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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】キャップが取り付けられた部分から外れてしま
う可能性を低くすることができる液体カートリッジを提
供する。
【解決手段】インクカートリッジ３０は、第１貯留室を
有する筐体１３０と、筐体１３０から延出しており、第
１貯留室内のインクを外部へ供給する筒体７５と、筒体
７５の先端部に配置されたパッキング７６を挟んだ状態
で筒体７５に被せられる筒状のキャップ７９と、キャッ
プ７９と筐体７５とを係合するスナップフィット機構７
４とを備える。スナップフィット機構７４は、筒体７５
に設けられてキャップ７９が係合される凸部１７９と、
キャップ７９から後方へ延出した突起１８０とを備える
。突起１８０は、その先端部に凸部１７９と係合可能な
一対の係合爪１８１を備える。突起１８０は、筐体１３
０を挟んで左右方向に対向配置される。一対の係合爪１
８１の上方及び下方へ突出している。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体貯留室を有するカートリッジ本体と、
　上記カートリッジ本体から延出しており、上記液体貯留室内の液体を外部へ供給する液
体供給筒と、
　上記液体供給筒の先端部に配置されたシール部と、
　上記液体供給筒に被せられた状態で上記液体供給筒との間に上記シール部を挟んで上記
シール部を固定させる筒状のキャップと、
　上記キャップと上記カートリッジ本体または上記液体供給筒とを係合するスナップフィ
ット機構と、を備え、
　上記スナップフィット機構は、
　上記カートリッジ本体または上記液体供給筒の少なくとも一方に設けられ、上記キャッ
プが係合される係合面と、
　上記キャップから上記キャップの軸方向へ延出した突起と、を備え、
　上記突起は、その先端部に上記係合面と係合可能な一対の係合爪を備え、
　上記突起は、上記カートリッジ本体または上記液体供給筒を挟んで対向配置され、
　上記一対の係合爪の一方は、上記突起が対向する方向と上記軸方向とに交差する交差方
向に沿って突出し、上記一対の係合爪の他方は、上記一対の係合爪の一方とは反対方向に
向かって突出するものである液体カートリッジ。
【請求項２】
　上記突起は、その先端に上記係合爪を有する延出部を有し、
　上記係合爪は、上記延出部に対し相対移動可能に弾性変形可能である請求項１に記載の
液体カートリッジ。
【請求項３】
　上記軸方向は、水平方向に沿っており、
　上記突起の下端は、上記キャップの下端よりも上方に位置する請求項１または２に記載
の液体カートリッジ。
【請求項４】
　上記突起の上端は、上記キャップの上端よりも下方に位置する請求項１から３のいずれ
かに記載の液体カートリッジ。
【請求項５】
　上記軸方向に見て、上記突起は、上記キャップの外縁よりも内方に位置する請求項１か
ら４のいずれかに記載の液体カートリッジ。
【請求項６】
　上記突起は、その先端部に近い程に上記交差方向の長さが短くなるテーパ形状である請
求項１から５のいずれかに記載の液体カートリッジ。
【請求項７】
　上記突起は、上下方向及び上記軸方向と直交する幅方向に対向配置されている請求項１
から６のいずれかに記載の液体カートリッジ。
【請求項８】
　上記キャップの内部空間に、液体を吸収する吸収部材が配置されている請求項１から７
のいずれかに記載の液体カートリッジ。
【請求項９】
　上記吸収部材は、上記キャップの内部空間と上記キャップの外部とを連通する開口の周
縁部の近傍に配置された第１吸収部材を備える請求項８に記載の液体カートリッジ。
【請求項１０】
　上記吸収部材は、上記内部空間の下部に配置された第２吸収部材を備える請求項８また
は９に記載の液体カートリッジ。
【請求項１１】
　上記内部空間の内面に、上記キャップの内部空間と上記キャップの外部とを連通する開
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口の周縁部から上記第２吸収部材に至る溝が形成されている請求項１０に記載の液体カー
トリッジ。
【請求項１２】
　上記キャップの下端は、上下方向において、上記カートリッジ本体の下端と略同じ位置
である請求項１から１１のいずれかに記載の液体カートリッジ。
【請求項１３】
　上記カートリッジ本体は、水平方向に沿った前後方向に離れた前壁及び後壁を備え、
　上記液体供給筒は、上記前壁よりも下方に位置しており、
　上記液体供給筒の先端は、前方を向いており、上記前壁よりも後方に位置している請求
項１から１２のいずれかに記載の液体カートリッジ。
【請求項１４】
　上記液体供給筒内に上記液体供給筒の延出方向に沿って移動可能に配置されており、上
記シール部と当接可能な弁体を備える請求項１から１３のいずれかに記載の液体カートリ
ッジ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体貯留室を有する筐体と液体貯留室に貯留された液体を外部へ供給する液
体供給筒とを備える液体カートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクカートリッジから供給されたインクを、ノズルを介して吐出する記録ヘッドを備
えるプリンタが知られている。インクカートリッジには、記録ヘッドへインクを供給する
ためのインク供給孔が形成されている。インク供給孔には、インク漏れ防止のためのシー
ルゴムが取り付けられている。また、インク供給孔には、シールゴムを固定させるための
キャップが取り付けられている。そして、キャップは、抜け止め防止のためにスナップフ
ィットによる取り付けが可能な形状を有している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－１５８３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、スナップフィットによる取り付けの場合、キャップやキャップが取り付けられ
る部分が、経年変化などによって弾性変形するおそれがある。すると、キャップが意図せ
ず外れてしまうおそれがある。
【０００５】
　本発明は、前述された事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、キャップが取り
付けられた部分から外れてしまう可能性を低くすることができる液体カートリッジを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　(1)　本発明に係る液体カートリッジは、液体貯留室を有するカートリッジ本体と、上
記カートリッジ本体から延出しており、上記液体貯留室内の液体を外部へ供給する液体供
給筒と、上記液体供給筒の先端部に配置されたシール部と、上記液体供給筒に被せられた
状態で上記液体供給筒との間に上記シール部を挟んで上記シール部を固定させる筒状のキ
ャップと、上記キャップと上記カートリッジ本体または上記液体供給筒とを係合するスナ
ップフィット機構と、を備える。上記スナップフィット機構は、上記カートリッジ本体ま
たは上記液体供給筒の少なくとも一方に設けられ、上記キャップが係合される係合面と、
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上記キャップから上記キャップの軸方向へ延出した突起と、を備える。上記突起は、その
先端部に上記係合面と係合可能な一対の係合爪を備える。上記突起は、上記カートリッジ
本体または上記液体供給筒を挟んで対向配置される。上記一対の係合爪の一方は、上記突
起が対向する方向と上記軸方向とに交差する交差方向に沿って突出し、上記一対の係合爪
の他方は、上記一対の係合爪の一方とは反対方向に向かって突出するものである。
【０００７】
　仮に、係合爪が一対でない場合、換言すると、係合爪が突起から交差方向のみへ突出し
、交差方向と反対方向へ突出していない場合、突起が、経年変化などに起因する弾性変形
によって係合爪が設けられていない側、つまり反対方向へ湾曲すると、係合爪が湾曲した
突起に引っ張られて変形し、係合面から外れてしまうおそれがある。
【０００８】
　しかし、上記構成によれば、突起は、一対の係合爪を備えている。そのため、突起は、
交差方向と交差方向の反対方向との両側において係合によって支えられている。その結果
、上記のような突起の湾曲は発生し難いため、係合爪が係合面から外れてしまう可能性を
低くすることができる。
【０００９】
　(2)　例えば、上記突起は、その先端に上記係合爪を有する延出部を有し、上記係合爪
は、上記延出部に対し相対移動可能に弾性変形可能である。
【００１０】
　(3)　上記軸方向は、水平方向に沿っている。上記突起の下端は、上記キャップの下端
よりも上方に位置する。
【００１１】
　上記構成によれば、キャップの上下方向の寸法を短くできる。また、キャップを液体カ
ートリッジの下端近傍に配置した場合に、突起が液体カートリッジよりも下方へ突出した
状態となることを防止できる。
【００１２】
　(4)　上記突起の上端は、上記キャップの上端よりも下方に位置する。
【００１３】
　上記構成によれば、キャップの上下方向の寸法を短くできる。
【００１４】
　(5)　上記軸方向に見て、上記突起は、上記キャップの外縁よりも内方に位置する。
【００１５】
　上記構成によれば、キャップやキャップが取り付けられた液体カートリッジの落下時な
どに、突起よりもキャップへ衝撃が加わる可能性が高い。よって、突起に直接の衝撃が及
ぶ可能性を低くできる。
【００１６】
　(6)　上記突起は、その先端部に近い程に上記交差方向の長さが短くなるテーパ形状で
ある。
【００１７】
　一対の係合爪は、突起の先端部から突出している。そのため、突起の先端部は、一対の
係合爪の分、寸法が大きくなる。上記構成によれば、突起は、先端部に近い程に交差方向
の長さが短くなる。そのため、突起の先端部の寸法が大きくなることを抑制できる。
【００１８】
　(7)　例えば、上記突起は、上下方向及び上記軸方向と直交する幅方向に対向配置され
ている。
【００１９】
　(8)　上記キャップの内部空間に、液体を吸収する吸収部材が配置されている。
【００２０】
　上記構成によれば、吸収部材が、液体供給筒から漏れた液体を吸収可能である。そのた
め、液体供給筒から漏れた液体の液体カートリッジの外部への流出を低減できる。
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【００２１】
　(9)　上記吸収部材は、上記キャップの内部空間と上記キャップの外部とを連通する開
口の周縁部の近傍に配置された第１吸収部材を備える。
【００２２】
　液体供給筒から漏れた液体は、開口を通じて液体カートリッジの外部へ流出する。上記
構成によれば、第１吸収部材によって開口を通る液体を吸収することができる。
【００２３】
　(10)　上記吸収部材は、上記内部空間の下部に配置された第２吸収部材を備える。
【００２４】
　液体供給筒から漏れた液体の多くは重力によって下方へ移動する。上記構成によれば、
第２吸収部材が内部空間の下部に配置されているため、液体の多くを第２吸収部材に吸収
させることができる。
【００２５】
　(11)　上記内部空間の内面に、上記キャップの内部空間と上記キャップの外部とを連通
する開口の周縁部から上記第２吸収部材に至る溝が形成されている。
【００２６】
　上記構成によれば、液体供給筒から漏れた液体を溝を通じて第２吸収部材へ導くことが
できる。
【００２７】
　(12)　上記キャップの下端は、上下方向において、上記カートリッジ本体の下端と略同
じ位置である。
【００２８】
　上記構成によれば、キャップ及びキャップが装着される液体供給筒を液体カートリッジ
の下端部に配置できる。そのため、液体供給筒を通じて外部へ供給されずに液体貯留室内
に残留する液体の量を少なくすることができる。
【００２９】
　(13)　上記カートリッジ本体は、水平方向に沿った前後方向に離れた前壁及び後壁を備
える。上記液体供給筒は、上記前壁よりも下方に位置している。上記液体供給筒の先端は
、前方を向いており、上記前壁よりも後方に位置している。
【００３０】
　上記構成によれば、液体カートリッジの落下時などに、液体供給筒よりも前壁に直接の
衝撃が加わる可能性が高い。よって、液体供給筒に直接の衝撃が及ぶ可能性を低くできる
。
【００３１】
　(14)　例えば、液体カートリッジは、上記液体供給筒内に上記液体供給筒の延出方向に
沿って移動可能に配置されており、上記シール部と当接可能な弁体を備える。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、液体供給筒に被せられたキャップが外れてしまう可能性を低くするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、プリンタ部１１の内部構造を模式的に示す縦断面図である。
【図２】図２は、カートリッジ装着部１１０の正面図である。
【図３】図３は、カートリッジ装着部１１０にインクカートリッジ３０が装着された状態
の縦断面図である。
【図４】図４は、インクカートリッジ３０の前方斜視図である。
【図５】図５は、インクカートリッジ３０の後方斜視図である。
【図６】図６は、インクカートリッジ３０の左側面図である。
【図７】図７は、インクカートリッジ３０の分解斜視図である。
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【図８】図８（Ａ）は、第１内蓋１３１の下方斜視図であり、図８（Ｂ）は、第１内蓋１
３１の上方斜視図である。
【図９】図９（Ａ）は、第２内蓋１３２の下方斜視図であり、図９（Ｂ）は、第２内蓋１
３２の上方斜視図である。
【図１０】図１０は、インクカートリッジ３０の縦断面図である。
【図１１】図１１は、図６におけるＸＩ－ＸＩ断面を示す断面図である。
【図１２】図１２は、インク供給部３４が分解された状態のインクカートリッジ３０の前
方斜視図である。
【図１３】図１３（Ａ）は、キャップ７９の後方斜視図であり、図１３（Ｂ）は、キャッ
プ７９の前方斜視図である。
【図１４】図１４は、図６におけるＸＩＶ－ＸＩＶ断面を示す断面図である。
【図１５】図１５は、カートリッジ装着部１１０にインクカートリッジ３０が装着される
途中の状態のカートリッジ装着部１１０の縦断面図及びインクカートリッジ３０の左側面
図である。
【図１６】図１６は、カートリッジ装着部１１０にインクカートリッジ３０が装着される
途中の状態の縦断面図である。
【図１７】図１７は、カートリッジ装着部１１０内でインクカートリッジ３０が回動した
状態のカートリッジ装着部１１０の縦断面図及びインクカートリッジ３０の左側面図であ
る。
【図１８】図１８は、カートリッジ装着部１１０内でインクカートリッジ３０が回動した
状態の縦断面図である。
【図１９】図１９は、カートリッジ装着部１１０にインクカートリッジ３０が装着された
状態のカートリッジ装着部１１０の縦断面図及びインクカートリッジ３０の左側面図であ
る。
【図２０】ブラックのインクが貯留されたインクカートリッジ３０の前方斜視図である。
【図２１】図２１は、図２０におけるＸＸＩ－ＸＸＩ断面を示す断面図である。
【図２２】図２２は、図２０におけるＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ断面を示す断面図である。
【図２３】図２３は、変形例における第１内蓋１３１の下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、適宜図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、以下に説明され
る実施形態は本発明が具体化された一例にすぎず、本発明の要旨を変更しない範囲で実施
形態を適宜変更できることは言うまでもない。
【００３５】
　また、以下の説明では、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に挿入さ
れる方向が前方向５１と定義される。また、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着
部１１０から抜き出される方向が後方向５２と定義される。以下では、インクカートリッ
ジ３０は、カートリッジ装着部１１０に対して水平方向に挿入及び脱抜される。したがっ
て、前方向５１及び後方向５２は水平方向である前提として説明がなされるが、必ずしも
前方向５１及び後方向５２は水平方向でなくてもよい。また、前方向５１及び後方向５２
のいずれかに直交する方向が下方向５３と定義される。下方向５３の反対となる方向が上
方向５４と定義される。前方向５１及び下方向５３と直交する方向が右方向５５と定義さ
