記録ヘッド３に記録
信号を与えてインクを吐出することによって、プラテン上に搬送された記録媒体Ｐの全幅
にわたって記録が行われる。
【００２１】
　記録装置１には、記録ヘッド３を搭載するキャリッジ２の記録動作のための往復運動の
範囲外（記録領域外）の位置に、記録ヘッド３の吐出不良を回復するための回復装置１０
が配設されている。なお、記録領域外の位置の一例としては、ホームポジションに対応す
る位置がある。
【００２２】
　回復装置１０は、記録ヘッド３の吐出口面をキャップするキャッピング機構１１と記録
ヘッド３の吐出口面をクリーニングするワイピング機構１２を備えている。そして、キャ
ッピング機構１１による吐出口面のキャッピングに連動して回復装置内の吸引手段（吸引
ポンプ等）により吐出口からインクを強制的に排出させる。それによって、記録ヘッド３
のインク流路内の粘度の増したインクや気泡等を除去するなどの吐出回復動作を行う。
【００２３】
　また、非記録動作時等には、記録ヘッド３の吐出口面をキャッピング機構１１によるキ
ャッピングすることによって、記録ヘッド３を保護するとともにインクの蒸発や乾燥を防
止することができる。一方、ワイピング機構１２はキャッピング機構１１の近傍に配され
、記録ヘッド３の吐出口面に付着したインク滴を拭き取るようになっている。
【００２４】
　また、記録装置１では、キャッピング機構１１に記録に関係しないインクを吐出するこ
とにより、予備吐出を行うことができる構成となっている。
【００２５】
　これらキャッピング機構１１を使用した吸引動作及び予備吐出動作、ワイピング機構１
２を使用したワイパー動作により、記録ヘッド３のインク吐出状態を正常に保つことが可
能となっている。
【００２６】
　図３は、図２に示した記録装置１の制御構成を示すブロック図である。
【００２７】
　図３に示すように、コントローラ６００は、ＭＰＵ６０１、所要のテーブル、その他の
固定データを格納したＲＯＭ６０２を有する。なお、ＲＯＭ６０２は、後述する色材濃度
特定の処理に対応したプログラムも格納しており、ＭＰＵ６０１がこのプログラムを実行
することにより、インクを吐出させずに記録ヘッドを走査させる、いわゆる空走査を行わ
せることができる。また、ＭＰＵ６０１は、空走査の結果に応じて吐出口付近のインクの
排出制御等の制御についても行うよう構成されている。また、キャリッジモータＭ１の制
御、搬送モータＭ２の制御、及び、記録ヘッド３の制御のための制御信号を生成する特殊
用途集積回路（ＡＳＩＣ）６０３を有する。また、画像データの展開領域やプログラム実
行のための作業用領域等を設けたＲＡＭ６０４、ＭＰＵ６０１、ＡＳＩＣ６０３、ＲＡＭ
６０４を相互に接続してデータの授受を行うシステムバス６０５を有する。さらに、以下
に説明するセンサ群から入力されたアナログ信号をデジタル信号にＡ／Ｄ変換し、デジタ
ル信号をＭＰＵ６０１に供給するＡ／Ｄ変換器６０６などで構成される。
【００２８】
　また、６１０は画像データの供給源となるコンピュータ等でありホストと総称される。
ホスト６１０と記録装置１との間ではインタフェース（Ｉ／Ｆ）６１１を介して画像デー
タ、コマンド、ステータス信号等を送受信する。
【００２９】
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　さらに、６２０は操作パネルであり、電源スイッチ６２１、プリント開始を指令するた
めのプリントスイッチ６２２、及び回復動作の起動を指示するための回復スイッチ６２３
など、操作者による指令入力を受けるためのスイッチを備える。また、操作パネル６２０
は、キーボード６２５と、各種情報を表示するための液晶（ＬＣＤ）６２４を備える。６
３０はフォトカプラなどの位置センサ６３１、温度センサ６３２等から構成されるセンサ
群である。操作パネル６２０によって空走査の回数あるいは空走査を行う時間の設定を行
うことができる。
【００３０】
