
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを保持し負圧を生じることの可能なインク吸収体と、
　該インク吸収体を収容するとともにインク供給部と大気連通部とを備える筐体と、を備
えるインクタンクにおいて、
　前記インク吸収体は熱可塑性材料からなり、該吸収体の表層に該表層が加熱溶融される
ことで形成されたインク遮断層を有し、
　該インク遮断層はインク吸収体内に収納されるインクの外部への移動を阻止するととも
に、少なくとも前記筐体の前記インク供給部を有する面がインク遮断層により形成された
ことを特徴とするインクタンク。
【請求項２】
　前記インク遮断層のインク吸収体内側の領域に、前記吸収体内部に比べ平均空隙率の小
さい境界層を有することを特徴とする請求項１に記載のインクタンク。
【請求項３】
　前記インク供給部の前記インク吸収体の表面に、前記境界層が形成されていることを特
徴とする請求項２に記載のインクタンク。
【請求項４】
　前記筐体が全て前記インク遮断層により形成されていることを特徴とする請求項１に記
載のインクタンク。
【請求項５】
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　前記インク供給部及び前記大気連通部が前記インク遮断層により開封可能にシールされ
ていることを特徴とする請求項４に記載のインクタンク。
【請求項６】
　前記インクタンクは前記インク吸収体を備えるとともにインク供給部と大気連通部とを
備える第１室と、該第１室と連通する連通部を備えるとともに実質的な密閉空間を形成す
るための第２室と、を有することを特徴とする請求項１に記載のインクタンク。
【請求項７】
　大気を導入するための通路を前記インク吸収体の連通部近傍からインク吸収体内部に備
えることを特徴とする請求項６に記載のインクタンク。
【請求項８】
　インクを保持し負圧を生じることの可能なインク吸収体と、インク供給部と、大気連通
部と、を備えるインクタンクにおいて、
　前記インク吸収体は熱可塑性材料からなるとともに、内部または表面の一部に該インク
吸収体を加熱溶融することで形成されたインク遮断層を有し、
　該インク遮断層は、少なくとも前記 筐体の前記インク供給部を有する面
を形成し、インク吸収体内に収納されるインクの移動を阻止することを特徴とするインク
タンク。
【請求項９】
　前記インク遮断層により前記インク吸収体が複数に仕切られ、複数種類の異なるインク
を貯溜可能とすることを特徴とする請求項８に記載のインクタンク。
【請求項１０】
　前記インクタンクは前記インク吸収体を備えると共にインク供給部と大気連通部とを備
える第１室と、該第１室と連通する連通部を備えるとともに実質的な密閉空間を形成する
ための第２室と、前記第１室と第２室とを仕切るとともに前記連通部を形成する仕切り壁
と、を備え、該仕切り壁が前記インク遮断層であることを特徴とする請求項８に記載のイ
ンクタンク。
【請求項１１】
　前記インク吸収体はさらに表層にインク遮断層を有するとともに、該表層のインク遮断
層が前記インクタンクの筐体を構成することを特徴とする請求項８に記載のインクタンク
。
【請求項１２】
　インクタンクに収容されインクを保持するとともに負圧を発生可能なインク吸収体にお
いて、
　熱可塑性材料からなり、内部または表層に該インク吸収体を加熱溶融されることで形成
されたインク遮断層を有し、該インク遮断層はインク吸収体内に収納されるインクの移動
を阻止し、かつ少なくとも前記インクタンクのインク供給部を有する面を構成することを
特徴とするインク吸収体。
【請求項１３】
　前記インク吸収体は融点の異なる２種類以上の繊維材料により構成されているとともに
、前記融点の異なる複数の熱可塑性繊維材料のうち、最も融点の高い材料の融点と最も融
点の低い材料の融点の温度差が１０℃以上８０℃以下であることを特徴とする請求項１２
に記載のインク吸収体。
【請求項１４】
　インクを貯留し負圧を生じることの可能なインク吸収体と、該インク吸収体を収納する
筐体と、を有するインクタンクの製造方法において、
　熱可塑性材料から成るインク吸収体を用意する工程と、
　該インク吸収体の表層の一部を加熱溶融し、 イン
ク供給部を有する面 工程と、
を有することを特徴とするインクタンクの製造方法。
【請求項１５】
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　前記インクの移動を阻止するインク遮断層を設ける工程のあとに、前記インク吸収体に
インクを充填する工程を有することを特徴とする請求項１４に記載のインクタンクの製造
方法。
【請求項１６】
　前記インク遮断層を設ける工程において、加熱溶融させるための加熱部材と前記インク
吸収体との間に、双方と剥離可能な剥離部材を設け、加熱部材から前記剥離部材及び前記
インク吸収体を剥離させた後冷却し、前記剥離部材を前記インク吸収体から剥離させるこ
とを特徴とする請求項１４に記載のインクタンクの製造方法。
【請求項１７】
　前記インク遮断層を設ける工程において、前記インク吸収体と同種の材料からなる表層
を有する板状部材を前記加熱溶融したインク吸収体に接合させることを特徴とする請求項
１４に記載のインクタンクの製造方法。
【請求項１８】
　前記インク吸収体を用意する工程において、前記熱可塑性材料からなる複数のインク吸
収体を用意するとともに、前記インク遮断層を形成する工程において、該複数の負圧発生
部材同士の接合面にインク遮断層を形成し、該インク遮断層同士を加熱溶融して接合させ
ることで複数のインク吸収体を一体化させることを特徴とする請求項１４に記載のインク
タンクの製造方法。
【請求項１９】
　前記インク吸収体を用意する工程において、インク吸収体の一部に切り込みを設ける工
程をさらに有するとともに、前記インク遮断層の形成工程において、
　該切り込み部にインク遮断層を形成し、切り込み部を接合することを特徴とする請求項
１４に記載のインクタンクの製造方法。
【請求項２０】
　前記インク吸収体を用意する工程において、インク吸収体内部に外部と連通する通路を
備える工程をさらに有するとともに、前記インク遮断層を形成する工程のあとに、該通路
を除いて実質的に密閉空間を形成する液体収納室を設ける工程を有することを特徴とする
請求項１４に記載のインクタンクの製造方法。
【請求項２１】
　前記インク吸収体を用意する工程の後に、前記インク吸収体の表層の一部を加熱溶融す
るとともに冷却時に圧力を加えることで前記インク吸収体内部に比べ平均空隙率の小さい
境界層を形成する工程をさらに有することを特徴とする請求項１４に記載のインクタンク
の製造方法。
【請求項２２】
　前記インク吸収体を用意する工程において、複数種類の融点の異なる熱可塑性材料から
なるインク吸収体を用意するとともに、前記インク遮断層を形成する工程において、前記
熱可塑性材料のうち最も融点の低い材料の融点の温度以上、最も融点の高い材料の融点の
温度未満の温度で加熱することを特徴とする請求項１４に記載のインクタンクの製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクジェット記録装置に用いられる液体貯溜手段としてのインクタンク、該
インクタンクに用いられる負圧発生手段としてのインク吸収体、及びインクタンクの製造
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、インクジェット記録装置に用いられるインクタンクには、その供給口からインクジ
ェット記録ヘッドへのインク供給性を良好なものにするとともに液体貯溜手段として機能
させるために、ウレタンフォームやフェルトなどのインク吸収体を備え、この部材の毛管
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力を利用して負圧を発生させる構成が知られている。ところで、近年ではカラー化、高画
質化に伴いインクジェット記録装置が大幅に普及すると共に使用済みのインクタンクが増
加する傾向にある。そこで、使用済みインクタンクのリユースやリサイクルといった、環
境問題に対する対応が求められている。
【０００３】
特に原料としてのリサイクルを行なう場合の対応策の一つとしては、インクタンクの構成
部品がリサイクル可能な材料であること、異なる材料からなる部品の点数が少ないことが
好ましい。このため、記録ヘッドとインクタンクとがカートリッジ化されているインクジ
ェットカートリッジにおいては、記録ヘッド部とインクタンク部（インクカートリッジ）
とが分離可能であることが望ましい。
【０００４】
本出願人は、特開平 8-20115号公報において、インクタンクのインク吸収体として、熱可
塑性を有するオレフィン系樹脂からなる繊維を用いたインクタンクを提案している。この
インクタンクはインクの貯蔵安定性に優れるとともに、インクタンク筐体と繊維体材料と
が同種の材料からなるためリサイクル性にも優れている。
【０００５】
さらに、上記公報において、本出願人は、カートリッジ容器の内壁に沿って径の小さい繊
維を袋状に配置し、その内側に繊維径のより大きい繊維を配置する構成を提案している。
【０００６】
一方、特開平 7-47688号公報には、気泡混入やゴミの混入によるインク流路の阻害を防止
し、良好な印字結果を得るために、押圧状態において少なくとも供給路となる面の表面が
加熱溶融され、開口径が収縮されたインク吸収体を備えるインクタンクを開示する。
【０００７】
上記公報によれば、インクタンクの側壁と隣接する面についても開口径を収縮した表面と
することで、以下のような問題にも対処することができるとしている。その問題とは、イ
ンクタンク側面の内壁と、インク吸収体の側面とが密接された部分の界面にできる空気層
が、インク消費時に吸収体内部に気泡として進入し、画質欠陥を生じさせたり、インク供
給不良を起こすという問題である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、本発明者らが上述の特開平 7-47688号公報の構成を試作したところ、上述の問題
を解決することができず、インク供給不良になる場合があることが判明した。これはイン
ク吸収体表面を加熱溶融しても上述の空気層そのものは残るためであると考えられる。
【０００９】
そこで、本発明者らは、環境問題に適応可能な形態で、かつ上述の課題を解決する構成を
鋭意検討した結果、熱可塑性材料からなるインク吸収体の一部を加熱溶融してインクの移
動を遮断する層を形成する、という新規な思想から本発明を想起するに至った。
【００１０】
本発明は上記知見に基づきなされたもので、その目的は以下のとおりである。本発明の第
１の目的は、リサイクル性に優れると共にインク吸収体表面からの気泡の侵入を防止する
インクタンクを提供することである。
【００１１】
本発明の第２の目的は、上記第１の目的に加えて、記録ヘッド部や記録装置との着脱を繰
り返しても確実に結合可能であり、安定したインク供給を実現できるインクタンクを提供
することである。
【００１２】
本発明の第３の目的は、上記各目的と合わせて、あるいは単独で、インク供給時のインク
吸収体内の供給口へのインク移動を規制することで、安定したインク供給を実現するイン
クタンクを提供することである。
【００１３】
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加えて、本発明の残りの目的は、上述の各目的を達成するためのインク吸収体や、インク
タンクの製造方法、部品点数が少なく信頼性の高い物流時の形態等、関連する諸発明を提
供することである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の具体的な目的は、以下の構成から理解できよう。
【００１５】
　本発明によるインクタンクは、インクを保持し負圧を生じることの可能なインク吸収体
と、
　該インク吸収体を収容するとともにインク供給部と大気連通部とを備える筐体と、を備
えるインクタンクにおいて、
　前記インク吸収体は熱可塑性材料からなり、該吸収体の表層に該表層 加熱溶融される
ことで形成されたインク遮断層を有し、
　該インク遮断層はインク吸収体内に収納されるインクの外部への移動を阻止するととも
に、 前記筐体の
ことを特徴とするものである。
【００１６】
上述のインクタンクによれば、インクタンク筐体の一部とインク吸収体とが一体化してお
り、一体化した部分では壁（筐体）と吸収体との隙間がないことにより、壁と吸収体との
間からの空気の侵入によるインク供給不良を防止することができる。
【００１７】
そして、インク吸収体が熱可塑性材料から構成されていることで、リサイクル性に優れて
いる。従って、上記第１の目的を達成するインクタンクを提供することができる。
【００１８】
上述のインクタンクのより望ましい構成としては、次のようなものが挙げられる。
【００１９】
上述のインクタンクにおいて、筐体のインク供給部を有する面がインク遮断層により形成
されていることにより、供給部に設けられている吸収体が、インクタンクの着脱を繰り返
しても位置ズレすることがなくなる。従って、上記第２の目的を達成するインクタンクを
提供することができる。
【００２０】
さらに、筐体が全て上述のインク遮断層により形成されていると、インクタンク筐体とイ
ンク吸収体との隙間は全てなくなるので、上記第１の目的を達成するより望ましい構成と
なると同時に、供給口を有する面についてもインク遮断層により形成されることで、上記
第２の目的も達成するインクタンクを提供することができる。
【００２１】
特に、筐体が全てインク遮断層により形成されている構成において、インク供給部及び大
気連通部がインク遮断層により開封可能にシールされていると、物流時など使用開始前の
インクタンクのパッケージとして、部品点数を増やすことなくかつ信頼性の高い構成を提
供することができる。
【００２２】
　一方、本発明の他の形態によるインクタンクは、インクを保持し負圧を生じることの可
能なインク吸収体と、インク供給部と、大気連通部と、を備えるインクタンクにおいて、
　前記インク吸収体は熱可塑性材料からなるとともに、内部または表面の一部に該インク
吸収体を加熱溶融することで形成されたインク遮断層を有し、
　該インク遮断層は、少なくとも前記 筐体の前記インク供給部を有する面
を形成し、インク吸収体内に収納されるインクの移動を阻止することを特徴とする。
【００２３】
上述のインクタンクによれば、インク遮断層によりインクの移動が阻止されることで、イ
ンク供給時のインク吸収体内の供給口へのインク移動を規制することができるので、上記

