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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のインク吐出口が配列されて色材インクを吐出する色材インク用の記録ヘッドと、
複数のインク吐出口が配列されてプリント性向上インクを吐出するプリント性向上インク
用の記録ヘッドとを用い、これら記録ヘッドから色材インクおよびプリント性向上インク
を記録媒体に吐出して、入力される画像データに応じた画像を記録媒体上に形成するイン
クジェットプリント方法において、
　前記色材インク用の記録ヘッドの複数のインク吐出口のうち吐出状態の劣化した異常イ
ンク吐出口を特定する第１ステップと、
　該特定された前記異常インク吐出口を除くインク吐出口に関する画像データに基づき前
記プリント性向上インクを付与するためのデータを生成するとともに、前記特定された前
記異常インク吐出口に隣接するインク吐出口に関する画像データがドットの記録を示すデ
ータであることに基づき、前記異常インク吐出口に対応して記録されるラインの中の前記
プリント性向上インクを付与するデータを生成して前記プリント性向上インクを付与する
第２ステップと、
からなり、前記異常インク吐出口を除くインク吐出口に関する画像データと、前記第２ス
テップで生成した前記プリント性向上インクを付与するためのデータとに基づいて、記録
媒体上にインクとプリント性向上インクを付与して記録を行うことを特徴とするインクジ
ェットプリント方法。
【請求項２】
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　前記第２のステップでは、前記異常インク吐出口の近傍のインク吐出口に関する画像デ
ータに基づき前記異常インク吐出口に対応して記録されるラインおよび該ラインの前後の
各少なくとも１つのラインにおける前記プリント性向上インクを付与するドットを選択し
、該選択したドットに前記プリント性向上インクを付与することを特徴とする請求項１に
記載のインクジェットプリント方法。
【請求項３】
　前記第２のステップでは、前記異常インク吐出口の近傍のインク吐出口に関する画像デ
ータに基づき、主走査方向の位置が前記色材インク用の記録ヘッドによる記録ドットと対
応する前記プリント性向上インク用の記録ヘッドによる記録ドットを選択し、該選択した
ドットに前記プリント性向上インクを付与することを特徴とする請求項１または２に記載
のインクジェットプリント方法。
【請求項４】
　前記第２のステップでは、前記異常インク吐出口の近傍のインク吐出口に関する画像デ
ータに基づき、前記色材インク用の記録ヘッドによる記録ドットと主走査方向の位置が対
応する前記プリント性向上インク用の記録ヘッドによる第１の記録ドットおよび該第１の
記録ドットと主走査方向に隣接する複数の第２の記録ドットを選択し、該選択したドット
に前記プリント性向上インクを付与することを特徴とする請求項１または２に記載のイン
クジェットプリント方法。
【請求項５】
　前記色材インクの種類、前記プリント性向上インクの種類、および前記記録媒体の種類
に応じて前記プリント性向上インクの付与形態を異ならせることを特徴とする請求項１乃
至４のいずれかに記載のインクジェットプリント方法。
【請求項６】
　前記記録媒体上の所定の領域に対して前記色材記録ヘッドを複数回走査させることによ
り前記所定の領域に対する画像形成を行うマルチパス印字が行う場合、前記色材インク用
の記録ヘッドによる記録ドットの印字とこれに接触させようとする前記プリント性向上イ
ンク用の記録ヘッドによる記録ドットの印字とを同一の走査において行うことを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれかに記載のインクジェットプリント方法。
【請求項７】
　前記色材インク用の記録ヘッドによる記録ドットの印字とこれに接触させようとする前
記プリント性向上インク用の記録ヘッドによる記録ドットの印字とは予め設定された所定
の時間の間に行われることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載のインクジェッ
トプリント方法。
【請求項８】
　前記第１のステップは、前記色材インク用の記録ヘッドの各インク吐出口から前記記録
媒体にインクを吐出させて記録媒体上に所定の記録パターンを形成するステップと、形成
した前記所定の記録パターンを読み取ることに基づいて前記異常インク吐出口を特定する
ステップと、からなることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載のインクジェッ
トプリント方法。
【請求項９】
　前記色材インク用の記録ヘッド、および前記プリント性向上インク用の記録ヘッドは、
インクに熱を付与することで気泡を発生させ該気泡の発生に基づきインクを吐出させるこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載のインクジェットプリント方法。
【請求項１０】
　複数のインク吐出口が配列されて色材インクを吐出する色材インク用の記録ヘッドと、
複数のインク吐出口が配列されてプリント性向上インクを吐出するプリント性向上インク
用の記録ヘッドとを用い、これら記録ヘッドから色材インクおよびプリント性向上インク
を記録媒体に吐出して、入力される画像データに応じた画像を記録媒体上に形成するイン
クジェットプリント装置において、
　前記色材インク用の記録ヘッドの複数のインク吐出口のうち吐出状態の劣化した異常イ
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ンク吐出口を特定する特定手段と、
　該特定された前記異常インク吐出口を除くインク吐出口に関する画像データに基づき前
記プリント性向上インクを付与するためのデータを生成するとともに、前記特定された前
記異常インク吐出口に隣接するインク吐出口に関する画像データがドットの記録を示すデ
ータであることに基づき、前記異常インク吐出口に対応して記録されるラインの中の前記
プリント性向上インクを付与するデータを生成して前記プリント性向上インクを付与する
制御手段と、
　からなり、前記異常インク吐出口を除くインク吐出口に関する画像データと、前記制御
手段で生成した前記プリント性向上インクを付与するためのデータとに基づいて、記録媒
体上にインクとプリント性向上インクを付与して記録を行うことを特徴とするインクジェ
ットプリント装置。
【請求項１１】
　前記特定手段は、前記色材インク用の記録ヘッドの各インク吐出口から前記記録媒体に
インクを吐出させて記録媒体上に形成した所定の記録パターンを読取った結果に基づいて
、前記異常インク吐出口を特定することを特徴とする請求項１０に記載のインクジェット
プリント装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のインク吐出口を配列して成る記録ヘッドを用い、色材を含有する色材イ
ンクとプリント性を向上するための液体（以下プリント性向上インクという）とを用いて
記録媒体上に画像記録を行うインクジェットプリント方法および装置に関する。本発明は
、紙や布、革、不織布、ＯＨＰ用紙等、さらには金属などの記録媒体を用いる機器すべて
に適用可能である。具体的な適用機器としては、プリンタ、複写機、ファクシミリ等の事
務機器や工業用生産機器等を挙げることができる。
【０００２】
【従来の技術】
複写装置や、ワードプロセッサ、コンピュータ等の情報処理機器、さらには通信機器の普
及に伴い、それらの機器の画像形成（記録）のための出力装置の一つであるインクジェッ
ト記録装置が急速に普及している。
【０００３】
このようなインクジェット記録装置においては、記録ヘッドとしては、記録速度の向上の
ために複数のインク吐出ノズルが集積配列され、かつインク吐出口およびインク液路が複
数集積されたものが用いられている。さらに近年ではカラー対応が進むにつれ、複数個の
記録ヘッドを備えたものも多くある。
【０００４】
インクジェット記録方式は、記録液であるインクを飛翔させて紙等の記録媒体に着弾させ
てドット記録を行うもので、非接触方式であるために低騒音である。また、インク吐出ノ
ズルの高密度化によって高解像度化・高速記録化が可能であり、さらに普通紙等の記録媒
体に対しても現象や定着などの格別な処理を要せず、低価格で高品位な画像を得ることが
可能であることから、近年ではその用途が広く普及しつつある。
【０００５】
特に、オンデマンド型のインクジェット記録装置はそのカラー化が容易で、しかも装置自
体の小型化、簡略化が可能なことから、将来の広範な需要について有望視されている。ま
た、上述のようなカラー化の普及につれて、高画質化と高速化が益々要求されている。
【０００６】
このようなインクジェット記録方式においては、記録媒体上の色材ドットの状態を改善し
画品位を高める作用すなわちプリント性を向上する作用を持つプリント性向上インクを用
いた手法が提案されている。このプリント性向上インクは、色材インク中の色材を不溶化
させる化合物を含む無色または淡色の液体であり、記録媒体上で色材インクと混合および
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／または反応させることにより、耐水性や耐候性等を向上させて信頼性の高い画質を得る
とともに、フェザリングや色間のブリードを少なくしてプリント濃度の高い高画質を得る
ために用いる。
【０００７】
【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方式においては、上記プリント性向上インクを
用いた場合でも、つぎのような課題がある。
【０００８】