　さらに、６４０はキャリッジモータＭ１を駆動させるキャリッジモータドライバ、６４
２は搬送モータＭ２を駆動させる搬送モータドライバである。また、６４４は、記録ヘッ
ド３を駆動させる記録ヘッドドライバである。
【００３１】
　図２では、インクタンク６と記録ヘッド３とが分離された構成について示したが、本実
施形態はインクタンクと記録ヘッドとが一体に形成されたヘッドカートリッジであっても
良い。
【００３２】
　図４は、インクタンク６と記録ヘッド３とが一体的に形成されたヘッドカートリッジ１
００の構成を示す外観斜視図である。同図において、点線Ｋはインクタンク６と記録ヘッ
ド３の境界線を示すものであるである。また、１０１は吐出口が複数配列してなるインク
吐出口列である。インクタンク６に収容されるインクは、不図示のインク供給路を介して
記録ヘッド３に供給される。ヘッドカートリッジ１００には、キャリッジ２に搭載された
ときに、キャリッジ２側から供給される記録信号を受け取るための電極（不図示）が設け
られている。そして、この記録信号に基づいて記録ヘッド３が駆動されて、吐出口列１０
１の各吐出口から選択的にインクが吐出される。
【００３３】
　本実施形態では、吐出口を大気中に露出させた状態で吐出口からインクを吐出させずに
記録ヘッド３を主走査方向に走査させるいわゆる空走査を実行する。そして、吐出不良の
吐出口（以下、不良吐出口ともいう）が発生するまでの空走査回数から、空走査を行う前
の吐出口付近のインクの色材濃度（以下、初期色材濃度ともいう）を特定する。なお、こ
こでいう不良吐出口とは、インクを吐出できない状態の吐出口、又は設定どおりのインク
量を吐出することのできない（吐出量が設定よりも大きくなってしまったり、又は設定よ
りも小さくなってしまう）吐出口のことである。空走査を実行すると、空走査による吐出
口付近のインクの蒸発と初期色材濃度との影響によって不良吐出口が発生する。
【００３４】
　図５は、空走査回数と初期色材濃度との関係を示す図である。同図では、曲線Ｓによっ
て領域Ａと領域Ｂとに分けられる。ここで、領域Ａは記録ヘッド３のどの吐出口にも不良
吐出口が発生しない領域であり、領域Ｂは記録ヘッド３の少なくとも１つの吐出口に不良
吐出口が発生する領域である。初期色材濃度が低いほど、多くの空走査を実行して吐出口
付近のインクを蒸発させないと、不良吐出口は発生しない。逆に、初期色材濃度が高けれ
ば、少ない空走査回数でも不良吐出口は発生してしまう。つまり、あらかじめ実験等によ
って、図５のような不良吐出口が発生する空走査回数と初期色材濃度との関係を求めてお
けば、不良吐出口が発生したときの空走査回数から初期色材濃度を特定（推定）すること
が出来る。
【００３５】
　例えば、空走査を１０回行う毎に記録ヘッドに不良吐出口が存在するか否かを検出する
構成として、空走査を９０回実行した後では不良吐出口が検出されず、空走査を１００回
実行した後に不良吐出口が検出されたとする。この場合、同図において、初期色材濃度が
太線で示すＤの範囲であることが特定できる。このようにして、空走査実行前の吐出口付
近のインクの色材濃度の範囲を特定できる。そして、空走査実行後における色材濃度は、
初期色材濃度に関わらず一定というわけではなく、初期色材濃度が低いほど空走査実行後
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における色材濃度も低くなる。そのため、この特定した初期色材濃度の範囲に応じた回復
動作を行えば、排出するインク量が少ないために記録品位の低下やインクの供給不良が発
生したり、また排出するインク量が多いために無駄にインクを排出したりすることがない
。そして、好適量のインクの排出が可能となる。これは、例えば、図５に示すように初期
色材濃度の範囲に応じて、排出方法の異なる複数の回復動作（予備吐出動作Ａ、吸引動作
Ａ、吸引動作Ｂ）を設定しておき、特定した初期色材濃度に応じて回復動作を選択、実行