10

20

30

40

50

(5) JP 3720586 B2 2005.11.30

が

少なくとも 前記インク供給部を有する面がインク遮断層により形成された

インクタンクの



第３の目的を達成するインクタンクを提供することができる。上述の各構成において、イ
ンク遮断層のインク吸収体内側の領域に、吸収体内部に比べ平均空隙率の小さい境界層を
有することは望ましい。
【００２４】
また、本発明は上述のインクタンクに用いられるインク吸収体や、本発明のインクタンク
の製造方法をも提供するものである。
【００２５】
　本発明によるインク吸収体は、インクタンクに収容されインクを保持するとともに負圧
を発生可能なインク吸収体において、
　熱可塑性材料からなり、内部または表層に該インク吸収体を加熱溶融されることで形成
されたインク遮断層を有し、該インク遮断層はインク吸収体内に収納されるインクの移動
を阻止し、かつ少なくとも前記インクタンクの インク供給部を有する面を構成する
ことを特徴とするものである。
【００２６】
　本発明によるインクタンクの製造方法は、インクを貯留し負圧を生じることの可能なイ
ンク吸収体と、該インク吸収体を収納する筐体と、を有するインクタンクの製造方法にお
いて、
　熱可塑性材料から成るインク吸収体を用意する工程と、
　該インク吸収体の表層の一部を加熱溶融し、 イン
ク供給部を有する面 工程と、を有するこ
とを特徴とするものである。
【００２７】
なお、上述のインク吸収体を用意する工程の後に、インク吸収体の表層の少なくとも一部
を加熱溶融するとともに冷却時に圧力を加えることで、インク吸収体内部に比べ平均空隙
率の小さい境界層を形成する工程をさらに有することは望ましい。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施例の詳細を、図面に基づいて詳細に説明する。
【００２９】
（第１実施例）
図１に、本発明の第１実施例にかかるインクタンクを示す。図１は、本発明の第１実施例
のインクタンクの概略切断斜視図を示す。
【００３０】
図１に示すインクタンク２０において、１は記録するためのインクを保持する負圧発生部
材としてのインク吸収体、３は負圧発生部材に収容されるインクを外部に供給するための
インク供給口、４はインクジェット記録装置へインクタンクを装着するための装着用突起
、５は負圧発生部材に大気を導入するための大気連通口である。装着用突起４については
、設ける必要がなければ設けなくてもよい。
【００３１】
インクタンク２０はインク供給口３において、インクジェットヘッド部３２と着脱自在に
構成されており、このインクジェットヘッド部３２は、インクタンクに収容されたインク
を吐出する吐出ヘッド部３０と、インクタンクから吐出ヘッド部へインクを供給するため
のインク供給管３１と、を備えている。記録ヘッド部については本実施例では着脱自在な
構成となっているが、インクタンクと常時一体のものでもよい。
【００３２】
本発明のインクタンク２０では、インク吸収体１はポリプロピレン繊維など、熱可塑性樹
脂材料からなる繊維体より構成されており、その表層は、インク供給口及び大気連通口を
除き、加熱溶融されて形成されたインク遮断層２となっており、このインク遮断層がイン
クタンクの筐体をなすように構成されている。
【００３３】
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を、インクの移動を阻止するインク遮断層とする