れる。右方向５５と反対方向が左方向５６と定義される。したがって、インクカートリッ
ジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着されて使用される状態において、重力方向が下
方向５３であり、重力方向と反対方向が上方向５４であることを前提として説明がなされ
る。つまり、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着されて使用され
る状態において、筐体１３０のメイン下壁４２の外面が重力方向の下方を向く。また、前
方向５１及び下方向５３と直交する方向が、右方向５５及び左方向５６と定義される。よ
り具体的には、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着されて使用さ
れる状態で、インクカートリッジ３０を後方から前方に視た場合において、右方に向く方
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向が右方向５５と定義され、左方に向く方向が左方向５６と定義される。なお、インクカ
ートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着されて使用される状態とは、インクカ
ートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０の装着位置まで挿入された状態である。装着
位置は、カートリッジ装着部１１０に設けられたインクニードル１０２がインクカートリ
ッジ３０に設けられたインク供給部３４に挿入されて互いに連結され、且つインクカート
リッジ３０に設けられたＩＣ基板６４がカートリッジ装着部１１０に設けられた接点１０
６と接触する位置である。また、以下では、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着
部１１０に装着されて使用される状態の、当該インクカートリッジ３０の姿勢を使用姿勢
と称する。
【００３６】
　また、前方向５１及び後方向５２は、前後方向（延出方向の一例）と定義される。また
、上方向５４及び下方向５３は、上下方向（交差方向の一例）と定義される。また、右方
向５５及び左方向５６は、左右方向（幅方向の一例）と定義される。
【００３７】
　また、以下の説明では、「前方を向く」とは、前方の成分を含む方向を向くことを含み
、「後方を向く」とは、後方の成分を含む方向を向くことを含む。また、「下方を向く」
とは、下方の成分を含む方向を向くことを含み、「上方を向く」とは、上方の成分を含む
方向を向くことを含む。例えば、「前面が前方を向く」とは、前面が前方を向いていても
よいし、前面が前方に対して傾斜した方向を向いていてもよい。
【００３８】
［プリンタ１０の概要］
　図１に示されるように、プリンタ１０は、インクジェット記録方式に基づいて、用紙に
対してインク滴を吐出することにより画像を記録する画像記録装置であり、例えばインク
ジェットプリンタである。プリンタ１０は、記録ヘッド２１と、インク供給装置１００と
、記録ヘッド２１及びインク供給装置１００を接続するインクチューブ２０とを備えてい
る。インク供給装置１００は、カートリッジ装着部１１０を備える。カートリッジ装着部
１１０には、インクカートリッジ３０（液体カートリッジの一例）が装着される。カート
リッジ装着部１１０には、その一面に開口１１２が形成されている。インクカートリッジ
３０は、開口１１２を通じてカートリッジ装着部１１０に前方へ挿入され、或いは開口１
１２を通じてカートリッジ装着部１１０から後方へ抜き出される。
【００３９】
　インクカートリッジ３０は、液体を貯留しており、例えばプリンタ１０で使用可能なイ
ンク（液体の一例）を貯留する。カートリッジ装着部１１０へのインクカートリッジ３０
の装着が完了した状態において、インクカートリッジ３０と記録ヘッド２１とは、インク
チューブ２０を介して接続されている。記録ヘッド２１は、インクチューブ２０を通じて
供給されるインクを一時的に貯留するダンパ室２８を有する。記録ヘッド２１は、ダンパ
室２８から供給されたインクを複数のノズル２９から吐出する。具体的には、記録ヘッド
２１が備えるヘッド制御基板が、複数のノズル２９に対応して設けられた複数のピエゾ素
子２９Ａに選択的に駆動電圧を印加する。これにより、ノズル２９から選択的にインクが
吐出される。つまり、記録ヘッド２１は、カートリッジ装着部１１０に装着されたインク
カートリッジ３０に貯留されたインクを消費する。
【００４０】
　プリンタ１０は、給紙トレイ１５と、給紙ローラ２３と、搬送ローラ対２５と、プラテ
ン２６と、排出ローラ対２７と、排紙トレイ１６と、を備えている。給紙ローラ２３は、
給紙トレイ１５上の用紙を搬送路２４へ向けて給送する。搬送路２４へ給送された用紙は
、やがて搬送ローラ対２５に到達する。搬送ローラ対２５は、搬送ローラ対２５に到達し
た用紙をプラテン２６上へ搬送する。記録ヘッド２１は、プラテン２６上を通過する用紙
に対してインクを選択的に吐出する。これにより、用紙に画像が記録される。プラテン２
６を通過した用紙は、排出ローラ対２７に到達する。排出ローラ対２７は、排出ローラ対
２７に到達した用紙を、搬送路２４の最下流側に位置する排紙トレイ１６に排出する。
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【００４１】
［インク供給装置１００］
　図１に示されるように、プリンタ１０は、インク供給装置１００を備えている。インク
供給装置１００は、記録ヘッド２１にインクを供給する。インク供給装置１００は、イン
クカートリッジ３０を装着可能なカートリッジ装着部１１０、タンク１０３、インクチュ
ーブ２０を備えている。なお、図１においては、カートリッジ装着部１１０へのインクカ
ートリッジ３０の装着が完了した状態が示されている。つまり、図１において、インクカ
ートリッジ３０は装着状態である。この状態にあるインクカートリッジ３０の姿勢が、使
用姿勢である。
【００４２】
［カートリッジ装着部１１０］
　図１～図３に示されるように、カートリッジ装着部１１０は、カートリッジケース１０
１と、インクニードル１０２と、凸板１１１と、光学センサ１１３と、複数の接点１０６
と、を備えている。カートリッジ装着部１１０には、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラ
ックの各色に対応する４つのインクカートリッジ３０が収容可能である。また、インクニ
ードル１０２、凸板１１１、及び光学センサ１１３は、４つのインクカートリッジ３０そ
れぞれに対応して、４つずつ設けられている。また、複数の接点１０６について、１つの
インクカートリッジ３０に対応して４つの接点１０６が設けられ、４つのインクカートリ
ッジ３０に対して１６個の接点１０６が設けられる。タンク１０３及びインクチューブ２
０は、４つのインクカートリッジ３０それぞれに対応して、４つずつ設けられている。
【００４３】
［カートリッジケース１０１］
　図２に示されるように、カートリッジケース１０１は、カートリッジ装着部１１０の筐
体を形成する。カートリッジケース１０１は、天面５７と、底面と、右側面１０７と、左
側面１０８と、終面５９と、開口１１２とを有する箱形状である。天面５７は、カートリ
ッジケース１０１の内部空間の上部である天部を画定する。底面は、カートリッジケース
１０１の内部空間の下部である底部を画定する。右側面１０７は、カートリッジケース１
０１の内部空間の右部を画定する。左側面１０８は、カートリッジケース１０１の内部空
間の左部を画定する。終面５９は、天面５７と底面と右側面１０７と左側面１０８とをつ
ないでいる。開口１１２は、終面５９と前後方向に対向する位置において、カートリッジ
ケース１０１に形成されている。開口１１２は、ユーザがプリンタ１０を使用するときに
対面する面であるプリンタ１０のユーザインタフェース面に露出し得る。
【００４４】
　インクカートリッジ３０は、開口１１２を通じてカートリッジケース１０１へ挿入され
、開口１１２を通じてカートリッジケース１０１から抜き出される。カートリッジケース
１０１の底部にはガイド溝１０９が形成されている。インクカートリッジ３０は、ガイド
溝１０９に、インクカートリッジ３０の下端部が挿入されることによって、前後方向（図
２における紙面と直交する方向）に沿って案内される。カートリッジケース１０１は、内
部空間を上下方向に長い４つの空間に仕切り分ける３つのプレート１０４を備える。複数
のプレート１０４によって仕切り分けられた各空間それぞれに１つのインクカートリッジ
３０が収容される。
【００４５】
［インクニードル１０２］
　図２及び図３に示されるように、インクニードル１０２は、中空の管状となっており、
カートリッジケース１０１の終面５９の下部に位置している。インクニードル１０２は、
カートリッジケース１０１の終面５９において、カートリッジ装着部１１０に装着された
インクカートリッジ３０のインク供給部３４に対応する位置に配置されている。インクニ
ードル１０２は、カートリッジケース１０１の終面５９から後方へ突出しており、その先
端が後方に向けて開口している。なお、インクニードル１０２の先端は、平坦であっても
よく、尖っていてもよい。
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【００４６】
　図２に示されるように、カートリッジケース１０１における右側面１０７、左側面１０
８、及びプレート１０４には、突起１０５が形成されている。突起１０５は、カートリッ
ジケース１０１におけるインクニードル１０２の周囲に形成されている。本実施形態にお
いて、突起１０５は、各インクニードル１０２につき４つ形成されている。具体的には、
突起１０５は、カートリッジケース１０１を挿入方向に見た場合にインクニードル１０２
の右斜め上、左斜め上、右斜め下、及び左斜め下に形成されている。つまり、４つの突起
１０５は、インクニードル１０２の右斜め上に形成された突起１０５Ａ、インクニードル
１０２の左斜め上に形成された突起１０５Ｂ、インクニードル１０２の右斜め下に形成さ
れた突起１０５Ｃ、及びインクニードル１０２の左斜め下に形成された突起１０５Ｄであ
る。以下、４つの突起１０５Ａ、１０５Ｂ、１０５Ｃ、１０５Ｄを総称して突起１０５と
記す。図１５に示されるように、突起１０５は、前後方向に延びている。
【００４７】
　突起１０５は、第１ガイド面１９６及び第２ガイド面１９７を備えている。なお、図２
において、カートリッジケース１０１における４つに仕切り分けられた空間のうち、最も
右側の空間に形成された突起１０５Ａ、１０５Ｂ、１０５Ｃ、１０５Ｄについてのみ、第
１ガイド面１９６及び第２ガイド面１９７が図示されている。
【００４８】
　第１ガイド面１９６は、前後方向及び左右方向に拡がった平面である。第２ガイド面１
９７は、前後方向及び上下方向に拡がった平面である。第２ガイド面１９７は、第１ガイ
ド面１９６と繋がっている。なお、第１ガイド面１９６及び第２ガイド面１９７は、繋が
っていなくてもよい。
【００４９】
　突起１０５Ａの第１ガイド面１９６と、突起１０５Ｃの第１ガイド面１９６とは、上下
方向に間隔をあけて対向している。突起１０５Ｂの第１ガイド面１９６と、突起１０５Ｄ
の第１ガイド面１９６とは、上下方向に間隔をあけて対向している。突起１０５Ａの第２
ガイド面１９７と、突起１０５Ｂの第２ガイド面１９７とは、左右方向に間隔をあけて対
向している。突起１０５Ｃの第２ガイド面１９７と、突起１０５Ｄの第２ガイド面１９７
とは、左右方向に間隔をあけて対向している。
【００５０】
　なお、突起１０５の位置は、インクニードル１０２の右斜め上、左斜め上、右斜め下、
及び左斜め下に限らない。例えば、突起１０５は、インクニードル１０２の右方、左方、
上方、及び下方に形成されていてもよい。また、突起１０５は、各インクニードルにつき
、３つ以下または５つ以上形成されていてもよい。
【００５１】
［凸板１１１］
　図３に示されるように、カートリッジケース１０１において１つのインクカートリッジ
３０が挿入される内部空間の天面５７における開口１１２付近には、天面５７から下方へ
突出した凸板１１１が形成されている。凸板１１１の左右方向の長さは、後述するインク
カートリッジ３０の凸部４３の一対の壁１１４（図４参照）の間隔よりも短い。また、イ
ンクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に挿入された状態において、凸板１１
１は、左右方向において、一対の壁１１４の間に位置する。よって、凸板１１１は、イン
クカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に挿入される過程において、後述するイ
ンクカートリッジ３０の凸部４３の一対の壁１１４（図４参照）の間へ挿入される。凸板
１１１の下面１１１Ａは、後述する弁機構１３５のレバー１６３と当接可能し得る。
【００５２】
［接点１０６］
　図３に示されるように、カートリッジケース１０１において１つのインクカートリッジ
３０が挿入される内部空間の天面５７における凸板１１１の前方には４つの接点１０６が
配置されている。４つの接点１０６は、天面５７からカートリッジケース１０１の１つの
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インクカートリッジ３０が挿入される内部空間へ向けて下方に突出している。各図には詳
細に示されていないが、４つの接点１０６それぞれは、左右方向に離れて配置されている
。４つの接点１０６の配置は、後述される１つのインクカートリッジ３０の４つの電極６
５（図４参照）の配置に対応している。各接点１０６は、導電性及び弾性を有する部材で
構成されており、上方へ弾性的に変形可能である。４つの接点１０６は、カートリッジケ
ース１０１に収容可能な４つのインクカートリッジ３０に対応して、４組が配置されてい
る。すなわち、カートリッジケース１０１には、１６個の接点１０６が配置されている。
なお、接点１０６の個数及び電極６５の個数は任意である。
【００５３】
　各接点１０６は、電気回路を介して演算装置に電気的に接続されている。演算装置は、
例えばＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭなどからなるものであり、例えばプリンタ１０のコントロ
ーラとしての機能を果たす。各接点１０６と、当該各接点１０６と対応する各電極６５と
が接触して電気的に導通されることによって、電圧Ｖｃが１つ目の電極６５に印加された
り、２つ目の電極６５がアースされたり、３つ目の電極６５にデータを示す信号が送電さ
れたり、４つ目の電極６５に演算装置から同期信号が送電されたりする。各接点１０６と
、当該各接点１０６と対応する各電極６５との電気的に導通により、演算装置が、インク
カートリッジ３０のＩＣに格納されたデータにアクセス可能となる。各接点１０６から電
気回路を通じた出力は演算装置に入力される。
【００５４】
［光学センサ１１３］
　図２に示されるように、カートリッジケース１０１の天面には、光学センサ１１３が配
置されている。光学センサ１１３は、４つの接点１０６よりも前方に位置している。光学
センサ１１３は、発光器及び受光器を備える。発光器は、受光器よりも右方または左方に
、受光器と間隔を空けて設けられている。カートリッジ装着部１１０への装着が完了した
インクカートリッジ３０の後述する遮光板６７（図４参照）は、発光器及び受光器の間に
配置される。換言すれば、発光器及び受光器は、カートリッジ装着部１１０への装着が完
了したインクカートリッジ３０の遮光板６７が、当該発光器及び受光器の間に位置するよ
う、互いに対向して配置されている。
【００５５】
　光学センサ１１３は、発光器から左右方向に沿って照射された光が受光器で受光された
か否かに応じて異なる検知信号を出力する。例えば、光学センサ１１３は、発光器から出
力された光が受光器で受光できない（すなわち、受光強度が所定の強度未満である）こと
を条件として、ローレベル信号を出力する。一方、光学センサ１１３は、発光器から出力
された光が受光器で受光できた（すなわち、受光強度が所定の強度以上である）ことを条
件として、ハイレベル信号を出力する。
【００５６】
[ロックシャフト１４５]
　図３に示されるように、ロックシャフト１４５が、カートリッジケース１０１の天面５
７付近且つ開口１１２付近において、カートリッジケース１０１の左右方向に延出されて
いる。ロックシャフト１４５は、左右方向に沿って延びる棒状の部材である。ロックシャ
フト１４５は、例えば、金属の円柱である。ロックシャフト１４５の左右方向の両端は、
カートリッジケース１０１の左右方向の両端を画定している壁に固定されている。したが
