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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出して記録を行う記録ヘッドと、該記録ヘッドへ供給されるインクを収容す
るインクタンクと、該インクタンク内のインク残量を光学的に検出する検出手段と、前記
記録ヘッドから消費されたインク消費量を算出する算出手段と、を備える記録装置におい
て、
　前記検出手段により前記インク残量が第１の所定量以上であると検出された場合でも、
前記算出手段により前記インク消費量が第２の所定量以上であると算出された場合は、前
記インク残量が前記第１の所定量未満であると判断する判断手段を備えることを特徴とす
る記録装置。
【請求項２】
　前記検出手段により前記インク残量が前記第１の所定量未満であると検出された場合に
、前記インク残量が前記第１の所定量未満であることを報知する報知手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記報知手段は、前記判断手段により前記インク残量が前記第１の所定量未満であると
判断された場合も、前記インク残量が前記第１の所定量未満であることを報知することを
特徴とする請求項２に記載の記録装置。
【請求項４】
　表示部を備え、前記報知手段は前記インク残量が前記第１の所定量未満であることを前
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記表示部に表示することを特徴とする請求項２または３に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記報知手段は、前記インク残量が前記第１の所定量未満であることを前記記録装置と
接続されるホスト装置の表示部に表示することを特徴とする請求項２ないし４のいずれか
１項に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記インクタンクは、前記記録ヘッドへインクを供給するための供給路と連通し、かつ
負圧発生部材を収容する負圧発生部材収容室と、該負圧発生部材に連通し、かつインクを
収容するインク収容室とを有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記
載の記録装置。
【請求項７】
　前記検出手段は、前記インク収容室内のインク残量を検出することを特徴とする請求項
６に記載の記録装置。
【請求項８】
　前記検出手段は、前記インク収容室に設けられたプリズムに光を照射する発光素子と、
前記プリズムからの反射光を受光する受光素子とを有することを特徴とする請求項７に記
載の記録装置。
【請求項９】
　前記算出手段は、前記記録ヘッドから吐出させたインク滴の数と、前記記録ヘッドの回
復動作によって消費されるインク量とから前記インク消費量を算出することを特徴とする
請求項１ないし８のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項１０】
　インクを吐出して記録を行う記録ヘッドと、該記録ヘッドへ供給されるインクを収容す
るインクタンクと、を備える記録装置におけるインク残量判断方法であって、
　前記インクタンク内のインク残量を光学的に検出する検出工程と、
　前記記録ヘッドから消費されたインク消費量を算出する算出工程と、
　前記検出工程により前記インク残量が第１の所定量以上であると検出された場合でも、
前記算出工程により前記インク消費量が第２の所定量以上であると算出された場合は、前
記インク残量が前記第１の所定量未満であると判断する判断工程と、を備えることを特徴
とするインク残量判断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクタンクから供給されるインクを記録媒体に付与して画像を記録する記
録装置およびインクタンク内のインク残量検出方法に関する。詳しくは、インクタンク内
のインク残量が所定量以下であることを検出できる検出機構を備えた記録装置およびイン
ク残量検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、インクを収容するインクタンクのインク残量が所定量以下であるか否かを光
学的に検出する方法、或いはインクの有無を光学的に検出する方法が知られている。例え
ば、特許文献１には、負圧発生部材（吸収体）を有するインクタンクのインク残量検出を
行うために、透過性のインクタンク壁面の一部を通して光を通過させ、その壁面と負圧発
生部材との境界部の光反射率の変化を検出する方法が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、インクタンクと同一材料により形成された光透過性部材によっ