インク遮断層の厚さｔは、筐体の強度等の観点から、本実施例では約１ .５ mm程度である
。この層は加熱溶融によって溶け出された繊維材料が、負圧発生部材の毛管力等により負
圧発生部材の表層近傍の繊維間に流れ込んで、負圧発生部材表層近傍のインク保持空間を
埋めることで壁面状になっており、この壁面を介したインクの往来を遮断する。
【００３４】
図１に示す切断面で見た場合、必ずしもインク遮断層２の全ての領域において、インク遮
断層２を形成する熱可塑性材料が密（中実）である必要はなく、微小な空間（巣）を有し
ていてもよい。また、インク遮断層の厚さは均一である必要はない。
【００３５】
なお、後述する製造方法によっては、インク遮断層のインク吸収体内側の領域に、前記吸
収体内部に比べ空隙率（単位体積あたりの空間の占める割合）の小さい境界層を有する構
成となる場合があるが、これについては後述する。
【００３６】
本構成によれば、インクタンクの筐体が負圧発生部材と一体的に形成され、分離不能に構
成されている。従って、筺体のインク供給口を有する面が負圧発生部材と一体化している
ので、記録ヘッド部が着脱自在であっても、供給口に面する負圧発生部材は着脱の繰り返
しによって位置が変わることがない。そのため、インクジェットヘッド部とインクタンク
との着脱を繰り返す場合においても、インク供給管３１をインク吸収体１に押圧する際、
インク供給管に負圧発生部材を確実に圧接することができる。
【００３７】
また、従来のインクタンクのインク供給口部等における、インクタンクの筐体とインク吸
収体との隙間について、負圧発生部材の表層を加工して筐体としている部分については、
その隙間が存在しなくなる。このため、本実施例の構造によれば、壁と吸収体との間の隙
間からの空気の浸入を考慮する必要がなくなるので、壁と吸収体との間からの空気の侵入
によるインク供給不良を防止することができる。
【００３８】
また、インク吸収体と筐体とを一体化する構造をとることにより、落下などによる衝撃に
より、インク吸収体が筐体に対して移動することがなくなるため、インクジェット記録ヘ
ッド部へのインク供給性能に支障をきたすことはない。
【００３９】
次に、本発明のインクタンクの製造方法について説明する。
【００４０】
図２（ａ）に、加工前のインク吸収体１を示す。本実施例におけるインク吸収体は、ポリ
プロピレン繊維からなり、繊維径３０μｍ、繊維密度０ .１ g/cm3である。このインク吸収
体１は繊維の集合体であり、その繊維間の毛管力によりインクを保持するものである。こ
の時のインク吸収体の表面は、内部と同様、繊維間には空間を有している。
【００４１】
ここで、インク吸収体を構成する材料としては、容易に加熱溶融可能な熱可塑性樹脂材料
で、特に熱伝導率の低い繊維材料がより好ましい。これは、熱伝導率が低いと、加熱部の
みを容易に加熱溶融できるため、インク遮断層の厚さの調節が容易に行なえるためである
。また、インク吸収体として繊維材料を利用することで、インクジェット記録ヘッドに対
して好適な負圧を発生するための所望の密度を有するインク吸収体を容易に用意すること
ができる。このようなインク吸収体の製造方法としては、特開平 9-183236号公報に記載さ
れている製造方法等を好適に利用することができる。
【００４２】
このように、本発明のインク吸収体は熱可塑性材料により構成されることで、使用後の容
器を回収し、原料として再利用することができるので、リサイクル性も向上させることが
できる。
【００４３】
また、リサイクル性を低減させない範囲で、例えばポリプロピレン繊維とポリエチレン繊
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維を所望の混合比で混ぜたものなど、複数種類の繊維材料を用いてもよく、また、繊維径
も異なるものを使用してもよい。インクに対する接液性の観点からは、上述したポリエチ
レン繊維やポリプロピレン繊維といった、ポリオレフィン系の材料を使用することが望ま
しい。また、繊維状ではなく、発泡体形状のものであっても、表面を加熱溶融することで
インク遮断層を形成できるものであれば、本発明を適用できることは言うまでもない。熱
可塑性樹脂からなる繊維を用いる場合には、通常のインジェクション成形などに比べ、結
晶性の高い材料におけるガス透過性を低減させる、すなわちガスの透過をしにくくするこ
とができる。これは、繊維の場合、紡糸工程において材料となる樹脂は延伸されているの
で、インク遮断層形成時に樹脂の融点程度の熱は経験するものの、通常のインジェクショ
ン成形に比べて低い温度であるため、最終的に形成されるインク遮断層の結晶化度が高く
保たれるためと考えられる。
【００４４】
次に、上述のインク吸収体の表面を加熱溶融させることで、インク遮断層を設ける。図２
（ａ）～（ｃ）及び図３（ａ）～（ｈ）はそれぞれ、インク遮断層を設ける工程を説明す
るための説明図である。
【００４５】
インク吸収体１は、インク遮断層２を形成する工程において、その表面を加熱溶融して空
隙部を充填させるために、体積が収縮する。そのため、図２（ａ）において用意されるイ
ンク吸収体の大きさは、所望のインクタンクの大きさより大きめに作られていることが望
ましい。
【００４６】
まず、図２（ｂ）及び図２（ｃ）に示すように、大気連通口を設ける面を形成する。
【００４７】
図２（ｂ）は大気連通口を形成するための型４１の断面図を示しており、熱伝導性に優れ
た材料により構成される型の底面１１には、前述のインクジェット記録装置への装着に利
用される突起４をインクタンク外面に形成するための凹形状１２が設けられている。また
、大気連通口の部分には、熱伝導性の低い槍状の大気連通口形成部材１３が設けられてお
り、大気連通口を形成する際、この部分が加熱溶融されないようになっている。
【００４８】
図２（ｃ）に示すように、図２（ａ）に示すインク吸収体１を型４１に挿入する。その後
、インク吸収体の上部から蓋１４等を利用して軽く圧力を加えつつ、型の底面１１をヒー
タ等を用いて、インク吸収体を構成する材料の融点以上の温度（複数の材料が交じってい
る場合には最も高い融点以上の温度が望ましい）で一定時間加熱し、インク遮断層を形成
する。この後、型を冷却して、インク吸収体を型から取り外すことで、大気連通口、及び
突起を有する筐体の一面を形成することができる。
【００４９】
なお、この時の加熱温度について、複数種類の材料で構成されている場合は少なくとも最
も融点の低い材料の融点以上の温度であればよい。これは繊維間の隙間を埋めることがで
きるためである。ただし、単位体積あたりの空間の割合が大きいインク吸収体の場合には
、インク保持空間となる隙間を埋めるために必要な熱可塑性材料の量が増えるため、最も
融点の高い材料の融点以上の温度にすることが望ましい。
【００５０】
ここで、突起４について、本実施例の場合は突起の大きさがインクタンク全体の大きさに
比べ小さいために、用意するインク吸収体はほぼ直方体形状をなしているが、突起の部分
がインクタンクの容積に比べ大きい場合、用意するインク吸収体の形状が、対応箇所にも
凸部を有する形状であるほうがより望ましい。
【００５１】
次に、図３（ａ）～（ｃ）に示すように、他の面を形成する。
【００５２】
図３（ａ）は、インク吸収体の対向する側面を加熱する型４２の断面図である。図２（ｂ