複数のインク吐出ノズルを集積配列してなる記録ヘッドを用いる場合、ある一つまたは複
数の吐出ノズルが目詰まりを起こしたり、あるいは何らかの原因で駆動できなくなったと
きには、このような吐出ノズルからはインクを吐出させることができず、印字すべきドッ
トが記録媒体上で印字できなくなり、結果的に主走査方向に延びる白スジが画像上に発生
して、画品位を著しく低下させる。
【０００９】
また、その吐出状態が他の正常なノズルの吐出状態と著しく異なる不良ノズルが何らかの
原因によって生じた場合にも、白スジあるいは濃度の不均一によるスジが画像上に発生し
、これもまた画品位を著しく損なっていた。
【００１０】
このようなスジは特に、マルチパス印字を行わない場合、あるいは少ないパス数のマルチ
パス印字の際に顕著である。
【００１１】
そこで従来は、このような不吐出あるいは不良ノズルが発生した場合には、ノズルのクリ
ーニング機構によって不吐出、不良ノズルの回復を試みたりしていた。また、複数のパス
で１ラインの印字を完成するマルチパス印字方法を用いる場合には、相互補完するノズル
で不吐出、不良ノズルの代替を行うなどの手法を用いていた。
【００１２】
しかしながら、マルチパス印字方式では、紙送り量を使用ノズルの１／ｎにし、主走査時
に１／ｎに相補的に間引いたデータでｎ回印字することで、１ラスタラインを複数（ｎ個
）のノズルを用いて印字するので、印字時間がその分多くかかってしまう問題を有してい
る。また、クリーニングによる回復では、時間がかかる、インクの消費を伴うなどコスト
アップにつながり易いという問題がある。また、不吐出、不良ノズルが発生した記録ヘッ
ドを簡単に交換するというのでは、エコロジーの観点からも望ましくない。
【００１３】
今後のインクジェット記録装置に必要なことは、更なる高画質化に加え、高速化、低コス
ト化を同時に実現することである。そのためにも、上記のような課題を解決することが重
要である。
【００１４】
本発明は上記した点に鑑みてなされたものであり、異常（不吐出、不良）ノズルが生じた
場合でも、白スジをはじめとする画品位の低下をなくして、スムーズなグラデーションを
持つ画像記録を簡単な処理でなし得るインクジェットプリント方法及び装置を提供するこ
とを解決課題とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するための本発明の一形態では、インクジェットプリント方法は、複数
のインク吐出口が配列されて色材インクを吐出する色材インク用の記録ヘッドと、複数の
インク吐出口が配列されてプリント性向上インクを吐出するプリント性向上インク用の記
録ヘッドとを用い、これら記録ヘッドから色材インクおよびプリント性向上インクを記録
媒体に吐出して、入力される画像データに応じた画像を記録媒体上に形成するインクジェ
ットプリント方法において、前記色材インク用の記録ヘッドの複数のインク吐出口のうち
吐出状態の劣化した異常インク吐出口を特定する第１ステップと、該特定された前記異常
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インク吐出口を除くインク吐出口に関する画像データに基づき前記プリント性向上インク
を付与するためのデータを生成するとともに、前記特定された前記異常インク吐出口に隣
接するインク吐出口に関する画像データがドットの記録を示すデータであることに基づき
、前記異常インク吐出口に対応して記録されるラインの中の前記プリント性向上インクを
付与するデータを生成して前記プリント性向上インクを付与する第２ステップと、からな
り、前記異常インク吐出口を除くインク吐出口に関する画像データと、前記第２ステップ
で生成した前記プリント性向上インクを付与するためのデータとに基づいて、記録媒体上
にインクとプリント性向上インクを付与して記録を行うことを特徴とする。
【００１６】
また、例えば、前記第２のステップでは、異常インク吐出口の近傍のインク吐出口に関す
る画像データに基づき異常インク吐出口に対応する記録ラインおよび該記録ラインの前後
の各少なくとも１つの記録ラインにおけるプリント性向上インクを付与するドットを選択
し、該選択したドットにプリント性向上インクを付与することを特徴とする。
【００１７】
　またこの発明の他の実施形態では、インクジェットプリント装置は、複数のインク吐出
口が配列されて色材インクを吐出する色材インク用の記録ヘッドと、複数のインク吐出口
が配列されてプリント性向上インクを吐出するプリント性向上インク用の記録ヘッドとを
用い、これら記録ヘッドから色材インクおよびプリント性向上インクを記録媒体に吐出し
て、入力される画像データに応じた画像を記録媒体上に形成するインクジェットプリント
装置において、前記色材インク用の記録ヘッドの複数のインク吐出口のうち吐出状態の劣
化した異常インク吐出口を特定する特定手段と、該特定された前記異常インク吐出口を除
くインク吐出口に関する画像データに基づき前記プリント性向上インクを付与するための
データを生成するとともに、前記特定された前記異常インク吐出口に隣接するインク吐出
口に関する画像データがドットの記録を示すデータであることに基づき、前記異常インク
吐出口に対応して記録されるラインの中の前記プリント性向上インクを付与するデータを
生成して前記プリント性向上インクを付与する制御手段と、からなり、前記異常インク吐
出口を除くインク吐出口に関する画像データと、前記制御手段で生成した前記プリント性
向上インクを付与するためのデータとに基づいて、記録媒体上にインクとプリント性向上
インクを付与して記録を行うことを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１９】
図１は、本発明に係るインクジェット記録装置の一実施形態の概略構成を示す平面図であ
る。
【００２０】
図１において、キャリッジ２０上には複数のインクジェットヘッド（記録ヘッド）２１－
１～２１－５が搭載されており、各インクジェットヘッド２１には、図２に示すように、
インクを吐出するためのインク吐出口１０８が複数配列されている。２１－１，２１－２
，２１－３，２１－４，２１－５は夫々、ブラック（Ｋ）、プリント性向上インク（Ｐ）
、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）のインクを吐出するためのインクジェ
ットヘッドである。
【００２１】
この場合、図２に示すように、プリント性向上インク（Ｐ）を吐出する記録ヘッド２１－
２は、３２個のインク吐出口１０８を有し、各インク吐出口１０８は二列ジグザグ状に配
列されている。すなわち、一方の列のインク吐出口１０８の中間に、他方の列のインク吐
出口１０８が配置されている。色材インク用の記録ヘッド２１－１、２１－３、…も同様
であり、３２個のインク吐出口１０８が二列ジグザグ状に配列されている。各記録ヘッド
２１のインク吐出口の内部（液路）にはインク吐出用の熱エネルギーを発生する発熱素子
（電気・熱エネルギー変換体）が設けられている。
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【００２２】
インクカートリッジ２１は、各記録ヘッド２１－１～２１－５及びそれらにインクを供給
するインクタンク２２－１～２２－５とから構成されている。
【００２３】
インクジェットヘッド２１への制御信号などはフレキシブルケーブル２３を介して送られ
る。普通紙や高品位専用紙、ＯＨＰシート、光沢紙、光沢フィルム、ハガキ等の記録媒体
２４は、不図示の搬送ローラを経て排紙ローラ２５に扶持され、搬送モータ２６の駆動に
伴い矢印方向（副走査方向）に送られる。
【００２４】
キャリッジ２０はガイドシャフト２７にそって移動するようにガイドシャフト２７に支持
されている。キャリッジ２０は駆動ベルト２９を介したキャリッジモータ３０の駆動によ
ってガイドシャフト２７に沿って主走査方向に往復運動する。ガイドシャフト２７に沿っ
てリニアエンコーダ２８が設けられている。リニアエンコーダ２８の読みとりタイミング
に基づいて各記録ヘッド２１の発熱素子を画像データに基づいて駆動し、記録媒体上にイ
ンク滴を飛翔し、付着することで画像を形成する。
【００２５】
記録領域外に設定されたキャリッジ２０のホームポジションには、キャップ部３１を持つ
回復ユニット３２が設置されている。記録を行わないときには、キャリッジ２０をホーム
ポジションに移動させてキャップ部３１の各キャップ３１－１～３１－５によって対応す
る各インクジェットヘッド２１のインク吐出口面を密閉することで、インク溶剤の蒸発に
起因するインクの固着あるいは塵挨などの異物の付着などによるインク吐出口の目詰まり
を防止する。
【００２６】
また、上記キャップ部３１のキャッピング機能は、記録頻度の低いインク吐出口の吐出不
良や目詰まりを解消するためにインク吐出口からキャップ部ヘインクを吐出させる空吐出
に利用されたり、あるいはキャップした状態で不図示のポンプを作動させ、インク吐出口
からインクを吸引して吐出不良を起こした吐出口を回復させる吸引回復などに利用される
。
【００２７】
印字直前に各インクジェットヘッド２１－１～２１－５がインク受け部（不図示）の上部
を通過する時に、インク受け部にめがけ予備吐出を行う。またキャップ部３１の隣接位置
にブレードなどのワイピング部材（不図示）を配置することにより、インクジェットヘッ
ド２１のインク吐出口面をワイピングしてクリーニングすることが可能である。
【００２８】
図３は、前述した記録ヘッド２１の構造を示す図である。
【００２９】
図３において、記録ヘッド２１は、インクを加熱するための複数のヒータ１０２が形成さ
れたヒータボード１０４と、このヒータボード１０４の上にかぶせられる天板１０６と、
ヒータボード１０４などを支持するベースプレート１０５から概略構成されている。
【００３０】
