
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクジェット記録装置で用いる記録ヘッドの吸引回復を制御する吸引回復制御方法で
あって、
　所定記録動作間隔における記録時間を計測する第１計測工程と、
　前記所定記録動作間隔において前記記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなさ
れる記録ドット数を計測する第２計測工程と、
　前記第１及び第２計測工程において夫々計測された記録時間と記録ドット数とに基づい
て、単位時間当たりの記録ドット数を算出する算出工程と、
　前記算出工程において算出された単位時間当たりの記録ドット数

前記第２計測工程において計測された
記録ドット数を補正する補正工程と、
　前記補正工程において補正された記録ドット数の累積値と第１の閾値とを比較する第１
比較工程と、
　前記第１比較工程における比較結果に従って、前記累積値が前記第１の閾値以上の場合
に、前記記録ヘッドの吸引回復を行うよう制御する制御工程とを有することを特徴とする
吸引回復制御方法。
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が第１の範囲にあると
き前記第２計測工程において計測された記録ドット数の値が該計測値より小さくなるよう
に、そして、前記算出工程において算出された単位時間当たりの記録ドット数が前記第１
の範囲より大きな値をもつ第２の範囲にあるとき前記第２計測工程において計測された記
録ドット数の値が該計測値より大きくなるように、



【請求項２】
　 の記録が終了する度毎に、前記第１比較工程
における比較結果に従って、前記吸引回復 ことを特徴とする請求項１に
記載の吸引回復制御方法。
【請求項３】
　前記インクジェット記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測する第３
計測工程をさらに有することを特徴とする請求項２に記載の吸引回復制御方法。
【請求項４】
　前記記録媒体１頁分の記録が終了する度毎に、前記累積時間との 閾値を比較する
第２比較工程をさらに 、
　前記 工程は、さらに、前記第２比較工程における比較結果に従って、前記吸引回復
の することを特徴とする請求項３に記載の吸引回復制御方法。
【請求項５】
　前記所定記録動作間隔は、記録媒体１頁分の記録動作間隔或いは前記記録ヘッド１走査
分の記録動作間隔であることを特徴とする請求項１に記載の吸引回復制御方法。
【請求項６】
　前記 工程は、前記第１比較工程において

前記第２の比較工程 前記累積時間が前記 の閾値
いずれか早い方のタイミング 前記吸引回復 すること

を特徴とする請求項４に記載の吸引回復制御方法。
【請求項７】
　インクジェット記録装置で用いる記録ヘッドの吸引回復を制御する吸引回復制御方法で
あって、
　所定記録領域毎に前記記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる記録ドッ
ト数を計測する第１計測工程と、
　前記第１計測工程において計測された記録ドット数と前記所定記録領域に記録可能な総
ドット数とに基づいて、前記所定記録領域当たりの記録デューティを算出する算出工程と
、
　前記算出工程において算出された前記所定記録領域当たりの記録デューティ

第１計測工程に
おいて計測された記録ドット数を補正する補正工程と、
　前記補正工程において補正された記録ドット数の累積値と第１の閾値を比較する第１比
較工程と、
　前記第１比較工程における比較結果に従って、前記累積値が前記第１の閾値以上の場合
に、前記記録ヘッドの吸引回復を行うよう制御する制御工程とを有することを特徴とする
吸引回復制御方法。
【請求項８】
　 前記所定記録領域への記録が終了する度毎に、

ことを特徴とする請
求項 に記載の吸引回復制御方法。
【請求項９】
　前記インクジェット記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測する第２
計測工程をさらに有することを特徴とする請求項 に記載の吸引回復制御方法。
【請求項１０】
　前記所定記録領域への記録が終了する度毎に、前記累積時間と の閾値を比較する第
２比較工程をさらに 、
　前記 工程は、さらに、前記第２比較工程における比較結果に従って、前記吸引回復
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前記制御工程は、前記所定記録動作間隔で
の実行を制御する

第２の
有し

制御
実行を制御

制御 前記累積値が前記第１の閾値以上と判断す
るか、或は において 第２ 以上と判断するか
の内、 において、 を実行するよう制御

が第１の範
囲にあるとき前記第１計測工程において計測された記録ドット数の値が該計測値より小さ
くなるように、そして、前記算出工程において算出された前記所定記録領域当たりの記録
デューティが前記第１の範囲より大きな値をもつ第２の範囲にあるとき前記第１計測工程
において計測された記録ドット数の値が該計測値より大きくなるように、

前記制御工程は、 前記第１比較工程にお
ける比較結果に従って、前記記録ヘッドの吸引回復の実行を制御する

７

８

第２
有し

制御



の することを特徴とする請求項 に記載の吸引回復制御方法。
【請求項１１】
　前記所定記録領域は、前記記録ヘッド１走査によって記録がなされる領域であることを
特徴とする請求項 に記載の吸引回復制御方法。
【請求項１２】
　インクジェット記録ヘッドを用いて記録媒体に記録を行う記録装置であって、
　前記インクジェット記録ヘッドの吸引回復を行う吸引回復手段と、
　所定記録動作間隔における記録時間を計測する第１計測手段と、
　前記所定記録動作間隔において前記インクジェット記録ヘッドからインク吐出を生じさ
せて記録がなされる記録ドット数を計測する第２計測手段と、
　前記第１及び第２計測手段によって夫々計測された記録時間と記録ドット数とに基づい
て、単位時間当たりの記録ドット数を算出する算出手段と、
　前記算出手段によって算出された単位時間当たりの記録ドット数が

前記第２計測手段によって計測された
記録ドット数を補正する補正手段と、
　前記補正手段によって補正された記録ドット数の累積値と第１の閾値とを比較する第１
比較手段と、
　前記第１比較手段による比較結果に従って、前記累積値が前記第１の閾値以上の場合に
、前記吸引回復の動作を行うよう制御する制御手段とを有することを特徴とする記録装置
。
【請求項１３】
　前記記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測する第３計測手段をさら
に有し、
　前記 手段は、前記累積時間をさらに考慮して、前記吸引回復の を すること
を特徴とする請求項 に記載の記録装置。
【請求項１４】
　インクジェット記録ヘッドを用いて記録媒体に記録を行う記録装置であって、
　前記インクジェット記録ヘッドの吸引回復を行う吸引回復手段と、
　所定記録領域毎に前記記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる記録ドッ
ト数を計測する第１計測手段と、
　前記第１計測手段によって計測された記録ドット数と前記所定記録領域に記録可能な総
ドット数とに基づいて、前記所定記録領域当たりの記録デューティを算出する算出手段と
、
　前記算出手段に て算出された前記所定記録領域当たりの記録デューティ

前記第１計測手
段によって計測された記録ドット数を補正する補正手段と、
　前記補正手段によって補正された記録ドット数の累積値と第１の閾値を比較する第１比
較手段と、
　前記第１比較手段による比較結果に従って、前記累積値が前記第１の閾値以上の場合に
、前記記録ヘッドの吸引回復を行うよう制御する制御手段とを有することを特徴とする記
録装置。
【請求項１５】
　前記記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測する第２計測手段をさら
に有し、
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実行を制御 ９

７

第１の範囲にあると
き前記第２計測手段によって計測された記録ドット数の値が該計測値より小さくなるよう
に、そして、前記算出手段によって算出された単位時間当たりの記録ドット数が前記第１
の範囲より大きな値をもつ第２の範囲にあるとき前記第２計測手段によって計測された記
録ドット数の値が該計測値より大きくなるように、