10

20

30

40

50

(8) JP 3720586 B2 2005.11.30



）と同様、図３（ａ）に示す型も底面１５は熱伝導性に優れた材料により構成される。ま
ず、図３（ｂ）において、インク吸収体の側面のうち、加熱溶融されていない面を下側に
して型に挿入する。大気連通口を有する面を形成した時と同様に、上から蓋１６等で軽く
圧力を加えつつ、型の底面１５をヒータなどで加熱し、一定時間加熱することで、インク
遮断層２を形成する。
【００５３】
その後、図３（ｃ）に示すように、１８０度反転させ、反対側の面について同様に、イン
ク遮断層を形成する。
【００５４】
次に、図３（ｄ）～図３（ｆ）に示すように、インク吸収体の側面の残りの２面について
、インク遮断層を形成する。図３（ｄ）は、インク吸収体の対向する側面を加熱する型４
３の断面図である。図３（ａ）と同様、図３（ｄ）に示す型も底面１７は熱伝導性に優れ
た材料により構成される。まず、図３（ｅ）において、インク吸収体の側面のうち、加熱
溶融されていない面を下側にして型に挿入する。大気連通口を有する面を形成した時と同
様に、上から蓋１８等で軽く圧力を加えつつ、型の底面１７をヒータなどで加熱し、一定
時間加熱することで、インク遮断層２を形成する。その後、図３（ｆ）に示すように、１
８０度反転させ、反対側の面について同様に、インク遮断層を形成する。
【００５５】
以上の作業により、インク供給口を有する面以外の面について、インク遮断層の形成が行
なわれる。
【００５６】
次に、図３（ｇ）～（ｈ）に示すように、インク供給口を有する面について加工を行なう
。
【００５７】
図３（ｇ）は型の断面図であり、図２及び図３の他の図に示す型と同様、図３（ｇ）に示
す型も底面１９は熱伝導性に優れた材料により構成される。図３（ｈ）に示すように、他
の面の加工の終わったインク吸収体１を型４４内に挿入し、インク吸収体の上部から蓋２
１等で軽く圧力を加えつつ、型の底面１９をヒータなどを用いて加熱し、インク遮断層を
形成する。
【００５８】
冷却後、型から取り出した後に、インク供給口となる部分についてインク遮断層を全て切
り欠くことでインク供給口となる部分を設ける。このようにインク遮断層を切り欠くほか
に、前述の大気連通口を設けるのと同様の方法により設けてもよい。
【００５９】
以上のようにインク遮断層を設け、筐体を完成させた後に、インク吸収体にインクを充填
する。本実施例においては、インクタンクに注入されるインクは全てインク吸収体中に保
持されることになり、インク吸収体と筐体との微小な隙間に存在するいわゆる自由インク
は発生しなくなる。また、インクタンク壁面と吸収体とにより形成される閉空間に存在す
る空気を考慮に入れる必要がないため、温度変化や気圧の変化などの環境変化を受けた場
合でも、従来のインクタンクに比べインク吸収体中の大気連通口近傍のバッファ領域を少
なくすることができ、筐体とインク吸収体との隙間が存在しないこととあわせ、結果とし
て空間使用効率の高いインクタンクを提供することができる。
【００６０】
なお、インクの充填方法としては、加圧注入、減圧注入のいずれの方法であってもよい。
また、注入箇所としては、インク供給口から注入すると、インク供給口近傍に確実にイン
クを充填できるので望ましい。
【００６１】
以上説明した本発明のインクタンクの製造方法においては、所望の負圧を発生することが
できるように、インク吸収体を予め所望の繊維密度及び形状に成形した後に、インク遮断
層の形成を行なっている。これは、後述するインク遮断層の厚みのコントロールや、境界
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層の形成、製造装置における取り扱い性が向上するので望ましい。これらを必要としない
場合には、インク遮断層の形成と同時にインク吸収体の繊維密度の調整及び形状の成形を
行なってもよい。
【００６２】
また、インク遮断層の製造順については、本実施例ではインク遮断層を大気連通口を設け
る面から形成しているが、本実施例に限る必要はなく、どの面から形成してもよい。また
、複数の面、或いは全ての面について一括してインク遮断層を設けてもよい。ただし、複
数の面について同時にインク遮断層を設ける場合には、互いに隣接しない面同士について
同時に作業することが製造時間を短くする点で望ましい。
【００６３】
また、本実施例では、略直方体形状のインクタンクの製造方法について説明したが、適用
されるインクタンクの形状としては直方体形状の限られることなく、円柱形状など任意の
形状であってもよい。
【００６４】
さらに、インク遮断層の物理的強度を高めるために、型に外方或いは内方に突出する溝（
リブ）を設け、加熱溶融時にインク遮断層に転写するようにしてもよい。
【００６５】
従来のインクタンクの製造方法においては、筐体を射出成形などを利用して作成する際に
、抜き勾配を設ける必要があり、タンク形状についてもテーパをつけなければならないな
どの制約があった。特に成形収縮の大きい樹脂、例えば結晶化樹脂などにおいては、この
テーパを大きく設ける必要があった。しかし、本発明のインクタンクの構成によれば、イ
ンク遮断層を筐体として用いることができるため、従来の製造に対して型の形状を変更さ
せることで、複雑な形状のインクタンクをも容易に形成することが可能であり、インクタ
ンクの設計の自由度を広げることもできる。また、部品点数そのものを減少させることが
できるので、リサイクル性に優れるインクタンクを提供することが可能である。
【００６６】
なお、インク遮断層の製造工程において、図４に示すように、インク吸収体 1と型の加熱
面１１との間に、例えばアルミ箔のような、熱容量が小さくインク吸収体及び型と分離可
能な剥離部材５０を用いてもよい。このような剥離部材を用いて間接的にインク吸収体を
加熱させることで、前述の型の冷却工程を行なうことのかわりに、剥離部材ごと型から剥
離させ、剥離部材を冷却させることでインク吸収体を容易に型から取り外すことができる
。従って、型を暖めなおす必要もなく、また、型には伝熱特性を優先する材料を使用し、
剥離部材には吸収体に対して剥離しやすい材料を選択することで、生産性が向上する。
【００６７】
また、上述の実施例ではいずれも加熱は型をとおして行っているが、間接的にインク遮断
層を形成する面を加熱する方法としては、インク吸収体に熱風を吹き付けるなどして型を
介さずに行なってもよい。
【００６８】
次に、本発明の特徴である、インク遮断層２の厚さについて説明する。
【００６９】
図１に示す本発明のインク遮断層２の厚さｔは、加熱温度、加熱時間、インク吸収体の空
隙率、型とインク吸収体との圧接力等により、容易にその厚みを変化させることが可能で
ある。上述の製造方法において検討した結果、繊維方向には依存しなかった。
【００７０】
加熱温度と加熱時間との関係については、加熱温度がインク吸収体を構成する熱可塑性材
料の融点より高い範囲内で、温度が低いときよりも高い時のほうが、同一時間で形成され
るインク遮断層は厚くなる。また、同一の加熱温度であれば、加熱時間の長いほうが形成
されるインク遮断層は厚くなることがわかった。
また、インク吸収体の空隙率とインク遮断層との関係は、空隙率が減少すると（繊維の占
める割合が大きくなる）と、溶融した樹脂が入り込む隙間の総和が小さくなるので、同一
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時間で形成されるインク遮断層は厚くなる。一方、インク吸収体の空隙率が同じ場合、繊
維の断面平均径が大きくなると、同一時間で形成されるインク遮断層は厚くなる。
【００７１】
なお、インク吸収体の表層を加熱溶融した際に、表層がインク遮断層として機能するため
の最少の厚さは、使用する熱可塑性材料の表面張力や、溶融樹脂に対する型の濡れ性など
の諸条件により変化するが、実用上は、表層における巣が少ないほど、薄いインク遮断層
を形成することができる。
【００７２】
本発明者らの検討によれば、特にインク吸収体を熱可塑性樹脂からなる繊維材料で構成す
る場合、インク吸収体の空隙率や繊維の断面径によによっても変化する。すなわち、空隙
率が減少する（繊維の占める割合が大きくなる）と、溶融した樹脂が入り込む隙間の総和
が小さくなるので、巣が少ない薄いインク遮断層を形成することができる。一方、インク
吸収体の空隙率が同じ場合、繊維の断面平均径が小さくなると、平均断面径が大きい場合
に比べ、小さな隙間がたくさん存在していることになる。このような小さな隙間は溶融樹
脂で埋めやすいので、結果として、繊維の断面平均径が小さいほうが、巣が少ない薄いイ
ンク遮断層を形成することができる。
【００７３】
以上の結果を利用して、それぞれのインク吸収体に応じて最少厚さ以上の所望の厚さのイ
ンク遮断層を得ることができるが、実用上は耐衝撃性やハンドリング性（ユーザーが取り
扱う際の筐体としての強度）などを考慮し、インク遮断層の厚さとして、約１ｍｍ以上に
なるように成形することが望ましい。特に、大型のインクタンクでは、耐衝撃性を高める
ために、インク遮断層の厚さを厚くすることがより望ましい。
【００７４】
次に、上述したインク遮断層とインク吸収体内部との境界領域について図５を用いて説明
する。
【００７５】
上述した製造方法を用いて、直径 30μｍ、重量密度 0.1g/cm3のポリプロピレン樹脂繊維（
融点 180℃）からなるインク吸収体を用意し、加熱温度 200℃、加熱時間 30秒程度で５ kgf.
程度の圧力をかけて、図１に示すようなインク遮断層を有するインクタンクを作成した。