天板１０６には、複数の吐出口１０８が形成されており、吐出口１０８の後方には、この
吐出口１０８に連通するトンネル状の液路１１０が形成されている。各液路１１０は、隔
壁１１２により隣の液路と隔絶されている。各液路１１０は、その後方において１つのイ
ンク液室１１４に共通に接続されている。インク液室１１４には、インク供給口１１６を
介してインクが供給される。インクはインク液室１１４から夫々の液路１１０に供給され
る。ヒータボード１０４と、天板１０６とは、各液路１１０に対応した位置に各ヒータ１
０２が配置されるように位置合わせされて組み立てられる。
【００３１】
ヒータ１０２に所定の駆動パルスを供給すると、ヒータ１０２上のインクが沸騰して気泡
を形成し、この気泡の体積膨張によりインクが吐出口１０８から押し出されて吐出される
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。
【００３２】
尚、本発明に適用可能なインクジェット記録方式は、図３に示したような発熱素子（ヒー
タ）を使用したバブルジェット（ＢＪ）方式に限られるものではなく、他に、インク滴を
連続噴射し粒子化するコンティニュアス型の場合には荷電制御型、発散制御型等にも本発
明を適用可能であり、さらに必要に応じてインク滴を吐出するオンデマンド型の場合には
、ピエゾ振動素子の機械的振動によりオリフィスからインク滴を吐出する圧力制御方式等
にも本発明を適用可能である。
【００３３】
図４はインクジェット記録装置の制御系の構成例を示すブロック図である。
【００３４】
図４において、１は画像データ入力部、２は操作部、３は各種処理を行うＣＰＵ、４は各
種データを記憶する記憶媒体、４ａは各ノズルに対応する不吐出、不良ノズルデータとプ
リント向上記録ヘッドの印字情報を格納するプリント情報格納メモリ、４ｂは各種制御プ
ログラム群を格納する制御プログラム格納メモリ、５はＲＡＭ，６は画像処理部、７は画
像出力を行う画像記録部（プリンタ部）、８はアドレス信号、データ、制御信号などを伝
送するバスラインを有するバス部である。
【００３５】
画像データ入力部１には、スキャナやデジタルカメラ等の画像入力機器からの多値画像デ
ータやパーソナルコンピュータのハードディスク等に保存されている多値画像データが入
力される。操作部２は、各種パラメータの設定および印字開始を指示する各種キーを備え
ている。ＣＰＵ３は記憶媒体中の各種プログラムに従って装置全体を制御する。
【００３６】
記憶媒体４には、制御プログラムやエラー処理プログラムに従って本記録装置を動作させ
るためのプログラムなどを格納している。本実施形態の動作はすべてこのプログラムに基
づいている。このプログラムを格納する記録媒体４としては、ＲＯＭ，ＦＤ，ＣＤ－ＲＯ
Ｍ，ＨＤ、メモリカード、光磁気ディスクなどを用いることができる。
【００３７】
ＲＡＭ５は、記憶媒体４中の各種プログラムのワークエリア、エラー処理時の一時待避エ
リア及び画像処理時のワークエリアとして用いている。ＲＡＭ５は、記録媒体４中の各種
テーブルをコピーした後、そのテーブルの内容を変更し、この変更したテーブルを参照し
ながら画像処理を進めることにも用いられている。
【００３８】
画像データ処理部６は、入力された多値画像データを各色のヘッドに対応するよう色分解
し、さらに色分解されたグレー画像を誤差拡散法、ディザマトリックス法等の中間調処理
方法を用いて２値化する。
【００３９】
画像記録部７では、画像データ処理部６で作成された吐出パターンに基づいてインクを吐
出し、記録媒体上にドット画像を形成する。
【００４０】
つぎに、図５を用いて記録ドットの形成過程について説明する。
【００４１】
本インクジェット記録装置においては、色材を含有する色材インクによるドットとプリン
ト性向上インクによるドットとの双方のドットにより画素を形成している。
【００４２】
以下では、プリント性向上インクとして低分子成分と高分子成分のカチオン性物質を含む
ものを用い、色材インクとしてアニオン性染料が含有されているかまたは少なくともアニ
オン性化合物と顔料が含有されているインクを用いた場合について説明する。プリント性
向上インクと色材インクが記録媒体上あるいは記録媒体に浸透した位置で混合する結果、
プリント性向上インク中に含まれているカチオン性物質のうち低分子量の成分またはカチ
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オン性オリゴマーと、色材インクに使用しているアニオン性基を有する水溶性染料または
アニオン性の顔料インクとがイオン的相互作用により会合を起こし、瞬間的に溶液相から
分離を起こす。
この結果、顔料インクにおいては分散破壊が起こり、顔料の凝集体ができる。
【００４３】
図５（ａ）に示すように、記録媒体２４上に色材インクＤaのみが着弾すると、インク滴
は紙面表層部および深部に広がるように滲んでインクドットを形成する。
【００４４】
一方、図５（ｂ）に示すように、色材ドットＤaの前あるいは後あるいは同時にプリント
性向上インクＤbを記録媒体上に着弾させると、色材ドットが、色材インクだけの場合よ
りも記録媒体２４の表層に色材インクの凝集体の形態で付着し、鮮明にインクドットを形
成することができる。
【００４５】
さらに、図５（ｃ）に示すように、色材インクＤaに対応する本来の位置とその周辺の位
置にプリント性向上インクＤbを先に着弾させ、このプリント性向上インクが記録媒体の
表層部近傍に浸透している間に、色材インクＤaを着弾させると、先に着弾したプリント
性向上インクＤbが、所謂呼び水のような作用を働かせ、これにより記録媒体の表層部近
傍に色材の凝集体がうすくかつ広く形成される。本発明は、この図５（ｃ）の現象を利用
して、白すじを解消しようとするものである。
【００４６】
なお、色材インクＤaとプリント性向上インクｄbの記録媒体上での着弾の時間差はＴ２－
Ｔ１は通常２０００msec以下であることが望ましい。
【００４７】
つぎに、図６のフローチャートを参照して本発明の特徴的部分を説明する。
【００４８】
まず、色材インク用の複数の記録ヘッド２１－１，２１－３，２１－４，２１－５の不吐
出ノズル、不良ノズル（これら不吐出ノズル、不良ノズルをまとめて異常ノズル、もしく
は異常インク吐出口という）を検出する。ここで、不吐出ノズルは、蒸発によって粘度が
増加したインクやインクが固化した物質等がノズル内で目詰まりを生じたり、インクを吐
出するための素子の破損によってインクが吐出されなくなったノズルを意味し、また、不
良ノズルは、吐出状態に異常が生じて、正常なノズルに対して吐出状態が著しく劣化した
ノズルを意味している。尚、吐出状態の劣化としては、インクが正常な吐出方向に吐出さ
れなくなった状態や、吐出されるインク液滴の量が著しく異なるものとなった状態などが
含まれる。
【００４９】
異常ノズルと検出するために、まず当該インクジェット記録装置の色材インク用の各記録
ヘッド２１－１，２１－３，２１－４，２１－５を用いて、図７に示すような階段状の記
録パターンを実際に記録媒体２４に印字する（図６ステップ１００）。
【００５０】
階段パターンは、図７に示すように、たとえば８ノズルおきに各ノズルから、連続もしく
は非連続に色材インクを吐出させることで短い直線を階段状に印字したものである。異常
ノズルが存在しない場合は、図７（ａ）に示すように、階段状のパターンを完全に印字す
ることができる。図７（ｂ）は、１８番目のノズルＮ１８に不吐出が発生し、２８番目の
ノズルＮ２８および３０番目のノズルＮ３０に不良が発生しているときの階段パターンを
示すものである。不吐出ノズルまたは不良ノズルによって記録された直線は、一部または
全てに欠けがあるので、これを容易に識別することができる。
【００５１】
このような印字物（階段チャート）を、本装置に搭載されている不図示の読取センサを用
いて読み取り走査し、該読み取ったデータに認識処理などを実行させることにより、何番
目のノズルが異常であるかを検出する（図６ステップ１０１）。なお、読取センサを用い
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ずに目視判断して、不吐出／不良ノズルデータを作成し、これをプリンタ装置に入力して
もよい。
【００５２】
このようにして検出された各色材記録ヘッド毎の不吐出／不良ノズルに基づいて異常ノズ
ルデータを作成する。この異常ノズルデータは、複数のノズルのうち不吐出／不良ノズル
を特定するデータであり、作成された異常ノズルデータは色材記録ヘッド毎に装置内のメ
モリに記憶される。図７の場合は、ノズルＮ１８、Ｎ２８、Ｎ３０が異常ノズルとして、
異常ノズルデータが作成されることになる。
【００５３】
上記異常ノズルの検出の結果（ステップ１０１）、異常ノズルが検出されない場合は、通
常の印字出力制御を実行する（図６ステップ１０２）。
【００５４】
しかし、上記異常ノズルの検出の結果、異常ノズルが検出された場合は、まず作成した異
常ノズルデータに基づいて色材記録ヘッド用のノズル駆動データとプリント性向上インク
ヘッドのノズル駆動データから異常ノズルに対応する走査ラインのデータを削除、すなわ
ち不吐出のデータ（“０”）とする（ステップ１０３）。なお、この際、プリントデータ
を不吐出（オフ）としてもよいし、電気的にプリントヘッドの不吐出ノズルヘの信号をマ
スキングするようにしてもよい。
【００５５】
つぎに、色材記録ヘッドの異常ノズルデータに基づいて不吐出改善データを付加すること
により、プリント性向上インクヘッド用のノズル駆動データの異常ノズルに対応する走査
ラインおよび該走査ラインに隣接する走査ラインのデータを補正変更する（ステップ１０
４）。具体的には、例えば、色材記録ヘッドの異常ノズルに対応する走査ラインの前後の
ラインのノズル駆動データに基づいて、プリント性向上インクヘッド用のノズル駆動デー
