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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体上に液滴を吐出する液滴吐出ヘッドと、
　駆動ロールを回転させて前記液滴吐出ヘッドに対して記録媒体を相対的に移動させる移
動手段と、
　前記駆動ロールの回転に伴ってパルス信号を出力する出力手段と、
　前記駆動ロールの回転中に前記駆動ロールの予め定められた基準位置を検出する基準位
置検出手段と、
　前記駆動ロールの少なくとも１回転分のパルス信号に対応する長さを有し、予め定めら
れた個数の単位パターンが互いに予め定められた間隔を隔てて配置された検出パターンを
形成するための画像情報を記憶するパターン記憶手段と、
　記録媒体上に形成された画像を読み取る読取手段と、
　検出パターン出力指示があった場合に、前記出力手段から出力されたパルス信号に応じ
たタイミングで、前記パターン記憶手段に記憶された前記画像情報に基づいて液滴が吐出
されるように前記液滴吐出ヘッドを駆動する検出パターン出力手段と、
　前記検出パターン出力手段により前記検出パターンの画像が形成された記録媒体上の前
記検出パターンの画像を前記読取手段により読み取らせ、当該読取手段により読み取った
画像に基づいて、隣り合う前記単位パターン間の距離を導出し、前記移動手段による記録
媒体の移動速度に応じた距離と比較して、導出した距離の方が短い場合は前記パルス信号
のパルス幅を長くし、導出した距離の方が長い場合は前記パルス信号のパルス幅を短くす
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る補正情報を生成する補正情報生成手段と、
　前記補正情報生成手段により生成された前記補正情報を、連続する所定数のパルスが含
まれるパルス単位毎に記憶する記憶手段と、
　前記基準位置検出手段による基準位置の検出タイミング及び前記記憶手段に記憶された
補正情報に基づいて、前記出力手段から出力されたパルス信号のパルス幅を補正する補正
手段と、
　前記検出パターン出力手段により前記パターン記憶手段に記憶された前記画像情報に基
づいて液滴を吐出する期間は、前記補正手段による補正を禁止する禁止手段と、
　前記補正手段により補正されたパルス信号を用いて前記液滴吐出ヘッドによる液滴の吐
出タイミングを制御して、記録媒体上に画像情報に応じた画像を形成するヘッド制御手段
と、
　を備えた液滴吐出装置。
【請求項２】
　前記検出パターン出力手段は、前記基準位置検出手段による前記基準位置の検出タイミ
ングで前記検出パターンの画像形成を開始するように前記液滴吐出ヘッドを駆動する請求
項１に記載の液滴吐出装置。
【請求項３】
　前記検出パターン出力手段は、前記検出パターンの画像形成実行中に前記基準位置検出
手段により前記基準位置が検出されたタイミングで、当該基準位置が検出されたことを示
す基準信号パターンの画像を形成するように前記液滴吐出ヘッドを駆動する請求項１又は
請求項２に記載の液滴吐出装置。
【請求項４】
　前記単位パターンの画像は、前記複数画素からなる請求項１乃至請求項３の何れか１項
記載の液滴吐出装置。
【請求項５】
　前記記憶手段に記憶された補正情報を更新する更新手段を更に備えた請求項１乃至請求
項４の何れか１項記載の液滴吐出装置。
【請求項６】
　前記記録媒体は、中間転写体である請求項１乃至請求項５の何れか１項記載の液滴吐出
装置。
【請求項７】
　記録媒体上に液滴を吐出する液滴吐出ヘッドと、駆動ロールを回転させて前記液滴吐出
ヘッドに対して記録媒体を相対的に移動させる移動手段と、前記駆動ロールの回転に伴っ
てパルス信号を出力する出力手段と、前記駆動ロールの回転中に前記駆動ロールの予め定
められた基準位置を検出する基準位置検出手段と、前記駆動ロールの少なくとも１回転分
のパルス信号に対応する長さを有し、予め定められた個数の単位パターンが互いに予め定
められた間隔を隔てて配置された検出パターンを形成するための画像情報を記憶するパタ
ーン記憶手段と、検出パターン出力指示があった場合に、前記出力手段から出力されたパ
ルス信号に応じたタイミングで、前記パターン記憶手段に記憶された前記画像情報に基づ
いて液滴が吐出されるように前記液滴吐出ヘッドを駆動する検出パターン出力手段と、前
記出力手段により出力されたパルス信号のパルス幅を補正するための補正情報を、連続す
る所定数のパルスが含まれるパルス単位毎に記憶する記憶手段と、前記基準位置検出手段
による基準位置の検出タイミング及び前記記憶手段に記憶された補正情報に基づいて、前
記出力手段から出力されたパルス信号の周期を補正する補正手段と、前記検出パターン出
力手段により前記パターン記憶手段に記憶された前記画像情報に基づいて液滴を吐出する
期間は、前記補正手段による補正を禁止する禁止手段と、前記補正手段により補正された
パルス信号を用いて前記液滴吐出ヘッドによる液滴の吐出タイミングを制御して、記録媒
体上に画像情報に応じた画像を形成するヘッド制御手段と、を含んで構成された画像形成
装置と、
　記録媒体上に形成された画像を読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った画
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像が前記検出パターン出力手段により前記検出パターンの画像が形成された記録媒体上の
前記検出パターンの画像である場合に、当該読取手段により読み取った画像に基づいて、
隣り合う前記単位パターン間の距離を導出し、前記移動手段による記録媒体の移動速度に
応じた距離と比較して、導出した距離の方が短い場合は前記パルス信号のパルス幅を長く