インク供給口の作成は、インク遮断層形成後、遮断層を切削することで形成した。
【００７６】
そして、図１の切断面における断面図である図５（ａ）のＡで示す領域について、ＳＥＭ
（走査電子顕微鏡）で観察したところ、図５（ｂ）に示す模式図のように、インク遮断層
２とインク吸収体内部６ｂとの間に、インク遮断層ともインク吸収体内部とも異なる領域
（以下、境界層と称する）６ａがあることが分かった。ここで、上述のインクタンクでは
、インク遮断層２の平均厚さ 0.9mmに対し、この境界層６ａの平均厚さは 2mm程度であった
。
【００７７】
図５（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）はそれぞれ、図５（ｂ）の模式図により示されるインク遮断
層２、境界層６ａ、インク吸収体内部領域６ｂをＳＥＭで見た時の繊維７（斜線で示す）
と空間８との様子を示す説明図である。
【００７８】
ここで、図５（ｃ）に示すインク遮断層は、前述したように、所々に空間８が巣として存
在するが、これらは独立した閉空間となっており、外部へのインクの流出は溶融された繊
維７により遮断されている。一方、図５（ｅ）に示すインク吸収体内部領域６ｂでは、繊
維７同士の隙間８による毛管力によりインク吸収体はインクを保持することができる。
【００７９】
これに対し、図５（ｄ）に示す境界層６ａは、図５（ｅ）に示すインク吸収体内部領域６
ｂに比べ、単位体積当りの繊維７の本数が多く、かつ、繊維７同士の隙間８が一部の繊維
が溶融することで狭くなっている。すなわち、境界層は吸収体内部に比べ空隙率が小さく
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なっており、インク吸収体内部に比べ毛管力及びインクの浸透力が高くなっている。
【００８０】
本実施例のインクタンクでは、大気連通口及びインク供給口を除く吸収体の表層にインク
遮断層を備えるとともに、このインク遮断層のインク吸収体側の領域に上述した境界層を
有している。また、インク供給口部のインク吸収体の表面には、上述した境界層が切削さ
れることなく残っている。
【００８１】
従って、インクタンクの姿勢に関わらず、インク吸収体内部（境界層に比べ相対的に毛管
力が低いが単位体積あたりのインク保持量（インク保持効率）に優れる）に保持されるイ
ンクは、境界層を経て、確実に外部に供給することができるので、インク吸収体に収容さ
れるインクの使用効率を高めることができる。ここで、境界層は筐体としてのインク遮断
層と一体化されているので、筐体と吸収体との隙間から空気が進入しないこと、筐体と吸
収体との隙間による閉空間が形成されないので、上述の液体供給動作時の境界層を経るイ
ンク移動をより確実且つ安定的に行うことができる。この場合、インクの供給性を重視す
ると、各面での境界層の毛管力は同程度であることが望ましい。
【００８２】
また、記録ヘッド部３２がインクタンクに対して着脱自在な構成では、インク供給口部の
インク吸収体の表面に上述した境界層が切削されることなく残っていることで、ヘッド部
の着脱に関わらず、インク供給口部に常にインクを供給させることができる。そのため、
記録ヘッド部のインク供給管の押し込み量を少なくすることができるという利点がある。
押し込み量が少ないと記録ヘッドとインクタンクとの着脱時に、空気をインク供給口に引
き込む可能性は少なくなり、また、表面部分はインクによりメニスカスが形成されるので
、インクカートリッジから記録ヘッドへのインク供給経路は良好に形成される。
【００８３】
なお、各面に形成される境界層について、１面のみ通常のインクジェット記録装置による
回復動作でもインク移動が起こらない程度の高い保持力を持たせるようにするとともに、
インク遮断層が半透明になるような材料を選択することで、この面と他の面との色の違い
から視覚的にインク保持量をユーザに認知させるようにしてもよい。
【００８４】
次に、境界層の形成条件について説明する。
【００８５】
本発明の境界層自体は、インク遮断層の形成に関係なく、インク吸収体の境界層を作成し
たい面を加熱溶融し、圧力を加えつつ冷却することで形成することができる。もちろん加
熱溶融中にも圧力を加えていてもよい。境界層の平均空隙率は、一般的に加える圧力が大
きいほど平均空隙率が小さくなる。また、境界層の厚みは、一般的に加熱時間が長いほど
厚くなる。
【００８６】
しかし、本実施例のように、型の加熱温度を熱可塑性材料の融点以上に設定し、インク遮
断層形成工程時に圧力を加えることで、インク遮断層と同時にインク遮断層に隣接する境
界層を同時に成形することができ、工程数を削減することができる。
【００８７】
また、同一の型にいれたまま、型の加熱温度を変化させ、インク遮断層形成時には圧力を
かけずに実質的にインク遮断層のみを形成し、それより型の加熱温度が低いときに圧力を
かけることでインク境界層を形成させてもよい。この場合、型から取り出すことなく連続
的にインク遮断層及び境界層を形成することができるので、複雑な工程を増やすことなく
それぞれインク遮断層及び境界層を所望の厚みに形成することができる。例えば、直径 30
μｍ、 0.1g/cm3のポリプロピレン（融点 180℃）を芯材としてポリエチレン（融点 132℃）
をそのまわりに鞘状に配置した混合繊維（混合比１：１）を用いた場合、はじめに加熱温
度 200℃で約１分間加熱して 1.5mmのインク遮断層を形成した後、 170℃で５分間加熱し、
冷却時に 5kgfで１５秒間押圧することで、 1.5mmの境界層を形成することができた。
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【００８８】
インク遮断層及び境界層のどちらを先に形成してもよいが、厚みのある境界層（例えば 0.
5mm以上）を隣接する複数の面に形成する場合には、加圧時にインク遮断層が邪魔になら
ないように境界層から先に形成するか、同時に形成することが望ましい。
【００８９】
ここで、構成される熱可塑性樹脂の種類により加熱温度と境界層の形成条件に違いが生じ
る点について補足する。
【００９０】
ポリエチレンやポリプロピレンなど、単一の材料からなる繊維材料によりインク吸収体が
構成される場合には、繊維材料を構成する熱可塑性樹脂の融点以下で軟化点（熱変形温度
）以上の温度に加熱された領域が境界層を形成することになる。この領域では加熱される
ことで繊維が軟化し、その後圧力を加えられると繊維間の距離が他の領域に比べ短くなる
。その状態を保ったまま冷却されることで繊維が硬化し、境界層を形成することになる。
従って、加熱温度と平均空隙率との関係は、圧力が一定であれば繊維材料を構成する熱可
塑性樹脂の融点以下の温度の範囲内で高い方が平均空隙率が小さくなる。
【００９１】
一方、ポリプロピレンとポリエチレンのそれぞれの繊維を混紡した混紡繊維や、相対的に
融点の高い材料を軸としてそのまわりに相対的に融点の低い材料を鞘状に一体的に配置し
た繊維（以下、２軸状繊維、と称する）のように複数の材料からなる繊維材料によりイン
ク吸収体が構成される場合には、以下のようになる。
【００９２】
すなわち、インク吸収体を構成する材料のうち最も融点の低い材料の融点より加熱温度が
低ければ、単一の材料からなる繊維材料の場合と同じ原理で境界層が形成されることにな
るが、この温度で軟化する材料が少ないなど、材料の混合率によっては十分に形成されな
い場合がある。加熱温度が最も融点の低い材料の融点と、最も融点の高い材料の融点との
間の場合には、融点の低い一部の樹脂が溶融して繊維間の隙間の一部を埋めることになる
ので、平均空隙率の小さい境界層を容易に形成することができる。この範囲内でも、加熱
温度が高い方が平均空隙率が小さくなる。なお、最も融点の高い材料の軟化点は、最も融
点の低い材料の融点と同じ程度か、なるべく近い方が望ましい。
【００９３】
ここで、最も融点の低い材料の融点と、最も融点の高い材料の融点との差については、特
に境界層形成時の加熱温度をなるべく最も融点の高い材料の融点に近づける場合にはある
範囲内にあることが望ましい。これはあまりに温度差がないと通常の製造工程における温
度管理の範囲では全ての樹脂が溶融状態になり、境界層を形成することが難しいこと、逆
に温度差が大きすぎると、インク吸収体の表面からかなり離れた領域まで境界層が形成可
能な状態となってしまうこと、による。
【００９４】
本発明者らの実験によれば、上述した２軸繊維（芯材と鞘材の割合を１：１とする）の芯
材及び鞘材の組み合わせとして、▲１▼融点 180℃のポリプロピレンと融点 165℃のエチレ
ンプロピレン共重合体、▲２▼融点 180℃のポリプロピレンと融点 130℃の高密度ポリエチ
レン、▲３▼融点 165℃のエチレンプロピレン共重合体と融点 90℃のエチレン－酢酸ビニ
ル共重合体、▲４▼融点 260℃のＰＥＴ樹脂と融点 130℃の高密度ポリエチレン、の４つに
ついて境界層の形成条件を調べたところ、▲１▼、▲２▼、▲３▼では比較的容易に所望
の空隙率及び厚みを有する境界層を得ることができたが、▲４▼では所望の境界層を得る
ことができなかった。この結果より、複数の融点の異なる材料により構成される場合のそ
れぞれの材料の融点の温度差は、実用上 10℃以上 80℃以下の範囲であることが望ましい。
【００９５】
なお、２つの融点の異なる材料により構成されている場合には、単純に混紡繊維を用いる
よりも、２軸繊維を用いた方が、平均空隙率の小さい境界層を容易に形成することができ
る。これは、２軸繊維を用いた方が、融点の低い方の繊維を接着剤として融点の高いほう