タの異常ノズルに対応する走査ラインあるいは該走査ラインに隣接する走査ラインのデー
タを補正変更するようにしている。
【００５６】
そして、このように補正変更した各ノズル駆動データに基づいて各記録ヘッドを駆動する
ことにより、記録媒体２４上に画像を形成する（ステップ１０５）。
【００５７】
以下、上記したステップ１０３及び１０４の処理について、より具体的に説明する。
【００５８】
（第１の実施形態）
以下の実施形態では、例えば、黒ヘッドのノズル駆動データに基づいてプリント性向上イ
ンクのノズル駆動データを作成する。なお、例えば、黒ヘッドがよれが大きいなどの状態
のときには、プリント性向上インクを増大させるなど、黒ヘッドの印字状態に応じてプリ
ント性向上インク滴の量を増減することで、黒ヘッドによるドットとプリント性向上イン
クによるドットとをほぼ確実に近接して印字することができ、これによりプリント性向上
インクと黒インクとを確実に接触させることができる。
【００５９】
この第１の実施形態においては、黒ヘッドのノズルによる記録ドットとプリント性向上イ
ンクによる記録ドットの位置が一致しているとする。
【００６０】
図８（ａ）は異常ノズルが無い場合の黒インクのプリントデータに対応する記録画像であ
り、図８（ｂ）はこれに対応するプリント性向上インクのプリントデータである。この場
合は、異常ノズルが無いので、両者のプリントデータは一致している。
【００６１】
図９（ａ）は不吐出ノズルがある場合の黒インクのプリントデータであり、不吐出ノズル
ライン（白すじ）が形成されている。図９（ｂ）はプリント性向上インクの補正処理後の
プリントデータである。この実施形態では、黒ヘッドの異常ノズル情報にしたがってプリ
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ント性向上インクのプリントデータを補正する。具体的には、黒ヘッドのＮ番目のノズル
が不吐出ノズルとして検知された場合、プリント性向上ヘッドのＮ番目のノズルのプリン
トデータは次のようにして作成される。すなわち、黒ヘッドのＮ番目のノズルの両隣りの
ノズル（Ｎ－１番目およびＮ＋１番目）のプリントデータを参照し、Ｎ－１ラインおよび
Ｎ＋１ラインの双方に吐出有りのプリントデータが存在するドットのみを吐出有りとする
。なお、この場合、Ｎ番目のノズルのプリントデータについて、補正処理前に吐出ありで
あったとしても、黒ヘッドのＮ－１ラインおよびＮ＋１ラインの双方に吐出有りのプリン
トデータが存在しない場合は、吐出なしに変更される。
【００６２】
図１０（ａ）は２パスでマルチパス印字する際に不吐出ノズルがある場合の１パス目の黒
ヘッドのプリントデータ、図１０（ｂ）は同２パス目の黒ヘッドのプリントデータであり
、不吐出ノズルラインが形成されている。図１０（ｃ）は補正処理後のプリント性向上イ
ンクの１パス目のプリントデータであり、不吐出ノズルラインに対応するラインのデータ
が、１パス目の黒ヘッドの不吐出ノズルラインの前後のラインの印字データに基づき形成
され、追加されている。図１０（ｄ）は補正処理後のプリント性向上インクの２パス目の
プリントデータであり、不吐出ノズルラインに対応するラインのデータが、２パス目の黒
ヘッドの不吐出ノズルラインの前後のラインの印字データに基づき形成され、追加されて
いる。
【００６３】
すなわち、２パスで印字する場合には、１パス目に不吐出ノズルによって生じた画像の欠
けも、２パス目には該欠けラインを相互補完する他のノズルで印字することが可能である
が、２パス目に通過するノズルもまた同様に不吐出ノズルであったときには、上記画像の
欠けを解消することは困難である。したがって、マルチパス印字の場合も、図１０に示す
ような処理を行うことで、不吐出ノズルラインの選択されたドットに対し故意にプリント
性向上インクを付与し、これにより不吐出ノズルラインの前後から色材インクのドットを
呼び水式に太らせ、白スジを目立たないようにしている。
【００６４】
なお、マルチパス印字の場合は、色材ドットおよびプリント性向上インクを接触させよう
とするドットに対して両者の着弾の時間差が大きくなると、呼び水式による効果が削減さ
れるので、色材ドットおよびプリント性向上インクを接触させようとするドットに関して
は、色材ドットおよびプリント性向上インクが同一パスで吐出されるようにすることが必
要である。
【００６５】
（第２の実施形態）
つぎに、図１１および図１２を用いてこの発明の第２の実施形態について説明する。
【００６６】
この第２の実施形態では、６００ｄｐｉの解像度で、各インク滴が８．５±０．５ｐ１で
吐出される記録ヘッド２１を用いた。
【００６７】
色材を含有する色材インクおよびプリント性向上インクの組成は以下の通りである。
【００６８】
（イエローインク）
・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・チオジグリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　　４．０重量％
・アセチレノールＥＨ（川研ケミカル）　　　　　１．０重量％
・染料Ｃ．Ｉ．ダイレクトイエロー１４２　　　　２．０重量％
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８．０重量％
（マゼンタインク）
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・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・チオジグリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　　４．０重量％
・アセチレノールＥＨ（川研ケミカル）　　　　　１．０重量％
・染料Ｃ．Ｉ．アシッドレッド２８９　　　　　　２．５重量％
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７．５重量％
（シアンインク）
・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・チオジグリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　　４．０重量％
・アセチレノールＥＨ（川研ケミカル）　　　　　１．０重量％
・染料Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー１９９　　　　　２．５重量％
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７．５重量％
（黒インク）
・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・チオジグリコール　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　　４．０重量％
・染料フードプラック２　　　　　　　　　　　　３．０重量％
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８．０重量％
（プリント性向上インク）
・ポリアリルアミン塩酸塩　　　　　　　　　　　５．０重量％
・塩化ベンザルコニウム　　　　　　　　　　　　１．０重量％
・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　１０．０重量％
・アセチレノールＥＨ（川研ケミカル）　　　　　１．０重量％
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３．０重量％
また、記録媒体としては電子写真・インクジェット共用紙（ＰＢ・ＰＡＰＥＲ：キヤノン
株式会社製）を用いた。
【００６９】
また、この第２の実施形態においては、図１１に示すように、プリント性向上インクによ
るドットマトリックスは、色材インクによるドットマトリックスから１／ｋ画素分（１／
４画素あるいは１／２画素など）ずらせて印字を行うようにしている。図１１の場合は、
プリント性向上インクによる各ドットは、対応する色材インクのドットから図面上右下方
向に１／４画素だけずれて印字される。これは、例えば、色材ヘッドとプリント性向上イ
ンクヘッドを所要量だけずらしてキャリッジに固定することなどで容易に実現することが
できる。
【００７０】
そしてこのように、プリント性向上インクのドット位置を色材インクのドットからずらせ
るようにすれば、より効果的に色材ドットを不吐出ノズルのドットの部位に滲ませたりあ
るいは太らせることが可能になる。
【００７１】
以下、図１２を参照して、第２の実施形態による先の図６のステップ１０３および１０４
での具体的処理内容について説明する。
【００７２】
図１２（ａ）は、前述したように、３２個のノズル（インク吐出口）を有するプリント性
向上インク用の記録ヘッドによる主走査方向に６個（画素）分（Ｍ番目～Ｍ＋５番目）の
２値化された補正処理前の画像データを模式的に示すものである。黒の塗りつぶしが画像
データあり（“１”）のドットであり、白のドットが画像データなし（“０”）に対応す



(12) JP 4616975 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

る。
【００７３】
図１２（ｂ）は、同様に３２個のノズルを有する色材インク用の記録ヘッドによる主走査
方向についての６個分（Ｍ番目～Ｍ＋５番目）の同様の画像データを模式的に示すもので
ある。この場合は、色材ヘッドおよびプリント性向上ヘッドは同一の画像データ（ノズル
駆動データ）が付与されるものとする。
【００７４】
図１２（ｂ）に示すように、色材記録ヘッドのＮ個目のノズル（この場合Ｎ＝１６）が不