すればよい。なお、同図にあるように、ある回数以上の空走査を実行しても不良吐出口が
発生しなければ、そのときの初期色材濃度は低いので、回復動作を行わないようにしても
よい。また、初期色材濃度を特定するまでの時間はかかるものの、１回の不良吐出口検出
のために行う空走査回数を少なくし、不良吐出口検出の回数を多くするほど、初期色材濃
度をより狭い範囲で特定できる。
【００３６】
　また、以上では、特定する色材濃度として空走査実行前の色材濃度（初期色材濃度）に
ついて説明したが、特定する色材濃度はこれに限らず空走査実行後の色材濃度（以下、不
良時色材濃度ともいう）等であっても構わない。既に説明した通り、不良吐出口が発生す
る時の色材濃度（不良時色材濃度）は、初期色材濃度に関わらず一定というわけではなく
、初期色材濃度が低いほど不良時色材濃度も低くなる。そこで、あらかじめ実験等によっ
て、不良吐出口が発生するまでの空走査回数と不良時色材濃度との関係を求めておけば、
不良吐出口が発生したときの空走査回数から不良時色材濃度を求めることが出来る。そし
て、不良時色材濃度の範囲に応じて複数の回復動作を設定しておき、特定した不良時色材
濃度に応じて回復動作を選択、実行すれば、好適なインク量の排出が可能となる。すなわ
ち、好適なインク量の排出を可能とする色材濃度は空走査実行後時点の色材濃度（不良時
色材濃度）等でもよく、空走査実行前の色材濃度は本実施形態を説明するための一例にす
ぎない。
【００３７】
　図１は、本実施形態において、空走査実行前の吐出口付近のインクの色材濃度（初期色
材濃度）を特定するための処理を行う際のフローチャートである。なお、このフローチャ
ートでは、特定した初期色材濃度の範囲に応じた回復動作も実行するようにしている。
【００３８】
　ステップＳ１０で、記録装置１に電源が入力される。本実施形態で示す初期色材濃度を
特定するための処理は、記録装置１の電源入力時に自動的に行われるようになっている。
【００３９】
　ステップＳ１５で、トータル空走査回数Ｎに０をセットする。このトータル空走査回数
Ｎは、処理が開始されてから後述する不良吐出口を検出するステップで不良吐出口が検出
されるまでの空走査回数を記憶するための値である。
【００４０】
　ステップＳ２０では、記録ヘッド３の不良吐出口を検出する第ｉ回目の検出を行うまで
の空走査回数ｎｉとして、第１回目の検出を行うまでの空走査回数ｎ１設定する。そして
、この値ｎ１を次のステップＳ２０で実行する空走査回数ｎとする。既に述べたが、第1
回目の検出において不良吐出口が検出できた際、設定するｎ１の値が小さいほど初期色材
濃度を狭い範囲で特定するができる。なお、記録装置１がある固定値を持ち、その値をｎ

１として設定するようにしてもよいし、操作者が記録装置１や記録装置１に接続されたホ
スト６１０から自由な値をｎ１として設定できるようにしてもよい。
【００４１】
　ステップＳ３０では、設定されたｎの値に基づいてｎ回の空走査を実行する。
【００４２】
　ステップＳ３５では、トータル空走査回数ＮにＳ２０で実行した空走査回数ｎを加算し
た値を新たなトータル空走査回数Ｎとして設定する。
【００４３】
　ステップＳ４０では、記録ヘッド３に不良吐出口があるかの検出を行う。このステップ
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における不良吐出口の検出方法は、従来から知られている方法を利用することが出来、特
定の検出方法に限られるものではない。例えば、記録装置１に設けたインク受け上におい
て、発光素子から受光素子に向けて照射された光路中を通過するようにインクを吐出し、
光が遮断されることによって不良吐出口を検出できる。また、記録媒体Ｐにテストパター
ンを記録し、記録したテストパターンの反射光学濃度に関する情報を、キャリッジ２に搭
載したセンサや操作者の目視によって取得して、不良吐出口を検出する方法であっても構