って、ロックシャフト１４５は、カートリッジケース１０１に対して回動等の相対移動を
しない。ロックシャフト１４５は、４つのインクカートリッジ３０が収納可能な４つの空
間に渡って左右方向に延びている。インクカートリッジ３０が収容される各空間において
、ロックシャフト１４５の周囲には空間が存在する。したがって、ロックシャフト１４５
に対して、上方へ向かって、また、後方へ向かってインクカートリッジ３０のロック面１
５１などがアクセスすることができる。
【００５７】
　ここで、アクセスとは、ロックシャフト１４５がロック面１５１に当接するような物理
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的な接触でもよいし、後述する遮光板６７に光学センサ１１３からの光が当たるような光
学的なアクセスでもよいし、後述するＩＣ基板６４の電極６５に接点１０６が接触するこ
とで電極６５と接点１０６との間で電流が流れるような電気的なアクセスでもよい。また
、アクセスされる方向は、上下方向であってもよいし、左右方向であってもよい。
【００５８】
　ロックシャフト１４５は、カートリッジ装着部１１０に装着されたインクカートリッジ
３０を装着位置に保持するためのものである。インクカートリッジ３０は、カートリッジ
装着部１１０に挿入されて、使用姿勢に回動されることにより、ロックシャフト１４５に
係合する。さらに、ロックシャフト１４５は、インクカートリッジ３０のコイルバネ７８
がインクカートリッジ３０を後方へ押す力に抗してインクカートリッジ３０をカートリッ
ジ装着部１１０内に保持する。
【００５９】
［タンク１０３］
　図１に示されるように、カートリッジケース１０１の前方にはタンク１０３が配置され
ている。タンク１０３は、内部にインクを貯留可能な箱形状である。タンク１０３の上部
は、大気連通ポート１２４によって外部へ開口している。これにより、タンク１０３の内
部空間は、大気開放されている。タンク１０３の内部空間は、後方においてインクニード
ル１０２の内部空間と連通している。これにより、インクニードル１０２を通じてインク
カートリッジ３０から流出したインクがタンク１０３に貯留される。４つのタンク１０３
には、それぞれにインクチューブ２０が接続されている。これにより、タンク１０３の内
部空間に貯留されたインクがインクチューブ２０を通じて記録ヘッド２１へ供給される。
【００６０】
［インクカートリッジ３０の全体構造］
　インクカートリッジ３０は液体であるインクが貯留される容器である。本実施形態では
、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色に対応する４つのインクカートリッジ３
０が、カートリッジ装着部１１０に装着可能である。４つのインクカートリッジ３０のう
ち、シアン、マゼンタ、イエローに対応する３つのインクカートリッジ３０の構成は、図
４に示されるように同一である。一方、ブラックに対応するインクカートリッジ３０の構
成は、図２０に示されるように、他の３つのインクカートリッジ３０よりも左右方向に長
い点において、他の３つのインクカートリッジ３０の構成とは異なるが、その他の点にお
いて、他の３つのインクカートリッジ３０の構成と略同一である。
【００６１】
　以下では、シアン、マゼンタ、イエローに対応する３つのインクカートリッジ３０の構
成が説明される。そして、ブラックに対応するインクカートリッジ３０の構成については
、他の３つのインクカートリッジ３０と異なる点について、変形例で説明される。
【００６２】
　図４～図６に示されているインクカートリッジ３０の姿勢は、インクカートリッジ３０
が使用姿勢にあるときの姿勢、すなわち使用姿勢である。インクカートリッジ３０は、前
壁４０、８２と、後壁４１、８３と、上壁３９と、下壁と、側壁３７、８４と、側壁３８
、８５とを備える。
【００６３】
　前壁４０は、インクカートリッジ３０が使用姿勢において、前方を向く壁である。本実
施形態において、前壁４０は、曲面１１７、１１８と、その反対側の面として表面１１７
Ａ、１１８Ａを有している。
【００６４】
　後壁４１は、インクカートリッジ３０が使用姿勢において、後方を向く壁である。上壁
３９は、インクカートリッジ３０が使用姿勢において、上方を向き、前端が前壁８２の上
端と接続され、後端が後壁８３の上端と接続されている。
【００６５】
　下壁は、インクカートリッジ３０が使用姿勢において、下方を向き、前端が前壁４０の
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下端と接続され、後端が後壁４１の下端と接続されている。本実施形態において、下壁は
段差面４９を有している。本実施形態では、下壁は、メイン下壁４２と、サブ下壁４８と
を備える。メイン下壁４２は、下壁のうち、後壁４１の下端と段差面４９の下端とを繋ぐ
壁である。サブ下壁４８は、下壁のうち、前壁４０の下端と段差面４９の上端とを繋ぐ壁
である。本実施形態において、サブ下壁４８は、曲面１１５、１１６と、その反対側の面
として表面１１５Ａ、１１６Ａを有している。
【００６６】
　インクカートリッジ３０は、使用姿勢においては、後壁４１から前壁４０に向かう方向
が前方向５１に一致し、前壁４０から後壁４１に向かう方向が後方向５２に一致する姿勢
である。また、インクカートリッジ３０は、使用姿勢においては、上壁３９から下壁に向
かう方向が下方向５３（重力方向）に一致し、下壁から上壁３９に向かう方向が上方向５
４に一致する姿勢である。また、インクカートリッジ３０は、使用姿勢においては、側壁
３８から側壁３７に向かう方向が右方向５５に一致し、側壁３７から側壁３８に向かう方
向が左方向５６に一致する。また、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０
に装着されるときに、前壁４０の外面は前方を向き、後壁４１の外面は後方を向き、下壁
の外面は下方を向き、上壁３９の外面は、上方を向く。
【００６７】
　図４～図６に示されるように、インクカートリッジ３０は、全体として、左右方向に沿
った寸法が短く、上下方向及び前後方向それぞれに沿った寸法が、左右方向に沿った寸法
よりも長い扁平形状である。
【００６８】
　図７に示されるように、インクカートリッジ３０は、筐体１３０（カートリッジ本体の
一例）と、第１内蓋１３１と、第２内蓋１３２と、半透膜１４１と、フィルム１３３、１
４６と、外蓋１３４と、弁機構１３５と、支持部材１５０とを備える。
【００６９】
［筐体１３０］
　図７に示されるように、筐体１３０は、上方が開放された箱形状である。つまり、筐体
１３０の上端には、開口９５が形成されている。本実施形態では、筐体１３０は、樹脂に
よって形成された容器である。図１０に示されるように、筐体１３０の内部に、第１貯留
室３２及び第２貯留室３３が形成されている。第１貯留室３２及び第２貯留室３３は液体
貯留室の一例である。
【００７０】
　図４～図７に示されるように、筐体１３０は、外壁として、前壁４０と、後壁４１と、
側壁３７と、側壁３８と、メイン下壁４２と、サブ下壁４８とを備える。前壁４０と後壁
４１との間の間隔は、側壁３７と側壁３８との間の間隔よりも長い。前壁４０と、後壁４
１と、側壁３７と、側壁３８と、メイン下壁４２と、サブ下壁４８とが、第１貯留室３２
を画定している。
【００７１】
　インクカートリッジ３０が使用姿勢において、前方を向く筐体１３０の面が前壁４０で
あり、後方を向く筐体１３０の面が後壁４１である。側壁３７、３８は、前壁４０及び後
壁４１とそれぞれ交差して延びている。側壁３７、３８は、前壁４０と後壁４１とメイン
下壁４２とサブ下壁４８とを繋いでいる。使用姿勢において、側壁３７の外面は右方を向
いており、側壁３８の外面は左方を向いている。
【００７２】
　筐体１３０において、少なくとも前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁３８とは
、第１貯留室３２及び第２貯留室３３に貯留されたインクを外部から視認可能な透光性を
有するものである。具体的には、第１貯留室３２及び第２貯留室３３内のインクの色や、
第１貯留室３２内のインクの液面が視認可能である。特に、第１貯留室３２にインクが貯
留されていない状態において、インクカートリッジ３０を外部から視認した場合、前壁４
０、後壁４１、側壁３７、側壁３８を介して、後述する下壁４５の上面４５Ａを視認可能
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である。なお、本実施形態では、液体貯留室が第１貯留室３２と第２貯留室３３とに分か
れているが、液体貯留室は１つであっても良い。すなわち、下壁４５は無くてもよい。
【００７３】
　図１４に示されるように、側壁３７は、下方へ向かうにしたがって左方へ向かうように
、上下方向に対して傾斜している。これにより、側壁３７の内面３７Ａも、下方へ向かう
にしたがって左方へ向かうように、上下方向に対して傾斜している。側壁３８は、下方へ
向かうにしたがって右方へ向かうように、上下方向に対して傾斜している。これにより、
側壁３８の内面３８Ａも、下方へ向かうにしたがって左方へ向かうように、上下方向に対
して傾斜している。以上より、側壁３７の内面３７Ａと側壁３８の内面３８Ａとの左右方
向の間隔は、下方である程に狭くなっている。なお、側壁３７の内面３７Ａと側壁３８の
内面３８Ａとが上下方向に対して傾斜している一方で、側壁３７、３８は上下方向に延び
ていてもよい。また、側壁３７、３８及びそれらの内面は、共に上下方向に対して傾斜し
ていなくてもよい。
【００７４】
　図６に示されるように、メイン下壁４２は、後端が前端よりも上方に位置するように、
前後方向に対して傾斜した傾斜面である。メイン下壁４２の前端は、後述するロック面１
５１よりも前方に位置している。メイン下壁４２の後端は、後壁４１の下端と繋がってい
る。つまり、メイン下壁４２は、後壁４１の下端から前方へ延びている。サブ下壁４８は
、メイン下壁４２より上方且つ前方に位置している。
【００７５】
　前壁４０、後壁４１、側壁３７、及び側壁３８の各々の上端部には、筐体１３０の外方
へ突出した係合爪８８が形成されている。係合爪８８は、外蓋１３４に形成された開口８
６と係合する。なお、本実施形態において、係合爪８８は、前壁４０、後壁４１、側壁３
７、及び側壁３８の各々に一つずつ形成されているが、係合爪８８の数は各壁に一つずつ
に限らない。
【００７６】
［第１内蓋１３１］
　図８に示される第１内蓋１３１は、筐体１３０の開放された上方の開口９５を閉塞する
ものである。図８に示されるように、第１内蓋１３１は、上方が開放された箱形状である
。第１内蓋１３１は、底壁１３６と、底壁１３６の周縁から立設した側壁１３７とを備え
る。側壁１３７は、その外周面から外方へ突出した張出壁１３８を備える。
【００７７】
　底壁１３６には、上下方向に貫通した貫通孔４６が形成されている。図１０に示される
ように、貫通孔４６は、後述する大気連通流路７２の空気室３６の前後方向の中央位置よ
りも後側に形成されている。底壁１３６の上面１３６Ａは、貫通孔４６へ向けて下方へ傾
斜している。
【００７８】
　なお、貫通孔４６が形成される位置は、図３及び図１０に示される位置に限らず、例え
ば空気室３６の前後方向の中央よりも前側に形成されていてもよい。また、上面１３６Ａ
は、前記のように傾斜していなくてもよい。
【００７９】
　図１０に示されるように、第１内蓋１３１は、筐体１３０における開放された上方から
筐体１３０の内部空間に配置され、当該内部空間において筐体１３０によって支持される
。詳細には、第１内蓋１３１が筐体１３０の内部空間に位置する状態において、第１内蓋
１３１の前端部における張出壁１３８の下面は、筐体１３０の前壁４０の内面の上端部に
形成された段差面４０Ｂに支持されている。また、第１内蓋１３１の後端部における張出
壁１３８の下面は、筐体１３０の後壁４１の内面の上端部に形成された段差面４１Ｂに支
持されている。第１内蓋１３１が筐体１３０に支持された状態において、第１内蓋１３１
の側壁１３７の上端面１３７Ａと、筐体１３０の上端面１３０Ａとは、前後方向及び左右
方向に拡がる同一の仮想面上にある。
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【００８０】
　図８に示されるように、底壁１３６の下面１３６Ｂには、２つの第１リブ１８５及び２
つの第２リブ１８６が形成されている。換言すると、底壁１３６の下面１３６Ｂには、第
１リブ１８５及び第２リブ１８６が２組形成されている。
【００８１】
　第１リブ１８５及び第２リブ１８６は、下面１３６Ｂから下方へ突出している。２つの
第１リブ１８５及び２つの第２リブ１８６の下端は、同一の高さである。
【００８２】
　第１リブ１８５及び第２リブ１８６は、下面１３６Ｂに沿って延びている。２つの第１
リブ１８５は、前後方向に間隔を空けて形成されている。２つの第２リブ１８６は、前後
方向に間隔を空けて形成されている。第１リブ１８５及び第２リブ１８６は、貫通孔４６
よりも前方に形成されている。１つの第１リブ１８５と１つの第２リブ１８６とは、左右
方向において隙間を空けて対向している。
【００８３】
　第１リブ１８５は、延出部１８５Ａと傾斜部１８５Ｂとを備える。第２リブ１８６は、
延出部１８６Ａと傾斜部１８６Ｂとを備える。
【００８４】
　第１内蓋１３１が筐体１３０に支持された状態において、延出部１８５Ａは側壁３７の
内面と当接しており、延出部１８６Ａは側壁３８の内面と当接している。延出部１８５Ａ
は、側壁３７の内面との当接位置である基端から左方へ延びている。延出部１８６Ａは、
側壁３８の内面との当接位置である基端から右方へ延びている。
【００８５】
　傾斜部１８５Ｂは、延出部１８５Ａの先端（換言すると延出部１８５Ａの左端）から、
左方へ向かうにしたがって後方へ向かうように前後方向に対して傾斜しつつ延びている。
傾斜部１８６Ｂは、延出部１８６Ａの先端（換言すると延出部１８６Ａの右端）から、右
方へ向かうにしたがって後方へ向かうように前後方向に対して傾斜しつつ延びている。つ
まり、傾斜部１８５Ｂ、１８６Ｂは、延出部１８５Ａ、１８６Ａの基端から離れるにした
がって前後方向において貫通孔４６へ向かうように、前後方向に対して傾斜しつつ延びて
いる。
【００８６】
　第１リブ１８５の傾斜部１８５Ｂの先端（換言すると傾斜部１８５Ｂの後端）は、当該
第１リブ１８５と左右方向に対向する第２リブ１８６の傾斜部１８６Ｂの先端（換言する
と傾斜部１８６Ｂの後端）よりも後方に位置している。つまり、第１リブ１８５の傾斜部
１８５Ｂの先端は、当該第１リブ１８５と左右方向に対向する第２リブ１８６の傾斜部１
８６Ｂの先端よりも貫通孔４６に近い位置にある。
【００８７】
　なお、第１リブ１８５及び第２リブ１８６の数は、２つずつに限らない。また、第１リ
ブ１８５及び第２リブ１８６は、貫通孔４６よりも後方に設けられていてもよい。また、
第２リブ１８６の傾斜部１８６Ｂの先端が、当該第２リブ１８６と左右方向に対向する第
１リブ１８５の傾斜部１８５Ｂの先端よりも後方に位置していてもよい。
【００８８】
［第２内蓋１３２］
　図９に示されるように、第２内蓋１３２は、概ね板形状である。
【００８９】
　第２内蓋１３２は、第１内蓋１３１における開放された上方から第１内蓋１３１の内部
空間に配置され、当該内部空間において第１内蓋１３１によって支持される。詳細には、
第２内蓋１３２が第１内蓋１３１の内部空間に位置する状態において、第２内蓋１３２の
下面１３２Ｂが、第１内蓋１３１の側壁１３７の内周面に形成され且つ上方を向く段差面
１３７Ｂ（図８（Ｂ）参照）に、上方から当接している。
【００９０】
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　第２内蓋１３２の上面１３２Ａには、上面１３２Ａの周縁部から上方へ突出したリブ１
４９が形成されている。図１０に示されるように、第２内蓋１３２が第１内蓋１３１に支
持され、且つ第１内蓋１３１が筐体１３０に支持された状態において、第２内蓋１３２の
リブ１４９の上端面１４９Ａは、第１内蓋１３１の側壁１３７の上端面１３７Ａ、及び筐
体１３０の上端面１３０Ａと、前後方向及び左右方向に拡がる同一の仮想面上にある。
【００９１】
　図９に示されるように、第２内蓋１３２には、貫通孔１３９が形成されている。貫通孔
１３９は、第２内蓋１３２が第１内蓋１３１に支持された状態において、第１内蓋１３１
の貫通孔４６の上方に貫通孔４６と対向している。
【００９２】
　第２内蓋１３２の下面１３２Ｂには、下方へ突出したリブ１４０が形成されている。リ
ブ１４０は、貫通孔１３９より前方に位置している。リブ１４０は、第２内蓋１３２を下
方から見て矩形状である。なお、リブ１４０の形状は、第２内蓋１３２を下方から見て閉