吐出ノズルであるとする。
【００７５】
色材記録ヘッドのＮ個目のノズル（この場合Ｎ＝１６）が不吐出ノズルであるので、図１
２（ｃ）、（ｅ）、（ｇ）、（ｉ）、（ｋ）、（ｍ）に示すように、色材記録ヘッドのＭ
番目～Ｍ＋５番目の画像データに関しては、元の画素データの“０”，“１”に関係なく
Ｎ個目の印字データを“０”（不吐出）に補正する。
【００７６】
一方、プリント性向上インク用の記録ヘッドのＭ番目～Ｍ＋５番目の画像データに関して
は、元の画素データの“０”，“１”に関係なく、色材記録ヘッドの同じ番目の印字デー
タ中のＮ－１個目およびＮ＋１個目の印字データの“０”，“１”を参照し、これらＮ－
１個目およびＮ＋１個目の印字データに基づいて、“０”（不吐出）、“１”（吐出）を
決定する。この実施形態では、色材記録ヘッドのＮ－１個目およびＮ＋１個目の印字デー
タの何れかに“１”があった場合に、プリント性向上インクのＮ個目の印字データを“１
”としている。
【００７７】
すなわち、図１２（ｃ）に示すように、色材ヘッドのＭ番目の画像データは、Ｎ－１個目
およびＮ＋１個目に画像データがない。よって、図１２（ｄ）に示すように、プリント性
向上インクヘッドのＭ番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“０”と
する。
【００７８】
つぎに、図１２（ｅ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋１番目の画像データは、Ｎ－１個
目およびＮ＋１個目に画像データがない。よって、図１２（ｆ）に示すように、プリント
性向上インクヘッドのＭ＋１番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“
０”とする。
【００７９】
つぎに、図１２（ｇ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋２番目の画像データは、Ｎ－１個
目に画像データがある。よって、図１２（ｈ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋２番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”に補正する。
【００８０】
つぎに、図１２（ｉ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋３番目の画像データは、Ｎ＋１個
目に画像データがある。よって、図１２（ｊ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋３番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”に補正する。
【００８１】
つぎに、図１２（ｋ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋４番目の画像データは、Ｎ－１個
目に画像データがある。よって、図１２（ｌ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋４番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”に補正する。
【００８２】
つぎに、図１２（ｍ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋５番目の画像データは、Ｎ－１個
目、Ｎ＋１個目に画像データがある。よって、図１２（ｎ）に示すように、プリント性向
上インクヘッドのＭ＋５番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”
に補正する。
【００８３】
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以下、画像データ全体にわたって同様の処理を行い、色材インクおよびプリント性向上イ
ンクによる印字を行う。
【００８４】
図１１は色材ヘッドのＮ個目のノズルに不吐出が発生した場合の、第２の実施形態による
補正処理後の色材ドットのプリントデータおよびプリント性向上インクのプリントデータ
による記録ドットを示すものである。
【００８５】
この図からも判るように、不吐出が発生したＮラインでは、色材ヘッドのＮ－１ラインお
よびＮ＋１ラインの印字データに応じて、プリント性向上インクによるドットが部分的に
追加されている。
【００８６】
（第３の実施形態）
つぎに、図１３および図１４を用いてこの発明の第３の実施形態について説明する。
【００８７】
この第３の実施形態では、不吐出が発生したＮライン目では、色材ヘッドのＮ－１ライン
およびＮ＋１ラインの印字データに応じてプリント性向上インクによる記録ドットを形成
する点は先の第２の実施形態と同様である。この第３の実施形態では、色材ヘッドのＮ－
１ラインおよびＮ＋１ラインのＭ番目の印字データに応じて、プリント性向上インクによ
るＮラインのＭ－１番目、Ｍ番目およびＭ＋１番目の記録ドットを形成する。すなわち、
色材記録ヘッドのＮ－１ラインのＭ番目またはＮ＋１ラインのＭ番目に“１”があった場
合に、プリント性向上インクのＮラインのＭ－１番目、Ｍ番目およびＭ＋１番目の印字デ
ータを“１”としている。
【００８８】
この実施形態においても、先の第２の実施形態と同様、６００ｄｐｉの解像度で、各イン
ク滴が８．５±０．５ｐ１で吐出される記録ヘッド２１を用いた。また、色材を含有する
色材インク、プリント性向上インクの組成および記録媒体は先の第２の実施形態と同様の
ものを用いた。
【００８９】
また、図１３に示すように、プリント性向上インクによる各ドットは、第２の実施形態と
同様、対応する色材インク（黒インク）のドットから図面上右下方向に１／４画素だけず
れて印字されるようにした。
【００９０】
色材記録ヘッドのＮ個目のノズル（この場合Ｎ＝１６）が不吐出ノズルであるので、図１
４（ａ）、（ｃ）、（ｅ）、（ｇ）、（ｉ）、（ｋ）に示すように、色材記録ヘッドのＭ
番目～Ｍ＋５番目の画像データに関しては、元の画素データの“０”，“１”に関係なく
Ｎ個目の印字データを“０”に補正する。
【００９１】
つぎに、プリント性向上インク用の記録ヘッドのＭ番目～Ｍ＋５番目の画像データについ
て説明する。
【００９２】
図１４（ａ）に示すように、色材ヘッドのＭ番目の画像データは、Ｎ－１個目およびＮ＋
１個目に画像データがない。よって、図１４（ｂ）に示すように、プリント性向上インク
ヘッドのＭ番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“０”とする。
【００９３】
つぎに、図１４（ｃ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋１番目の画像データは、Ｎ－１個
目およびＮ＋１個目に画像データがない。よって、図１４（ｄ）に示すように、プリント
性向上インクヘッドのＭ＋１番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“
０”とする。
【００９４】
つぎに、図１２（ｅ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋２番目の画像データは、Ｎ－１個
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目に画像データがある。よって、図１２（ｆ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋１番目、Ｍ＋２番目、Ｍ＋３番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデ
ータを“１”に補正する。
【００９５】
つぎに、図１２（ｇ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋３番目の画像データは、Ｎ＋１個
目に画像データがある。よって、図１２（ｈ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋２番目、Ｍ＋３番目、Ｍ＋４番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデ
ータを“１”に補正する。
【００９６】
つぎに、図１２（ｉ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋４番目の画像データは、Ｎ－１個
目に画像データがある。よって、図１２（ｊ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋３番目、Ｍ＋４番目、Ｍ＋５番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデ
ータを“１”に補正する。
【００９７】
つぎに、図１２（ｋ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋５番目の画像データは、Ｎ－１個
目、Ｎ＋１個目に画像データがある。よって、図１２（ｌ）に示すように、プリント性向
上インクヘッドのＭ＋４番目、Ｍ＋５番目、Ｍ＋６番目の画像データについては、Ｎ個目
のプリントデータを“１”に補正する。
【００９８】
以下、画像データ全体にわたって同様の処理を行い、色材インクおよびプリント性向上イ
ンクによる印字を行う。
【００９９】
図１３は色材ヘッドのＮ個目のノズルに不吐出が発生した場合の、第３の実施形態による
補正処理後の色材ドットのプリントデータおよびプリント性向上インクのプリントデータ
による記録ドットを示すものである。
【０１００】
この図からも判るように、不吐出が発生したＮラインでは、色材ヘッドのＮ－１ラインお