わない。本実施形態では、記録装置１に設けたインク受け上において、発光素子から受光
素子に向けて照射された光路中を通過するようにインクを吐出し、光が遮断されることに
よって不良吐出口を検出する。そして、１つの吐出口でも不良吐出口が発生したことを検
出すれば、不良吐出口の発生としている。
【００４４】
　ステップＳ４０で、不良吐出口が検出されなかった場合はステップＳ５０に移る。
【００４５】
　ステップＳ５０では、予め閾値として設定したＮ０とステップＳ３５で設定したトータ
ル空走査回数Ｎとの比較を行う。ＮがＮ０より多いと判断された場合、つまり閾値で設定
した回数より多くのの空走査を実行しても不良吐出口が発生しなかった場合は、記録品位
の低下やインクの供給不良を起こすほどの初期色材濃度ではないので、Ｓ１１０に進みそ
のまま記録を行う。
【００４６】
　ステップＳ５０でＮがＮ０より少ない場合、空走査動作を再度実行するように、初期色
材濃度を特定するための処理を続行する。ステップＳ５０でＮがＮ０より少ないと判断さ
れるとステップＳ５５に進み、第ｉ回目（ｉは２以上の整数）の検出を前にステップＳ３
０で実行する空走査回数ｎｉを設定する。そして、この値ｎｉを次のステップＳ３０で実
行する空走査回数ｎとする。先ほども説明したが、第ｉ回目の検出において不良吐出口が
検出できた際、設定するｎｉの値が小さいほど初期色材濃度を狭い範囲で特定することが
できる。なお、記録装置１がある固定値を持ち、その値をｎｉとして設定するようにして
もよいし、操作者が記録装置１や記録装置１に接続されたホスト６１０から自由な値をｎ

ｉとして設定できるようにしてもよい。
【００４７】
　なお、ステップＳ３０で実行する空走査回数ｎ１、ｎ２、ｎ３、・・・、ｎｉは同じ値
を設定しても良いし、それぞれ異なる値を設定しても良い。しかし、記録品位の低下やイ
ンクの供給不良の発生無く好適なインク量を排出するためには、初期色材濃度が高い領域
に対しては狭い濃度範囲で特定し、異なる回復動作を細かく設定しておくことが好適であ
る。また、初期色材濃度が低い領域は、高い領域に比べると回復動作を比較的大まかに設
定することができる。そのため、Ｓ３０で実行する空走査回数ｎ１、ｎ２、ｎ３、・・・
、ｎｉは、段階的に増加していくように設定した方が好適である。その際には、ステップ
Ｓ４０において不良吐出口の発生を検出する検出手段が、検出を行う間隔の空走査回数を
段階的に増加させていくよう構成すればよい。
【００４８】
　ステップＳ４０において、不良吐出口が発生していると判断された場合はステップＳ６
０に移る。
【００４９】
　ステップＳ６０では、予め閾値として設定したＮ１（Ｎ１＜Ｎ０）とトータル空走査回
数Ｎとの比較を行う。ステップＳ４０において記録ヘッド３に不良吐出口が発生している
ことを検出しているため、ステップＳ６０では記録開始前に回復動作を必要とする初期色
材濃度であることは既に判明している。さらに、トータル空走査回数Ｎが閾値Ｎ１よりも
多い場合には、この処理で設定される回復動作のうち、排出するインク量が最も少ない回
復動作（ここでは、予備吐出動作Ａ）に相応する初期色材濃度であると特定される。Ｓ６
０によりＮがＮ１より大きいと判断された場合、ステップＳ７０に進み予備吐出動作Ａを
実行した後、ステップＳ１１０により記録を開始する。
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【００５０】
　ステップＳ６０で、トータル空走査回数ＮがＮ１より少ないと判断された場合には、ス
テップＳ８０に移る。
【００５１】
　ステップＳ８０では、予め閾値として設定したＮ２（Ｎ２＜Ｎ１）とトータル空走査回
数Ｎとの比較を行う。ステップＳ８０において、トータル空走査回数ＮがＮ２よりも多い
と判断された場合は予備吐出動作Ａのインク排出量よりも多くのインク量を吸引するよう