10

20

30

40

50

(13) JP 3720586 B2 2005.11.30



の繊維同士の交点にばらつきなく存在させることができるためである。
【００９６】
また、同じ２軸繊維でも、融点の高い材料と低い材料との割合によって境界層の形成は異
なる。すなわち、芯材（融点の高い材料）の割合が大きすぎると、単一繊維の場合とほと
んど変わらなくなる。これに対し、鞘材（融点の低い材料）の割合が大きすぎると、繊維
間の隙間が完全に埋められてしまう恐れがある。従って、これらの割合は芯材（高融点繊
維）：鞘材（低融点繊維）がほぼ７：３～５：５の範囲内であることが望ましい。
【００９７】
（第２実施例）
図６に、本発明の第２実施例にかかるインクタンクを示す。本実施例では、インク供給口
を有する面についてのみインク遮断層を筐体として利用している点が前述の第１実施例と
異なっている。
【００９８】
図６においてインクタンクは、インク吸収体のインク供給口と当接する面のみに本発明の
インク遮断層２を設け、インク吸収体を筐体の残りの面を構成する凹状容器９に挿入した
構成となっている。なお、凹状容器９とインク遮断層２とは、例えば超音波溶着等の手法
を用いて溶着されている。
【００９９】
本実施例においても、第１実施例同様、少なくとも筐体のインク供給口近傍について、筐
体とインク吸収体とが一体的に形成された構造となっているために、インクジェットヘッ
ドへインクを供給するインク導出管をインク吸収体に押圧する際に、インク吸収体が筐体
から浮き上がることがなく、インク供給管のインク吸収体への押圧量を最小限にすること
ができる。また、本構成においても、筐体の一部とインク吸収体とが一体化しているため
に、耐衝撃性に優れたインクタンクを提供できることは言うまでもない。
【０１００】
また、本実施例の変形例として、筐体の任意の一部について、筐体とインク吸収体とが一
体的に形成された構造を持つ構成が挙げられ、耐衝撃性に優れるカートリッジを提供する
ことができる。
【０１０１】
（第３実施例）
図７に本発明の第３実施例によるインクタンクの概略断面図を示す。本実施例のインクタ
ンクは、インク供給口にインク遮断層からなる薄肉部２６を設けた構成となっている。
【０１０２】
このようなインクタンクにおいては、図７に示すように、インクタンクをインクジェット
ヘッド部に装着する際に、吐出ヘッド部３０に取り付けられたインク供給管３１により、
薄肉部２６を破断開封することによりインクの供給を開始することができる。薄肉部は他
のインク遮断層に比べ薄くなっているが、上述の式（２）を満たす範囲内にあるので、こ
の部分からインクが漏れ出る恐れはない。
【０１０３】
このような薄肉部の作り方としては、前述した第１実施例の製造工程において、供給口を
有する面を作成する時に、インク遮断層を形成後、インク供給口となる部分についてイン
ク遮断層の一部を薄く削り取ることで製造できる。また、薄肉部を設ける場所に対応する
型の部分をわずかに凸形状とし、その部分に他の場所より熱伝導性に劣る材料を使用して
もよい。
【０１０４】
本構成におけるインクタンクは、インク遮断層からなる薄肉部を設けることで、保存物流
時等使用開始前の状態におけるインク漏れ防止のための独立したシール用の部材を設ける
必要がなく、包装材料を簡素化することができる。
【０１０５】
また、インク供給口だけでなく、大気連通口についても同様にインク遮断層による薄肉部
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を設けてもよい。インク供給口、及び大気連通口の双方について、インク遮断層による薄
肉部を設けた場合、包装をより簡素化できるだけでなく、完全密閉状態で物流することが
可能となる。この場合、インクの充填は完全密閉空間を形成する前に行なうことが望まし
い。
【０１０６】
図８は大気連通口及びインク供給口をインク遮断層にて塞いだ本発明の第２実施例のイン
クタンクの変形例の使用開始前の状態を示す概略断面図である。本変形例では、使用時の
ユーザの利便性をはかるために、大気連通口を塞ぐインク遮断層については、切欠部２４
内の棒状の突起２５としている。使用者は、使用開始時にこの突起を折って突起を切欠部
から取り払うことにより大気連通口を開口することができる。大気連通口を塞ぐインク遮
断層の形状は、使用する材料の強度や曲げに対する特性（折れにくさなど）を考慮して、
適切な構造をとればよい。なお、本実施例ではインク供給口部をインク遮断層で塞いだ状
態でインク充填を行ない、最後に大気連通口の部分のみ加工した。
【０１０７】
また、本変形例では、第１実施例で説明したように、インク遮断層のインク吸収体内側の
領域に、境界層６ａを有している。この境界層にインクを充填させた構成では、浸透圧に
よる外部から吸収体内部へのインク遮断層を介した空気の侵入を著しく低減させることが
できる。また、境界層中のインクが外部へ蒸発した場合には、内部のインク吸収体からイ
ンクが補充されるので、上述の機能を損なうことはない。
【０１０８】
このように、図８に示すインクタンクは内部への空気の侵入を防止する効果を有する。従
って、使用する熱可塑性樹脂としてポリプロピレンなど、熱可塑性の樹脂材料の中で空気
に対するバリア性は劣っても水蒸気のバリア性に優れる材料を使用することは、単一の材
料を使用しながら、外部へのインクの蒸発を最小限に押さえるとともに、外部から吸収体
内部への空気の侵入を効果的に防止し、使用時に安定したインク供給を行なうことのでき
るインクタンクを提供することができるので、より望ましい。
【０１０９】
（第４実施例）
上述した実施例は、いずれもインクタンク内部に１種類の液体のみ収容可能なものであっ
たが、複数収容可能なものであってもよい。
【０１１０】
図９は、本発明の第１実施例にかかるカラーインクカートリッジの概略図を示し、（ａ）
は断面斜視図、（ｂ）は断面図である。
【０１１１】
図９のカラーインクカートリッジは、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の
インクをそれぞれ吐出するインクジェットヘッド１３０と、該ヘッドと一体化されたイン
クタンク１２０により構成されている。インクジェットヘッド１３０は、図９（ｂ）に示
すように、各色に対応したインク供給管１３１ａ，１３１ｂ，１３１ｃを介してインクタ
ンク１２０と接続され、各インクは対応するインク供給管を介してインクジェットヘッド
へと供給される。なお、本実施例ではインクタンクとインクジェットヘッドとは一体化さ
れているが、インクジェットヘッドとインク供給管とをユニット化（ヘッドカートリッジ
）し、インクタンクに対して分離可能な構成としてもよい。
【０１１２】
インクタンク１２０は、その筐体１０２内部に仕切り壁１０３ａ，１０３ｂを有し、この
仕切り壁によって、３種類のインクを貯溜可能に構成されている。仕切り壁によって区切
られた筐体内部の３つのインクを収容する領域（以下、インク収容部と称する）１０７ａ
、１０７ｂ、１０７ｃには、それぞれ、上記Ｙ、Ｍ、Ｃのインクを保持する負圧発生部材
としてのインク吸収体１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃと、インク供給管１３１ａ、１３１
ｂ、１３１ｃと接続するためのインク供給口１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃ及びインク収
容部内へ大気を導入するための大気連通口１０５ａ、１０５ｂ、１０５ｃが設けられてい
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る。
【０１１３】
なお、本実施例のインクタンク１２０には、不図示のインクジェット記録装置に装着する
ための装着用突起１０４を筐体外部に備えているが、この突起は、インクジェット記録装
置への装着の際に不要であれば、設ける必要はない。
【０１１４】
本実施例のインクタンク１２０も、インク吸収体１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃはポリプ
ロピレン繊維など、熱可塑性樹脂材料からなる繊維体により構成されている。そして、イ
ンク収容部を形成する筐体１０２、及び仕切り壁１０３ａ，１０３ｂは、インク遮断層に
より構成されている。
【０１１５】
本実施例では、インクタンクの筐体が全てインク遮断層により形成されていることにより
、第１実施例と同様の効果を有するとともに、インク吸収体の間にインク遮断層を設ける
ことにより、インク吸収体内の供給口へのインク移動を規制し、複数のインクを安定的に
それぞれの供給口へ供給することができる。なお、本実施例においても、インク遮断層の
インク吸収体側の領域に境界層を設けることは好ましい。
【０１１６】
次に、図１０から図１２を用いて、本発明のインクタンクの製造方法について説明する。
【０１１７】
まず、図１０に示すように、本発明のインクタンクのインク収容部１０７ａ、１０７ｂ、
１０７ｃを構成するためのインク吸収体１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃを用意する。これ
らは、後述するインク遮断層の製造工程において、その表面を加熱溶融するので、接触す
る面に直交する方向に体積が収縮する。そのため、所望のインクタンクの大きさより大き