制御 実行 制御
１２

よっ が第１の範
囲にあるとき前記第１計測手段によって計測された記録ドット数の値が該計測値より小さ
くなるように、そして、前記算出手段によって算出された前記所定記録領域当たりの記録
デューティが前記第１の範囲より大きな値をもつ第２の範囲にあるとき前記第１計測手段
によって計測された記録ドット数の値が該計測値より大きくなるように、



　前記 手段は、前記累積時間をさらに考慮して、前記吸引回復の を すること
を特徴とする請求項 に記載の記録装置。
【請求項１６】
　前記インクジェット記録ヘッドを往復走査する走査手段をさらに有し、
　前記所定記録領域は、前記走査手段によって前記インクジェット記録ヘッドが１走査す
るときに記録がなされる領域であることを特徴とする請求項 に記載の記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は記録装置及び吸引回復制御方法に関し、特に、インクジェット記録方式に従って
記録を行う記録ヘッドを用いた記録装置及び吸引回復制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
プリンタ装置や、複写機やファクシミリ装置等のプリンタ部に用いられる記録装置は、入
力される画像情報に基づいて、紙やプラスチック薄板、あるいは布帛などの記録媒体上に
ドットパターンによって形成される画像を記録する。
【０００３】
このような記録装置は、その記録方式によってインクジェット方式，ワイヤドット方式、
サーマル方式及びレーザビーム方式などに分けることができる。
【０００４】
そのうち、インクジェット方式によるものは、記録ヘッドから記録媒体上にインクを吐出
して記録を行うものであり、高精細な画像を高速で記録することができるのみならず、ノ
ンインパクト方式であるため動作時の騒音が少なく、しかも多色のインクを使用してカラ
ー画像をプリントするのが容易であるなどの利点を有している。
【０００５】
さらに、インクジェット方式の中でも、インクを加熱して膜沸騰を生じさせ、そのとき発
生する気泡の圧力によってインクを吐出するバプルジェット方式は、高解像度記録や高速
記録をさらに容易に実現できるものとして知られている。
【０００６】
さて、記録を行う際の記録剤としてインクを使用するインクジェット記録装置では、イン
クの蒸発や気泡の混入などによる記録への悪影響を防止するため、記録ヘッドからのイン
ク吐出機能に対する信頼性維持技術が重要となる。
【０００７】
具体的には、インクジェット記録装置が記録動作中、或いは、放置中に、次第に記録ヘッ
ドのインク吐出ノズル内あるいは嵌合部に気泡が発生するため、インク吐出が不可能（不
吐出）になったり、吐出不良になったりして正常な記録ができなくなることがある。そこ
で、この気泡を除去するために、記録ヘッドをキャッピングするキャップと、このキャッ
プ内を吸引する吸引ポンプを有するヘッド回復装置を備え、キャップと記録ヘッドが対向
する位置で記録ヘッドのインク吐出面をキャッピング後、吸引ポンプで記録ヘッド内の気
泡を吸引する構成が採用されている。この吸引回復処理は、インクジェット記録装置の信
頼性維持技術として重要な技術となっている。
【０００８】
しかしながら、そのヘッド回復装置に最適な気泡除去性能が発揮されるような吸引条件が
決定されても、実際には異なった吸引動作時における気泡の体積は様々であるため、常に
同様な気泡除去能力を発揮するわけではない。そこで、従来のインクジェット記録装置で
は、良好な気泡除去能力を維持するために、気泡体積がなるべく一定の状態で吸引が行な
われるように、吐出回数のカウント、放置時間のタイムカウント、或いは、吐出回数カウ
ントと放置時間の計時の両方を行ない、これらの計測値に応じて吸引動作の制御を行なっ
ていた。具体的には、初期時点から所定時間を経過した時点と、その初期時間から所定量
の記録を終了した時点のうち早い方に基づいて、記録ヘッドの吸引動作時期を決定してい
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制御 実行 制御
１４

１４



た。
【０００９】
また、特開平６－２３８９１４号公報では、記録ヘッド内部温度の昇温によるヘッド内へ
の気泡発生量の違いを考慮して、吐出回数と放置時間と記録ヘッドの温度から、記録ヘッ
ドの吸引動作時期を決定する方法を提案している。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら従来のインクジェット記録装置に採用された信頼性維持技術においては、記
録ヘッドによる単位記録範囲に対する吐出回数の量（例えば、Ａ４用紙に１行分の画像を
記録する間の実際の吐出回数。以下、記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）という）が考慮さ
れていない。そのために、記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）によっては、不必要な吸引動
作を行なって記録装置のスループットを低下させるのみならず、廃インク量の増大を招い
たり、逆に吸引動作を行なう前に気泡による吐出不良を起こしてしまう場合があるといっ
た問題点があった。
【００１１】
特に、バブルジェット方式は、インクを局所的に加熱して膜沸騰を起こさせ、これによっ
てインクの吐出力を発生させるものであるため、記録動作を行うことによって記録ヘッド
の内部温度が次第に上昇し、この昇温により気泡の発生状況や、成長速度が変化する。従
って、上述した従来例にもあるように、吐出回数と放置時間と記録ヘッド温度から、記録
ヘッドの吸引動作時期を決定する方法も提案されている。
【００１２】
しかし、この方法によっても、以下の問題点がある。
【００１３】
（１）記録ヘッドの昇温が、ヘッド毎にばらつく。
【００１４】
（２）記録ヘッドの温度検知にバラツキがあり正確な制御が困難である。
【００１５】
（３）記録画像のパターンによって、記録ヘッドの内部温度が異なる。
【００１６】
以下で、これら３つの問題点について詳細に述べる。
【００１７】
吐出不良になる原因である記録ヘッド内の気泡の発生原因や発生機構を詳細に検討したと
ころ以下のことが分かった。
【００１８】
インクジェット方式の記録ヘッドで記録動作を実行させた場合、最初は小さな気泡が記録
ヘッド内に発生し、その後、それらの気泡が合体して成長し大きな気泡となる。しかし、
最初に発生した気泡は、その発生後に記録ヘッドからインクを吐出させることがなければ
インク中に溶けて消失してしまう。このことから、気泡が合体し成長していくための条件
として、気泡が消失する前のある一定時間以内に、記録ヘッドがインク吐出を繰り返すこ
とが考えられる。即ち、その記録ヘッドで、単位時間内に多くのインク吐出が行われると
、消失前の気泡が合体し成長するために、吐出不良を発生させることになる。
【００１９】
図１０は吐出不良が発生時におけるそれまでの記録ヘッドによる記録行数と記録時間デュ
ーティ（ｄｕｔｙ）との関係を示す図である。なお、記録時間デューティ（ｄｕｔｙ）と
は単位時間当たりの記録ドット数（ dot/秒）である。
【００２０】
図１０から分かるように、単位時間当たりの記録ドット数が多いほうが、少ない場合より
も、より少ない記録行数で吐出不良が発生する、即ち、より早く吐出不良が発生する。
【００２１】
さらに、記録ヘッドの内部温度を考慮すると、その温度が低くとも単位時間当たりの記録
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ドット数が多いほうが、その温度が高く単位時間当たりの記録ドット数が少ない場合より
も、吐出不良に対し不利となった。
【００２２】
このように、単に記録ヘッド温度を検知して、吸引動作タイミングを決めるのでは十分で
ない。特に、インクジェット記録装置では、記録データの転送時に記録が待機状態になる
場合には、上記の検討から分かるように、気泡の成長、即ち、吐出不良の発生は、記録ヘ
ッド温度よりも、単位時間内の記録ドット数と高い相関がある。また、インクジェット記
録装置が記録ヘッド温度がある一定温度より低い状態でのみ記録を許可する制御（以下、
昇温検知）を実行する場合にも、記録ヘッド温度よりも記録時間ｄｕｔｙに依存して吐出
不良が発生していた。
【００２３】
即ち、量産されたインクジェット記録ヘッド個々には種々の記録特性に関してバラツキが
あり、同じ記録データを入力して同じ画像を記録する場合にも、昇温しやすい記録ヘッド
と昇温しにくい記録ヘッドとがある。従って、昇温しにくい記録ヘッドでは、昇温検知を
実行しても、記録の許可がされることが、昇温しやすい記録ヘッドよりも多い。即ち、連
続的に或いは単位時間内で記録動作が実行される割合が、昇温しやすい記録ヘッドよりも
昇温しにくい記録ヘッドの方が高くなる。
【００２４】
従って、昇温しにくく温度の低い記録ヘッドは、昇温しやすく温度が高い記録ヘッドより
も、記録ヘッド内気泡による吐出不良が発生しやすい状況になりやすい。このように、イ
ンクジェット記録装置においては、記録ヘッド温度が低い場合の方が高い場合より、記録
ヘッド内気泡による吐出不良がしやすい場合があるので、従来の昇温検知では十分に吐出
不良を防止することはできないという問題があった。
【００２５】
また、吐出回数と放置時間と記録ヘッド温度から記録ヘッドの吸引動作時期を決定する従
来の方法では、インクジェット記録装置が搭載するヘッド温度測定センサの温度測定精度
が十分でないという問題点があった。
【００２６】
つまり、センサにより記録装置が検知した記録ヘッド温度（検知温度）が低い状況でも、
実際の記録ヘッド温度がその検知温度より高い場合があり、この場合には吸引動作が行わ
れず、吐出不良を起こしてしまう場合があった。これとは反対に、記録装置が検知した記
録ヘッド温度が高い状況でも、実際の記録ヘッド温度がその検知温度より低い場合があり
、この場合には吸引動作の回数が必要以上に増え、記録動作のスループットが低下するの
みならず、廃インク量が増加していまう場合があった。
【００２７】
さらに、記録パターンによっては正確に吸引動作時期が定まらない場合があった。例えば
、図１１（ａ）に示すように、記録媒体の最初に高い記録画像ｄｕｔｙをもったパターン
が記録され、その記録媒体の最後の方では低い記録画像ｄｕｔｙをもったパターンが記録
された場合には、記録媒体全体にわたって均一の記録画像ｄｕｔｙをもったパターンが記
録された場合と比較して、その記録媒体への記録終了時における記録ヘッド温度が低めに
検知されてしまうために、吸引動作が行われず、吐出不良が発生してしまう場合があった
。
【００２８】
これとは反対に、図１１（ｂ）に示すように、記録媒体の最初に記録画像ｄｕｔｙの低い
パターンがが記録され、その記録媒体の最後の方に記録画像ｄｕｔｙの高いパターンが記
録された場合には、記録媒体全体にわたって均一の記録画像ｄｕｔｙをもったパターンが
記録された場合と比較して、その記録媒体への記録終了時における記録ヘッド温度が高め
に検知されてしまうために、吸引動作の回数が必要以上に増え、記録動作のスループット
が低下し、廃インク量が増加してしまう場合があった。
【００２９】