て形成され、インクとの界面が光路に対して所定の角度を有する光学的インク検出部を備
えたインクタンクが開示されている。さらに、特許文献３や特許文献４には、発光素子と
受光素子を共通化した一つのフォトセンサによってインクの有無とインクタンクの有無と
を検出することが開示されている。
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　この他、特許文献５には、負圧発生部材収容室と、その負圧発生部材収納室と連通する
液体収容室とを有する液体収容容器に収容された液体の有無を検出する装置が開示されて
いる。
【０００４】
　ここで、光透過性のプリズムを用いた従来のインク残量検出機構について、図６を参照
して説明する。図６はインクタンクの底面に設けられた光透過型プリズム１０６０とその
プリズムに光を照射する発光素子１０６２及びその光を受光する受光素子１０６３の位置
関係を示す図である。図６に示すようにプリズム１０６０はインクタンクの底面１０６１
に設けられ、プリズム１０６０にインクタンクの外部下方から発光素子１０６２からの光
が入射する。
【０００５】
　その入射光は、インクタンクの内部にインクが充分に充填されている場合、光路（１）
→光路（２）’という経路を辿り、受光素子１０６３には返ってこない。これに対して、
インクが消費されインクタンク内にインクが殆ど無い場合、入射光はプリズム１０６０の
斜辺部で反射され、光路（１）→光路（２）→光路（３）を経て受光素子１０６３へと至
る。このように、発光素子１０６２から照射された光が受光素子１０６３に返ってくるか
否かでインクの有無を検出する。なお、発光素子１０６２と受光素子１０６３は記録装置
本体側に設けられる。
　以上説明した光学的なインク残量検出機構は低コストでインクタンク内のインク残量が
所定量以下か否かまたはインクの有無を検出する方法としては合理的な方法であると言え
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平８－１１２９０７号公報
【特許文献２】特開平７－２１８３２１号公報
【特許文献３】特開平９－２９９８９号公報
【特許文献４】特開２０００－１９８２２２号公報
【特許文献５】特開平７－８９０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、高温環境下においてはインク中の着色剤の分散性が不安定になって、その着
色剤がインクタンクの内壁に吸着されやすくなる。特に、この現象は、分散系のインクを
用いた場合に顕著である。なお、分散系のインクとは、例えば、着色剤としての顔料を分
散剤により水中に分散させた水性顔料インク、あるいは顔料の表面を改良し分散剤を用い
なくとも安定的に分散可能な自己分散タイプの顔料を用いた水性顔料インクが挙げられる
、更に、油性染料をエマルジョン分散させたマイクロエマルジョンインクも、分散系のイ
ンクに含まれる。
【０００８】
　上述のようにインクタンクの内壁に着色剤が吸着すると、インクタンクに入射した光が
その着色剤に吸収されてしまう。すると、インクタンクの液体収納室内にインクが残存し
ていない状態にもかかわらず、インクがまだ残っていると誤判断してしまう。このような
誤判断が生じると、適切なタイミングでユーザにインク切れを報知することが困難となる
。
【０００９】
　本発明は、以上のような課題に鑑みてなされたものであり、インク残量が所定量以下で
あるか否かを光学的に検出可能な検出機構を用いる形態において、タンク内壁に着色剤が
付着し上記光学検出が正確に行えない場合であっても、インク残量が所定量以下になった
ことを把握できる記録装置およびインク残量検出方法を提供することを目的としている。
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【００１０】
　また、本発明の別の目的は、適切にインク切れ時期をユーザに報知できるインクジェッ
ト記録装置およびインク残量検出方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明は、インクを吐出して記録を行う記録ヘッドと、該記
録ヘッドへ供給されるインクを収容するインクタンクと、該インクタンク内のインク残量
を光学的に検出する検出手段と、前記記録ヘッドから消費されたインク消費量を算出する
算出手段と、を備える記録装置において、前記検出手段により前記インク残量が第１の所
定量以上であると検出された場合でも、前記算出手段により前記インク消費量が第２の所
定量以上であると算出された場合は、前記インク残量が前記第１の所定量未満であると判