めに作られていることが望ましい。
【０１１８】
次に、真ん中のインク吸収体１０１ｂに、インク遮断層からなる仕切り壁１０３ａ、１０
３ｂを形成する。形成方法としては前述した第１実施例の製造工程と同様にして行なって
もよい。ただし、図面上では省略されているが、吸収体の端部まで遮断層を形成するので
はなく、端部は吸収体のままになるように型を加工しておくことは、１０３ｂ、及び１０
３ａと隣接する面をインク遮断層で形成する上で望ましい。これは前述した各実施例にお
ける製造方法にも適用可能であり、特に境界層を作成する場合には好ましい条件の一つと
なる。
【０１１９】
なお、仕切り壁を形成するインク遮断層は、筐体を構成するインク遮断層に比べ強度を要
求されないので、その厚さｔ’は、前述したインク遮断層の最少厚さを満たす範囲で図９
（ｂ）に示す厚さｔより薄くてもよい。
【０１２０】
また、吸収体単独でインク遮断層を形成するかわりに、図１１（ａ）及び（ｂ）に示すよ
うに、インク吸収体と同じ、あるいは互いに相溶性を有する熱可塑性樹脂からなる板状部
材を利用してもよい。この場合の具体的な製造手順は以下のようになる。
【０１２１】
まず、図１１（ａ）に示すように、インク吸収体１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃと同種の
熱可塑性樹脂からなる板状部材１１３を２枚用意する。本実施例では、板状部材１１３は
、ポリプロピレンからなるフィルムを用いた。そして、図１１（ｂ）に示すように、この
フィルムをインク吸収体１０１ｂに貼り、その表面を板状部材の溶融温度以上の温度で加
熱し、インク吸収体１０１ｂと一体化させる。このようにインク遮断層を形成する場合に
は、部品点数が増えるものの、加熱温度及び時間を制御することで、仕切り壁の厚さを最
小限にすることが出来る利点がある。なお、この方法も前述した各実施例における製造方
法にも適用可能であることは言うまでもない。
【０１２２】
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次に、図１２（ａ）～（ｄ）に示すように、 3つのインク吸収体を一体化すると共に、イ
ンク遮断層からなる筐体を構成する。
【０１２３】
図１２（ａ）は、図１０に示すインク吸収体を仕切り壁をはさんで当接させた状態を示す
。次に、図１２（ｂ）に示すように、これら３つのインク吸収体を一つのものとして、イ
ンク吸収体１０１ｂにおいて仕切り壁１０３ａ、１０３ｂを設けた方法と同様に、インク
遮断層からなる筐体を構成する壁面１０２Ａ，１０２Ａ’を成形する。その後、図１２（
ｃ）、（ｄ）に示すようにそれぞれインク遮断層からなる筐体を構成する壁面１０２Ｂ、
１０２Ｂ’、１０２Ｃ、１０２Ｃ’（不図示）及びインク供給口１０６ａ、１０６ｂ、１
０６ｃ、大気連通口、突起（不図示）を成形する。
【０１２４】
以上のように筐体を完成させた後に、インク吸収体にインクを充填する。
【０１２５】
以上説明した本発明のインクタンクの製造方法においては、インク遮断層の製造順につい
ては、インク遮断層を大気連通口を設ける面から形成しているが、本実施例に限る必要は
ない。また、複数の面、或いは全ての面について一括してインク遮断層を設けてもよい。
【０１２６】
さらに、仕切り壁については、本実施例では負圧発生部材１０１ｂに１０３ａ及び１０３
ｂを形成した例で説明したが、１０１ｂに設ける代わりに、１０１ａ及び１０１ｃのそれ
ぞれ１０１ｂと当接する面に形成してもよいことは言うまでもない。
【０１２７】
また、図１２（ａ）に示される吸収体を得るためには、上述した方法のほかにも、インク
吸収体を所望の密度及び形状に成形する際にインク遮断層を同時に形成してもよい。
【０１２８】
従来のインクタンクの製造方法においては、筐体を射出成形などを利用して作成する際に
、抜き勾配を設ける必要があり、タンク形状についてもテーパをつけなければならないな
どの制約があった。そして、１つのインクタンクで収容するインクの種類が増えるほど筐
体の構造が複雑となり、製造上の条件から、設計上その形状に制約が生じることがあった
。
【０１２９】
しかし、本発明のインクタンクの製造方法によれば、型の形状を変更させることで、複雑
な形状のインクタンクをも容易に形成することが可能であり、抜き勾配を設ける必要のな
い分スペース効率を向上させることができるとともに、インクタンクの設計の自由度を広
げることもできる。また、部品点数そのものを減少させることができるので、リサイクル
性に優れるインクタンクを提供することが可能である。
【０１３０】
上述の実施例では、収容されているインクはイエロー、シアン、マゼンタとしたが、これ
以外のインクの組み合わせであってもよいことは言うまでもない。例えば、イエロー、マ
ゼンタ、シアン、ブラックなど特定色のインクと被記録媒体上等で反応する処理液などを
収容してもよく、また、各収容部にそれぞれ濃度の異なる同系統のインクを収容してもよ
い。
【０１３１】
特に、インクに含まれる成分が大幅に異なる場合には、全てのインク吸収体を同一の材料
にする必要はなく、各インクに対する反応性、ガスバリア性（蒸発のし難さ）等を考慮に
入れ、互いに相溶性のある同種の熱可塑性樹脂から選択することが望ましい。互いに相溶
性のある材料を選択することで、リサイクル性を損なうことなく、収容するインクに最適
なインク吸収体を提供することが出来る。
【０１３２】
また、インク収容部の数は、複数であれば 3つに限られないことは言うまでもない。すな
わち、少なくとも２種類以上のインクを貯溜可能なものであれば、上述した実施例に示さ
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れる本発明は適用されるものである。
【０１３３】
さらに、変形例として、複数のインク収容部の少なくとも一つを、廃インクを収容するた
めの廃インク溜めとしてもよい、
（第５実施例）
図１３は本願発明の第５の実施形態のインクカートリッジ２００の断面図である。本実施
例では、インク吸収体内部にインク吸収体と一体化した壁部材を設ける構成という観点で
前述の第４実施例と共通するが、本実施例では単独の液体を収容するものである。
【０１３４】
本実施例においては、インクタンク２１０にはインク吸収体２０１、インク遮断層からな
る筐体２０２、突起２０４、大気連通口２０５が設けられている。インクタンクのインク
供給口２０６には、インク供給管２３１が接合され、記録ヘッド２３０へインク供給でき
るようになっている。
【０１３５】
ここで、本実施例においては、インク吸収体内部の、インク供給口２０６と対向する領域
に、インク遮断層からなる壁部材２３７が設けられている。本実施例の場合、壁部材と筐
体とがインク遮断層により構成され、しかも壁部材の一端と筐体とが一体となっているの
で、衝撃に対しても位置ずれすることなく、筐体と組み合わせて所望の圧縮率を得ること
ができる。
【０１３６】
また、本実施例のようにインク供給口と対向する位置に壁部材を設けることで、インク供
給口近傍のインク吸収体２０１ａの毛管力の大きさを、他の領域２０１ｂに比べ大きくす
ることが容易にできるという利点がある。特に、インク供給管２３１と記録ヘッド２３０
を備える記録ヘッド部が、インクタンクに対して供給口で着脱可能な形態においては、着
脱を繰り返す場合においても装着の際に所望の反発力を得るとともに供給性能に優れたイ
ンクタンクを提供することができる。
【０１３７】
また、インク吸収体内部の任意の位置にインク吸収体と一体化した壁部材を設けることで
、インク供給時のインクの流れを規制することで安定したインク供給を実現することがで
きる。なお、なお、本実施例においても、インク遮断層のインク吸収体側の領域に境界層
を設けることは、壁面に沿ったインクの移動を行なうことができるので好ましい。
【０１３８】
（第６実施例）
図１４（ａ）に、本発明の第６実施例にかかる液体収納容器としてのインクタンクの概略
斜視図を示し、図１４（ｂ）にその断面図を示す。本実施例も、前述の第４、第５実施例
同様、インクタンク内部にインク吸収体と一体化した壁部材を設け、インクの流れを規制
するものである。
【０１３９】
図１４に示すインクタンク 300の内部は連通孔（連通部） 302を有する仕切り壁 305で２つ
の空間に仕切られている。一方の空間は、仕切り壁 305の連通孔 302を除いて密閉され、イ
ンク等の液体を他の部材と混入せずに直接保持する液体収納室（第２室） 304になってい
る。もう一方の空間はインク吸収体 306を収納するインク吸収体収納室（第１室） 301にな
っており、このインク吸収体収納室 301を形成する壁面には、インク消費に伴う容器内へ
の大気の導入を行うための大気連通部 307と、記録ヘッド部へインクを供給するための供
給口（液体供給部） 308とが形成されている。液体供給部から不図示の記録ヘッドへイン
クが導出されると、インク吸収体内部のインクが消費され、インク収納室からインクが仕
切り壁の連通孔を通じてインク吸収体収納室のインク吸収体に充填される。この時、イン
ク収納室内は減圧されるが、大気連通部からインク吸収体収納室を経由した空気が仕切り
壁の連通孔を通じてインク収納室に入り、インク収納室内の減圧は緩和される。従って、
記録ヘッドにより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に充填され、