10

20

30

40

50

(6) JP 3884878 B2 2007.2.21



このような問題は記録媒体１頁中の記録において吸引回復動作を実行することで解決され
るが、この吸引回復動作が発生すると記録ヘッド内のインクの状態を変化するので、記録
媒体１頁の記録動作の途中で吸引回復動作を行うと、記録媒体上に記録された画像の色味
が変化してしまう弊害がある。従って、記録媒体１頁の記録途中での吸引回復動作を実行
させることが望ましくない。
【００３０】
このように、インクジェット記録装置における記録ヘッド温度に従う記録制御は容易では
ない。
【００３１】
本発明は、上記従来例に鑑みてなされたもので、記録ヘッドを最適な状態に維持しながら
、スループットの低下を最小限に抑え、さらに、廃インク量を増加させないことが可能な
インクジェット記録装置及び吸引回復制御方法を提供することを目的としている。
【００３２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため本発明の吸引回復制御方法は、以下のような工程からなる。
【００３３】
　即ち、インクジェット記録装置で用いる記録ヘッドの吸引回復を制御する吸引回復制御
方法であって、所定記録動作間隔における記録時間を計測する第１計測工程と、前記所定
記録動作間隔において前記記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる記録ド
ット数を計測する第２計測工程と、前記第１及び第２計測工程において夫々計測された記
録時間と記録ドット数とに基づいて、単位時間当たりの記録ドット数を算出する算出工程
と、前記算出工程において算出された単位時間当たりの記録ドット数が第１の範囲にある
とき前記第２計測工程において計測された記録ドット数の値が該計測値より小さくなるよ
うに、そして、前記算出工程において算出された単位時間当たりの記録ドット数が前記第
１の範囲より大きな値をもつ第２の範囲にあるとき前記第２計測工程において計測された
記録ドット数の値が該計測値より大きくなるように、前記第２計測工程において計測され
た記録ドット数を補正する補正工程と、前記補正工程において補正された記録ドット数の
累積値と第１の閾値とを比較する第１比較工程と、前記第１比較工程における比較結果に
従って、前記累積値が前記第１の閾値以上の場合に、前記記録ヘッドの吸引回復を行うよ
う制御する制御工程とを有することを特徴とする吸引回復制御方法を備える。
【００３４】
　ここで、前記制御工程は、前記所定記録動作間隔での記録が終了する度毎に、前記第１
比較工程における比較結果に従って、前記吸引回復の実行を制御することが望ましい。
【００３５】
さらに、前記インクジェット記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測す
る第３計測工程を含むと良い。
【００３６】
　この場合、記録媒体１頁分の記録が終了する度毎に、前記累積時間と第２の閾値を比較
し、さらに、その比較結果に従って、前記吸引回復の実行を制御することが望ましい。
【００３７】
なお、前記所定記録動作間隔は、記録媒体１頁分の記録動作間隔或いは記録ヘッド１走査
分の記録動作間隔であることが望ましい。
【００３９】
　また、前記制御工程では、前記第１比較工程において前記累積値が前記第１の閾値以上
と判断するか、或は前記第２比較工程において前記累積時間が前記第２の閾値以上と判断
するかの内、いずれか早い方のタイミングにおいて、前記吸引回復を実行するよう制御す
ると良い。
【００４０】
　また他の発明によれば、インクジェット記録装置で用いる記録ヘッドの吸引回復を制御
する吸引回復制御方法であって、所定記録領域毎に前記記録ヘッドからインク吐出を生じ
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させて記録がなされる記録ドット数を計測する第１計測工程と、前記第１計測工程におい
て計測された記録ドット数と前記所定記録領域に記録可能な総ドット数とに基づいて、前
記所定記録領域当たりの記録デューティを算出する算出工程と、前記算出工程において算
出された前記所定記録領域当たりの記録デューティが第１の範囲にあるとき前記第１計測
工程において計測された記録ドット数の値が該計測値より小さくなるように、そして、前
記算出工程において算出された前記所定記録領域当たりの記録デューティが前記第１の範
囲より大きな値をもつ第２の範囲にあるとき前記第１計測工程において計測された記録ド
ット数の値が該計測値より大きくなるように、第１計測工程において計測された記録ドッ
ト数を補正する補正工程と、前記補正工程において補正された記録ドット数の累積値と第
１の閾値を比較する第１比較工程と、前記第１比較工程における比較結果に従って、前記
累積値が前記第１の閾値以上の場合に、前記記録ヘッドの吸引回復を行うよう制御する制
御工程とを有することを特徴とする吸引回復制御方法を備える。
【００４１】
　ここで、前記制御工程は、前記所定記録領域への記録が終了する度毎に、前記第１比較
工程における比較結果に従って、前記記録ヘッドの吸引回復の実行を制御することが望ま
しい。
【００４２】
さらに、前記インクジェット記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測す
る第２計測工程を備えることが望ましい。
【００４３】
　その場合、前記所定記録領域への記録が終了する度毎に、さらに前記累積時間と第２の
閾値を比較し、前記制御工程は、さらに、その比較結果に従って、前記吸引回復の実行を
制御すると良い。
【００４４】
なお、前記所定記録領域は、前記記録ヘッド１走査によって記録がなされる領域であるこ
とが望ましい。
【００４５】
　さらに他の発明によれば、インクジェット記録ヘッドを用いて記録媒体に記録を行う記
録装置であって、前記インクジェット記録ヘッドの吸引回復を行う吸引回復手段と、所定
記録動作間隔における記録時間を計測する第１計測手段と、前記所定記録動作間隔におい
て前記インクジェット記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる記録ドット
数を計測する第２計測手段と、前記第１及び第２計測手段によって夫々計測された記録時
間と記録ドット数とに基づいて、単位時間当たりの記録ドット数を算出する算出手段と、
前記算出手段によって算出された単位時間当たりの記録ドット数が第１の範囲にあるとき
前記第２計測手段によって計測された記録ドット数の値が該計測値より小さくなるように
、そして、前記算出手段によって算出された単位時間当たりの記録ドット数が前記第１の
範囲より大きな値をもつ第２の範囲にあるとき前記第２計測手段によって計測された記録
ドット数の値が該計測値より大きくなるように、前記第２計測手段によって計測された記
録ドット数を補正する補正手段と、前記補正手段によって補正された記録ドット数の累積
値と第１の閾値とを比較する第１比較手段と、前記第１比較手段による比較結果に従って
、前記累積値が前記第１の閾値以上の場合に、前記吸引回復の動作を行うよう制御する制
御手段とを有することを特徴とする記録装置を備える。
【００４６】
　さらに、前記記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測する第３計測手
段をさらに有し、前記制御手段は、その累積時間をさらに考慮して、前記吸引回復の実行
を制御すると良い。
【００４７】