よびＮ＋１ラインの印字データに応じて、プリント性向上インクによるドットが先の第２
の実施形態よりも多く追加されている。
【０１０１】
（第４の実施形態）
つぎに、図１５および図１６を用いてこの発明の第４の実施形態について説明する。
【０１０２】
この第４の実施形態では、色材ヘッドのＮ－１ラインおよびＮ＋１ラインの印字データに
応じて不吐出が発生したＮライン目のプリント性向上インクによる記録ドットを形成する
点は先の第２または第３の実施形態と同様である。この第４の実施形態では、色材記録ヘ
ッドのＮ－１個目およびＮ＋１個目の印字データの何れかに“１”があった場合に、プリ
ント性向上インクのＮ個目の印字データを“１”としている。さらに、この第４の実施形
態では、色材記録ヘッドのＮ－１個目の印字データに“１”があった場合に、プリント性
向上インクのＮ－１個目の印字データを“０”とするとともに、色材記録ヘッドのＮ＋１
個目の印字データに“１”があった場合に、プリント性向上インクのＮ＋１個目の印字デ
ータを“０”としている。
【０１０３】
この実施形態においても、先の第２、第３の実施形態と同様、６００ｄｐｉの解像度で、
各インク滴が８．５±０．５ｐ１で吐出される記録ヘッド２１を用いた。また、色材を含
有する色材インク、プリント性向上インクの組成および記録媒体は先の第２、第３の実施
形態と同様のものを用いた。また、図１５に示すように、プリント性向上インクによる各
ドットは、第２の実施形態と同様、対応する色材インクのドットから図面上右下方向に１
／４画素だけずれて印字されるようにした。
【０１０４】
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この場合も。色材記録ヘッドのＮ個目のノズル（この場合Ｎ＝１６）が不吐出ノズルであ
るので、図１６（ａ）（ｃ）、（ｅ）、（ｇ）、（ｉ）、（ｋ）に示すように、色材記録
ヘッドのＭ番目～Ｍ＋５番目の画像データに関しては、元の画素データの“０”，“１”
に関係なくＮ個目の印字データを“０”（不吐出）に補正する。
【０１０５】
つぎに、プリント性向上インク用の記録ヘッドのＭ番目～Ｍ＋５番目の画像データについ
て説明する。
【０１０６】
図１６（ａ）に示すように、色材ヘッドのＭ番目の画像データは、Ｎ－１個目およびＮ＋
１個目に画像データがない。よって、図１６（ｂ）に示すように、プリント性向上インク
ヘッドのＭ番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“０”とする。また
、プリント性向上インクヘッドのＮ－１個目、Ｎ＋１個目のプリントデータは“０”のま
まとする。
【０１０７】
つぎに、図１６（ｃ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋１番目の画像データは、Ｎ－１個
目およびＮ＋１個目に画像データがない。よって、図１６（ｄ）に示すように、プリント
性向上インクヘッドのＭ＋１番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“
０”とする。また、プリント性向上インクヘッドのＮ－１個目、Ｎ＋１個目のプリントデ
ータは“０”のままとする。
【０１０８】
つぎに、図１６（ｅ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋２番目の画像データは、Ｎ－１個
目に画像データがある。よって、図１６（ｆ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋２番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”に補正する。
さらに、プリント性向上インクヘッドのＮ－１個目のプリントデータを“０”に補正する
。
【０１０９】
つぎに、図１６（ｇ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋３番目の画像データは、Ｎ＋１個
目に画像データがある。よって、図１６（ｈ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋３番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”に補正する。
さらに、プリント性向上インクヘッドのＮ＋１個目のプリントデータを“０”に補正する
。
【０１１０】
つぎに、図１６（ｉ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋４番目の画像データは、Ｎ－１個
目に画像データがある。よって、図１６（ｊ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋４番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”に補正する。
さらに、プリント性向上インクヘッドのＮ－１個目のプリントデータを“０”に補正する
。
【０１１１】
つぎに、図１６（ｋ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋５番目の画像データは、Ｎ－１個
目、Ｎ＋１個目に画像データがある。よって、図１６（ｌ）に示すように、プリント性向
上インクヘッドのＭ＋５番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“１”
に補正する。さらに、プリント性向上インクヘッドのＮ－１個目およびＮ＋１個目のプリ
ントデータを“０”に補正する。
【０１１２】
以下、画像データ全体にわたって同様の処理を行い、色材インクおよびプリント性向上イ
ンクによる印字を行う。
【０１１３】
図１５は色材ヘッドのＮ個目のノズルに不吐出が発生した場合の、第４の実施形態による
補正処理後の色材ドットのプリントデータおよびプリント性向上インクのプリントデータ
による記録ドットを示すものである。
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【０１１４】
この図からも判るように、不吐出が発生したＮラインでは、色材ヘッドのＮ－１ラインお
よびＮ＋１ラインの印字データに応じて、プリント性向上インクによるドットが部分的に
追加されている。また、色材ヘッドのＮ－１ラインおよびＮ＋１ラインの印字データに応
じて、プリント性向上インクのＮ－１ラインおよびＮ＋１ラインの記録ドットが削除され
ている。
【０１１５】
（第５の実施形態）
つぎに、図１７および図１８を用いてこの発明の第５の実施形態について説明する。
【０１１６】
この第５の実施形態では、Ｎ個目のノズルに異常が発生したとすると、色材記録ヘッドの
Ｍ番目でかつＮ－１個目の印字データに“１”があった場合には、プリント性向上インク
のＮ－１個目でかつＭ－１番目の印字データ、Ｎ－１個目でかつＭ番目の印字データ、Ｎ
－１個目でかつＭ＋１番目の印字データ、Ｎ個目でかつＭ－１番目の印字データ、Ｎ個目
でかつＭ番目の印字データおよびＮ個目でかつＭ＋１番目の印字データを“１”に補正す
る。また、色材記録ヘッドのＭ番目でかつＮ＋１個目の印字データに“１”があった場合
には、プリント性向上インクのＮ個目でかつＭ－１番目の印字データ、Ｎ個目でかつＭ番
目の印字データ、Ｎ個目でかつＭ＋１番目の印字データ、Ｎ＋１個目でかつＭ－１番目の
印字データ、Ｎ＋１個目でかつＭ番目の印字データおよびＮ＋１個目でかつＭ＋１番目の
印字データを“１”に補正する。
【０１１７】
この実施形態においても、先の第２～第４の実施形態と同様、６００ｄｐｉの解像度で、
各インク滴が８．５±０．５ｐ１で吐出される記録ヘッド２１を用いた。また、色材を含
有する色材インク、プリント性向上インクの組成および記録媒体は先の第２～第4の実施
形態と同様のものを用いた。また、図１７に示すように、プリント性向上インクによる各
ドットは、第２の実施形態と同様、対応する色材インクのドットから図面上右下方向に１
／４画素だけずれて印字されるようにした。
【０１１８】
この場合も。色材記録ヘッドのＮ個目のノズル（この場合Ｎ＝１６）が不吐出ノズルであ
るので、図１８（ａ）（ｃ）、（ｅ）、（ｇ）、（ｉ）、（ｋ）に示すように、色材記録
ヘッドのＭ番目～Ｍ＋５番目の画像データに関しては、元の画素データの“０”，“１”
に関係なくＮ個目の印字データを“０”（不吐出）に補正する。
【０１１９】
つぎに、プリント性向上インク用の記録ヘッドのＭ番目～Ｍ＋５番目の画像データについ
て説明する。
【０１２０】
図１８（ａ）に示すように、色材ヘッドのＭ番目の画像データは、Ｎ－１個目およびＮ＋
１個目に画像データがない。よって、図１８（ｂ）に示すように、プリント性向上インク
ヘッドのＭ番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“０”とする。
【０１２１】
つぎに、図１８（ｃ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋１番目の画像データは、Ｎ－１個
目およびＮ＋１個目に画像データがない。よって、図１８（ｄ）に示すように、プリント
性向上インクヘッドのＭ＋１番目の画像データについては、Ｎ個目のプリントデータは“
０”とする。
【０１２２】
つぎに、図１８（ｅ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋２番目の画像データは、Ｎ－１個
目に画像データがある。よって、図１８（ｆ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋１番目、Ｍ＋２番目、Ｍ＋３番目で、Ｎ－１個目、Ｎ個目の６つの画素の画像デ
ータについては、これを“１”に補正する。
【０１２３】