に設定された吸引動作Ａに相当する初期色材濃度であると特定することができる。また、
トータル空走査回数ＮがＮ２以下と判断された場合は吸引動作Ａよりも吸引するインク量
がさらに多く設定された吸引動作Ｂに相当する初期色材濃度であると特定することができ
る。そして、Ｎ＞Ｎ２であればステップＳ９０に進み吸引動作Ａを実行した後、ステップ
Ｓ１１０により記録を開始する。また、Ｎ≦Ｎ２であればステップＳ１００に進み吸引動
作Ｂを実行した後、ステップＳ１１０により記録を開始する。
【００５２】
　なお、ステップＳ６０とステップＳ８０については、トータル空走査回数Ｎと初期色材
濃度のテーブルを用意しておき、このテーブルを参照することにより初期色材濃度を特定
する構成としても良い。また、ステップＳ１００の吸引動作ＢはステップＳ９０の吸引動
作Ａよりも吸引するインク量を多く設定していると説明したが、吸引するインク量は同等
で、インク吸引圧力を吸引動作Ａよりも吸引動作Ｂの方が高くなるようにしてもよい。ま
た、ステップＳ９０の吸引動作Ａの替わりに、予備吐出動作Ａよりも排出するインク量が
多く設定された予備吐出動作Ｂを行ってもよい。
【００５３】
　なお、空走査を行う前の吐出口付近のインクの色材濃度（初期色材濃度）を特定する処
理は、記録装置１に電源が投入されたタイミングに限らず行うことが出来る。例えば、記
録装置１又は記録装置１に接続されるホスト６１０に指示部を設けておき、その指示部を
介した操作者の指示に従って初期色材濃度を特定する処理を自由に行う構成としてもよい
。
【００５４】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、空走査を実行して、不良吐出口が発生したときの空走査回数から
初期色材濃度を特定した。また、特定した初期色材濃度の範囲に応じた回復動作を行うこ
とにより、排出するインク量が少ないために記録品位の低下やインクの供給不良が発生し
たり、また無駄にインクを排出したりすることなく、好適量のインクの排出を行うことが
出来た。本実施形態では、記録ヘッド３をキャッピング機構１１から外して吐出口が大気
中に露出した状態で保持し、不良吐出口が発生するまでの保持時間（以下、大気中保持時
間ともいう）から初期色材濃度を特定する。なお、第１の実施形態と同様の構成について
は同一の符号を付し、その構成の説明は省略する。
【００５５】
　第１の実施形態で説明したように、吐出口付近のインクの蒸発と初期色材濃度との影響
によって不良吐出口が発生する。そのため、記録ヘッド３をキャッピング機構１１から外
して吐出口が大気中に露出した状態で保持すると、吐出口付近のインクが蒸発して不良吐
出口が発生する。大気中保持時間と初期色材濃度との関係は、空走査回数と初期色材濃度
との関係と同様で、初期色材濃度が低いほど、大気中保持時間を長く取らないと吐出口付
近のインクが蒸発しないので、不良吐出口は発生しない。逆に、初期色材濃度が高ければ
、短い大気中保持時間でも不良吐出口は発生してしまう。そのため、あらかじめ実験等に
よって大気中保持時間と初期色材濃度との関係を求めておけば、不良吐出口が発生したと
きの大気中保持時間から初期色材濃度を特定することが出来る。そして、特定した初期色
材濃度の範囲に応じた回復動作を行えば、排出するインク量が少ないために記録品位の低
下やインクの供給不良が発生したり、また無駄にインクを排出したりすることなく、好適
量のインクの排出が可能となる。なお、初期色材濃度を特定するまでの時間はかかるもの
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の、１回の不良吐出口検出のために行う保持時間を短くし、不良吐出口検出の回数を多く
するほど、初期色材濃度を狭い範囲で特定できる。
【００５６】
　図６は、本実施形態において、記録ヘッド３をキャッピング機構１１から外して吐出口
が大気中に露出される状態で保持する前の吐出口付近のインクの色材濃度（初期色材濃度