じている形状であれば、矩形状に限らない。例えば、リブ１４０は、第２内蓋１３２を下
方から見て円形状であってもよい。
【００９３】
　リブ１４０の下端面に、半透膜１４１（図７参照）が溶着されている。半透膜１４１は
、インクの通過を遮断し且つ気体の通過を許容する微小な孔を有する多孔質膜である。例
えば、半透膜１４１は、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン
、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、テトラフルオロエチレ
ン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン－エチレン
共重合体などのフッ素樹脂からなる。
【００９４】
　リブ１４０の下端面に半透膜１４１が溶着されることにより、リブ１４０と、第２内壁
１３２の下面１３２Ｂと、半透膜１４１とによって画定される空間８９が形成される。
【００９５】
　下面１３２Ｂにおいて第２内蓋１３２を下方から見てリブ１４０の内方には、貫通孔１
４２が形成されている。換言すると、貫通孔１４２は、下面１３２Ｂのうち空間８９を画
定する部分に形成されている。つまり、貫通孔１４２は、空間８９と繋がっている。すな
わち、貫通孔１４２と半透膜１４１とは、上下方向に空間８９を挟んで並んでいる。貫通
孔１４２は、大気連通流路７２の空気室３６の前後方向の中央位置よりも前側に形成され
ている。貫通孔１４２は、リブ１４０の内方における右前端部に形成されている。
【００９６】
　なお、貫通孔１４２が形成される位置は、図９に示される位置に限らず、例えば、空気
室３６の前後方向の中央よりも後側に形成されていてもよいし、リブ１４０の内方におけ
る左前端部や後端部であってもよい。
【００９７】
　第２内蓋１３２の上面１３２Ａには、屈曲流路１４３が形成されている。屈曲流路１４
３は、上面１３２Ａと、上面１３２Ａに形成されたリブ１４４と、リブ１４４の上端面に
溶着されたフィルム１４６（図７参照）とによって区画されている。
【００９８】
　リブ１４４は、前後方向に延びており且つ左右方向に並んで複数設けられている。これ
により、屈曲流路１４３は、前後方向のＵターンを繰り返しつつ左方へ延びる連通路とな
っている。なお、屈曲流路１４３の形状は、図９に示された形状に限らない。例えば、屈
曲流路１４３は、左右方向のＵターンを繰り返しつつ前後方向へ延びる連通路であっても
よい。
【００９９】
　屈曲流路１４３の一端は、貫通孔１４２と連通している。屈曲流路１４３の他端は、連
通孔１４７と連通している。
【０１００】
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　連通孔１４７は、上方を向いた円形状の孔である。連通孔１４７は、上面１３２Ａと、
上面１３２Ａから上方へ突出した円筒形状のリブ１４８とによって区画されている。リブ
１４８は、リブ１４４と繋がっている。これにより、リブ１４８は、屈曲流路１４３と連
通している。リブ１４８の上端面には、液体及び気体不透性の材料からなるフィルム１４
６及びフィルム１３３（図７参照）が溶着されていない。これにより、連通孔１４７は、
上方に開口されており、大気に連通している。すなわち、連通孔１４７が大気連通流路７
２の終端である。
【０１０１】
　連通孔１４７の面積（詳細には連通孔１４７を上方から見たときの面積）は、屈曲流路
１４３の空気流通方向の断面積（換言すると屈曲流路１４３を前後方向に見たときの面積
）よりも大きい。
【０１０２】
　なお、連通孔１４７は、円形状に限らない。また、連通孔１４７は、上以外の方向を向
いていてもよい。
【０１０３】
　第２内蓋１３２の上面１３２Ａにおける貫通孔１３９の周囲には、リブ１５６、１５７
、１５８が形成されている。
【０１０４】
　リブ１５６は、貫通孔１３９の周縁に沿って突出しており、円筒形状である。リブ１５
６は、貫通孔１３９に挿入された弁機構１３５の弁体１６１のロッド１６５（図７及び図
１０参照）を、左右方向及び前後方向に位置決めする。
【０１０５】
　リブ１５７は、前後方向においてリブ１５６を挟むように一対形成されている。各リブ
１５７は、上方から見てリブ１５６を向いたＵ字形状である。リブ１５７は、弁機構１３
５の弁体１６１のロッド１６５（図７参照）を、左右方向及び前後方向に位置決めする。
【０１０６】
　リブ１５８は、前後方向においてリブ１５６、１５７を挟むように一対形成されている
。各リブ１５８の先端は屈曲している。この屈曲した部分が、支持部材１５０の被係合部
１５２と係合する（図１０参照）。
【０１０７】
［フィルム１３３］
　図７に示されるように、フィルム１３３は、矩形状である。図１０に示されるように、
フィルム１３３は、筐体１３０の上端面１３０Ａ、第１内蓋１３１の側壁１３７の上端面
１３７Ａ、及び第２内蓋１３２のリブ１４９の上端面１４９Ａに溶着される。なお、フィ
ルム１３３の形状は、前述した溶着が可能であれば、矩形以外の形状であってもよい。
【０１０８】
　図７に示されるように、フィルム１３３には、２つの開口１５９、１６０が形成されて
いる。開口１５９は、フィルム１３３が溶着された状態におけるリブ１４４に対応する位
置に形成されている。これにより、フィルム１３３が溶着された状態において、リブ１４
４に溶着されたフィルム１４６が上方へ露出された状態となる。開口１６０は、フィルム
１３３が溶着された状態におけるリブ１５６、１５７、１５８及び弁機構１３５に対応す
る位置に形成されている。これにより、フィルム１３３が溶着された状態において、リブ
１５６、１５７、１５８及び弁機構１３５は上方へ露出された状態となる。
【０１０９】
［外蓋１３４］
　図７に示されるように、外蓋１３４は、下方が開放された箱形状である。外蓋１３４は
、上壁３９と、前壁８２と、後壁８３と、側壁８４と、側壁８５とを備える。前壁８２は
、上壁３９の前端から下方へ延びている。前壁８２は、下端において筐体１３０の前壁４
０と連続しており、外蓋１３４の前壁８２と筐体１３０の前壁４０とで、インクカートリ
ッジ３０の前壁を構成している。後壁８３は、上壁３９の後端から下方へ延びている。後
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壁８３は、下端において筐体１３０の後壁４１と連続しており、外蓋１３４の後壁８３と
筐体１３０の後壁４１とで、インクカートリッジ３０の後壁を構成している。側壁８４は
、上壁３９の右端から下方へ延びており、前壁８２及び後壁８３を繋いでいる。側壁８４
は、下端において筐体１３０の側壁３７と連続しており、外蓋１３４の側壁８４と筐体１
３０の側壁３７とで、インクカートリッジ３０の側壁を構成している。側壁８５は、上壁
３９の左端から下方へ延びており、前壁８２及び後壁８３を繋いでいる。側壁８５は、下
端において筐体１３０の側壁３８と連続しており、外蓋１３４の側壁８５と筐体１３０の
側壁３８とで、インクカートリッジ３０の側壁を構成している。
【０１１０】
　前壁８２、後壁８３、側壁８４、及び側壁８５の各々には、開口８６が形成されている
。各開口８６には、筐体１３０の係合爪８８が係合される。これにより、外蓋１３４は、
筐体１３０の上方から筐体１３０に被せられた状態となる。なお、本実施形態では、外蓋
１３４に開口８６が形成され、筐体１３０に係合爪８８が形成されているが、外蓋１３４
に係合爪８８が形成され、筐体１３０に開口８６が形成されていてもよい。
【０１１１】
　図４及び図５に示されるように、上壁３９には、前後方向に延びた開口４４が形成され
ている。開口４４は、第２内蓋１３２のリブ１５６、１５７、１５８の上方に形成されて
いる。
【０１１２】
　上壁３９には、上方へ突出した凸部４３が形成されている。凸部４３は、右方、左方、
及び後方から開口４４を囲むように形成されている。凸部４３には、外部からロックシャ
フト１４５がアクセス可能である。
【０１１３】
　図６に示されるように、凸部４３において後方を向く面がロック面１５１である。ロッ
ク面１５１は、上壁３９よりも上方に位置している。ロック面１５１は、上下方向に沿っ
て延びている。ロック面１５１は、カートリッジ装着部１１０にインクカートリッジ３０
が装着された状態において、ロックシャフト１４５と後方へ向かって接触し得る面である
。ロック面１５１がロックシャフト１４５と後方へ向かって接触することにより、インク
カートリッジ３０がコイルバネ７８の付勢力に抗してカートリッジ装着部１１０に保持さ
れる。
【０１１４】
　図４及び図５に示されるように、凸部４３において、ロック面１５１より前方には、開
口４４を挟んで一対の壁１１４が形成されている。一対の壁１１４の上端面は、水平面１
５４及び傾斜面１５５で構成されている。水平面１５４の後端は、ロック面１５１と連続
している。傾斜面１５５は、水平面１５４より前方に位置している。傾斜面１５５は、水
平面１５４の前端と連続している。傾斜面１５５は、上方且つ前方を向いている。傾斜面
１５５は、その前端がその後端よりも下方となるように傾斜している。水平面１５４を介
してロック面１５１と傾斜面１５５とが連続しているので、ロック面１５１と傾斜面１５
５との境界が尖った山形状とならない。傾斜面１５５及び水平面１５４により、インクカ
ートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に挿入される過程において、ロックシャフト
１４５が傾斜面１５５及び水平面１５４に当接しながらロック面１５１より後方まで円滑
に案内される。
【０１１５】
　上壁３９において、ロック面１５１より後方には、操作部９０が形成されている。操作
部９０は、ユーザによりアクセスされて操作されるものである。上壁３９の後方に、サブ
上面９１が形成されている。サブ上面９１の上方に、サブ上面９１と空間を隔てて操作部
９０が配置されている。操作部９０は、上壁３９と、サブ上面９１との境界付近から上方
へ向けて凸部４３と同程度まで上方へ突出した平板形状である。操作部９０は、その上端
位置が下端位置よりも前方に位置している。図５及び図６に示されるように、操作部９０
と後方のサブ上面９１との間には、リブ９４が形成されている。リブ９４は、操作部９０
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及び後方のサブ上面９１に連続しており、且つ後方へ延びている。左右方向に沿ったリブ
９４の寸法は、左右方向に沿った操作部９０の寸法及び後方のサブ上面９１の寸法のそれ
ぞれより小さい。リブ９４によって、操作部９０の後方部分が上下方向に変形することが
抑制される。
【０１１６】
　操作部９０において、上方且つ後方を向く面が操作面９２である。操作面９２の後方部
分と後方のサブ上面９１とは、前後方向に沿った方向における位置が重複している。換言
すれば、インクカートリッジ３０を、当該インクカートリッジ３０よりも上方から下方に
視たとき、操作面９２の後方部分と後方のサブ上面９１とは重複した位置にある。操作面
９２には、複数の突起、例えば、左右方向に沿って延出する複数の凸リブ９３が、前後方
向に間隔を隔てて形成されている。複数の突起としての凸リブ９３により、ユーザが操作
面９２を認識しやすくなり、また、ユーザが操作面９２を指で操作するときに、指が操作
面９２に対して滑りにくくなる。
【０１１７】
　操作面９２は、インクカートリッジ３０を、当該インクカートリッジ３０より上方から
下方に視たときに視認可能であり、且つ、インクカートリッジ３０を、当該インクカート
リッジ３０より後方から前方に視たときに視認可能である。操作面９２は、インクカート
リッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着された状態からインクカートリッジ３０を
抜き出すために、ユーザが操作するための面である。なお、操作部９０は、外蓋１３４と
一体に成型されている。これにより、操作部９０は、外蓋１３４に対して固定されており
、外蓋１３４に対して回動などの相対移動をしない。したがって、操作面９２にユーザか
ら加えられる力は、方向を変えずに外蓋１３４にそのまま伝達される。
【０１１８】
　なお、インクカートリッジ３０の前壁４０、後壁４１、上壁３９、下壁、及び側壁３７
，３８の各外面は、必ずしも１つの平面をなしている必要はない。すなわち、使用姿勢の
インクカートリッジ３０を、当該インクカートリッジ３０よりも前方から後方に視たとき
に視認し得る面であり、且つ、使用姿勢のインクカートリッジ３０の前後方向の中心より
も前方に位置する面が前壁４０の外面である。使用姿勢のインクカートリッジ３０を、当
該インクカートリッジ３０よりも後方から前方に視たときに視認し得る面であり、且つ、
使用姿勢のインクカートリッジ３０の前後方向の中心よりも後方に位置する面が後壁４１
の外面である。使用姿勢のインクカートリッジ３０を、当該インクカートリッジ３０より
も上方から下方に視たときに視認し得る面であり、且つ、使用姿勢のインクカートリッジ
３０の上下方向の中心よりも上方に位置する面が上壁３９の外面である。使用姿勢のイン
クカートリッジ３０を、当該インクカートリッジ３０よりも下方から上方に視たときに視
認し得る面であり、且つ、使用姿勢のインクカートリッジ３０の上下方向の中心よりも下
方に位置する面が下壁の外面である。側壁３７，３８の各外面に関しても同様である。
【０１１９】
　図４～図６に示されるように、上壁３９の外面には、上方に突出する遮光板６７が形成
されている。遮光板６７は、前後方向に沿って延びている。遮光板６７は、凸部４３より
も前方に位置している。遮光板６７は、後述するＩＣ基板６４よりも前方に位置している
。
【０１２０】
　遮光板６７の右面及び左面は、左右方向に沿って進行する光学センサ１１３（図２参照
）の光を遮断する。つまり、遮光板６７は、外部から光がアクセス可能である。より詳細
には、光学センサ１１３の発光器から出力された光が受光器に到達するまでの間に遮光板
６７に当たることによって、受光器に到達する光の強度が所定の強度未満、例えば、ゼロ
となる。遮光板６７は、光が左右方向に沿って進むのを完全に遮断してもよいし、光を部
分的に減衰させてもよいし、光の進行方向を曲げてもよいし、光を全反射させてもよい。
また、遮光板６７には切欠き６６が形成されている。切欠き６６は、遮光板６７の上端か
ら下方へ凹む空間であり、前後方向に拡がっている。切欠き６６が光学センサ１１３に位
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置することにより、光学センサ１１３の発光器から出力された光は、受光器に到達するま
でに遮断されない。このような切欠き６６の有無によって、インクカートリッジ３０の種
別、すなわちインクカートリッジ３０が貯留するインクの種類や初期量などを、例えばユ
ーザ又はプリンタ１０が判別可能となる。
【０１２１】
　図４～図６に示されるように、上壁３９の外面であって、前後方向における遮光板６７
と凸部４３との間には、ＩＣ基板６４が配置されている。ＩＣ基板６４は、インクカート
リッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着される途中において４つの接点１０６と導
通し、かつインクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着された状態におい
ても４つの接点１０６と導通する。
【０１２２】
　ＩＣ基板６４は、基板と、ＩＣ（各図には現れていない）と、４つの電極６５とを備え
る。基板は、ＩＣを支持している。また、基板には４つの電極６５が形成されている。４
つの電極６５とＩＣとは電気的に接続されている。４つの電極６５は、それぞれが前後方
向に沿って延出しており、４つの電極６５は左右方向に並んでいる。４つの電極６５は、
ＩＣ基板６４の上面に電気的にアクセス可能に露出されている。これにより、カートリッ
ジケース１０１の４つの接点１０６それぞれと、４つの電極６５それぞれの上面とが、直
接に接することが可能となる。ＩＣは、集積回路であり、インクカートリッジ３０に関す
る情報、例えば、ロット番号や製造年月日、インク色などの情報を示すデータが読み出し
可能に格納されている。なお、基板は、いわゆるリジット基板であってもよいし、柔軟性
のあるフレキシブル基板であってもよい。
【０１２３】
［インクカートリッジ３０の内部構造］
　図１０に示されるように、インクカートリッジ３０の内部には、第１貯留室３２、第２
貯留室３３、インクバルブ室３５、及び大気連通流路７２が形成されている。
【０１２４】
　インクカートリッジ３０は、その内部に、下壁４５を備える。下壁４５は、前後方向及
び左右方向に拡がる壁である。筐体１３０が第１内蓋１３１を支持した状態において、下
壁４５と第１内蓋１３１の底壁１３６とは、上下方向において互いに対向している。