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つぎに、図１８（ｇ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋３番目の画像データは、Ｎ＋１個
目に画像データがある。よって、図１８（ｈ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋２番目、Ｍ＋３番目、Ｍ＋４番目で、Ｎ個目、Ｎ＋１個目の６つの画素の画像デ
ータについては、これを“１”に補正する。
【０１２４】
つぎに、図１８（ｉ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋４番目の画像データは、Ｎ－１個
目に画像データがある。よって、図１８（ｊ）に示すように、プリント性向上インクヘッ
ドのＭ＋３番目、Ｍ＋４番目、Ｍ＋５番目で、Ｎ－１個目、Ｎ個目の６つの画素の画像デ
ータについては、これを“１”に補正する。
【０１２５】
つぎに、図１８（ｋ）に示すように、色材ヘッドのＭ＋５番目の画像データは、Ｎ－１個
目、Ｎ＋１個目に画像データがある。よって、図１８（ｌ）に示すように、プリント性向
上インクヘッドのＭ＋４番目、Ｍ＋５番目、Ｍ＋６番目で、Ｎ－１個目、Ｎ個目、Ｎ＋１
個目の９つの画素の画像データについては、これを“１”に補正する。
【０１２６】
以下、画像データ全体にわたって同様の処理を行い、色材インクおよびプリント性向上イ
ンクによる印字を行う。
【０１２７】
図１７は色材ヘッドのＮ個目のノズルに不吐出が発生した場合の、第５の実施形態による
補正処理後の色材ドットのプリントデータおよびプリント性向上インクのプリントデータ
による記録ドットを示すものである。
【０１２８】
この図からも判るように、プリント性向上ヘッドのＮライン、その前後のＮ－１ライン，
Ｎ＋１ラインでは、色材ヘッドのＮ－１ラインおよびＮ＋１ラインの印字データに応じて
、記録ドットが多く追加されている。
【０１２９】
（第６の実施形態）
つぎに、３種類の異なる記録媒体を用いて、第２～第４の実施形態の手法を評価してみた
。白スジの目立たない度合いを最良、良、普通の３段階として評価した。
【０１３０】
ＰＢ－ＰＡＰＥＲを用い第２の実施形態の手法を用いた…良
ＰＢ－ＰＡＰＥＲを用い第３の実施形態の手法を用いた…最良
ＰＢ－ＰＡＰＥＲを用い第４の実施形態の手法を用いた…最良
ＰＢ－ＰＡＰＥＲを用い第５の実施形態の手法を用いた…最良
ＨＲ－１０１を用い第２の実施形態の手法を用いた…良
ＨＲ－１０１を用い第３の実施形態の手法を用いた…良
ＨＲ－１０１を用い第４の実施形態の手法を用いた…最良
ＨＲ－１０１を用い第５の実施形態の手法を用いた…最良
ＧＰ－１０１を用い第２の実施形態の手法を用いた…普通
ＧＰ－１０１を用い第３の実施形態の手法を用いた…普通
ＧＰ－１０１を用い第４の実施形態の手法を用いた…良
ＧＰ－１０１を用い第５の実施形態の手法を用いた…良
上記の結果によれば、記録媒体の種類に応じてプリント性向上インクの付与形態を異なら
せれば、各記録媒体に最適な白すじ防止をなし得ることが判る。
【０１３１】
なお、プリント性向上インクによる印字を行った後、別の走査時に色材インクによる不吐
出ノズルを有する色材ヘッドでの印字を行った。このときの記録媒体上でのプリント性向
上インクの着弾時間と、色材インクの着弾時間の差は２ｓｅｃであった。この場合、残念
ながら、先の実施形態で見られたような効果はなく、白スジによる画品位の劣化は改善さ
れなかった。
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【０１３２】
（第７の実施形態）
この第７の実施形態では、プリント性向上インクとして下記の組成を持つクリアインクを
用い、先の第４実施形態による手法で不吐出ノズルラインＮにプリント性向上インクによ
る記録ドットを形成した。また、プリント性向上インクのＮ番目のノズル以外の印字デー
タは０としてプリント動作を行う。
【０１３３】
（クリアインク）
・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・チオジグリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０重量％
・イソプロピルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　４．０重量％
・アセチレノールＥＨ（川研ケミカル）　　　　　　　　　　１．０重量％
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０．０重量％
この第７の実施形態による手法でも、白すじを減少することができた。
【０１３４】
（第８の実施形態）
この第８の実施形態では、先の第２実施形態などと同様の色材インク、プリント性向上イ
ンク、記録媒体を用いる。ここで、この第８の実施形態においては、黒インクに対しては
、図１７に示したように、不吐出、不良ノズルの近傍部分と、不吐出、不良ノズルのない
通常の画像の部分にプリント性向上インクを付与し、シアン、マゼンタ、イエローインク
に対しては、図１９に示すように、不吐出、不良ノズルの近傍部分のみへプリント性向上
インクを付与し、通常の画像の部分にはプリント性向上インクを付与しないようにしてい
る。この実施形態においても、スジの減少した良好な記録画像を得ることができた。
【０１３５】
（変形例）
なお、上記実施形態では、Ｎ番目のノズルに異常が発生している場合、Ｎ－１番目のノズ
ルおよびＮ＋１番目のノズルに関する印字データに基づいて、これらノズルの記録ドット
に連接されるようにプリント性向上インクの印字情報を作成したが、他に例えばＮ－２番
目、Ｎ－１番目、Ｎ＋１番目およびＮ＋２番目のノズルの印字データに基づいてプリント
性向上インクの印字情報を作成するようにしてもよい。場合によっては、一定の密度で均
一にプリント性向上インクを印字してもよい。要は、不吐出ノズルラインに近接する色材
ドットに対しより多くのプリント性向上インクがその近傍に印字されることで、本発明は
達成される。
【０１３６】
なお、本発明では、プリント性向上インクは、無色透明でもよいが、着色してあってもよ
い。また、プリント性向上インクは、単に色材を含まない組成のクリアインクでもよい。
また、場合によっては、インクノズルから吐出することの可能な液体であればよい。
【０１３７】
上述したように、色材ドットとプリント性向上インクとが接触すると、瞬時に色材が記録
媒体上で凝集する。したがって、色材ドットと隣接するプリント性向上インクのドットは
、十分時間間隔を置かれて印字されても、充分な効果は望めない、よってインクが紙面に
十二分に吸収される以前に、色材インクとプリント性向上インクとを接触させることが好
ましい。さらに、本発明においては、プリント性向上インクと色材ドットが記録媒体上で
積極的に混合することが望ましいと考えられるので、これら接触するまでの時間間隔は、
さらに短いことが望まれる。
【０１３８】
また印字順序についても、先にプリント性向上インクを印字したのちに色材インクを印字
してもよいし、先に色材インクを印字した後にプリント性向上インクを印字してもよい。
いずれにしても記録媒体に、色材インクおよびプリント性向上インクが浸透しきってしま
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った後あるいは乾燥してしまった後では、上記の時間間隔は空きすぎである。
【０１３９】
上記実施形態では、色材ドットとプリント性向上インクドットのドットマトリクスの大き
さを変えないようにしているが、色材ドットのマトリクスと、プリント性向上インクのマ
トリクスの大きさを異ならせてもよい。すなわち色材ドットの出力解像度を維持し、プリ
ント性向上インクの出力解像度を低下させることで、プリント性向上インクのデータ処理
および装置上のプリント性向上インクにかかるコストを低減することができる。
【０１４０】
本発明では、プリント性向上インクのプリントデータは、単純な画像処理を用いて作成す
ることができるので、処理の高速化が可能である。尚、多少のコストアップを伴うが、各
色毎に複数の濃淡インク、大小ドットを使用してもよい。本発明では、その場合において
も、より高次の階調を記録媒体上に再現することができる。
【０１４１】
本発明は、少なくとも１種類の色材インクとプリント性向上インクの組み合わせで実施で
きるが、２種類以上の色材インク、２種類以上のプリント性向上インクを用意してもよい
。その場合においては、前述したように、プリント性向上インクもしくは色材インクがぬ
れている間に色材インクもしくはプリント性向上インクを所望の着弾位置に着弾させれば
よく、また、色材インクは、いずれの色相を有してもよい。また、いずれかの色材インク
においてのみ、本発明を適応する実施形態であってもかまわない。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。
【０１４２】
（その他）
上述した本発明の実施形態として、階段状の記録パターンを実際に記録媒体記録し、その
結果に基づいて不吐出ノズルや不良ノズルを検出する構成を例に挙げて説明したが、本発
明は上述の検出構成を特徴とするものではなく、他の手法も適宜採用することができる。
また、本発明は、異常が発生したノズルを検出する構成を有していなくても、異常が発生
したノズルを特定できれば、目的を達成することができる。例えば、ユーザが目視によっ
て判断した結果を、プリント装置本体に直接入力したり、プリント装置に接続されるホス
ト装置のドライバを介して入力することにより、不良ノズルや不吐出ノズルを特定するこ
とが可能である。また、記録ヘッドに情報を書込み可能なメモリ等の記憶手段を設けた構