断する判断手段を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、インクタンク内のインク残量が所定量以下であるか否かを光学的に検
出する光学検出機構による検出結果に誤りが生じた場合であっても、インクタンク内のイ
ンク残量の正しい状況を検出することができる。従って、インクタンク内のインク残量が
所定量以下になったことを、適切なタイミングで報知することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】記録装置の槻略構成を示す斜視図である。
【図２】記録装置の記録制御を実行するための制御構成を説明するための図である。
【図３】Ａ及びＢは、インク残量検出部２５の詳細な構成を示すブロック図である。
【図４】Ａ及びＢは、インクタンク７と記録ヘッド１を備えたヘッドホルダ２００の外観
斜視図である。
【図５】インクタンク７の内部構造を示す側断面図である。
【図６】インクタンクの底面に設けられた光透過型プリズムとそのプリズムに光を照射す
る発光素子及びその光を受光する受光素子の位置関係を示す図である。
【図７】液体収納室３６０におけるインク有無検出手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　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。
　図１は本発明の代表的な実施形態であるインクジェット方式に従って記録を行う記録ヘ
ッドを備えた記録装置の槻略構成を示す斜視図である。図１に示すように、インクカート
リッジ２０は、記録ヘッド１と、この記録ヘッドにインクを供給するインクタンク７とで
構成される。なお、インクカートリッジ２０は、後述するように記録ヘッド１とインクタ
ンク７とが分離可能な構成となっているが、記録ヘッドとインクタンクとが一体化した形
態であってもよい。インクタンク７の底面には、後述する図５に示されるように、インク
残量検出を行うための光学プリズム１８０が設けられている。記録ヘッド１は、インク吐
出を行わせるための記録素子（（例えば、電気熱変換素子、圧電素子等）を備える。
【００１５】
　図１において、記録ヘッド１は図中下向きにインクを吐出する姿勢でキャリッジ２に搭
載されており、キヤリッジ２をガイド軸３に沿って移動（走査）させながらインク液滴を
吐出して記録用紙のような記録媒体（不図示）上に画像を形成していく。なお、キヤリッ
ジ２の左右移動（往復移動）はキヤリッジモータ４の回転によりタイミングベルト５を介
して行われる。キヤリッジ２には係合爪６が設けられ、インクタンクの係合穴７ａと係合
して、キヤリッジ２にインクタンク７は固定される。
【００１６】
　さて、記録ヘッド１走査分の記録が終了すると、記録動作を中断し、プラテン８上に位
置する記録媒体をフィードモータ９の駆動により所定量だけ搬送し、次いで再びキヤリッ
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ジ２をガイド軸３に沿って移動させながら次の１走査分の画像形成を行う。なお、フィー
ドモータ９の駆動力は本来の記録媒体搬送機構に伝達される他に、自動給紙装置（ＡＳＦ
）１３へも伝達される。
【００１７】
　装置本体の右側には記録ヘッド１のインク吐出状態を良好に保つための回復動作を行う
回復機器１０が配設されている。この回復機器１０には、記録ヘッド１をキャップするキ
ャップ１１、記録ヘッド１のインク吐出面を拭うワイパ１２、及び、記録ヘッド１のイン
ク吐出ノズルからインクを吸引するための吸引ポンプ（不図示）などが設けられている。
【００１８】
　さらに、回復機器１０の横側には、赤外ＬＥＤ（発光素子）１５及びフォトトランジス
タ（受光素子）１６とからなる光学ユニット１４が設けられている。これらの発光素子１
５と受光素子１６とは記録用紙の搬送方向（矢印Ｆの方向）に沿って並ぶように取り付け
られている。光学ユニット１４は装置本体のシヤーシ１７に取り付けられている。インク
カートリッジ２０がキヤリッジ２に搭載され、図１に示された位置より右方向へと移動す
ると、インクカートリッジ２０は光学ユニット１４上に位置するようになる。そして、イ
ンクタンク７の底面へ向けて発光素子１５から光を照射し、受光素子１６による受光結果
に基づいて、タンク内のインク残量が所定量以下であることを検出する。本実施形態では
、特に、タンクの液体収納室（インク収納室）３６０内のインク残量の有無を検出する。
【００１９】
　次に、図１に示した記録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。
　図２は記録装置の制御回路の構成を示すブロック図である。１７００はホスト装置から