【０１２５】
　第１貯留室３２は、第１内蓋１３１の底壁１３６の下面１３６Ｂにより上端が画定され
、下壁４５の上面４５Ａ及びサブ下壁４８の上面により下端が画定される。第１貯留室３
２は、前壁４０の内面により前端が画定され、後壁４１の内面により後端が画定される。
第１貯留室３２は、側壁３７，３８の各内面により左右両側端がそれぞれ画定される。つ
まり、第１貯留室３２は、第１内蓋１３１の底壁１３６の下面１３６Ｂ、下壁４５の上面
４５Ａ及びサブ下壁４８の上面、前壁４０の内面、後壁４１の内面、及び側壁３７，３８
の各内面によって画定された空間である。つまり、第１貯留室３２の前後方向の寸法は、
第１貯留室３２の左右方向の寸法より長い。なお、前壁４０、後壁４１、及び側壁３７，
３８と第１内蓋１３１との隙間は、フィルム１３３によって液密に封止されている。
【０１２６】
　第１貯留室３２を画定する各内面のうち、第１内蓋１３１の底壁１３６の下面１３６Ｂ
からは、第１リブ１８５及び第２リブ１８６が第１貯留室３２へ向けて突出している。
【０１２７】
　一方、第１貯留室３２を画定する各内面のうち、下面１３６Ｂ以外の面からは、リブが
突出していない。つまり、下壁４５の上面、前壁４０の内面、後壁４１の内面、及び側壁
３７，３８の各内面から第１貯留室３２へ延びた内壁が形成されていない。なお、下壁４
５の上面、前壁４０の内面、後壁４１の内面、及び側壁３７，３８の各内面には、当該内
壁が形成されていないことが好ましいものの、当該内壁が形成されていてもよい。
【０１２８】
　インクカートリッジ３０の製造時点において、第１貯留室３２に貯留されているインク
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は、下壁４５の上面、前壁４０の内面、後壁４１の内面、及び側壁３７，３８の各内面に
接する。
【０１２９】
　上述したように、第１内蓋１３１の底壁１３６には、貫通孔４６が形成されている。貫
通孔４６によって、第１貯留室３２と大気連通流路７２の空気室３６とが連通されている
。
【０１３０】
　第２貯留室３３は、筐体１３０の内部空間において、使用姿勢における第１貯留室３２
の下方に位置してインクを貯留する。第２貯留室３３がインクを貯留可能な容積は、第１
貯留室３２がインクを貯留可能な容積より小さい。
【０１３１】
　第２貯留室３３は、下壁４５の下面により上端が画定され、メイン下壁４２の上面によ
り下端が画定される。第２貯留室３３は、後壁４１の内面により後端が画定される。第２
貯留室３３は、側壁３７，３８の各内面により左右両側端が画定される。第２貯留室３３
とインクバルブ室３５との間には隔壁５０が形成されている。隔壁５０の第２貯留室３３
に近い面により、第２貯留室３３の前端が画定されている。つまり、第２貯留室３３は、
下壁４５の下面、メイン下壁４２の上面、後壁４１の内面、側壁３７，３８の各内面、及
び隔壁５０の内面により画定された空間である。
【０１３２】
　インクカートリッジ３０の製造時点において、第２貯留室３３に貯留されているインク
は、下壁４５の下面、メイン下壁４２の上面、後壁４１の内面、及び側壁３７，３８の各
内面、及び隔壁５０の第２貯留室３３を画定する面に接する。
【０１３３】
　第２貯留室３３は、下壁４５に形成された連通孔４７（図１１参照）によって第１貯留
室３２と連通されている。図１１に示されるように、連通孔４７は、下壁４５の後端部且
つ右端部に形成されている。また、図１０に示されるように、第２貯留室３３は、隔壁５
０に形成された貫通孔９９によって、インクバルブ室３５と連通されている。
【０１３４】
　図１０に示されるように、下壁４５の上面４５Ａ及びサブ下壁４８の上面４８Ａは、曲
面をなしている。下壁４５の上面４５Ａ及びサブ下壁４８の上面４８Ａは、後方へ向かう
にしたがって下方へ向かうように前後方向に対して傾斜している。つまり、下壁４５の上
面４５Ａサブ下壁４８の上面４８Ａは、連通口４７へ向かうにしたがって下方へ向かうよ
うに前後方向に対して傾斜している。
【０１３５】
　なお、連通孔４７が形成される位置は、下壁４５の後端部且つ右端部に限らない。例え
ば、連通孔４７は、下壁４５の前後方向の中央部に形成されていてもよいし、左右方向の
全域に亘って形成されていてもよいし、サブ下壁４８に形成されていてもよい。
【０１３６】
　また、本実施形態において、下壁４５の上面４５Ａは、連通口４７へ向かうにしたがっ
て下方へ向かうように前後方向に対して傾斜しているが、下壁４５の上面４５Ａは必ずし
も前記のように傾斜している必要はない。
【０１３７】
　図１４に示されるように、側壁３７の内面３７Ａの下端から曲面１１５が下方へ延出し
ており、側壁３８の内面３８Ａの下端から曲面１１６が下方へ延出している。本実施形態
において、曲面１１５、１１６は、サブ下壁４８の内面が湾曲することによって形成され
ている。なお、図示されていないが、下壁４５の内面によっても曲面が形成されている。
そして、サブ下壁４８によって形成された曲面１１５、１１６の曲率半径は、下壁４５に
よって形成された曲面の曲率半径よりも大きい。曲面１１５は、下方へ向かうにしたがっ
て左方へ向かうように湾曲している。曲面１１６は、下方へ向かうにしたがって右方へ向
かうように湾曲している。曲面１１５、１１６は、筐体１３０の外方へ膨らむように湾曲
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している。曲面１１５の下端は、曲面１１６の下端と接続されている。ここで、曲面１１
５の下端及び曲面１１６の下端は、第１貯留室３２の前部における最下部となる。つまり
、曲面１１５の下端は、曲面１１６の下端（第１貯留室３２の前部における最下部）と接
続されており、曲面１１６の下端は、曲面１１５の下端（第１貯留室３２の前部における
最下部）と接続されている。これによって、サブ下壁４８の内面には側壁３７から側壁３
８までを連続的に接続するＵ字状の内面が形成される。
【０１３８】
　サブ下壁４８の表面１１５Ａは、曲面１１５と概ね平行に湾曲している。つまり、表面
１１５Ａは、曲面１１５を同じ方向へ湾曲した曲面で構成されている。サブ下壁４８の表
面１１６Ａは、曲面１１６と概ね平行に湾曲している。つまり、表面１１６Ａは、曲面１
１６を同じ方向へ湾曲した曲面で構成されている。なお、表面１１５Ａ、１１６Ａは、必
ずしも湾曲している必要はなく、例えば屈曲していてもよい。
【０１３９】
　図１１に示されるように、側壁３７の内面３７Ａの前端から曲面１１７が前方へ延出し
ており、側壁３８の内面３８Ａの前端から曲面１１８が前方へ延出している。本実施形態
において、曲面１１７、１１８は、前壁４０が湾曲することによって形成されている。曲
面１１７は、前方へ向かうにしたがって左方へ向かうように湾曲している。曲面１１８は
、前方へ向かうにしたがって右方へ向かうように湾曲している。曲面１１７、１１８は、
筐体１３０の外方へ膨らむように湾曲している。曲面１１７の前端は、前壁４０の内面４
０Ａの右端と接続されている。曲面１１８の前端は、前壁４０の内面４０Ａの左端と接続
されている。ここで、前壁４０の内面４０Ａの左右方向の中央部は、第１貯留室３２の最
前部となる。つまり、つまり、曲面１１７の前端及び曲面１１８の前端は、第１貯留室３
２の最前部を含む面（前壁４０の内面４０Ａ）と接続されている。
【０１４０】
　前壁４０の表面１１７Ａは、曲面１１７と概ね平行に湾曲している。つまり、表面１１
７Ａは、曲面１１７を同じ方向へ湾曲した曲面で構成されている。前壁４０の表面１１８
Ａは、曲面１１８と概ね平行に湾曲している。つまり、表面１１８Ａは、曲面１１８を同
じ方向へ湾曲した曲面で構成されている。なお、表面１１７Ａ、１１８Ａは、必ずしも湾
曲している必要はなく、例えば屈曲していてもよい。
【０１４１】
　なお、曲面１１５と曲面１１７との境界部分、曲面１１６と曲面１１８との境界部分、
表面１１５Ａと表面１１７Ａとの境界部分、及び表面１１６Ａと表面１１８Ａとの境界部
分は、滑らかに繋がって概ね球面状に構成されている。この球面状の部分は、図７に符号
２００で示されている。
【０１４２】
　また、上記では、曲面１１５の下端と曲面１１６の下端とが接続されていたが、曲面１
１５の下端と曲面１１６の下端とは、変形例において後述するブラックに対応するインク
カートリッジ３０の曲面１１５、１１６と同様に、サブ下壁４８の上面と接続されていて
もよい。また、上記では、曲面１１７の前端と曲面１１８の前端とは前壁４０の内面４０
Ａと接続されていたが、曲面１１７の前端と曲面１１８の前端とが接続されていてもよい
。
【０１４３】
　また、上記では、側壁３７、３８の下端及び前端から曲面が延出した構成が説明された
が、曲面は、側壁３７、３８の後端、前壁４０、後壁４１、メイン下壁４２、及びサブ下
壁４８から延出していてもよい。また、曲面は、前述した各壁の内面の少なくとも一つの
端から延出していればよい。
【０１４４】
　また、曲面１１５，１１６の曲率半径は、例えば１ｍｍ以上、１ｍｍ～３ｍｍである。
また、表面１１５Ａ、１１６Ａの曲率半径は、例えば７ｍｍ以上である。
【０１４５】
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［大気連通流路７２］
　大気連通流路７２は、第１貯留室３２とインクカートリッジ３０の外部とを連通する空
間であり、筐体１３０の上方に形成されている。図１０に示されるように、大気連通流路
７２は、空気室３６と、上述した屈曲流路１４３とで構成されている。
【０１４６】
　空気室３６は、大気連通流路７２において、一方が第１貯留室３２に連通し、他方が屈
曲流路１４３に連通した空間である。空気室３６は、一部が第１貯留室３２の上方かつ屈
曲流路１４３の下方に配置されている。空気室３６は、第１内蓋１３１の底壁１３６の上
面１３６Ａにより下端が画定され、第２内蓋１３２の下面１３２Ｂにより上端が画定され
る。空気室３６は、第１内蓋１３１の側壁１３７（図８参照）の内面により前端、後端、
右端、及び左端が画定される。なお、第２内蓋１３２と第１内蓋１３１の側壁１３７との
隙間は、フィルム１３３によって液密に封止されている。
【０１４７】
　なお、上述したように、第１貯留室３２は、第１内蓋１３１の底壁１３６の下面１３６
Ｂにより上端が画定されている。つまり、底壁１３６は、第１貯留室３２と空気室３６と
を仕切っている。
【０１４８】
　空気室３６は、底壁１３６に上下方向に貫通された貫通孔４６によって第１貯留室３２
と連通されている。空気室３６は、第２内蓋１３２に形成された貫通孔１４２（図９参照
）によって屈曲流路１４３と連通されている。上述したように、第２内蓋１３２のリブ１
４０の下端面に、半透膜１４１（図７参照）が溶着されている。これにより、貫通孔４６
を通じて第１貯留室３２から流通してきたインクは、半透膜１４１に阻まれて貫通孔１４
２に到達しない。その結果、インクの屈曲流路１４３への流通は防止される。
【０１４９】
　上述したように、屈曲流路１４３は、上面１３２Ａ及びリブ１４４（図９参照）と、フ
ィルム１４６（図７参照）とによって区画されており、前後方向のＵターンを繰り返しつ
つ左方へ延びる連通路であり、上端がフィルム１４６で覆われた溝として形成されている
。屈曲流路１４３は、第２内蓋１３２に形成された貫通孔１４２によって空気室３６と連
通されている。屈曲流路１４３は、空気室３６の上面（本実施形態では第２内蓋１３２の
内面）とは反対側の面に形成されている。屈曲流路１４３は、連通孔１４７（図７参照）
によって外蓋１３４の内部空間１３４Ａに連通している。内部空間１３４Ａは、外蓋１３
４の上壁３９に形成された開口４４や、外蓋１３４と筐体１３０との隙間を通じてインク
カートリッジ３０の外部と連通している。つまり、屈曲流路１４３は、連通孔１４７によ
って大気に連通している。
【０１５０】
［弁機構１３５及び支持部材１５０］
　弁機構１３５は、第１貯留室３２と大気との間の連通の有無を切り替える機能を有する
機構である。以下に本実施形態における弁機構１３５の構成が説明されるが、弁機構１３
５の構成は前述した機能を有することを条件として本実施形態における構成とは異なる構
成であってもよい。例えば、後述する弁体１６１が上下方向以外の方向に移動可能に構成
されていてもよい。
【０１５１】
　図７及び図１０に示されるように、弁機構１３５ は、弁体１６１と、コイルバネ１６
２と、レバー１６３とを備える。弁体１６１は、ロッド１６５と、ロッド１６５に外嵌さ
れたシール部材１６６とを備えている。図１０に示されるように、弁機構１３５のうちロ
ッド１６５の一部と、シール部材１６６は、大気連通流路７２に配置されている。弁機構
１３５のロッド１６５の一部以外の部分と、コイルバネ１６２とは、外蓋１３４の内部空
間１３４Ａに配置されている。なお、弁機構１３５の配置は、前述した配置に限らない。
例えば、弁機構１３５の全部が大気連通流路７２に配置されていてもよい。
【０１５２】
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　図７に示される支持部材１５０は、弁機構１３５（詳細には後述するレバー１６３）を
回動可能に支持する部材である。支持部材１５０の内部には、弁機構１３５の一部を配置
可能な空間が形成されている。図１０に示されるように、支持部材１５０は、その前端部
及び後端部に被係合部１５２を備えている。被係合部１５２が第２内蓋１３２のリブ１５
８の屈曲部分と係合することにより、支持部材１５０は第２内蓋１３２に支持される。
【０１５３】
　また、ロッド１６５は、第２内蓋１３２のリブ１５７（図９参照）の間に配置されてい
る。ロッド１６５の上面は、前部１６５Ａが後部１６５Ｂよりも上方に位置するように段
差面１６５Ｃが形成されている。
【０１５４】
　ロッド１６５は、上下方向に延びている。ロッド１６５は、第２内蓋１３２の貫通孔１
３９（図９参照）に挿入されている。シール部材１６６は、ゴムなどの弾性を有する材料
で構成されている。シール部材１６６は、ロッド１６５に対して隙間無く圧接されている
。これにより、シール部材１６６とロッド１６５との間は、閉塞されている。
【０１５５】
　弁体１６１は、図１０及び図１６に示される閉塞位置と、図３に示される開放位置との
間を上下方向に沿って移動可能である。なお、弁体１６１の左右方向及び前後方向への移
動は、第２内蓋１３２のリブ１５６、１５７（図９参照）によって規制されている。
【０１５６】
　図１０及び図１６に示されるように、弁体１６１が閉塞位置の状態において、ロッド１
６５の前後両側から突出した部分の下面は、第２内蓋１３２の上面と当接して支持されて
いる。また、シール部材１６６は、貫通孔４６の周縁部を覆っている。これにより、シー
ル部材１６６と貫通孔４６との間は、閉塞されている。つまり、貫通孔４６がシール部材
１６６及びロッド１６５によって閉塞されることにより、第１貯留室３２と大気との間の
連通が遮断された状態となる。
【０１５７】
　図３に示されるように、開放位置の弁体１６１は、閉塞位置の弁体１６１（図１０及び
図１６参照）よりも上方に位置する。弁体１６１が開放位置の状態において、ロッド１６
５の前後両側から突出した部分の下面は、第２内蓋１３２の上面から上方へ離間している
。また、シール部材１６６は、貫通孔４６の周縁部から上方へ離間している。これにより
、貫通孔４６が開放される。その結果、貫通孔４６を通じて第１貯留室３２と大気との間
が連通された状態となる。一方、シール部材１６６は、下方から貫通孔１３９に圧接して
、貫通孔１３９の周縁部を覆っている。これにより、シール部材１６６と貫通孔１３９と
の間は、閉塞されている。つまり、貫通孔１３９がシール部材１６６及びロッド１６５に
よって閉塞されている。
【０１５８】
　図１０に示されるように、コイルバネ１６２は、ロッド１６５の周りに配置される。コ
イルバネ１６２の上端は、弁体１６１のロッド１６５と当接している。コイルバネ１６２
の下端は、第２内蓋１３２の上面１３２Ａと当接している。弁体１６１が閉塞位置の状態
において、コイルバネ１６２は、自然長よりも短い状態である。よって、弁体１６１が閉
塞位置の状態において、コイルバネ１６２は、弁体１６１を上方へ、つまり開放位置への
向きへ付勢している。なお、弁体１６１を付勢するのは、コイルバネ１６２に限らず、板
バネや、ゴムなどの弾性体などであってもよい。
【０１５９】
　図７及び図１０に示されるように、レバー１６３は、回動軸１６７と、回動軸１６７か
ら延出した第１の突起１６８及び第２の突起１６９とを備える。
【０１６０】
　回動軸１６７は、本実施形態において、貫通孔の中心である。図１０に示されるように
、支持部材１５０の内部空間の右端を区画する右内面と、支持部材１５０の内部空間の左
端を区画する左内面とから、それぞれ突出した一対の突起１７０が、回動軸１６７に挿入