成においては、ノズル毎の情報や、不吐出／不良ノズルの情報を記憶手段に記憶させてお
くことで、プリント装置本体がその情報を読み取って不吐出／不良ノズルを特定すること
ができる。なお、記録ヘッド設けた記憶手段に情報を記憶させる時期に関しては、出荷時
に初期状態を記憶させておく構成や、さらにユーザの使用履歴に従って記憶させる構成な
ど、いずれの場合であってもよい。　なお、本発明は、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として熱エネルギを発生する手段
（例えば電気熱変換体やレーザ光等）を備え、前記熱エネルギによりインクの状態変化を
生起させる方式の記録ヘッド、記録装置において優れた効果をもたらすものである。かか
る方式によれば記録の高密度化，高精細化が達成できるからである。
【０１４３】
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
の方式は所謂オンデマンド型，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核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
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一
対一で対応した液体（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とすると、即時適切に気泡の成長収縮が行われるので、
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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。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４３４５２６２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。
【０１４４】
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
熱変換体の組合せ構成（直線状液流路または直角液流路）の他に熱作用部が屈曲する領域
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４４５
９６００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、共通するスリ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５
９－１２３６７０号公報や熱エネルギの圧力波を吸収する開孔を吐出部に対応させる構成
を開示する特開昭５９－１３８４６１号公報に基いた構成としても本発明の効果は有効で
ある。すなわち、記録ヘッドの形態がどのようなものであっても、本発明によれば記録を
確実に効率よく行うことができるようになるからである。
【０１４５】
さらに、記録装置が記録できる記録媒体の最大幅に対応した長さを有するフルラインタイ
プの記録ヘッドに対しても本発明は有効に適用できる。そのような記録ヘッドとしては、
複数記録ヘッドの組合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。
【０１４６】
加えて、上例のようなシリアルタイプのものでも、装置本体に固定された記録ヘッド、あ
るいは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、あるいは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を用いた場合にも本発明
は有効である。
【０１４７】
また、本発明の記録装置の構成として、記録ヘッドの吐出回復手段、予備的な補助手段等
を付加することは本発明の効果を一層安定できるので、好ましいものである。これらを具
体的に挙げれば、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、加圧或は
吸引手段、電気熱変換体或はこれとは別の加熱素子或はこれらの組み合わせを用いて加熱
を行う予備加熱手段、記録とは別の吐出を行なう予備吐出手段を挙げることができる。
【０１４８】
また、搭載される記録ヘッドの種類ないし個数についても、例えば単色のインクに対応し
て１個のみが設けられたものの他、記録色や濃度を異にする複数のインクに対応して複数
個数設けられるものであってもよい。すなわち、例えば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
組み合わせによるかいずれでもよいが、異なる色の複色カラー、または混色によるフルカ
ラーの各記録モードの少なくとも一つを備えた装置にも本発明は極めて有効である。
【０１４９】
さらに加えて、本発明インクジェット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用いられるものの他、リーダ等と組合せた複写装置、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採るもの等であってもよい。
【０１５０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、不吐出、不良ノズルの位置情報を参照し、不吐出、
不良ノズルの位置およびその近傍にプリント性向上インクによるインクドットを付与する
ようにしたので、不吐出ノズルラインの前後から色材インクのドットが呼び水式に太らせ
られて白スジが目立たないなる。
【０１５１】
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したがって、本発明では、色材インクヘッドに不吐出、不良ノズルが発生した場合でも、
簡単な処理で、記録画像中の白スジの発生を大幅に低減することができ、高品位な画像を
提供することができる。また、不吐出ノズルが発生したインクヘッドも交換することなく
長期にわたって使用することができ、エコロジーの観点からも好ましい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るインクジェット記録装置の概略構成を示す平面図であ
る。
【図２】インクジェット記録ヘッドの吐出口の配列状態を示す概念図である。
【図３】インクジェット記録ヘッドの構造を示す分解斜視図である。
【図４】インクジェット記録装置の制御系の構成例を示すブロック図である。
【図５】色材インクとプリント性向上インクの記録媒体上での状態を示した図である。
【図６】この発明にかかるインクジェット記録方法の動作例を示すフローチャートである
。
【図７】不吐出、不良ノズルを検知するための階段チャートの一例を示す図である。
【図８】不吐出ノズルがない場合の色材インクおよびプリント性向上インクのプリントデ
ータを示す概念図である。
【図９】不吐出ノズルがある場合の色材インクおよびプリント性向上インクの補正処理後
のプリントデータを示す概念図である。
【図１０】不吐出ノズルがある場合でマルチパス印字を行う場合の色材インクおよびプリ
ント性向上インクの補正処理後のプリントデータを示す概念図である。
【図１１】この発明の第２の実施形態による補正処理後の色材インクおよびプリント性向
上インクのドット配置状態を示す図である。
【図１２】この発明の第２の実施形態による補正処理前後の色材インクおよびプリント性
向上インクのプリントデータを示す図である。
【図１３】この発明の第３の実施形態による補正処理後の色材インクおよびプリント性向
上インクのドット配置状態を示す図である。
【図１４】この発明の第３の実施形態による補正処理前後の色材インクおよびプリント性
向上インクのプリントデータを示す図である。
【図１５】この発明の第４の実施形態による補正処理後の色材インクおよびプリント性向
上インクのドット配置状態を示す図である。
【図１６】この発明の第４の実施形態による補正処理前後の色材インクおよびプリント性
向上インクのプリントデータを示す図である。
【図１７】この発明の第５の実施形態による補正処理後の色材インクおよびプリント性向
上インクのドット配置状態を示す図である。
【図１８】この発明の第５の実施形態による補正処理前後の色材インクおよびプリント性
向上インクのプリントデータを示す図である。
【図１９】この発明の第８の実施形態による補正処理後の色材インクおよびプリント性向
上インクのプリントデータを示す図である。
【符号の説明】
１　画像データ入力部
２　操作部
３　ＣＰＵ
４　記憶媒体
４ａ　プリント情報格納メモリ
４ｂ　制御プログラム格納メモリ
５　ＲＡＭ
６　画像処理部
７　画像記録部（プリンタ部）
８　バス部
２０　キャリッジ
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２１　インクジェットヘッド（記録ヘッド）
２１－１　ブラックインク用記録ヘッド
２１－２　プリント性向上インク用記録ヘッド
２１－３　シアンインク用記録ヘッド
２１－４　マゼンタインク用記録ヘッド
２１－５　イエローインク用記録ヘッド
２２　インクタンク
２３　フレキシブルケーブル
２４　記録媒体
２５　排紙ローラ
２６　搬送モータ
２７　ガイドシャフト
２８　リニアエンコーダ
２９　駆動ベルト
３０　キャリッジモータ
３１　キャップ部
３２　回復ユニット
１０２　ヒータ
１０４　ヒータボード
１０５　ベースプレート
１０６　天板
１０８　インク吐出口
１１０　液路
１１２　隔壁
１１４　共通インク液室
１１６　インク供給口
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