）を特定するための処理を行う際のフローチャートである。なお、このフローチャートで
は、特定した初期色材濃度の範囲に応じた回復動作も実行するようにしている。
【００５７】
　ステップＳ２１０で、記録装置１に電源が入力される。本実施形態で示す初期色材濃度
を特定するための処理は、記録装置１の電源入力時に自動的に行われるようになっている
。
【００５８】
　ステップＳ２１５で、トータル大気中保持時間Ｔに０をセットする。このトータル大気
中保持時間Ｔは、処理が開始されてから後述する不良吐出口を検出するステップで不良吐
出口が検出されるまでの大気中保持時間を記憶するための値である。
【００５９】
　ステップＳ２２０では、記録ヘッド３の不良吐出口を検出する第ｉ回目の検出を行うま
での大気中保持時間ｔｉとして、第１回目の検出を行うまでの大気中保持時間ｔ１を設定
する。そして、この値ｔ１を次のステップＳ２２０で実行する大気中保持時間ｔとする。
既に述べたが、第1回目の検出において不良吐出口が検出できた際、設定するｔ１の値が
小さいほど初期色材濃度を狭い範囲で特定するができる。なお、記録装置１がある固定値
を持ち、その値をｔｉとして設定するようにしてもよいし、操作者が記録装置１や記録装
置１に接続されたホスト６１０から自由な値をｔｉとして設定できるようにしてもよい。
【００６０】
　ステップＳ２３０では、設定されたｔの値に基づいてｔ秒間吐出口が大気中に露出され
る状態で記録ヘッド３を保持する。
【００６１】
　ステップＳ２３５では、トータル大気中保持時間ＴにＳ２２０で実行した大気中保持時
間ｔを加算した値を新たなトータル大気中保持時間Ｔとして設定する。
【００６２】
　ステップＳ２４０では、記録ヘッド３に不良吐出口があるかの検出を行う。不良吐出口
の検出方法は、前述の実施形態と同様である。
【００６３】
　ステップＳ２４０で、不良吐出口が検出されなかった場合はステップＳ２５０に移る。
【００６４】
　ステップＳ２５０では、予め閾値として設定したＴ０とステップＳ２３５で設定したト
ータル大気中保持時間Ｔとの比較を行う。ＴがＴ０より大きいと判断された場合、つまり
閾値で設定した時間よりも長く吐出口を大気に露出しても不良吐出口が発生しなかった場
合は、記録品位の低下やインクの供給不良を起こすほどの初期色材濃度ではないので、Ｓ
３１０に進みそのまま記録を開始する。
【００６５】
　ステップＳ２５０でＴがＴ０より短い場合、吐出口が大気中に露出した状態で記録ヘッ
ド３を保持する動作を再度実行するように、初期色材濃度を特定するための処理を続行す
る。ステップＳ２５０でＴがＴ０より短いと判断されるとステップＳ２５５に進み、第ｉ
回目（ｉは２以上の整数）の検出を前にステップＳ２３０で実行する大気中保持時間ｔｉ

を設定する。そして、この値ｔｉを次のステップＳ２３０で実行する大気中保持時間ｔと
する。第ｉ回目の検出において不良吐出口が検出できた際、設定するｔｉの値が小さいほ
ど初期色材濃度を狭い範囲で特定するができる。
【００６６】
　なお、ステップＳ２３０で実行する大気中保持時間ｔ１、ｔ２、ｔ３、・・・、ｔｉは
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同じ値を設定しても良いし、それぞれ異なる値を設定しても良い。しかし、記録品位の低
下やインクの供給不良の発生無く好適なインク量を排出するためには、初期色材濃度が高
い領域に対しては狭い濃度範囲で特定し、異なる回復動作を細かく設定しておくことが好
適である。また、初期色材濃度が低い領域は、高い領域に比べると回復動作を比較的大ま
かに設定することができる。そのため、Ｓ２３０で実行する大気中保持時間ｔ１、ｔ２、
ｔ３、・・・、ｔｉは、段階的に長くなるように設定した方が好適である。
【００６７】
　ステップＳ２４０において、不良吐出口が発生していると判断された場合はステップＳ