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されている。当該右内面から突出した突起１７０は、右方から回動軸１６７に挿入されて
いる。当該左内面から突出した突起１７０は、左方から回動軸１６７に挿入されている。
これにより、レバー１６３は、支持部材１５０によって回動可能に支持されている。なお
、回動軸１６７は、レバー１６３から右方及び左方へ突出した突起であってもよい。この
場合、支持部材１５０の右内面及び左内面には、それぞれ開口が形成されており、突起で
ある回動軸１６７は、当該開口に挿入される。
【０１６１】
　図７及び図１０に示されるように、第１の突起１６８及び第２の突起１６９は、回動軸
１６７を挟んで互いに逆方向へ延出している。
【０１６２】
　レバー１６３は、図１０及び図１６に示される第１位置と、図３に示される第２位置と
の間を回動可能である。
【０１６３】
　レバー１６３が第１位置の状態において、第１の突起１６８は下方へ延出している。第
１の突起１６８の先端は、回転軸１６７よりも後方に位置している。詳細には、図１０に
示されるように、回転軸１６７と第１の突起１６８の先端とを結んだ仮想線１７２は、回
転軸１６７から重力方向に延ばした仮想線１７２に対して所定角度θ３（本実施形態では
５度）、後方へ傾いている。第１の突起１６８の下端部は、弁体１６１のロッド１６５の
上面の後部１６５Ｂと当接して、弁体１６１を下方へ押している。これにより、弁体１６
１は、閉塞位置に位置する。また、第２の突起１６９は上方（詳細には後斜め上方）へ延
出している。第２の突起１６９は、凸部４３の一対の壁１１４に挟まれるように配置され
ている。第２の突起１６９の上端は、一対の壁１１４よりも上方へ突出していない。
【０１６４】
　レバー１６３が第１位置の状態において、第１の突起１６８の前方への回動、つまり図
１０におけるレバー１６３の第２位置へ向けての時計回りへの回動は、第１の突起１６８
の先端が回転軸１６７よりも後方に位置していること、及び弁体１６１のロッド１６５の
段差面１６５Ｃによって規制されている。なお、当該規制がなされるように、コイルバネ
１６２の上方への付勢力は、第１の突起１６８が弁体１６１のロッド１６５の上面の後部
１６５Ｂから前部１６５Ａへ移動するために必要な力よりも小さく設定されている。なお
、ロッド１６５の上面における段差面１６５Ｃの有無は任意である。仮に、段差面１６５
Ｃが無く、ロッド１６５の上面がフラットであったとしても、第１の突起１６８の先端が
回転軸１６７よりも後方に位置していることによって、図１０におけるレバー１６３の第
２位置へ向けての時計回りへの回動は規制可能である。
【０１６５】
　一方、第１の突起１６８の後方への回動、つまり図１０におけるレバー１６３の反時計
回りへの回動は、支持部材１５０の右内面に形成された突起１７１がレバー１６３と当接
することによって規制されている。以上の規制により、レバー１６３は、第１位置に保持
されている。また、第１位置のレバー１６３は、弁体１６１の開放位置への移動を妨害し
て、弁体１６１を閉塞位置に保持している。
【０１６６】
　図３に示されるように、レバー１６３が第２位置の状態において、レバー１６３は凸板
１１１から離間している。また、第１の突起１６８は前方へ延出している。また、第２の
突起１６９は下方（詳細には後斜め下方）へ延出している。また、弁体１６１は、開放位
置に位置している。
【０１６７】
［インク供給部３４］
　図６に示されるように、インク供給部３４は、サブ下壁４８の下方、且つメイン下壁４
２の上方且つ前方において、段差面４９から前方へ延びている。図１０に示されるように
、インク供給部３４は、下壁４５より下方に位置している。また、インク供給部３４は、
前壁４０よりも下方且つ後方に位置している。
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【０１６８】
　図１２に示されるように、インク供給部３４は、筒体７５（液体供給筒の一例）と、パ
ッキング７６（シール部の一例）と、バルブ７７（弁体の一例）と、コイルバネ７８と、
キャップ７９と、スナップフィット機構７４とを備える。
【０１６９】
　筒体７５は、円筒形状の外形をなしている。なお、筒体７５は、筒形状であれば円筒以
外の形状であってもよい。筒体７５の先端は、前方を向いている。筒体７５の先端は、前
壁４０よりも下方且つ後方に位置している。筒体７５の前端は開口している。筒体７５の
内部空間が、インクバルブ室３５である。
【０１７０】
　パッキング７６は、円盤形状の部材である。パッキング７６は、例えば、ゴムやエラス
トマのような弾性材料から形成されている。図１０に示されるように、パッキング７６は
、筒体７５の前端の開口を覆うように、筒体７５の前端部に配置されている。パッキング
７６の中央が前後方向に貫通されて筒状の内周面が形成されている。当該筒状の内周面に
より、パッキング７６に貫通孔７３が形成されている。貫通孔７３の内径は、インクニー
ドル１０２の外径より若干小さい。
【０１７１】
　図１０に示されるように、バルブ７７及びコイルバネ７８は、インクバルブ室３５に収
容されている。バルブ７７は、前後方向に沿って移動することにより、パッキング７６と
接離可能である。バルブ７７がパッキング７６と接離することにより、パッキング７６の
中央に貫通された貫通孔７３が開閉される。コイルバネ７８はバルブ７７を前方へ付勢し
ている。したがって、外力が付与されていない状態において、バルブ７７は、パッキング
７６の貫通孔７３を閉じている。
【０１７２】
　図１３に示されるように、キャップ７９は、概ね直方体の外形をなしている。キャップ
７９は中空である。なお、キャップ７９は、前端及び後端が開口された中空の部材であれ
ば、直方体以外の外形であってもよい。
【０１７３】
　キャップ７９の後端には、開口８７が形成されている。開口８７を通じて、筒体７５及
びパッキング７６が、キャップ７９の内部空間に挿入される。これにより、キャップ７９
は、前方から筒体７５及びパッキング７６に被せられる。図１０に示されるように、キャ
ップ７９が筒体７５に被せられた状態において、キャップ７９の下端は、上下方向におい
て、筐体１３０の下端と略同じ位置である。
【０１７４】
　キャップ７９の前面７９Ａには、インク供給口７１（開口の一例）が形成されている。
キャップ７９が筒体７５及びパッキング７６に被せられた状態において、インクバルブ室
３５は、パッキング７６の貫通孔７３及びキャップ７９のインク供給口７１を通じて、イ
ンクカートリッジ３０の外部と連通している。
【０１７５】
　図１０に示されるように、キャップ７９の内部空間には、第１吸収部材１８２及び第２
吸収部材１８３が配置されている。第１吸収部材１８２及び第２吸収部材１８３は吸収部
材の一例である。第１吸収部材１８２及び第２吸収部材１８３は、発泡ポリウレタンなど
の多孔材料からなる。多孔材料に形成された孔にインクが進入することにより、インクは
第１吸収部材１８２及び第２吸収部材１８３に吸収される。
【０１７６】
　第１吸収部材１８２は、円環状である。第１吸収部材１８２は、インク供給口７１を区
画する周面に沿って配置されている。つまり、第１吸収部材１８２は、インク供給口７１
の周縁部の近傍に配置されている。なお、第１吸収部材１８２の形状は円環状に限らない
。例えば、第１吸収部材１８２は、矩形状であり、インク供給口７１を区画する周面の下
部にのみ配置されていてもよい。
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【０１７７】
　第２吸収部材１８３は、板形状である。第２吸収部材１８３は、第１吸収部材１８２よ
り後方に配置されている。第２吸収部材１８３は、キャップ７９の内部空間の下部に配置
されており、キャップ７９の内部空間を区画する下面に支持されている。なお、第２吸収
部材１８３の形状は板形状に限らない。例えば、第２吸収部材１８３は、キャップ７９の
内部空間を区画する内面の全域に亘って配置されていてもよい。
【０１７８】
　図１０及び図１３に示されるように、キャップ７９の内部空間を区画する下面には、前
後方向に沿って延びた溝１８４が、少なくとも１本形成されている。溝１８４の前端は、
第１吸収部材１８２と繋がっている、または、第１吸収部材１８２の近傍に位置している
。溝１８４の後端は、第２吸収部材１８３と繋がっている、または、第２吸収部材１８３
の近傍に位置している。つまり、溝１８４は、インク供給口７１の周縁部から第２吸収部
材１８３に亘って形成されている。
【０１７９】
　なお、キャップ７９の内部空間に、第１吸収部材１８２及び第２吸収部材１８３が配置
されていなくてもよい。また、キャップ７９の内部空間を区画する下面に、溝１８４が形
成されていなくてもよい。
【０１８０】
　図１３に示されるように、キャップ７９の外周面には、４つのガイド溝１７５Ａ、１７
５Ｂ、１７５Ｃ、１７５Ｄが形成されている。ガイド溝１７５Ａは、キャップ７９の右上
端に形成されている。ガイド溝１７５Ｂは、キャップ７９の左上端に形成されている。ガ
イド溝１７５Ｃは、キャップ７９の右下端に形成されている。ガイド溝１７５Ｄは、キャ
ップ７９の左下端に形成されている。つまり、ガイド溝１７５Ａとガイド溝１７５Ｄとは
、前後方向に直交する第１方向においてインクバルブ室３５を挟んでおり、ガイド溝１７
５Ｂとガイド溝１７５Ｃとは、前後方向及び第１方向と直交する第２方向においてインク
バルブ室３５を挟んでいる。上述したように、キャップ７９は、概ね直方体の外形をなし
ている。つまり、キャップ７９は、前後方向から見たときの投影面が直線的に延びる４つ
の辺と当該辺同士をつなぐ４つの角部とを有する形状である。そして、４つのガイド溝１
７５Ａ、１７５Ｂ、１７５Ｃ、１７５Ｄの各々は、４つの角部の各々に形成されている。
言い換えると、ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｂ、１７５Ｃ、１７５Ｄは、キャップ７９の外
周面に形成された突起によって形成されている。すなわち、キャップ７９のインク供給口
７１を左右方向から挟む位置にはキャップ７９の外表面から右方向および左方向に突出す
る突起が設けられている。この突起の上端面がガイド溝Ａ、１７５Ｂの第１ガイド面１７
６を形成している。また、この突起の下端面がガイド溝Ｃ、１７５Ｄの第１ガイド面１７
６を形成している。
【０１８１】
　以下、４つのガイド溝１７５Ａ、１７５Ｂ、１７５Ｃ、１７５Ｄを総称してガイド溝１
７５と記す。ガイド溝１７５は、前後方向に長手方向を成すように延びている。
【０１８２】
　ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｃは、ＩＣ基板６４よりも右方に形成されている。ガイド溝
１７５Ｂ、１７５Ｄは、ＩＣ基板６４よりも左方に形成されている。つまり、ガイド溝１
７５は、左右方向においてＩＣ基板６４よりも外方に一対設けられている。なお、ガイド
溝１７５の位置は、左右方向におけるＩＣ基板６４よりも外方に限らない。
【０１８３】
　ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｂは、第１ガイド面１７６と第２ガイド面１７７とで構成さ
れている。ガイド溝１７５Ｃ、１７５Ｄは、第１ガイド面１７６と第２ガイド面１７７と
第３ガイド面１７８とで構成されている。なお、図１３において、ガイド溝１７５Ｄの第
３ガイド面１７８は、隠れた位置にあるために記載されていない。
【０１８４】
　第１ガイド面１７６は、前後方向及び左右方向に拡がった平面である。第３ガイド面１
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７８は、後端が前端よりも上方となるように前後方向に対して傾斜した方向及び左右方向
に拡がった平面である。第３ガイド面１７８は、第１ガイド面１７６より後方に位置して
いる。第３ガイド面１７８の前端は、第１ガイド面１７６の後端と連続している。第２ガ
イド面１７７は、前後方向及び上下方向に拡がった面である。第２ガイド面１７７は、第
１ガイド面１７６及び第３ガイド面１７８と繋がっている。なお、第１ガイド面１７６、
第２ガイド面１７７、及び第３ガイド面１７８は、繋がっていなくてもよい。
【０１８５】
　図６に示されるように、第３ガイド面１７８の前後方向に対する角度θ１は、メイン下
壁４２の前後方向に対する角度θ２よりも大きい。
【０１８６】
　第１ガイド面１７６の後端は、パッキング７６の前端よりも後方に位置する。
【０１８７】
　ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｂの第１ガイド面１７６は上方を向いており、ガイド溝１７
５Ｃ、１７５Ｄの第１ガイド面１７６及び第３ガイド面１７８は下方を向いている。ガイ
ド溝１７５Ａ、１７５Ｃの第２ガイド面１７７は右方を向いており、ガイド溝１７５Ｂ、
１７５Ｄの第２ガイド面１７７は左方を向いている。
【０１８８】
　ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｂ、１７５Ｃ、１７５Ｄは、上述した第１ガイド面１７６、
第２ガイド面１７７によって形成される、前後方向に見てＬ字状の溝である。具体的には
、第１ガイド面１７６、第２ガイド面１７７、及び第３ガイド面１７８と対向する位置に
は、面が存在していない。つまり、第１ガイド面１７６、第２ガイド面１７７、及び第３
ガイド面１７８は、それぞれの面と直交する方向に開放されている。具体的には、ガイド
溝１７５Ａ、１７５Ｂの第１ガイド面１７６は上方に開放されており、ガイド溝１７５Ｃ
、１７５Ｄの第１ガイド面１７６は下方に開放されている。また、ガイド溝１７５Ａ、１
７５Ｃの第２ガイド面１７７は右方に開放されており、ガイド溝１７５Ｂ、１７５Ｄの第
２ガイド面１７７は左方に開放されている。また、第３ガイド面１７８は下方に開放され
ている。第１ガイド面１７６と第２ガイド面１７７とは、所定の角度をなしており、例え
ば９０度である。第１ガイド面１７６の左右方向の寸法よりも、第２ガイド面１７７の上
下方向の寸法のほうが長い。
【０１８９】
　インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に前方へ挿入される過程において
、インクニードル１０２の右斜め上に形成された突起１０５Ａがガイド溝１７５Ａに進入
し、インクニードル１０２の左斜め上に形成された突起１０５Ｂがガイド溝１７５Ｂに進
入し、インクニードル１０２の右斜め下に形成された突起１０５Ｃがガイド溝１７５Ｃに
進入し、インクニードル１０２の左斜め下に形成された突起１０５Ｄがガイド溝１７５Ｄ
に進入する。そして、ガイド溝１７５は突起１０５にガイドされる。
【０１９０】
　詳細には、ガイド溝１７５Ａの第１ガイド面１７６が突起１０５Ａの第１ガイド面１９
６にガイドされ、ガイド溝１７５Ａの第２ガイド面１７７が突起１０５Ａの第２ガイド面
１９７にガイドされる。また、ガイド溝１７５Ｂの第１ガイド面１７６が突起１０５Ｂの
第１ガイド面１９６にガイドされ、ガイド溝１７５Ｂの第２ガイド面１７７が突起１０５
Ｂの第２ガイド面１９７にガイドされる。また、ガイド溝１７５Ｃの第１ガイド面１７６
が突起１０５Ｃの第１ガイド面１９６にガイドされ、ガイド溝１７５Ｃの第２ガイド面１
７７が突起１０５Ｃの第２ガイド面１９７にガイドされる。また、ガイド溝１７５Ｄの第
１ガイド面１７６が突起１０５Ｄの第１ガイド面１９６にガイドされ、ガイド溝１７５Ｄ
の第２ガイド面１７７が突起１０５Ｄの第２ガイド面１９７にガイドされる。
【０１９１】
　さらにインクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に前方へ挿入されると、イ
ンクニードル１０２の右斜め下及び左斜め下に形成された突起１０５の上方に、ガイド溝
１７５Ｃ、１７５Ｄの第３ガイド面１７８が位置するようになる。これにより、突起１０
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５の第１ガイド面１９６と第３ガイド面１７８との間に、上下方向の隙間が生じる。その
結果、インクカートリッジ３０は、カートリッジケース１０１内で、当該隙間の分だけ回
動可能となる。
【０１９２】
　なお、ガイド溝１７５の位置は、カートリッジ装着部１１０の突起１０５に対応する位
置であることを条件として、キャップ７９の右上端、左上端、右下端、及び左下端に限ら
ない。例えば、ガイド溝１７５は、キャップ７９の上面の左右方向中央部、キャップ７９
の下面の左右方向中央部、キャップ７９の右面の上下方向中央部、及びキャップ７９の左
面の上下方向中央部に形成されていてもよい。また、ガイド溝１７５は、キャップ７９に