　またさらに他の発明によれば、インクジェット記録ヘッドを用いて記録媒体に記録を行
う記録装置であって、前記インクジェット記録ヘッドの吸引回復を行う吸引回復手段と、
所定記録領域毎に前記記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる記録ドット
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数を計測する第１計測手段と、前記第１計測手段によって計測された記録ドット数と前記
所定記録領域に記録可能な総ドット数とに基づいて、前記所定記録領域当たりの記録デュ
ーティを算出する算出手段と、前記算出手段によって算出された前記所定記録領域当たり
の記録デューティが第１の範囲にあるとき前記第１計測手段によって計測された記録ドッ
ト数の値が該計測値より小さくなるように、そして、前記算出手段によって算出された前
記所定記録領域当たりの記録デューティが前記第１の範囲より大きな値をもつ第２の範囲
にあるとき前記第１計測手段によって計測された記録ドット数の値が該計測値より大きく
なるように、前記第１計測手段によって計測された記録ドット数を補正する補正手段と、
前記補正手段によって補正された記録ドット数の累積値と第１の閾値を比較する第１比較
手段と、前記第１比較手段による比較結果に従って、前記累積値が前記第１の閾値以上の
場合に、前記記録ヘッドの吸引回復を行うよう制御する制御手段とを有することを特徴と
する記録装置を備える。
【００４８】
　さらに、前記記録装置に初めて電源が投入されてからの累積時間を計測する第２計測手
段をさらに有し、前記制御手段は、その累積時間をさらに考慮して、前記吸引回復の実行
を制御すると良い。
【００４９】
また、前記インクジェット記録ヘッドを往復走査する走査手段をさらに有する構成とする
場合、前記所定記録領域は、その走査手段によってインクジェット記録ヘッドが１走査す
るときに記録がなされる領域であると良い。
【００５０】
さて、以上の構成において言及した記録ヘッドは、熱エネルギーを利用してインクを吐出
するために、インクに与える熱エネルギーを発生するための電気熱変換体を備えているこ
とが望ましく、その電気熱変換体によって印加される熱エネルギーにより、インクに生ず
る膜沸騰を利用して吐出口よりインクを吐出させると良い。
【００５１】
以上の構成により本発明は、所定記録動作間隔における記録時間を計測し、その所定記録
動作間隔において記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる記録ドット数を
計測し、そのようにして、夫々計測された記録時間と記録ドット数とに基づいて、単位時
間当たりの記録ドット数を算出し、その算出された単位時間当たりの記録ドット数に基づ
いて、吸引回復のタイミングを決定して記録ヘッドの吸引回復を行うよう制御する。
【００５２】
また他の発明によれば、所定記録領域毎に記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録が
なされる記録ドット数を計測し、その計測された記録ドット数と所定記録領域に記録可能
な総ドット数とに基づいて、単位記録領域当たりの記録ドット数を算出し、その算出され
た単位記録領域当たりの記録ドット数に基づいて、吸引回復のタイミングを決定して記録
ヘッドの吸引回復を行うよう制御する。
【００５３】
【発明の実施の形態】
以下添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００５４】
なお、この実施形態では、記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）を以下のように定義している
。即ち、記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）とは単位記録範囲内におけるインク吐出を伴う
記録ドット数であり、例えば、Ａ４用紙に記録ヘッド１走査分（１行）の記録をする間の
実際のインク吐出回数のことを言う。この場合、この値は、単位記録範囲を構成する総ド
ット数に対する比率として表しても良い。
【００５５】
また、記録時間デューティ（ｄｕｔｙ）とはインク吐出を伴う記録ドット数をその記録ド
ット数を記録するのに要した記録時間で割ったものである。例えば、１００００個の記録
ドットをインク吐出によって記録させた場合に、その１００００個のドットを記録するの
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に要した時間で割ったものである。ここで、その記録に要した時間は、１個目のドットを
記録するのに記録ヘッドがインクを吐出してから、１００００個目のドットを記録するの
に記録ヘッドがインクを吐出させ終わるまでの時間でも良いし、また、記録装置が扱いや
すいタイミング、例えば給紙終了時から排紙開始時のようなものでも良い。前もってその
タイミングに合わせて、記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）と吐出不良の関係が明確になっ
ていれば良い。
【００５６】
＜第１実施形態＞
図１は、本発明の代表的な実施の形態であるインクジェットプリンタＩＪＲＡの構成の概
要を示す外観斜視図である。図１において、駆動モータ５０１３の正逆回転に連動して駆
動力伝達ギア５００９～５０１１を介して回転するリードスクリュー５００５の螺旋溝５
００４に対して係合するキャリッジＨＣはピン（不図示）を有し、ガイドレール５００３
に支持されて矢印ａ，ｂ方向を往復移動する。キャリッジＨＣには、記録ヘッドＩＪＨと
インクタンクＩＴとを内蔵した一体型インクジェットカートリッジＩＪＣが搭載されてい
る。５００２は紙押え板であり、キャリッジＨＣの移動方向に亙って記録用紙Ｐをプラテ
ン５０００に対して押圧する。５００７，５００８はフォトカプラで、キャリッジのレバ
ー５００６のこの域での存在を確認して、モータ５０１３の回転方向切り換え等を行うた
めのホームポジション検知器である。５０１６は記録ヘッドＩＪＨの前面をキャップする
キャップ部材５０２２を支持する部材で、５０１５はこのキャップ内を吸引する吸引器で
、キャップ内開口５０２３を介して記録ヘッドの吸引回復を行う。５０１７はクリーニン
グブレードで、５０１９はこのブレードを前後方向に移動可能にする部材であり、本体支
持板５０１８にこれらが支持されている。ブレードは、この形態でなく周知のクリーニン
グブレードが本例に適用できることは言うまでもない。又、５０２１は、吸引回復の吸引
を開始するためのレバーで、キャリッジと係合するカム５０２０の移動に伴って移動し、
駆動モータからの駆動力がクラッチ切り換え等の公知の伝達機構で移動制御される。
【００５７】
これらのキャッピング、クリーニング、吸引回復は、キャリッジがホームポジション側の
領域に来た時にリードスクリュー５００５の作用によってそれらの対応位置で所望の処理
が行えるように構成されているが、周知のタイミングで所望の動作を行うようにすれば、
本例にはいずれも適用できる。
【００５８】
＜制御構成の説明＞
次に、上述した装置の記録制御を実行するための制御構成について説明する。
【００５９】
図２はインクジェットプリンタＩＪＲＡの制御回路の構成を示すブロック図である。制御
回路を示す同図において、１７００は記録信号を入力するインタフェース、１７０１はＭ
ＰＵ、１７０２はＭＰＵ１７０１が実行する制御プログラムを格納するＲＯＭ、１７０３
は各種データ（上記記録信号やヘッドに供給される記録データ等）を保存しておくＤＲＡ