２６０に移る。
【００６８】
　ステップＳ２６０では、予め閾値として設定したＴ１（Ｔ１＜Ｔ０）とトータル大気中
保持時間Ｔとの比較を行う。ステップＳ２４０において記録ヘッド３に不良吐出口が発生
していることを検出しているため、ステップＳ２６０では記録開始前に回復動作を必要と
する初期色材濃度であることは既に判明している。さらに、トータル大気中保持時間Ｔが
閾値T１よりも長い場合には、この処理で設定される回復動作のうち、排出するインク量
が最も少ない回復動作（ここでは、予備吐出動作Ａ）に相応する初期色材濃度であると特
定される。Ｓ２６０によりＴがＴ１より長いと判断された場合、ステップＳ２７０に進み
予備吐出動作Ａを実行した後、ステップＳ３１０により記録を開始する。
【００６９】
　ステップＳ２６０で、トータル大気中保持時間ＴがＴ１より短いと判断された場合には
、ステップＳ２８０に移る。
【００７０】
　ステップＳ２８０では、予め閾値として設定したＴ２（Ｔ２＜Ｔ１）とトータル大気中
保持時間Ｔとの比較を行う。ステップＳ２８０において、トータル大気中保持時間ＴがＴ

２よりも長いと判断された場合は予備吐出動作Ａのインク排出量よりも多くのインク量を
吸引するように設定された吸引動作Ａに相当する初期色材濃度であると特定することがで
きる。また、トータル大気保持時間ＴがＴ２以下と判断された場合はさらに吸引動作Ａよ
りも吸引するインク量が多く設定された吸引動作Ｂに相当する初期色材濃度であると特定
することができる。そして、Ｔ＞Ｔ２であればステップＳ２９０に進み吸引動作Ａを実行
した後、ステップＳ３１０により記録を開始する。また、Ｔ≦Ｔ２であればステップＳ３
００に進み吸引動作Ｂを実行した後、ステップＳ３１０により記録を開始する。
【００７１】
　なお、ステップＳ２６０とステップＳ２８０については、トータル大気中保持時間Ｔと
初期色材濃度のテーブルを用意しておき、このテーブルを参照することにより初期色材濃
度を特定する構成としても良い。また、初期色材濃度を特定する処理は、記録装置１に電
源が投入されたタイミングに限らず行うことが出来る。例えば、記録装置１又は記録装置
１に接続されるホスト６１０に指示部を設けておき、その指示部を介した操作者の指示に
従って初期色材濃度を特定する処理を自由に行う構成としてもよい。また、記録ヘッド３
をキャッピング機構１１から外して吐出口が大気中に露出した状態で保持する際、記録ヘ
ッド３を停止させていてもよい。一方、記録ヘッド３を主走査方向に走査させることによ
って吐出口付近のインクの蒸発が早く進むため、初期色材濃度を特定するための処理をよ
り短い時間で行うことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】第１の実施形態における色材濃度特定のためのフローチャートである。
【図２】記録装置の構成を示す外観斜視図である。
【図３】記録装置の制御回路の構成を示すブロック図である。
【図４】ヘッドカートリッジの構成を示す外観斜視図である。
【図５】空走査回数と初期色材濃度との関係を示す図である。
【図６】第２の実施形態における色材濃度特定のためのフローチャートである。
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【符号の説明】
【００７３】
１　記録装置
２　キャリッジ
３　記録ヘッド
４　伝達機構
５　給紙機構
６　インクタンク
７　駆動ベルト
８　スケール
１０　回復装置
１１　キャッピング機構
１２　ワイピング機構
１３　ガイドシャフト
１００　ヘッドカートリッジ
１０１　インク吐出口列
Ｍ１　キャリッジモータ
Ｍ２　搬送モータ
Ｐ　記録媒体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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