、３つ以下または５つ以上形成されていてもよい。
【０１９３】
　また、ガイド溝１７５は、第１ガイド面１７６と対向する面を有していてもよい。この
場合、ガイド溝１７５は、少なくとも当該面と第１ガイド面１７６と第２ガイド面１７７
とで構成され、第１ガイド面１７６は第１ガイド面１７６と直交する方向に開放されてい
ない。また、ガイド溝１７５は、第２ガイド面１７７と対向する面を有していてもよい。
この場合、ガイド溝１７５は、少なくとも当該面と第１ガイド面１７６と第２ガイド面１
７７とで構成され、第２ガイド面１７７は第２ガイド面１７７と直交する方向に開放され
ていない。
【０１９４】
　また、ガイド溝１７５Ｃ、１７５Ｄは、第３ガイド面１７８を備えていなくてもよい。
この場合、ガイド溝１７５Ｃ、１７５Ｄは、ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｂと同様に、第１
ガイド面１７６と第２ガイド面１７７とで構成される。
【０１９５】
　図１２に示されるスナップフィット機構７４は、キャップ７９と筐体１３０または筒体
７５とを係合するものである。本実施形態において、スナップフィット機構７４は、キャ
ップ７９と筐体１３０とを係合する。
【０１９６】
　図１２に示されるように、スナップフィット機構７４は、筐体１３０の側壁３７、３８
の各々に２つずつ形成された４つの凸部１７９と、キャップ７９に形成された２つの突起
１８０とを備えている。
【０１９７】
　２つの凸部１７９が上下方向に間隔を空けて、側壁３７から右方へ突出している。なお
、図１２において、側壁３７から突出した２つの凸部１７９は、隠れた位置にあるため記
載されていない。図１２に示されるように、２つの凸部１７９が上下方向に間隔を空けて
、側壁３８から左方へ突出している。なお、凸部１７９は、インク供給部３４の筒体７５
から突出していてもよい。図６に示されるように、凸部１７９は、後方を向く係合面１７
９Ａを備えている。
【０１９８】
　図１３に示されるように、突起１８０は、キャップ７９の開口８７の縁部からキャップ
７９の軸方向に沿って突出している。インクカートリッジ３０の使用姿勢において、キャ
ップ７９の軸方向は前後方向であり、突起１８０は後方へ突出している。
【０１９９】
　２つの突起１８０の一方は、開口８７の右方から後方へ突出している。２つの突起１８
０の他方は、開口８７の左方から後方へ突出している。つまり、２つの突起１８０は、左
右方向において開口８７を挟んで対向配置されている。キャップ７９が筒体７５に被せら
れた状態において、２つの突起１８０の一方は、左右方向において側壁３７と対向してお
り、２つの突起１８０の他方は、左右方向において側壁３８と対向している。つまり、キ
ャップ７９が筒体７５に被せられた状態において、２つの突起１８０は、筐体１３０を挟
んで左右方向に対向配置されている。なお、凸部１７９が筒体７５から突出している場合
、２つの突起１８０は、筒体７５を挟んで対向配置される。
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【０２００】
　突起１８０の上端は、キャップ７９の上端よりも下方に位置する。突起１８０の下端は
、キャップ７９の下端よりも上方に位置する。キャップ７９を後方から見て、突起１８０
は、キャップ７９の外縁よりも外方にはみ出していない。換言すると、キャップ７９を後
方から見て、突起１８０は、キャップ７９の外縁よりも内方に位置する。
【０２０１】
　なお、キャップ７９を後方から見て、突起１８０の一部が、キャップ７９の外縁よりも
外方に位置していてもよい。例えば、突起１８０の上端がキャップ７９の上端よりも上方
に位置していてもよいし、突起１８０の下端がキャップ７９の下端よりも下方に位置して
いてもよい。
【０２０２】
　突起１８０の幅（突起１８０の上下方向の長さ）は、後方である程に短くなっている。
つまり、突起１８０は、その先端部に近い程に上下方向の長さが短くなるテーパ形状であ
る。なお、突起１８０は、前述したようなテーパ形状でなくてもよい。
【０２０３】
　突起１８０の先端部１８０Ａ（延出部の一例）には、一対の係合爪１８１が形成されて
いる。一対の係合爪１８１の一方は、先端部１８０Ａの上面から上方へ（詳細には前斜め
上方へ）突出している。一対の係合爪１８１の他方は、先端部１８０Ａの下面から下方へ
（詳細には前斜め下方へ）突出している。係合爪１８１は、突起１８０の他の部分に比べ
て細く形成されている。そのため、係合爪１８１は、突起１８０の先端部１８０Ａに対し
相対移動可能に弾性変形可能である。係合爪１８１は、その基端（先端部１８０Ａとの接
合部）を中心として上下方向に回動するように弾性変形し易く構成されている。
【０２０４】
　キャップ７９が前方から筒体７５及びパッキング７６に被せられた状態において、一対
の係合爪１８１は、凸部１７９の係合面１７９Ａと係合している（図６参照）。詳細には
、２つの突起１８０のうちの開口８７の右方に位置する突起１８０に形成された一対の係
合爪１８１は、側壁３７から右方へ突出した２つの凸部１７９の係合面１７９Ａとそれぞ
れ係合する。２つの突起１８０のうちの開口８７の左方に位置する突起１８０に形成され
た一対の係合爪１８１は、側壁３８から左方へ突出した２つの凸部１７９の係合面１７９
Ａとそれぞれ係合する。これにより、キャップ７９は、筐体１３０に取り付けられた状態
に保持される。
【０２０５】
　また、図１０に示されるように、キャップ７９が前方から筒体７５及びパッキング７６
に被せられた状態において、キャップ７９の前面７９Ａの裏面である内面７９Ｂが前方か
らパッキング７６と圧接しており、筒体７５の前端が後方からパッキング７６と圧接して
いる。これにより、パッキング７６は、キャップ７９と筒体７５との間に挟まれた状態で
固定される。そして、パッキング７６と筒体７５との隙間、及びパッキング７６とキャッ
プ７９との隙間は、液密に封止される。
【０２０６】
　また、キャップ７９が前方から筒体７５及びパッキング７６に被せられた状態において
、キャップ７９は、前壁４０よりも下方且つ後方に位置している。
【０２０７】
［インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０へ装着される動作］
　以下、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着される過程が説明さ
れる。
【０２０８】
　図１０に示されるように、カートリッジ装着部１１０に装着される前のインクカートリ
ッジ３０において、バルブ７７は、パッキング７６と当接して貫通孔７３を閉じている。
これにより、インクバルブ室３５からインクカートリッジ３０の外部へインクの流通が遮
断されている。また、レバー１６３は第１位置に位置している。弁体１６１は、第１位置
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のレバー１６３の第１の突起１６８に下方へ押された状態であることにより、閉塞位置に
位置している。このとき、貫通孔４６は、弁体１６１のシール部材１６６及びロッド１６
５によって閉塞されている。これにより、第１貯留室３２は、大気開放されていない。
【０２０９】
　図１５及び図１６に示されるように、インクカートリッジ３０は、筐体３１の前壁４０
が前方を向いており、且つ上壁３９が上方を向いた姿勢で、カートリッジ装着部１１０の
開口１１２を通じてカートリッジケース１０１へ挿入される。ユーザは、後壁４１を押し
つつインクカートリッジ３０をカートリッジ装着部１１０に対して前方へ挿入する。イン
クカートリッジ３０の下部は、カートリッジケース１０１の下方のガイド溝１０９に進入
した状態となる。
【０２１０】
　インクカートリッジ３０がカートリッジケース１０１へ挿入されると、図１５に示され
るように、インク供給部３４のガイド溝１７５に突起１０５が進入して、ガイド溝１７５
が突起１０５にガイドされる。
【０２１１】
　ガイド溝１７５に突起１０５が進入すると、ガイド溝１７５Ｃ、１７５Ｄの第１ガイド
面１７６が、インクニードル１０２の右斜め下及び左斜め下に形成された突起１０５に支
持された状態となる。また、ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｂの第１ガイド面１７６の上方に
近接して、インクニードル１０２の右斜め上及び左斜め上に形成された突起１０５が位置
する。これにより、インク供給部３４がカートリッジケース１０１に対して上下方向に位
置決めされる。
【０２１２】
　また、ガイド溝１７５に突起１０５が進入すると、ガイド溝１７５Ａ、１７５Ｃの第２
ガイド面１７７の右方に近接して、インクニードル１０２の右斜め上及び右斜め下に形成
された突起１０５が位置する。また、ガイド溝１７５Ｂ、１７５Ｄの第２ガイド面１７７
の左方に近接して、インクニードル１０２の左斜め上及び左斜め下に形成された突起１０
５が位置する。これにより、インク供給部３４がカートリッジケース１０１に対して左右
方向に位置決めされる。
【０２１３】
　更に、インクカートリッジ３０がカートリッジケース１０１へ挿入されると、インクニ
ードル１０２が、インク供給口７１を介してキャップ７９の内部空間に進入し、パッキン
グ７６の貫通孔７３に圧入される。このとき、上述したように、インク供給部３４がカー
トリッジケース１０１に対して上下方向及び左右方向に位置決めされている。そのため、
インクニードル１０２は、キャップ７９の当接することなく、インク供給口７１の中央部
においてインク供給口７１を通過することができる。
【０２１４】
　その後、更に、インクカートリッジ３０がカートリッジケース１０１へ挿入されると、
インクニードル１０２がインクバルブ室３５へ進入して、バルブ７７をコイルバネ７８の
付勢力に抗してパッキング７６から離間させる（図１８参照）。これにより、インクニー
ドル１０２とインク供給部３４とが互いに連結され、第１貯留室３２及び第２貯留室３３
からインクバルブ室３５を介してインクニードル１０２の内部空間へ、インクの流通が可
能となる。このとき、インクカートリッジ３０には、コイルバネ７８の付勢力が後方へ付
与される。
【０２１５】
　その後、更に、インクカートリッジ３０がカートリッジケース１０１へ挿入されると、
突起１０５の後端が第１ガイド面１７６を通過して第３ガイド面１７８の下方に位置する
。これにより、第３ガイド面１７８と突起１０５との間には、上下方向の隙間が生じる。
また、上述したように、筐体１３０のメイン下壁４２は、前端が後端よりも下方に位置す
るように、前後方向に対して傾斜している。よって、カートリッジケース１０１の底部と
メイン下壁４２との間には、上下方向の隙間が生じている。上記のような隙間が生じるこ
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とにより、インクカートリッジ３０は、インクニードル１０２が圧入されることでインク
ニードル１０２と当接しているパッキング７６の貫通孔７３の位置を回動中心として、そ
の後部が下方へ移動するように回動可能な状態となる。
【０２１６】
　インクカートリッジ３０が回動可能な状態となってから、更に、インクカートリッジ３
０がカートリッジケース１０１へ挿入されると、カートリッジ装着部１１０のロックシャ
フト１４５が傾斜面１５５に当接して傾斜面１５５に沿って案内される。これにより、傾
斜面１５５がロックシャフト１４５から下向きの反力を受ける。その結果、インクカート
リッジ３０は、その後部が下方へ移動するように回動する（図１７及び図１８参照）。
【０２１７】
　更に、インクカートリッジ３０がカートリッジケース１０１へ挿入されて、インクカー
トリッジ３０の前壁４０がカートリッジケース１０１の終面付近に近づいてくると、図１
８に示されるように、一対の壁１１４の間に、カートリッジ装着部１１０の凸板１１１が
入り込んでくる。しかし、インクカートリッジ３０の回動により、レバー１６３が下方へ
移動しているため、この時点においては、凸板１１１の下面１１１Ａは、レバー１６３の
上方に位置するものの、レバー１６３に当接していない。
【０２１８】
　また、インクカートリッジ３０の前壁４０がカートリッジケース１０１の終面付近に近
づいてくると、図１８に示されるように、ロックシャフト１４５は、傾斜面１５５から水
平面１５４を介してロック面１５１よりも後方に位置するようになる。つまり、ロックシ
ャフト１４５はインクカートリッジ３０から離間する。また、このとき、ロックシャフト
１４５の下方には、空間が存在する。すると、インクカートリッジ３０はロックシャフト
１４５の反力を受けなくなる。その結果、インクカートリッジ３０は、パッキング７６の
貫通孔７３の位置を回動中心として、その後部が上方へ移動するように回動する（図３及
び図１９参照）。なお、図３及び図１９に示された状態におけるインクカートリッジ３０
の姿勢が、使用姿勢である。
【０２１９】
　インクカートリッジ３０が回動すると、レバー１６３が上方に移動する。これにより、
レバー１６３の第２の突起１６９の先端面１６９Ａが凸板１１１の下面１１１Ａに下方か
ら当接する。つまり、レバー１６３は、凸板１１１に対し上方にアクセスする。また、レ
バー１６３が凸板１１１の下面１１１Ａに当接するのは、インクニードル１０２がインク
バルブ室３５へ進入した後、つまりインクニードル１０２がインク供給部３４に接続され
た後である。
【０２２０】
　レバー１６３の第２の突起１６９の先端面１６９Ａが凸板１１１の下面１１１Ａに当接
すると、第２の突起１６９は、凸板１１１から下向きの反力を受ける。つまり、レバー１
６３は、図１８における時計回りへ回動するような力を受ける。当該力は、第１の突起１
６８が弁体１６１のロッド１６５の上面の後部１６５Ｂから前部１６Ａへ移動するために
必要な力よりも大きい。よって、レバー１６３は、第１位置から第２位置へ向けて、図１
８における時計回りへ回動する（図３参照）。このとき、レバー１６３の第１の突起１６
８は、段差面１６５Ｃを乗り越えて、弁体１６１のロッド１６５の上面の後部１６５Ｂか
ら前部１６５Ａへ移動する。このとき、弁体１６１は、ロッド１６５によって押されて若
干下方へ移動する。これにより、レバー１６３の第１の突起１６８は弁体１６１を下方へ
押さなくなる。すると、弁体１６１は、レバー１６３によって閉塞位置へ保持されない状
態となる。つまり、第２位置のレバー１６３は、弁体１６１の開放位置への移動の妨害を
解除している。これにより、弁体１６１は、コイルバネ１６２の付勢力によって、閉塞位
置から開放位置へ向けて上方へ移動する（図３参照）。これにより、貫通孔４６が開放さ
れる。その結果、第１貯留室３２が、貫通孔４６、空気室３６、屈曲流路１４３、及び連
通孔１４７を介して大気開放される。
【０２２１】
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　なお、上述したように、第２位置のレバー１６３は、凸板１１１から離間している。ま
た、シール部材１６６は、下方から貫通孔１３９に圧接して、貫通孔１３９の周縁部を覆
っている。これにより、シール部材１６６と貫通孔１３９との間は、閉塞されている。
【０２２２】
　また、最終的に、第１貯留室３２が大気開放されるには、弁体１６１が一旦下方へ押し
込まれてから上方へ移動する必要がある。これにより、弁体１６１が誤って開放位置へ移
動することが抑制される。
【０２２３】
　また、インクカートリッジ３０が回動して図３及び図１９に示される状態となると、光
学センサ１１３（図２参照）の発光部と受光部との間に、遮光板６７が位置する。これに
より、インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０に装着されたことが認識され
る。なお、図３及び図１５～図１９において、光学センサ１１３は省略されている。
【０２２４】
　また、インクカートリッジ３０が回動して図３及び図１９に示される状態となると、Ｉ
Ｃ基板６４の各電極６５は、接点１０６を上方へ弾性変形させつつ電気的に接触する。
【０２２５】
　また、インクカートリッジ３０が回動すると、ロック面１５１は上方に移動する。そし
て、図３及び図１９に示される状態となると、ロック面１５１は、後方へ向かってロック
シャフト１４５と向かい合う。ユーザがインクカートリッジ３０を前方へ押し込むことを
止めると、インクカートリッジ３０は、コイルバネ７８の付勢力によって後方へ移動する
。ロック面１５１は後方へ向かってロックシャフト１４５と向かい合っている。そのため
、インクカートリッジ３０が後方へ移動すると、ロック面１５１がロックシャフト１４５
と当接して係合する。これにより、インクカートリッジ３０が後方へ移動することが規制
される。以上より、インクカートリッジ３０は、ロックシャフト１４５（詳細にはロック