記録信号を入力するインタフェース、１７０１は装置の各部を制御するためのＭＰＵであ
る。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（上記記録信号や記録ヘッド１に供給される記録データ等）を保存しておくＤ
ＲＡＭである。１７０４は記録ヘッド１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。１７０５は記録ヘッド１を駆動するヘッドドライバ、１７０６、
１７０７はそれぞれフィードモータ９、キヤリッジモータ４を駆動するためのモータドラ
イバである。
【００２０】
　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、ＭＰＵ１７０２の制御の下、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１７０５に送られた記録データに従って記録ヘッド１が駆動さ
れ、記録が行われる。
【００２１】
　なお、１７１０は記録動作や記録装置の状態に係る種々のメッセージを表示するＬＣＤ
１７１１や記録動作や記録装置の状態を知らせる種々の色のＬＥＤランプ１７１２を備え
た表示部である。
【００２２】
　ゲートアレイ１７０４には、記録ヘッドから吐出されたインク滴の数を計数する液滴吐
出数検出手段、所謂ドットカウンタ（不図示）が設けられている。このドットカウンタで
は、画像を形成するために吐出されるインク滴と、回復処理の一環として実施される予備
吐出の際に吐出されるインク滴との双方のインク滴を計数することを可能としている。
【００２３】
　一方、本実施形態では、各種吸引回復処理における各インクタンクでのインク消費量を
予め実験的に求めており、吸引回復処理が実行された場合のインク消費量をインクタンク
ごとに管理することができる。従って、本実施形態では、上述のドットカウンタにより計
数されたドット数にインク滴量を乗算したものと、上述の吸引回復処理に伴う消費量を合
算することにより、消費されるインク量を算出することが可能である。この算出もゲート



(6) JP 5164570 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

アレイ１７０４で実行される。
【００２４】
　このように本実施形態では、記録動作および回復動作に伴って消費したインク量をデー
タ演算によって算出する。このような算出機能を有する手段を「インク消費量算出手段」
と称する。このインク消費量算出手段はゲートアレイ１７０４に含まれる。
【００２５】
　この算出されたインク消費量は、前述のインクタンク７のメモリ領域（不図示）に予め
定められたタイミングで書き込まれる。本記録装置においては、記録装置に備えられた不
揮発性メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）にも同様の情報を書き込みバックアップが可能である。ま
た、記録ヘッド１と一体となったインクタンク７の液体収納室３６０の残量インク有無を
検出するインク残量検出部２５の動作はＭＰＵ１７０１によって制御される。インク残量
検出部２５の詳細は後述する。
【００２６】
　図３Ａ、図３Ｂは、インク残量検出部２５の詳細な構成を示すブロック図である。
　図３Ａに示すような構成において、ＭＰＵ１７０１からの制御信号に基づいて、コント
ローラ３２は、所定のデューティ（ＤＵＴＹ）比（％）のパルス信号をＬＥＤ駆動回路３
０に出力する。ＬＥＤ駆動回路３０は、そのデューティ比に従って光学ユニット１４を構
成する発光素子１５を駆動して赤外光をインクタンク７の底部に照射する。
【００２７】
　その赤外光は、インクタンク７の底部の光学プリズム（以下、プリズムという）１８０
で反射され、光学ユニット１４を構成する受光素子１６に戻ってくる。フォトトランジス
タである受光素子１６は受光した光を電気信号に変換し、その電気信号をローパスフィル
タ（ＬＰＦ）３１に出力する。ローパスフィルタ（ＬＰＦ）３１は、受光素子１６から入
力した電気信号の内、高周波雑音をカットして周波数の低い信号のみをコントローラ３２
に送る。コントローラ３２はローパスフィルタ（ＬＰＦ）３１の信号をＡ／Ｄ変換してデ
ジタル信号に変換する。そして、変換された値はＭＰＵ１７０１に転送される。
【００２８】
　なお、図３Ｂに示しているように、発光素子１５は赤外光２８を発光するＬＥＤであり
、受光素子１６は赤外光２９を受光して、その受光強度に応じて電気信号を出力するフォ
トトランジスタである。これらのＬＥＤとフォトトランジスタとは、図１に示すように、
記録用紙の搬送方向に沿って並ぶように配置される。
【００２９】