Ｍである。１７０４は記録ヘッドＩＪＨに対する記録データの供給制御を行うゲートアレ
イ（Ｇ．Ａ．）であり、インタフェース１７００、ＭＰＵ１７０１、ＲＡＭ１７０３間の
データ転送制御も行う。１７１０は記録ヘッドＩＪＨを搬送するためのキャリアモータ、
１７０９は記録紙搬送のための搬送モータである。１７０５は記録ヘッドＩＪＨを駆動す
るヘッドドライバ、１７０６，１７０７はそれぞれ搬送モータ１７０９、キャリアモータ
１７１０を駆動するためのモータドライバである。
【００６０】
上記制御構成の動作を説明すると、インタフェース１７００に記録信号が入るとゲートア
レイ１７０４とＭＰＵ１７０１との間で記録信号がプリント用の記録データに変換される
。そして、モータドライバ１７０６、１７０７が駆動されると共に、ヘッドドライバ１７
０５に送られた記録データに従って記録ヘッドＩＪＨが駆動され、記録が行われる。
【００６１】
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また、回復制御部１７０８は、ＭＰＵ１７０１からの制御のもと、キャップ５０２２を用
いた記録ヘッドＩＪＨの前面のキャッピング、クリーニングブレード５０１７による記録
ヘッドＩＪＨの前面の清浄、吸引器５０１５による記録ヘッドＩＪＨの吸引回復の動作な
ど一連の回復動作を制御する。
【００６２】
さて、ドットカウンタ１７１２では記録動作中に記録ヘッドＩＪＨからインクが吐出され
て記録が行われた記録ドット数を計数しており、その計数値が記録動作の進行に連れて回
復制御部１７０８に信号として出力される。
【００６３】
一方、タイムカウンタ１７１１ａは、記録時間をカウントし、そのカウント結果を回復制
御部１７０８に出力する。さらに、タイムカウンタ１７１１ｂは、インクジェットプリン
タＩＪＲＡに初めて電源が投入された時点からのインクジェット記録装置の放置時間をカ
ウントし、そのカウント結果を回復制御部１７０８に出力する。
【００６４】
回復制御部１７０８では、タイムカウンタ１７１１ａから得られるカウント結果、タイム
カウンタ１７１１ｂから得られるカウント結果、ドットカウンタ１７１２から得られる記
録ドット数に基づいて、吸引器５０１５とＭＰＵ１７０１に吸引動作命令を送る。
【００６５】
なお、上述のように、インクタンクＩＴと記録ヘッドＩＪＨとは一体的に形成されて交換
可能なインクカートリッジＩＪＣを構成しても良いが、これらインクタンクＩＴと記録ヘ
ッドＩＪＨとを分離可能に構成して、インクがなくなったときにインクタンクＩＴだけを
交換できるようにしても良い。
【００６６】
図３は、インクタンクとヘッドとが分離可能なインクカートリッジＩＪＣの構成を示す外
観斜視図である。インクカートリッジＩＪＣは、図３に示すように、境界線Ｋの位置でイ
ンクタンクＩＴと記録ヘッドＩＪＨとが分離可能である。インクカートリッジＩＪＣには
これがキャリッジＨＣに搭載されたときには、キャリッジＨＣ側から供給される電気信号
を受け取るための電極（不図示）が設けられており、この電気信号によって、前述のよう
に記録ヘッドＩＪＨが駆動されてインクが吐出される。
【００６７】
なお、図３において、５００はインク吐出口列である。また、インクタンクＩＴにはイン
クを保持するために繊維質状もしくは多孔質状のインク吸収体が設けられており、そのイ
ンク吸収体によってインクが保持される。
【００６８】
次に、上述した記録ヘッドＩＪＨについて図４を参照して説明する。
【００６９】
図４は、図１に示したインクジェットカートリッジＩＪＣを構成する記録ヘッドＩＪＨの
要部斜視図である。
【００７０】
記録ヘッドＩＪＨは、図４に示すように、記録紙Ｐ（図１参照）と所定の間隔をおいて対
面する吐出口面１ａに、所定のピッチで複数の吐出口１ｂが形成されている。図４におい
て、４は電気熱変換素子１ｅおよびインク供給口１ｆを備える基板であり、長溝状の貫通
口からなるインク供給口１ｆの長手方向の両側に吐出エネルギー発生素子である電気熱変
換素子１がそれぞれ１列ずつ千鳥状に配列されており、共通液室１ｃと各吐出口１ｂは各
液路１ｄで連通されている。
【００７１】
また、共通液室１ｃは、インクジェットカートリッジＩＪＣのインクタンクＩＴと連通し
ており、共通液室１ｃにはインクタンクＩＴからインクが供給される構成となっている。
インクタンクＩＴから共通液室１ｃに供給されて一時的に貯えられたインクは、毛管現象
により液路１ｄに侵入し、吐出口１ｂでメニスカスを形成して液路１ｄを満たした状態を
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保つ。
【００７２】
このとき、電極（不図示）を介して電気熱変換素子１ｅが通電されて発熱すると、電気熱
変換素子１ｅ上のインクが急激に加熱されて液路１ｄ内に気泡が発生し、この気泡の膨張
により吐出口１ｂからインクが吐出される。
【００７３】
なお、この実施形態において、記録ヘッドＩＪＨに形成される吐出口１ｂの数は２５６個
であり、インクジェットプリンタＩＪＲＡは、最大Ａ３サイズの記録紙に対して記録が可
能であり、その記録解像度は１２００ＤＰＩで、駆動周波数は１０ｋＨｚである。
【００７４】
次に、以上のような構成のインクジェットプリンタＩＪＲＡの吸引動作制御手順について
図５に示すフローチャートを参照して説明する。
【００７５】
まず、ステップＳ１０１では、インクジェットプリンタＩＪＲＡに初めて電源が投入され
たかどうかを調べ、それが初めての電源投入であれば、処理はステップＳ１０２に進み、
タイムカウンタ１７１１ｂによる放置時間（ｔ２）のカウントを開始する。このカウント
はインクジェットプリンタＩＪＲＡの電源供給が切断されても続行される。その後、処理
はステップＳ１０３へと進む。これに対して、それが初めての電源投入ではないなら、処
理はステップＳ１０２をスキップしてそのままステップＳ１０３へと進む。
【００７６】
ステップＳ１０３では、電源投入後、カウントされた放置時間（ｔ２）と吸引放置時間閾
値（ｔ２ th）を比較する。吸引放置時間閾値（ｔ２ th）は、前もって記録ヘッドに吐出不
良が発生するまでのインクジェットプリンタの放置時間を検討することにより求めておき
、ＲＯＭ１７０２に設定しておく。
【００７７】
ここで、ｔ２≧ｔ２ thである場合には、処理はステップＳ１１６に進む。ステップＳ１１
６以降の処理については後述する。、
これに対して、ｔ２＜ｔ２ thとである場合には、処理はステップＳ１０４に進み、タイム
カウンタ１７１１ａによる記録時間の計測値（ｔ１）を初期化し、さらに、ステップＳ１
０５ではドットカウンタ１７１２による記録ドット数のカウント値（Ｘ）を初期化する。
次に、ステップＳ１０６では記録動作が開始されるかどうかを調べ、開始されないのであ
れば処理はステップＳ１０３に戻り、開始されるのであれば、処理はステップＳ１０７に
進む。
【００７８】
ステップＳ１０７では、記録開始と同時にタイムカウンタ１７１１ａによる記録時間（ｔ
１）のカウントを開始し、さらに、ステップＳ１０８では、ドットカウンタ１７１２によ
り記録ドット数（Ｘ）のカウントを開始する。なお、この実施形態では、記録時間（ｔ１
）のカウントを開始する具体的なタイミングは、インクジェットプリンタＩＪＲＡへの記
録用紙の給紙が終了した時点である。
【００７９】
次に、処理はステップＳ１０９において、記録用紙１枚分の記録の終了を待ち合わせ、そ
の記録が終了すると、処理はステップＳ１１０に進み、タイムカウンタ１７１１ａによる