10

20

30

40

50

(18) JP 3720586 B2 2005.11.30



インク吸収体は一定量のインクを保持し、記録ヘッドに対する負圧をほぼ一定に保つので
、記録ヘッドへのインク供給が安定する。本実施例のインクタンクのインク吸収体 306は
、ポリプロピレン繊維など、熱可塑性樹脂からなる繊維体より構成されている。その表層
は、前述したインク遮断層 306aとなっており、このインク遮断層がインク吸収体収納室の
筐体及び仕切り壁をなすように構成されている。一方、液体収納室 304は、仕切り壁を除
く筐体部分 303はインク吸収体と同じ熱可塑性樹脂により構成されており、インク吸収体
収納室に溶着されて一体化している。
【０１４０】
本実施例のインクタンクは、前述した第１実施例の製造方法などを利用することで、大気
連通部、インク供給口、及び連通部を有するインク吸収体収納室を製造後、液体収納室を
形成するための凹状容器を用意し、これらを仕切り壁が凹状容器の開口部と一致するよう
に溶着させることで、製造することができる。
【０１４１】
このようにして製造された液体収納容器は、インク吸収体とインク吸収体収納室の筐体と
が一体化しているので、筐体内壁面とインク吸収体との間に不用意な隙間が生じることは
ない。また、インク遮断層の形成工程においては、インク吸収体はヒーターを有する型の
面に当接される程度にしか力がかけられていないので、製造工程時にインク吸収体に不用
な圧縮分布が形成されることもない。従って、製造ばらつきが少なく、生産性にすぐれて
いる。
【０１４２】
なお、上述のインク吸収体収納室の製造工程において、各面をバラバラに成形する場合に
は、開口部を持たない面を先に形成し、その後、供給口、大気連通口、連通部など開口部
を有する面を形成する方が精度が向上するのでより望ましい。これは、インク遮断層の形
成に伴い、インク吸収体自体の大きさが形成された面に直交する方向に収縮するためであ
る。従って、特に、液体収納室との接続部分となる仕切り壁及び連通部を有する面は最後
に形成することが望ましい。
【０１４３】
また、本実施例の変形例を図１５～図１７に示す。
【０１４４】
図１５（ａ）は、本発明の第６実施例の変形例のインクタンクの概略斜視図、図１５（ｂ
）は連通部近傍の部分斜視図、図１５（ｃ）はその断面図である。本変形例ではインク吸
収体の構成が前述の実施例と異なっている。
【０１４５】
本変形例では、インクタンク 310の内部は、第６実施例同様、連通孔（連通部） 332を有す
る仕切り壁 315で２つの空間に仕切られている。一方の空間は、液体収納室（第２室） 334
、もう一方の空間はインク吸収体 316を収納するインク吸収体収納室（第１室） 311になっ
ている。インク吸収体収納室 311を形成する壁面には、大気連通部 317と、記録ヘッド部へ
インクを供給するための供給口（液体供給部） 318とが形成されている。
【０１４６】
ここで、本変形例では、インクタンクの第１室、及び第２室を形成する筐体の壁面のうち
、外部に露出している部分が凹状容器 313a及び該容器の開口部を塞ぐ蓋部材 313bにより形
成され、第１質と第２室とを区切ると共に連通部を形成する仕切り壁 315が遮断層 316aに
より形成されている。そして、インク吸収体 316の内部には、連通部 312から底面 (連通部
側の面 )から高さｈの部分まで、気液交換を促進するための中空の通路（以下、シャフト
と称する） 319が設けられており、シャフトの端部 319a及び 319bは少なくとも開口となっ
ている。シャフトの端部 319bは、連通部 312に設けられているが、連通部 312は、シャフト
の端部のほか、インク吸収体 316の加熱溶融されていない端面が露出している。
【０１４７】
本変形例の場合、インク吸収体収納室内の液体を消費し、インク吸収体の液面が底面から
高さｈとなると、気液交換促進構造としてのシャフトを用いた気液交換動作が行われる。
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すなわち、液体の導出に伴い、シャフトを介して気体が液体収納室 334内に導入されると
ともに液体収納室内の液体が連通部 312のインク吸収体 316の端面を介してインク吸収体収
納室 311へと供給される。
【０１４８】
本変形例では、このように、気液交換促進構造としてのシャフトを設けたことにより、気
液交換時のインク吸収体の液面高さはｈとなるので、安定して外部にインクを供給するこ
とができる。特に、シャフトのインク吸収体内部側の端面をインク吸収体の略中央部に設
けることにより、インク吸収体としての繊維塊に多少の繊維密度のばらつきが生じるよう
な場合であっても、気液交換を開始する時の負圧の値の変動をおさえることができる。従
って、製品ばらつきの少ない、液体を安定的に外部に供給可能な液体収納容器を提供する
ことができる。
【０１４９】
本変形例の液体収納容器は、インク吸収体に遮断層 316aにより仕切り壁 315を設け、シャ
フト 319を形成した後、凹状容器 313aにインク吸収体を挿入し、蓋部材 313bで凹状容器の
開口部を塞ぐことで形成される。ここで、シャフトについては、例えばインク吸収体 316
に加熱した棒部材を挿通してシャフトを形成し、その後棒部材を冷却してから除去するこ
とで製造することができる。シャフトの側面にインク遮断層を形成する場合には、挿入す
る棒部材の加熱温度を高めるだけでなく、端面に開口部を設けるために、棒部材の先端に
熱伝導性の低い部材を備えることが望ましい。
【０１５０】
本変形例の液体収納容器は、上述のように仕切り壁をインク遮断層で形成することで、仕
切り壁とインク吸収体との間に余計な隙間を生じることのなく、結果として製造ばらつき
の少ないインクタンクを提供することができる。加えて、インク吸収体に予め気液交換促
進構造を設けることで、より一層製造ばらつきの少ないインクタンクを提供することが可
能となる。
【０１５１】
なお、インク吸収体の底面部からシャフトの端部 319a側より下方の領域（図１５（ｃ）の
316b）全体、すなわち通路の上端部より下方の表層に、液体供給部及び通路の端部を除い
て遮断層を形成することは、仮に凹状容器 313aとインク吸収体との間に隙間が形成されて
いたとしても、より一層安定したインク供給を行なうことができるので望ましい。
【０１５２】
また、シャフトの形状については、図１６に示す断面図のように、高さｈの部分でシャフ
ト 349が底面に対して略水平となるように配置し、シャフトの側面がまわりのインク吸収
体に対して微小な開口部を有するようにしておいてもよい。さらに、シャフトの断面形状
の変形例としては、図１７（ａ）及び（ｂ）に示すように角柱状としてもよい。なお、連
通部 312とシャフトの端面との位置関係についても、本実施例のようにインク吸収体 316の
加熱溶融されていない端面の略中央部に円筒形状のシャフトの端面 319bが設けられる構造
に限定される必要はない。インク吸収体 316の加熱溶融されていない端面とシャフトの連
通部側の端面が設けられていれば、シャフト端面の位置については任意でよい。図１７（
ａ）に示す変形例では、シャフト 329の端面 329bが連通部 312の上部に設けられた場合を、
図１７（ｂ）に示す変形例ではシャフト 339の端面 339bが連通部 312を左右に２分した場合
の一方に設けられた場合をそれぞれ示している。
【０１５３】
（第７実施例）
図１８（ａ）に、本発明の第７実施例にかかる液体収納容器としてのインクタンクの概略
斜視図を示し、図１８（ｂ）及び（ｃ）にその断面図を示す。本実施例ではインク吸収体
収納室と液体収納室とが着脱自在になっている点、及びインク吸収体収納室の供給口及び
大気連通口の位置や形状が、前述の第６実施例と異なっている。
【０１５４】
本実施例の合体インクカートリッジ 320は、インク吸収体収納容器 321と、交換液体収納容
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器 324とにより構成されている。これら２つの容器は図１８（ｂ）に示すように互いに着
脱自在であり、後述する連通部 322を形成するための凸状開口部 333と凹状開口部 334、及
びフック 331と突起 332の２箇所により係合される。
【０１５５】
図１８（ａ）及び（ｃ）に示す係合された状態では、交換液体収納容器及びインク吸収体
収納容器のそれぞれの筐体壁面により仕切り壁 325が形成されると共に、凸状開口部 333と
凹状開口部 334により連通部 322が形成され、前述の各実施例と同様、気液交換動作により
交換液体収納容器からインク吸収体収納容器へ液体を供給することができる。交換液体収
納容器の凸状開口部 333の端部は図面では単なる開口として描かれているが、シール部材
などによりシールし、接続時に開封されるようにすることで、交換液体収納容器の交換時
の姿勢に関わらず、交換を行なうことができる。
【０１５６】
本実施例では、インク吸収体収納容器の筐体 326a及び突起部 332、インク供給口部 335は全
て遮断層により形成されており、底面から下方に突出したインク供給口部 335の端部はイ
ンク供給口 328となっている。そして、突起 332を有する上面部には大気連通口 327が設け
られている。
【０１５７】
本実施例におけるインク吸収体収納容器の製造方法は、前述した第６実施例の第１室の製
造方法と同様にして製造することができる。特に、本実施例のように、係合のための突起
部や、インク供給口部を突出させるなど、複雑な形状を有する場合には、従来の凹状容器
内にインク吸収体を挿入する方法に比べ、型の形状を工夫することで、より容易に製造す
ることが可能である。
【０１５８】
【発明の効果】
以上説明したように、インクタンク筐体の一部とインク吸収体とが一体化しており、一体
化した部分では壁（筐体）と吸収体との隙間がないことにより、壁と吸収体との間からの
空気の侵入によるインク供給不良を防止することができる。その上、落下などによる衝撃
により、インク吸収体が移動することがなくなるため、インクジェット記録ヘッド部への
インク供給性能に支障をきたすことはない。
【０１５９】
また、インク吸収体が熱可塑性材料から構成されていることで、リサイクル性に優れてい
る。
【０１６０】
また、筐体のインク供給部を有する面がインク遮断層により形成されていることにより、
供給部に設けられている吸収体が、インクタンクの着脱を繰り返しても位置ズレすること
がなくなる。そのため、インク供給管をインク吸収体に押圧する際、インク供給管に負圧
発生部材を確実に圧接することができる。特に、インク遮断層のインク吸収体内側の領域
に、吸収体内部に比べ平均空隙率の小さい境界層を有することで、ヘッド部の着脱に関わ
らず、インク供給口部に常にインクを供給させることができる。そのため、記録ヘッド部
のインク供給管の押し込み量を少なくすることができるという利点がある。押し込み量が
少ないと記録ヘッドとインクタンクとの着脱時に、空気をインク供給口に引き込む可能性
は少なり、また、表面部分はインクによりメニスカスが形成されるので、インクカートリ
ッジから記録ヘッドへのインク供給経路は良好に形成される。
【０１６１】
さらに、筐体が全てインク遮断層により形成されていると、インクタンク筐体とインク吸
収体との隙間は全てなくなるので、上述の効果をすべて得ることができる。このとき、境
界層を有すると、インク吸収体に保持されるインクは、境界層を経て、確実に外部に供給
することができるので、インク吸収体に収容されるインクの使用効率を高めることができ
る。ここで、境界層は筐体としてのインク遮断層と一体化されているので、筐体と吸収体
との隙間から空気が進入しないこと、筐体と吸収体との隙間による閉空間が形成されない
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ので、上述の液体供給動作時の境界層を経るインク移動をより確実且つ安定的に行うこと
ができる。
【０１６２】
上述の構成において、インク供給部及び大気連通部がインク遮断層により開封可能にシー
ルされていると、物流時など使用開始前のインクタンクのパッケージとして、部品点数を
増やすことなくかつ信頼性の高い構成を提供することができる。この構成において境界層
を有し、境界層にインクを充填させることは、外部から吸収体内部への浸透圧の関係によ
る空気の侵入をより一層効果的に防止することができるので望ましい。
【０１６３】
また、吸収体内部または表面の一部にインク遮断層を有する構成では、インク遮断層によ
りインクの移動が阻止されることで、インク供給時のインク吸収体内の供給口へのインク
移動を規制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用可能なインクタンクの第１の実施形態を説明するための概略切断斜
視図である。
【図２】（ａ）～（ｃ）のそれぞれは、本発明のインクタンクの製造方法を説明するため
の説明図である。
【図３】（ａ）～（ｈ）のそれぞれは、本発明のインクタンクの製造方法を説明するため
の説明図である。
【図４】本発明のインクタンクの製造方法を説明するための説明図である。
【図５】（ａ）～（ｅ）のそれぞれは、本発明のインクタンクのインク遮断層及び境界層
を説明するための説明図である。
【図６】本発明を適用可能なインクタンクの第２の実施形態を説明するための説明図であ
る。
【図７】本発明を適用可能なインクタンクの第３の実施形態を説明するための説明図であ
る。
【図８】本発明を適用可能なインクタンクの第３の実施形態の変形例を説明するための説
明図である。
【図９】本発明を適用可能なインクタンクの第４の実施形態を説明するための説明図であ
り、（ａ）は概略切断斜視図、（ｂ）は断面図である。
【図１０】本発明の第４実施例のインクタンクの製造方法を説明するための説明図である
。
【図１１】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、本発明の第４実施例のインクタンクの製造方法の
変形例を説明するための説明図である。
【図１２】（ａ）～（ｄ）のそれぞれは、本発明の第４実施例のインクタンクの製造方法
を説明するための説明図である。
【図１３】本発明を適用可能なインクタンクの第５の実施形態を説明するための説明図で
ある。
【図１４】（ａ）は本発明の第６実施例にかかる液体収納容器としてのインクタンクの概
略斜視図、（ｂ）はその断面図である。
【図１５】（ａ）は本発明の第６実施例の変形例にかかる液体収納容器としてのインクタ
ンクの概略斜視図、（ｂ）は連通部近傍の部分斜視図、（ｃ）はその断面図である。
【図１６】図１５に示す本発明の第６実施例のさらなる変形例を示すインクタンクの断面
図である。
【図１７】（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、図１５に示す本発明の第６実施例のさらなる変形
例を示すインクタンクの連通部近傍の部分斜視図である。
【図１８】（ａ）は本発明の第７実施例にかかる液体収納容器としてのインクタンクの概
略斜視図、（ｂ）及び（ｃ）はその断面図である。
【符号の説明】
１，１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，２０１　インク吸収体
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３，１０６ａ，１０６ｂ，１０６ｃ，２０６　インク供給口
４，１０４，２０４　突起
５，１０５ａ，１０５ｂ，１０５ｃ，２０５　大気連通口
１０３ａ，１０３ｂ，２３７　仕切り壁
３０，１３０，２３０　吐出ヘッド部
３１，１３１ａ，１３１ｂ，１３１ｃ，２３１　インク供給管
３００，３３０，３２０　インクタンク（液体収納容器）
３０１，３１１，３２１　インク吸収体収納室
３０２，３０２，３２２　連通部
３０３，３１３，３２３　凹状容器
３０５，３１５，３２５　仕切り壁
３０６，３１６，３２６　インク吸収体
３０６ａ，３１６ａ，３２６ａ　遮断層
３０７，３１７，３２７　大気連通口
３０８，３１８，３２８　インク供給口
３１９，３２９，３３９，３４９　シャフト
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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