　次に、本発明に適用可能なインクタンクの構成の概要について、図４Ａ、図４Ｂ、図５
を用いて説明する。図４Ａ、図４Ｂは、インクタンク７と記録ヘッド１を備えたヘッドホ
ルダ２００の外観斜視図である。図４Ａ、図４Ｂにおいて、図４Ａはインクタンク７がヘ
ッドホルダ２００から分離している状態を、図４Ｂはインクタンク７がヘッドホルダ２０
０に取り付けられている状態を示す。また、図５はインクタンク７の内部構造を示す側断
面図である。
【００３０】
　インクタンク７は、インク消費量などの情報が格納可能なメモリ部（不図示）を有する
。このメモリ部には、所定タイミングにて記録装置からの情報を、キャリッジ上に設けら
れたメモリコンタクト部（不図示）を介して書き込み可能になっている。このインクタン
ク７は略直方体状をなしており、その上壁７Ｕには、インクタンク内部と通じる穴である
大気連通口１２０が設けられている。
【００３１】
　一方、インクタンク７の下壁７Ｂには、筒状に突出した形態でインク供給口を有するイ
ンク供給筒１４０が形成されている。そして、物流過程では大気連通口１２０はフィルム
等で密閉されている。また、インク供給筒１４０はインク供給口密閉部材としてのキャッ
プにより塞がれて密閉されている。１６０はインクタンク７の外側に弾性変形自在に一体
に成形されたレバー部材であり、その中間部に係止用突起が形成されている。
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【００３２】
　２００は、上述のインクタンク７が装着される記録ヘッド一体型のヘッドホルダである
（図４Ａ、図４Ｂ参照）。ヘッドホルダ２００には、例えば、シアン（Ｃ）、マゼンタ（
Ｍ）、イエロ（Ｙ）の各色のインクタンク７（７Ｃ、７Ｍ、７Ｙ）を収容する。ヘッドホ
ルダ２００の下部には各色カラーインクを吐出する記録ヘッド１が一体的に設けられてい
る。なお、ブラック（Ｂｋ）インクを収容したインクタンクのみをヘッドホルダに装着し
、モノクロ記録専用の記録ヘッドを構成してもよい。ヘッドホルダ２００の底部には、後
述するインク有無検出部（具体的には、プリズム１８０）が光学ユニット１４とインク残
量検出部２５と協働して残量インクの有無を検出可能なように窓が設けられている。
【００３３】
　記録ヘッド１には複数の吐出口が下向きに形成されている（以下、この吐出口が形成さ
れているヘッドの面を吐出口形成面と称す）。そして、インクタンク７は、図４Ａに示す
状態から、ヘッドホルダ２００に装着される。詳しくは、インク供給筒１４０が記録ヘッ
ド１に設けられたインク供給筒受け部（不図示）に係合し、なおかつ、記録ヘッド１のイ
ンク通路筒がインク供給筒１４０内に進入するように押し込まれる。すると、レバー部材
１６０の係止用突起１６０Ａがヘッドホルダ２００の所定箇所に形成された突起（不図示
）に係合し、図４Ｂに示す正規の装着状態が得られる。なお、インクタンク７が装着され
た状態のヘッド一体型のヘッドホルダ２００は、例えば、図１に示すような記録装置のキ
ヤリッジ２にさらに搭載され、これによりプリント可能な状態となる。このような状態で
、インクタンク７の底部とヘッドの吐出口形成面との間には所定の水頭差（Ｈ）が形成さ
れることになる。
【００３４】
　次に、インクタンク７の内部構造について、図５を参照して説明する。このインクタン
ク７は、上部で大気連通口１２０を介して大気に連通する。また、インクタンクは、内部
に負圧発生部材としての吸収体３２０を収容する負圧発生部材収納室３４０と、液体のイ
ンクを収容する実質的に密閉された液体収納室（インク収納室）３６０とを有している。
負圧発生部材収納室３４０と液体収納室３６０の両者は隔壁３８０で仕切られており、両
者はインクタンク７の底部付近で連通口４００を介してのみ連通されている。更に、負圧
発生部材収納室３４０は、記録ヘッドにインクを供給するためのインク供給筒１４０に連
通している。
【００３５】
　負圧発生部材収納室３４０を形成するインクタンク７の上壁７Ｕには、内部に突出する
形態で複数個のリブ４２０が一体に成形され、負圧発生部材収納室３４０に圧縮状態で収
容される吸収体３２０と当接している。こうして、上壁７Ｕと吸収体３２０の上面との間
にエアバッファ室４４０が形成される。吸収体３２０は熱圧縮ウレタンフォームで形成さ
れており、後述するように所定の毛管力を発生すべく、圧縮状態で負圧発生部材収納室３
４０内に収容されている。この所定の毛管力を発生するための吸収体３２０のポアサイズ
の絶対値は、使用するインクの種類、インクタンク７の寸法、記録ヘッド１の吐出口形成
面の位置（水頭差Ｈ）等により異なる。
【００３６】
　また、インク供給口１４０Ａを形成しているインク供給筒１４０内には、ディスク状な