記録時間（ｔ１）のカウントを終了する。そして、ステップＳ１１１では、式（１）に従
って記録時間デューティ（ｄｕｔｙ）を計算する。
【００８０】
Ｘ／ｔ１　…（１）
さらに、ステップＳ１１１では、計算された記録時間デューティ（ｄｕｔｙ）の値（Ｘ／
ｔ１）に基づいて、表１に示すテーブルを参照して補正係数（α）を求める。補正係数（
α）は、前もって検討により求めておいたものである。具体的には、式（１）より求まる
種々の（Ｘ／ｔ１）の値に対して、補正係数（α）を求めるために、記録画像デューティ
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（ｄｕｔｙ）を変化させたり、記録パターンを記録用紙の前半に偏らせて記録するなどし
てもとめる。この実施形態では、図１０に示したように、単位時間あたりの記録ドット数
と吐出不良との関係に基づき、補正係数（α）と以下に説明する補正記録ドットカウント
値（Ｙ）の閾値（Ｙ th）を決めている。
【００８１】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次に、ステップＳ１１２では、補正記録ドットカウント値（Ｙ）を補正係数（α）により
重み付けし、式（２）に従って求める。
【００８２】
Ｙ＝Ｙ＋Ｘ＋αＸ　…（２）
ステップＳ１１３では、補正記録ドットカウント値（Ｙ）とその閾値（Ｙ th）を比較する
。ここで、Ｙ≧Ｙ thである場合には処理はステップＳ１１６に進む。これに対して、Ｙ＜
Ｙ thである場合には、処理はステップＳ１１４に進み、放置時間（ｔ２）と吸引放置時間
閾値（ｔ２ th）を比較する。ここで、ｔ２≧ｔ２ thである場合には、処理はステップＳ１
１６に進む。これに対して、ｔ２＜ｔ２ thである場合には、処理はステップＳ１１５に進
み、記録動作を終了するかどうかを調べる。ここで、次に記録するデータが存在しない場
合は、記録動作を終了し、まだ未記録データが存在する場合には、処理はステップＳ１０
３に戻り、上述した処理をデータが存在しなくなるまで繰り返す。
【００８３】
さて、ステップＳ１１６では、回復制御部１７０８から吸引動作命令をＭＰＵ１７０１と
吸引器５０１５に送る。一方、ＭＰＵ１７０１はステップＳ１１６において、吸引動作命
令を受信すると、記録動作を中断し、キャリアモータ１７１０を駆動して記録ヘッドＩＪ
Ｈを搭載したキャリッジＨＣをキャップ５０２２に対向する位置に移動させて吸引動作に
備えるよう制御するとともに、キャップ５０２２により記録ヘッドＩＪＨの吐出口面をキ
ャッピングするよう制御する。そして、回復制御部１７０８はＭＰＵ１７０１と連携をと
りながら、吸引器５０１５を動作せて吸引動作を行う。
【００８４】
その後、処理はステップＳ１１７に進み、これまでにカウントされた放置時間（ｔ２）と
補正記録ドットカウント値（Ｙ）の値を初期化する。その後、処理はステップＳ１１５に
戻る。
【００８５】
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従って以上説明した実施形態によれば、吸引動作が必要であるかどうかを、記録用紙１枚
分の記録が終了するたび毎に、単位記録時間当たりの記録ドット数によって補正された記
録ドット数および放置時間に従って決定するので、記録ヘッドを最適な状態に保つための
吸引動作の回数が必要最小限の回数ですみ、記録ヘッドを最適な状態に保ちつつ、インク
ジェットプリンタのスループットの低下を最小限に抑えることができる。また、吸引動作
の回数を必要最小限に抑えることで廃インク量を抑えることができ、インク消費量の削減
や運用コストの削減にも資することができる。
【００８６】
なお、この実施形態では、表１に示すような補正係数（α）を用いたが、補正係数は、記
録ヘッドの共通液室容積、吐出ノズル数、放熱設計等により変わるものであり、また、記
録ヘッドの動作を制御するときの駆動周波数等により変わるものであるので、基本的には
各インクジェットプリンタの仕様に依存したものとなる。従って、本発明はこの実施形態
で示した補正係数によって限定されるものではない。
【００８７】
また、この実施形態では記録時間（ｔ２）のカウントを開始する具体的なタイミングをイ
ンクジェットプリンタへの記録用紙の給紙が終了した時点としたが、本発明はこれによっ
て限定されるものではなく、例えば、キャリッジＨＣが主走査方向に移動を開始する時点
にする等、記録装置の構成に沿った別のタイミングでもかまわない。
【００８８】
さらに、この実施形態では説明しなかったが、記録ヘッドの温度がある一定温度より低い
状態でのみ記録を許可する制御（昇温検知）をインクジェットプリンタが採用していても
よい。
【００８９】
またさらに、この実施形態では、各カウンタ値の比較結果に基づいて吸引動作を行なうよ
うに制御する例について説明したが、本発明はこれによって限定されるものではない。例
えば、装置への電源投入後に必ず吸引動作を実行し、放置中に粘度の増した或いは固着し
たインクを取り除くようにしてもよい。
【００９０】
またさらに、図５に示したフローチャートの処理では、記録用紙１枚分の記録が終了する
たびに（Ｘ／ｔ１）の値を求めたが、本発明はこれによって限定されるものではない。例
えば、図６のステップＳ１０９ａに示すように、記録ヘッド１走査分の記録（即ち、１行
分）が終了するたびごとに（Ｘ／ｔ１）の値を求め、記録ドット数の補正を記録一行終了
毎に行うように制御しても良い。この場合には、カウントされる記録時間（ｔ１）は、記
録ヘッドを搭載したキャリッジが１行分の記録を終了した行末から次の行末までの時間で
よい。このため、図６に示すフローチャートにはこのような制御を行うために、ステップ
Ｓ１１２ａの処理が追加されている。
【００９１】
なお、図６に示すフローチャートでは、ステップＳ１０９ａとＳ１１２ａの処理以外の処
理は図５に示した処理と共通であるので、それらの共通した処理については同じステップ
参照番号を付し、その説明は省略する。
【００９２】
またさらに、放置中の記録ヘッド内での気泡の成長が少ない場合には、インクジェットプ
リンタＩＪＲＡの制御回路からタイムカウンタ１７１１ｂを除き、放置時間（ｔ２）の測
定をしないようにすることも可能である。その場合、図５に示したフローチャートの処理
は、図７のフローチャートに示すように、放置時間（ｔ２）に関連した処理の除かれた処
理構成となる。即ち、その処理では、吸引動作のタイミングは、記録時間デューティ（ｄ
ｕｔｙ）から求められる構成となる。
【００９３】
＜第２実施形態＞
ここでは、第１実施形態のインクジェットプリンタの制御回路の構成に比較して、１つの
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タイムカウンタを用いない構成の制御回路を用いた例について説明する。
【００９４】
図８はインクジェットプリンタＩＪＲＡの制御回路の構成を示すブロック図である。この
制御回路の構成は、上述のように図２に示した構成と比較して、タイムカウンタ１７１１
ａがないだけであるので、図２に示したのと同じ構成要素には同じ参照番号を付し、その
説明は省略する。つまり、この実施形態では、記録時間（ｔ１）についての測定は行わな
い。
【００９５】
次に、図９に示すフローチャートを参照して、この実施形態に従う吸引動作制御について
説明する。なお、図９に示すフローチャートは、図５に示したフローチャートと比較して
、共通の処理ステップが多く含まれている。従って、その共通の処理ステップには同じス
テップ参照番号を付し、その説明は省略する。ここでは、この実施形態に特徴的な処理ス