シャフト１４５の前側の面）に対し上方にアクセスすることで使用姿勢をとるものである
。
【０２２６】
　インクカートリッジ３０がカートリッジ装着部１１０から脱抜されるときには、ユーザ
は、図３及び図１９に示される状態において操作面９２を下方へ押す。これにより、イン
クカートリッジ３０が、パッキング７６の貫通孔７３の位置を回動中心として、その後部
が下方へ移動するように回動する（図１７及び図１８参照）。これにより、ロック面１５
１がロックシャフト１４５よりも下方へ位置するようになり、インクカートリッジ３０の
後方への移動の規制が解除される。すると、コイルバネ７８の付勢力によって、インクカ
ートリッジ３０はカートリッジ装着部１１０に対して後方へ移動する。これにより、ユー
ザは筐体１３０を挟み持ってインクカートリッジ３０をカートリッジ装着部１１０から取
り出すことができる。
【０２２７】
［変形例］
　図２０に示されるように、ブラックに対応するインクカートリッジ３０は、シアン、マ
ゼンタ、イエローに対応する３つのインクカートリッジ３０（図４参照）に対して、前壁
４０及び後壁４１が右方へ膨出された構成である。インク供給部３４、ＩＣ基板６４、凸
部４３、及び操作部９０は、インクカートリッジ３０の左右方向の中央よりも左方に位置
している。一方、遮光板６７は、インクカートリッジ３０の左右方向の中央部に位置して
いる。
【０２２８】
　ブラックに対応するインクカートリッジ３０は、前壁４０及び後壁４１が右方へ膨出さ
れていることにより、以下の点において、シアン、マゼンタ、イエローに対応する３つの
インクカートリッジ３０と相違点を有する。以下、相違点が説明される。
【０２２９】
　図２１に示されるように、サブ下壁４８の上面４８Ａは、平面をなしている。サブ下壁
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４８の上面４８Ａは、左方へ向かうにしたがって下方へ向かうように左右方向に対して傾
斜している。これにより、サブ下壁４８の上面４８Ａは、その左端が最も下方に位置する
。なお、サブ下壁４８の上面４８Ａは、右方へ向かうにしたがって下方へ向かうように左
右方向に対して傾斜していてもよいし、左右方向に対して傾斜していない、すなわち水平
方向に対し平行な平面であってもよい。サブ下壁４８の上面４８Ａを平面とし、曲面１１
６によって上面４８Ａと側壁３８の内面３８Ａとを接続することで、図１４に記した例に
比べて、第１貯留室３２の幅方向の寸法を大型化してインク貯留量を大容量化することが
容易である。
【０２３０】
　側壁３７の内面３７Ａの下端から曲面１１５が下方へ延出しており、側壁３８の内面３
８Ａの下端から曲面１１６が下方へ延出している。曲面１１５の下端は、サブ下壁４８の
上面４８Ａの右端と接続されている。曲面１１６の下端は、サブ下壁４８の上面４８Ａの
左端と接続されている。ここで、サブ下壁４８の上面４８Ａの左端は、第１貯留室３２の
前部における最下部となる。つまり、曲面１１５の下端及び曲面１１６の下端は、第１貯
留室３２の前部における最下部を含む面（サブ下壁４８の上面４８Ａ）と接続されている
。
【０２３１】
　曲面１１７、１１８の構成については、前壁４０の内面４０Ａが左右方向に長くなった
点を除いては、上記実施形態と同構成である（図２２参照）。
【０２３２】
　なお、上記では、曲面１１５の下端と曲面１１６の下端とは、サブ下壁４８の上面と接
続されていたが、曲面１１５の下端と曲面１１６の下端とが接続されていてもよい。
【０２３３】
　上記実施形態では、第１リブ１８５及び第２リブ１８６は、図８に示されるような形状
であった。しかし、第１リブ１８５及び第２リブ１８６は、左右方向に隙間を空けて配置
されており、且つ傾斜部１８５Ｂ、１８６Ｂを備えていることを条件として、図８に示さ
れるような形状でなくてもよい。
【０２３４】
　例えば、図２３（Ａ）に示されるように、第１リブ１８５の傾斜部１８５Ｂの先端（換
言すると傾斜部１８５Ｂの後端）は、前後方向において、当該第１リブ１８５と左右方向
に対向する第２リブ１８６の傾斜部１８６Ｂの先端（換言すると傾斜部１８６Ｂの後端）
と同位置であってもよい。また、例えば、図２３（Ｂ）、（Ｃ）に示されるように、第１
リブ１８５または第２リブ１８６の少なくとも一方は、延出部１８５Ａ、１８６Ａを備え
ていなくてもよい。なお、図２３（Ｂ）、（Ｃ）には、第１リブ１８５及び第２リブ１８
６の双方が、延出部１８５Ａ、１８６Ａを備えていない構成が示されている。
【０２３５】
　上記実施形態では、第１リブ１８５及び第２リブ１８６の各々の下端は、同一の高さで
あったが、異なる高さであってもよい。例えば、複数の第１リブ１８５及び複数の第２リ
ブ１８６において、側壁３７、３８の前後方向の中央位置に近いリブほど、下方へ長く突
出していてもよい。
【０２３６】
　第１リブ１８５及び第２リブ１８６の下方への突出長は、第１リブ１８５の第２リブ１
８６の全範囲において一定である必要はない。例えば、第１リブ１８５及び第２リブ１８
６のうち、側壁３７、３８の内面と当接する延出部１８５Ａ、１８６Ａの基端及びその近
傍、つまり延出部１８５Ａ、１８６Ａの基端部の下方への突出長が、当該基端部以外の部
分の下方への突出長よりも長くてもよい。
【０２３７】
　上記実施形態では、筐体１３０において、前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁
３８とは、第１貯留室３２及び第２貯留室３３に貯留されたインクの液面を外部から視認
可能な透光性を有するものであった。また、前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁
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３８とは、外蓋１３４との係合部分である上端部を除く全てが外部に露出されて筐体１３
０の外壁を構成していた。
【０２３８】
　しかし、前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁３８とは、その少なくとも一部が
筐体１３０の外壁、すなわち外部に露出する面を有する壁を構成していればよい。
【０２３９】
　例えば、前壁４０、後壁４１、側壁３７、または側壁３８の外面の一部にラベルが貼付
されることにより、当該一部において、第１貯留室３２及び第２貯留室３３に貯留された
インクの液面を外部から視認できなくてもよい。この場合、前壁４０と、後壁４１と、側
壁３７と、側壁３８とにおいて、ラベルが貼付された部分以外が、筐体１３０の外壁を構
成している。このように、インクカートリッジ３０内の液体貯留室があらゆる位置から視
認可能である必要はないが、前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁３８いずれの壁
にも外部から液面が視認可能な領域があることが望ましい。
【０２４０】
　また、例えば、筐体１３０がカバーに覆われている構成でもよい。但し、この場合、当
該カバーが、前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁３８との各々の一部を外部に露
出させるように構成されている必要がある。例えば、当該カバーは、前壁４０と、後壁４
１と、側壁３７と、側壁３８との各々と対向する壁の各々に開口を備えていればよい。こ
の場合、前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁３８とにおいて、当該開口を通じて
外部に露出された部分が、筐体１３０の外壁を構成している。
【０２４１】
　なお、前壁４０と、後壁４１と、側壁３７と、側壁３８との一部のみが筐体１３０の外
壁を構成している場合、特に各壁の下部が外部に露出されていることが好ましい。
【０２４２】
　上記実施形態では、インクカートリッジ３０は、筐体１３０、第１内蓋１３１、第２内
蓋１３２、外蓋１３４、及び支持部材１５０が組み合わされることによって構成されてい
た。しかし、筐体１３０、第１内蓋１３１、第２内蓋１３２、外蓋１３４、または支持部
材１５０の少なくとも一部が、一体成型されていてもよい。例えば、筐体１３０と外蓋１
３４とが一体成型されていてもよいし、第２内蓋１３２と支持部材１５０とが一体成型さ
れていてもよい。
【０２４３】
　上記実施形態では、ロックシャフト１４５がロック面１５１と接触することにより、イ
ンクカートリッジ３０が装着位置に保持されていた。しかし、インクカートリッジ３０を
装着位置に保持する構成は、ロックシャフト１４５とロック面１５１とによるものに限ら
ず、他の公知の構成が採用されてもよい。
【０２４４】
　上記実施形態では、半透膜１４１は、リブ１４０の下端面に溶着されていた。しかし、
半透膜１４１は、貫通孔４６から空気室３６へ流入したインクの屈曲流路１４３への流出
を防止可能な位置であるならば、他の位置に溶着されていてもよい。また、上記実施形態
では、半透膜１４１が溶着されていたが、半透膜１４１が溶着されていなくてもよい。
【０２４５】
　上記実施形態では、キャップ７９に形成された２つの突起１８０は、左右方向に対向配
置されていたが、２つの突起１８０の左右方向以外、例えば上下方向に対向配置されてい
てもよい。
【０２４６】
　上記実施形態では、弁機構１３５は、貫通孔４６を開閉することによって、第１貯留室
３２と大気との間の連通の有無を切り替えていた。しかし、弁機構１３５は大気連通流路
７２における貫通孔４６以外の部分を開閉するように構成されていてもよい。
【０２４７】
　また、上記実施形態では、弁機構１３５が貫通孔４６から離間するのは、インクカート
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リッジ３０が下から上（重力方向と反対方向）に向かって移動してロック面１５１がロッ
クシャフト１４５に係合する過程であったが、インクカートリッジ３０が装着方向に移動
する過程、すなわち重力方向と交差する方向に移動する過程であってもよい。
【０２４８】
　上記実施形態では、インク供給部３４は、筒体７５と、筒体７５に被せられるキャップ
７９とを備えていた。しかし、インク供給部３４は、キャップ７９を備えていなくてもよ
い。この場合、上記実施形態においてキャップ７９に形成されていたガイド溝１７５は、
筒体７５の外周面に形成される。
【０２４９】
　上記実施形態では、インク供給部３４の外部との連通の有無が、バルブ７７によって切
り替えられるように構成されていたが、このような構成に限らない。例えば、筒体７５の
前端の開口が、貫通孔を有さない弾性樹脂などのシール部材において、ニードルなどが穿
刺されることによって形成され、ニードルがシール部材から抜き出されると、シール部材
の弾性によって封止されるように構成されてもよい。
【０２５０】
　上記実施形態では、メイン下壁４２の前後方向の寸法は、サブ下壁４８の前後方向の寸
法よりも長かった。しかし、メイン下壁４２の前後方向の寸法は、サブ下壁４８の前後方
向の寸法以下であってもよい。つまり、段差面４９は、前後方向におけるインクカートリ
ッジ３０の中央位置に配置されていてもよいし、前壁４０よりも後壁４１に近い位置に配
置されていてもよい。
【０２５１】
　上記実施形態では、インクカートリッジ３０は、図４及び図５に示されるような外形で
あった。また、インク供給部３４は、段差面４９から前方へ延びており、前壁４０の下方
且つ後方に位置していた。しかし、インクカートリッジ３０の外形や、インク供給部３４
の位置は、図４及び図５に示されるような構成に限らない。
【０２５２】
　例えば、インクカートリッジ３０において、側壁３７と側壁３８との間の間隔が、前壁
４０と後壁４１との間の間隔より長くてもよい。また、例えば、インクカートリッジ３０
の外形は、単純な矩形状であってもよい。また、例えば、インク供給部３４は、前壁４０
から前方へ延びていてもよいし、下壁４２から下方へ延びていてもよい。
【０２５３】
　上記実施形態では、インクが液体の一例として説明されているが、例えば、インクに代
えて、印刷時にインクに先立って用紙などに吐出される前処理液が液体カートリッジに貯
留されていてもよい。また、記録ヘッド２１を洗浄するための水が液体カートリッジに貯
留されていてもよい。すなわち、本開示のインクカートリッジ３０は、インクを貯留する
ためのカートリッジである必要はなく、プリンタ１０が消費する液体を貯留するためのカ
ートリッジであってもよい。
【０２５４】
［作用効果］
　仮に、係合爪１８１が一対でない場合、換言すると、係合爪１８１が突起１８０から上
方または下方の一方のみへ突出し、上方または下方の他方へ突出していない場合、突起１
８０が、経年変化などに起因する弾性変形によって係合爪１８１が設けられていない側へ
湾曲すると、係合爪１８１が湾曲した突起１８０に引っ張られて変形し、凸部１７９から
外れてしまうおそれがある。
【０２５５】
　しかし、上記実施形態によれば、突起１８０は、一対の係合爪１８１を備えている。そ
のため、突起１８０は、上方及び下方の両側において係合によって支えられている。その
結果、上記のような突起１８０の湾曲は発生し難いため、係合爪１８１が凸部１７９から
外れてしまう可能性を低くすることができる。
【０２５６】
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　また、上記実施形態によれば、突起１８０の下端は、キャップ７９の下端よりも上方に
位置するため、キャップ７９の上下方向の寸法を短くできる。また、キャップ７９をイン
クカートリッジ３０の下端近傍に配置した場合に、突起１８０がインクカートリッジ３０
よりも下方へ突出した状態となることを防止できる。
【０２５７】
　また、上記実施形態によれば、突起１８０の上端は、キャップ７９の上端よりも下方に
位置するため、キャップ７９の上下方向の寸法を短くできる。
【０２５８】
　また、上記実施形態によれば、前後方向に見て突起１８０はキャップ７９の外縁よりも
内方に位置するため、キャップ７９やキャップ７９が取り付けられたインクカートリッジ
３０の落下時などに、突起１８０よりもキャップ７９へ衝撃が加わる可能性が高い。よっ
て、突起１８０に直接の衝撃が及ぶ可能性を低くできる。
【０２５９】
　また、一対の係合爪１８１は、突起１８０の先端部から突出している。そのため、突起
１８０の先端部は、一対の係合爪１８１の分、寸法が大きくなる。上記実施形態によれば
、突起１８０は、先端部に近い程に上下方向の長さが短くなる。そのため、突起１８０の
先端部の寸法が大きくなることを抑制できる。
【０２６０】
　また、上記実施形態によれば、第１吸収部材１８２及び第２吸収部材１８３が、筒体７
５から漏れたインクを吸収可能である。そのため、筒体７５から漏れたインクのインクカ
ートリッジ３０の外部への流出を低減できる。
【０２６１】
　また、筒体７５から漏れたインクは、インク供給口７１を通じてインクカートリッジ３
０の外部へ流出する。上記実施形態によれば、第１吸収部材１８２によってインク供給口
７１を通るインクを吸収することができる。
【０２６２】
　また、筒体７５から漏れたインクの多くは重力によって下方へ移動する。上記実施形態
によれば、第２吸収部材１８３がキャップ７９の内部空間の下部に配置されているため、
インクの多くを第２吸収部材１８３に吸収させることができる。
【０２６３】
　また、上記実施形態によれば、筒体７５から漏れたインクを溝１８４を通じて第２吸収
部材１８３へ導くことができる。
【０２６４】
　また、上記実施形態によれば、キャップ７９の下端は、上下方向において、筐体１３０
の下端と略同じ位置である。そのため、キャップ７９及び筒体７５をインクカートリッジ
３０の下端部に配置できる。そのため、筒体７５を通じて外部へ供給されずに第１貯留室
３２及び第２貯留室３３内に残留するインクの量を少なくすることができる。
【０２６５】
　また、上記実施形態によれば、筒体７５は前壁４０よりも後方に位置しているため、イ
ンクカートリッジ３０の落下時などに、筒体７５よりも前壁４０に直接の衝撃が加わる可
能性が高い。よって、筒体７５に直接の衝撃が及ぶ可能性を低くできる。
【符号の説明】
【０２６６】
３０・・・インクカートリッジ（液体カートリッジ）
３２・・・第１貯留室（液体貯留室）
３３・・・第２貯留室（液体貯留室）
７４・・・スナップフィット機構
７５・・・筒体（液体供給筒）
７６・・・パッキング（シール部）
７９・・・キャップ
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１３０・・・筐体（カートリッジ本体）
１７９・・・凸部
１７９Ａ・・・係合面
１８０・・・突起
１８１・・・係合爪
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