いしは円柱状の圧接体４６０が配置されている。圧接体４６０は、例えば、ポリプロピレ
ンのフェルトにより形成され、それ自体は外力により容易に変形しないものである。圧接
体４６０は、上述のヘッドホルダ２００に装着されていない図４Ａに示す状態において、
吸収体３２０を局所的に圧縮するよう吸収体３２０に押し込まれた状態に保持されている
。このために、インク供給筒１４０の端部には、圧接体４６０の周辺に当接するフランジ
が形成されている。
【００３７】
　図５のようなインクタンクにおいて吸収体３２０のインクが消費されると、液体収納室
３６０からインクが連通口４００を通じて負圧発生部材収納室３４０の吸収体３２０に供
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給される。この時、液体収納室３６０内は減圧されるが、大気連通部１２０から負圧発生
部材収納室を経由した空気が隔壁３８０の連通口４００を通じて液体収納室３６０に入り
、液体収納室３６０内の減圧は緩和される。従って、インクが消費されてもその消費量に
応じてインクが吸収体３２０に充填され、吸収体３２０は一定量のインクを保持し、記録
ヘッド１に対する負圧をほぼ一定に保つので、記録ヘッド１ヘのインク供給が安定する。
その後、液体収納室３６０内のインクを消費すると、吸収体３２０内のインクが消費され
てゆく。
【００３８】
　従って、このようなインクタンクの液体収納室３６０にインク残量検出機構の一部とな
るプリズム１８０を設けることで、液体収納室３６０内のインクが消費されたことを検知
できるようになり、この結果、インク切れの旨をユーザに知らせることができる。
【００３９】
　この実施形態ではプリズム１８０が上述したインク有無検出部として機能する。
　プリズム１８０は頂角が９０°の二等辺三角形をした三角プリズムの形をしている。従
って、その二等辺三角形の底辺の長さ（ａ）と角柱方向（図５では用紙に対して直角の方
向）の長さ（ｂ）とが分かれば、インクタンク７の内部に露出したプリズム斜面の面積（
Ｓ）は
【数１】

となる。
【００４０】
　このようにインクタンクにインク有無検出部（例えば、プリズム）を設けることで、イ
ンク消費量算出手段による残量検知（以下、「データ演算検知」という）よりも誤差の少
ない光学検知が可能となる。しかし、光学検知機構も完璧ではなく、誤検知を起す場合が
ある。すなわち、上述した通り、プリズムに着色剤が付着してしまうと、インクタンクの
液体収納室にインクが残っていないにもかかわらず、インク有りと判断してしまう。イン
ク無しにもかかわらず、インク有りと判断してしまうと、インク切れをユーザに知らせる
ことができない。
【００４１】
　そこで、本実施形態では、このような誤検知が生じても、インク切れをユーザに知らせ
ることができるようにするために、光学検知機構に加え、データ演算検知機構も併用し、
インクの有無を判断するようにしている。具体的には、図7に示すように、光学検知機構
によりインク有りと判断されても、データ演算検知機構によりインク無しと判断されれば
インク無しの報知を行う。このように光学検知機構を信頼して光学検知結果を即採用する
のではなく、データ演算検知の結果も考慮して、インク無しの判断を行うのである。以下
、本実施形態において特徴的な光学検知機構とデータ演算検機構による残量判断について
，図７を参照しながら説明する。
【００４２】
　図７は、本実施形態の液体収納室（インク収納室）３６０におけるインク有無検出手順
を示すフローチャートである。本実施形態におけるインク有無検出は電源オン時、クリー
ニング後、排紙後のタイミングにて行われる。電源オン時およびクリーニング後に関して
は、無条件に、光学検知によるインク有無検出を行う（ステップＳ３）。一方、排紙後の
タイミングに関しては、毎頁排紙後に実施しても良いが、ここでは、特定の状況のときだ
け光学検知によるインク有無検出を行う（ステップＳ３）。すなわち、インク有無検出に
よるスループット低下を避けるために、図７のステップＳ１およびステップＳ２の工程を
経て、必要なときだけ光学検知を行う。具体的には、図２のゲートアレイ１７０４で計数
されるドットカウンタ値を取得し（ステップＳ１）、取得したカウンタ値が予め定められ
た閾値に到達したかどうかを判定し（ステップＳ２）、カウンタ値が閾値に到達していれ
ば、光学検知によるインク有無検出を行う（ステップＳ３）。
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【００４３】
　なお、本実施形態の記録装置では最大サイズとなるＡ４の記録用紙全面にベタ画像１枚
程度をプリントした場合のドット数を閾値として設定する。ステップＳ２にて閾値に達し
ていない場合には、インク有無検出は行わず、処理を終了する。一方、ステップＳ２にて