テップについてのみ説明する。
【００９６】
図５に示したタイムカウンタ１７１１ａの初期化を行うステップＳ１０４の処理とタイム
カウンタ１７１１ａによる記録時間（ｔ１）のカウント開始処理を行うステップＳ１０７
の処理を除き、ステップＳ１０１～Ｓ１０８の処理は、第１実施形態と同様に実行される
。
【００９７】
その後、処理はステップＳ１０９Ａにおいて、記録ヘッドＩＪＨの１走査分の記録（即ち
、１行分の記録）の完了を待ち合わせ、その記録が完了したなら、処理はステップＳ１１
０Ａに進む。
【００９８】
ステップＳ１１０Ａでは、式（３）に従って、記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）を計算す
る。
【００９９】
Ｘ／ Xa11　…（３）
ここで、 Xa11は、１００％の画像記録デューティ（ｄｕｔｙ）で記録がなされた場合のド
ット数、即ち、単位記録範囲（記録ヘッドＩＪＨによる１走査範囲）を構成する総ドット
数である。
【０１００】
次に、ステップＳ１１１Ａでは、得られた記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）をキーとして
、表１に示したテーブルと類似した記録画像デューティ（ｄｕｔｙ）の種々の値とその各
々の値に対応した補正係数（α）との関係を示したテーブルを検索して補正係数（α）を
求める。この補正係数（α）は、第１実施形態の場合と同様に、記録画像デューティ（ｄ
ｕｔｙ）を変えたり、記録パターンを記録用紙の前半に偏らせて記録させるなどして前も
って検討により求めておいたものである。
【０１０１】
この処理後、第１実施形態と同様に、ステップＳ１１３～Ｓ１１７の処理を実行する。
【０１０２】
従って以上説明した実施形態に従えば、記録ヘッドによる１走査分の記録動作が終了する
たび毎に吸引動作が必要かどうかを、単位記録範囲当たりの記録ドット数、即ち、記録画
像デューティに従って補正した記録ドット数と、放置時間とに従って決定するので、記録
ヘッドを最適な状態に保つための吸引動作の回数が必要最小限の回数ですみ、記録ヘッド
を最適な状態に保ちつつ、インクジェットプリンタのスループットの低下を最小限に抑え
ることができる。また、吸引動作の回数を必要最小限に抑えることで廃インク量を抑える
ことができ、インク消費量の削減や運用コストの削減にも資することができる。
【０１０３】
しかしながら、画像記録動作中に、画像データによる転送の動作待機が発生したり、昇温
検知等により記録が待機状態になる場合には、記録時間デューティ（ｄｕｔｙ）により記
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録ドット数を補正する方が好ましい。
【０１０４】
なお、以上の実施形態において、記録ヘッドから吐出される液滴はインクであるとして説
明し、さらにインクタンクに収容される液体はインクであるとして説明したが、その収容
物はインクに限定されるものではない。例えば、記録画像の定着性や耐水性を高めたり、
その画像品質を高めたりするために記録媒体に対して吐出される処理液のようなものがイ
ンクタンクに収容されていても良い。
【０１０５】
以上の実施形態は、特にインクジェット記録方式の中でも、インク吐出を行わせるために
利用されるエネルギーとして熱エネルギーを発生する手段（例えば電気熱変換体やレーザ
光等）を備え、前記熱エネルギーによりインクの状態変化を生起させる方式を用いること
により記録の高密度化、高精細化が達成できる。
【０１０６】
その代表的な構成や原理については、例えば、米国特許第４７２３１２９号明細書、同第
４７４０７９６号明細書に開示されている基本的な原理を用いて行うものが好ましい。こ
の方式はいわゆるオンデマンド型、コンティニュアス型のいずれにも適用可能であるが、
特に、オンデマンド型の場合には、液体（インク）が保持されているシートや液路に対応
して配置されている電気熱変換体に、記録情報に対応していて膜沸騰を越える急速な温度
上昇を与える少なくとも１つの駆動信号を印加することによって、電気熱変換体に熱エネ
ルギーを発生せしめ、記録ヘッドの熱作用面に膜沸騰を生じさせて、結果的にこの駆動信
号に１対１で対応した液体（インク）内の気泡を形成できるので有効である。この気泡の
成長、収縮により吐出用開口を介して液体（インク）を吐出させて、少なくとも１つの滴
を形成する。この駆動信号をパルス形状をすると、即時適切に気泡の成長収縮が行われる
ので、特に応答性に優れた液体（インク）の吐出が達成でき、より好ましい。
【０１０７】
このパルス形状の駆動信号としては、米国特許第４４６３３５９号明細書、同第４３４５
２６２号明細書に記載されているようなものが適している。なお、上記熱作用面の温度上
昇率に関する発明の米国特許第４３１３１２４号明細書に記載されている条件を採用する
と、さらに優れた記録を行うことができる。
【０１０８】
記録ヘッドの構成としては、上述の各明細書に開示されているような吐出口、液路、電気
熱変換体の組み合わせ構成（直線状液流路または直角液流路）の他に熱作用面が屈曲する
領域に配置されている構成を開示する米国特許第４５５８３３３号明細書、米国特許第４
４５９６００号明細書を用いた構成も本発明に含まれるものである。加えて、複数の電気
熱変換体に対して、共通するスロットを電気熱変換体の吐出部とする構成を開示する特開
昭５９－１２３６７０号公報や熱エネルギーの圧力波を吸収する開口を吐出部に対応させ
る構成を開示する特開昭５９－１３８４６１号公報に基づいた構成としても良い。
【０１０９】
さらに、記録装置が記録できる最大記録媒体の幅に対応した長さを有するフルラインタイ
プの記録ヘッドとしては、上述した明細書に開示されているような複数記録ヘッドの組み
合わせによってその長さを満たす構成や、一体的に形成された１個の記録ヘッドとしての
構成のいずれでもよい。
【０１１０】
加えて、上記の実施形態で説明した記録ヘッド自体に一体的にインクタンクが設けられた
カートリッジタイプの記録ヘッドのみならず、装置本体に装着されることで、装置本体と
の電気的な接続や装置本体からのインクの供給が可能になる交換自在のチップタイプの記
録ヘッドを用いてもよい。
【０１１１】
また、以上説明した記録装置の構成に、記録ヘッドに対する回復手段、予備的な手段等を
付加することは記録動作を一層安定にできるので好ましいものである。これらを具体的に
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挙げれば、記録ヘッドに対してのキャッピング手段、クリーニング手段、加圧あるいは吸
引手段、電気熱変換体あるいはこれとは別の加熱素子あるいはこれらの組み合わせによる
予備加熱手段などがある。また、記録とは別の吐出を行う予備吐出モードを備えることも
安定した記録を行うために有効である。
【０１１２】
さらに、記録装置の記録モードとしては黒色等の主流色のみの記録モードだけではなく、
記録ヘッドを一体的に構成するか複数個の組み合わせによってでも良いが、異なる色の複
色カラー、または混色によるフルカラーの少なくとも１つを備えた装置とすることもでき
る。
【０１１３】
以上説明した実施の形態においては、インクが液体であることを前提として説明している
が、室温やそれ以下で固化するインクであっても、室温で軟化もしくは液化するものを用
いても良く、あるいはインクジェット方式ではインク自体を３０°Ｃ以上７０°Ｃ以下の
範囲内で温度調整を行ってインクの粘性を安定吐出範囲にあるように温度制御するものが