カウンタ値が閾値に到達した場合には、インク有無検出を行う（ステップＳ３）。
【００４４】
　ステップＳ３におけるインク有無検出の結果、インクタンク内７の液体収納室３６０に
インクが無いと判断された場合には、ステップＳ６にてインク残量警告フラグをオンにセ
ットし終了する。このインク残量警告フラグの情報に基づき、種々の色のＬＥＤランプ１
７１２を備えた表示部（図２参照）を介して、インクタンク内のインクが無くなった旨を
ユーザに知らせる。具体的には、「インクが無くなりました。インクタンクを交換して下
さい」等のメッセージを表示部に表示する。あるいは、図２に示されるインターフェース
１７００を介してホスト装置へ上記インク残量警告フラグの情報を供給し、そのインク残
量警告フラグの情報に基づいてホスト装置の表示画面を介してユーザに報知する。
【００４５】
　一方、ステップＳ４にてインクタンク内の液体収納室３６０にインクが有ると判断され
た場合には、ステップＳ５へ進む。ステップＳ５では、インク消費量算出手段によって算
出されるインク消費量（具体的には、記録動作と回復動作に伴って消費されるインク量）
を示す値が予め定められたインク無しに相当する規定値に到達したか否かを判定する。そ
の結果、規定値に到達していた場合には、ステップＳ６にてインク残量警告フラグをオン
にセットし終了する。つまり、光学検知によってインク有りと判断された場合であっても
、データ演算によってインク無しと判断された場合には、予防的にインク切れの警告をユ
ーザに対して行う。これにより、仮に、インクタンク内壁に着色剤が付着し光学検知が適
正に動作していない場合であっても、ユーザに対してインク切れの報知を早めに行うこと
ができる。一方、ステップＳ５にて、インク消費量算出手段によって算出されるインク消
費量に相当する値が規定値に到達していなかった場合には、光学検知とデータ演算の両方
共でインクありを示したことになる。この場合、インク切れが発生している可能性は殆ど
ないので、インク切れの警告は行わず、そのまま処理を終了する。
【００４６】
　なお、本実施形態では、インク切れを示す情報をユーザへ報知する方法として、記録装
置の表示部あるいは記録装置と接続されるホスト装置の表示部に上記インク切れ情報を表
示する方法を採用した。しかし、インク切れを示す情報は何も表示情報に限られるもので
はない。例えば、音声情報であってもよい。
【００４７】
　また、本実施形態では、図５のようなインクタンクを用いているため、液体収納室（イ
ンク収納室）３６０のインクが無くなっても、インクタンク内の負圧発生部材収納室３４
０にはインクが若干残っている。従って、液体収納室３６０のインクの有無を検知すると
いうことは、インクタンク全体から見れば、インクタンク内のインク残量が所定量以下か
否かを検知することと殆ど同義である。
【００４８】
　以上説明したように本実施形態によれば、光学センサを用いてインク無しを判断する手
段と、インク消費量からインク無しを判断する手段とを併用している。そのため、仮に、
インクタンクのプリズムの表面に着色剤などのその液体の組成の一部が付着し残存した結
果、インクタンク内の残量インクの有無を光学検知により正確に検出することができない
状況が生じたとしても、この光学検知による不具合をリカバリすることが可能となり、イ
ンクタンク内のインク残量に関する報知を安定的に行うことが可能となる。
【００４９】
　なお、上述した実施形態では、インクタンクの液体収納室（インク収納室）内のインク
残量の有無を光学的に検出している。つまり、インク残量が実質的にゼロとなったかどう
かを検出している。しかし、本発明はこれに限られるものではない。インク残量が実質的
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にゼロとなる時点を検出するのではなく、インク残量が少ないと判断できる時点を検出す
るようにしてもよい。
【００５０】
　上述した実施形態では、図５のような吸収体を備えるインクタンクを用いているが、本
発明で適用可能なインクタンクはこれに限られるものではない。吸収体を備えないインク
タンクであっても適用可能である。
【００５１】
　この出願は２００５年７月８日に出願された日本国特許出願番号第２００５－１９９９
６７号からの優先権を主張するものであり、その内容を引用してこの出願の一部とするも
のである。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】



(12) JP 5164570 B2 2013.3.21

【図５】 【図６】

【図７】
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