一般的であるから、使用記録信号付与時にインクが液状をなすものであればよい。
【０１１４】
加えて、積極的に熱エネルギーによる昇温をインクの固形状態から液体状態への状態変化
のエネルギーとして使用せしめることで積極的に防止するため、またはインクの蒸発を防
止するため、放置状態で固化し加熱によって液化するインクを用いても良い。いずれにし
ても熱エネルギーの記録信号に応じた付与によってインクが液化し、液状インクが吐出さ
れるものや、記録媒体に到達する時点では既に固化し始めるもの等のような、熱エネルギ
ーの付与によって初めて液化する性質のインクを使用する場合も本発明は適用可能である
。このような場合インクは、特開昭５４－５６８４７号公報あるいは特開昭６０－７１２
６０号公報に記載されるような、多孔質シート凹部または貫通孔に液状または固形物とし
て保持された状態で、電気熱変換体に対して対向するような形態としてもよい。本発明に
おいては、上述した各インクに対して最も有効なものは、上述した膜沸騰方式を実行する
ものである。
【０１１５】
さらに加えて、本発明に係る記録装置の形態としては、コンピュータ等の情報処理機器の
画像出力端末として一体または別体に設けられるものの他、リーダ等と組み合わせた複写
装置、さらには送受信機能を有するファクシミリ装置の形態を取るものであっても良い。
【０１１６】
なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ，インタフェース機器，リーダ
，プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例え
ば、複写機，ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【０１１７】
また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読
出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
【０１１８】
この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【０１１９】
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピディスク，ハー
ドディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，磁気テープ，不揮
発性のメモリカード，ＲＯＭなどを用いることができる。
【０１２０】
また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形
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態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【０１２１】
さらに、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡
張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、
そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の
機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１２２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、所定記録動作間隔における記録時間を計測し、その
所定記録動作間隔において記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる記録ド
ット数を計測し、そのようにして、夫々計測された記録時間と記録ドット数とに基づいて
、単位時間当たりの記録ドット数を算出し、その算出された単位時間当たりの記録ドット
数に基づいて、吸引回復のタイミングを決定して記録ヘッドの吸引回復を行うよう制御し
たり、或いは、所定記録領域毎に記録ヘッドからインク吐出を生じさせて記録がなされる
記録ドット数を計測し、その計測された記録ドット数と所定記録領域に記録可能な総ドッ
ト数とに基づいて、単位記録領域当たりの記録ドット数を算出し、その算出された単位記
録領域当たりの記録ドット数に基づいて、吸引回復のタイミングを決定して記録ヘッドの
吸引回復を行うよう制御するので、その時点時点での実際の記録動作が用いている記録ヘ
ッドに対する影響を考慮して、記録ヘッドの吸引回復のタイミングを定めることができる
。
【０１２３】
従って、例えば、記録ヘッドの温度特性などが個々にばらついたとしても、そのような特
性に左右されず、正確に吸引回復タイミングを定めることができるという効果がある。こ
れにより、必要最小限の吸引回復動作を実行することで記録ヘッドを最適な状態に維持さ
れ、記録動作におけるスループットの低下を最小限に抑え、さらに、吸引回復動作に伴う
廃インク量を増加させないことが可能となる。
【０１２４】
さらに、記録ヘッドの温度検知機能を備えた構成の記録装置においても、例えば、その温
度検知精度や、記録データやその記録パターンがその温度検知に影響を与え、その結果、
記録ヘッドの吸引回復のタイミングに悪影響を及ぼすといったことが防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の代表的な実施の形態であるインクジェットプリンタＩＪＲＡの構成の概
要を示す外観斜視図である。
【図２】第１実施形態に従うインクジェットプリンタＩＪＲＡの制御回路の構成を示すブ
ロック図である。
【図３】インクタンクとヘッドとが分離可能なインクカートリッジＩＪＣの構成を示す外
観斜視図である。
【図４】図１に示したインクジェットカートリッジＩＪＣを構成する記録ヘッドＩＪＨの
要部斜視図である。
【図５】第１実施形態に従う吸引動作制御手順を示すフローチャートである。
【図６】第１実施形態の変形例に従う吸引動作制御手順を示すフローチャートである。
【図７】第１実施形態の別の変形例に従う吸引動作制御手順を示すフローチャートである
。
【図８】第２実施形態に従うインクジェットプリンタＩＪＲＡの制御回路の構成を示すブ
ロック図である。
【図９】第２実施形態に従う吸引動作制御手順を示すフローチャートである。
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【図１０】吐出不良が発生時におけるそれまでの記録ヘッドによる記録行数と記録時間デ
ューティ（ｄｕｔｙ）との関係を示す図である。
【図１１】記録媒体１頁中で記録デューティが大きく変化する記録パターンの例を示す図
である。
【符号の説明】
１７００　インタフェース
１７０１　ＭＰＵ
１７０２　ＲＯＭ
１７０３　ＤＲＡＭ
１７０４　ゲートアレイ（Ｇ．Ａ．）
１７０５　ヘッドドライバ
１７０６、１７０７　モータドライバ
１７０８　回復制御部
１７０９　搬送モータ
１７１０　キャリアモータ
１７１１ａ、１７１１ｂ　タイムカウンタ
１７１２　ドットカウンタ
５０１５　吸引器
５０１７　クリーニングブレード
５０２２　キャップ
ＩＪＣ　インクカートリッジ
ＩＪＨ　記録ヘッド
ＩＴ　インクタンク
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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