し、導出した距離の方が長い場合は前記パルス信号のパルス幅を短くする補正情報を前記
記憶手段に記憶される補正情報として生成する補正情報生成手段と、を含んで構成された
情報処理装置と、
　を備えた液滴吐出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液滴吐出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェットプリンタ等の液滴吐出装置では、画像データに応じて記録ヘッドを駆動
して、記録ヘッドのノズルから記録媒体上にインク滴を吐出させて画像を形成する。
【０００３】
　ドラムに用紙を巻きつけて印字する装置において、ドラムの駆動モータにエンコーダを
設け、このエンコーダからの出力を基準に印字開始タイミングを決定すると共に、吐出タ
イミング信号として用いることが提案されている（例えば、特許文献１参照。)。
【０００４】
　また、ベルトを用いて用紙を搬送するシステムにおいて、ドライブローラの回転軸上の
ロータリーエンコーダの出力から印字クロックを生成することが提案されている（例えば
、特許文献２参照。)。
【０００５】
　また、多数のノズルを記録媒体の全幅にわたり走査ライン上に並べて配設するＦＷＡ（
Full Width Array）技術が適用された記録ヘッドでは、記録媒体を搬送するための駆動ロ
ールの回転軸上に例えばコードホイールを取り付け、このコードホイール上のマークを光
学センサで読み取って得られた信号をインクの吐出タイミング制御に用いるものがある。
【０００６】
　駆動ロールは、製造上、偏芯誤差を含んでいる。また、コードホイールの側にも、取り
付け誤差及びコードホイール上のマークの印刷誤差がある。
【０００７】
　このため、印字クロックに使用するエンコーダ信号と、記録媒体の搬送速度との間には
周期的な不整合が生じ、吐出タイミングにずれが生じ、用紙上の着弾位置がずれる。
【特許文献１】特開２００３－４８３５２公報
【特許文献２】特開２００５－３０５９１９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、記録媒体の搬送速度と印字クロックとの間の周期的な誤差による着弾位置ズ
レを小さくできる液滴吐出装置を提供することが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、記録媒体上に液滴を吐出する液滴吐出ヘッドと、駆動ロールを回転
させて前記液滴吐出ヘッドに対して記録媒体を相対的に移動させる移動手段と、前記駆動
ロールの回転に伴ってパルス信号を出力する出力手段と、前記駆動ロールの回転中に前記
駆動ロールの予め定められた基準位置を検出する基準位置検出手段と、前記駆動ロールの
少なくとも１回転分のパルス信号に対応する長さを有し、予め定められた個数の単位パタ
ーンが互いに予め定められた間隔を隔てて配置された検出パターンを形成するための画像
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情報を記憶するパターン記憶手段と、記録媒体上に形成された画像を読み取る読取手段と
、検出パターン出力指示があった場合に、前記出力手段から出力されたパルス信号に応じ
たタイミングで、前記パターン記憶手段に記憶された前記画像情報に基づいて液滴が吐出
されるように前記液滴吐出ヘッドを駆動する検出パターン出力手段と、前記検出パターン
出力手段により前記検出パターンの画像が形成された記録媒体上の前記検出パターンの画
像を前記読取手段により読み取らせ、当該読取手段により読み取った画像に基づいて、隣
り合う前記単位パターン間の距離を導出し、前記移動手段による記録媒体の移動速度に応
じた距離と比較して、導出した距離の方が短い場合は前記パルス信号のパルス幅を長くし
、導出した距離の方が長い場合は前記パルス信号のパルス幅を短くする補正情報を生成す
る補正情報生成手段と、前記補正情報生成手段により生成された前記補正情報を、連続す
る所定数のパルスが含まれるパルス単位毎に記憶する記憶手段と、前記基準位置検出手段
による基準位置の検出タイミング及び前記記憶手段に記憶された補正情報に基づいて、前
記出力手段から出力されたパルス信号のパルス幅を補正する補正手段と、前記検出パター
ン出力手段により前記パターン記憶手段に記憶された前記画像情報に基づいて液滴を吐出
する期間は、前記補正手段による補正を禁止する禁止手段と、前記補正手段により補正さ
れたパルス信号を用いて前記液滴吐出ヘッドによる液滴の吐出タイミングを制御して、記
録媒体上に画像情報に応じた画像を形成するヘッド制御手段と、を備えた液滴吐出装置で
ある。
【００１３】
　請求項２の発明は、前記検出パターン出力手段は、前記基準位置検出手段による前記基
準位置の検出タイミングで前記検出パターンの画像形成を開始するように前記液滴吐出ヘ
ッドを駆動する請求項１記載の液滴吐出装置である。
【００１４】
　請求項３の発明は、前記検出パターン出力手段は、前記検出パターンの画像形成実行中
に前記基準位置検出手段により前記基準位置が検出されたタイミングで、当該基準位置が
検出されたことを示す基準信号パターンの画像を形成するように前記液滴吐出ヘッドを駆
動する請求項１又は請求項２記載の液滴吐出装置である。
【００１５】
　請求項４の発明は、前記単位パターンの画像は、前記複数画素からなる請求項１乃至請
求項３の何れか１項記載の液滴吐出装置である。
【００１６】
　請求項５の発明は、前記記憶手段に記憶された補正情報を更新する更新手段を更に備え
た請求項１乃至請求項４の何れか１項記載の液滴吐出装置である。
【００１７】
　請求項６の発明は、前記記録媒体は、中間転写体である請求項１乃至請求項５の何れか
１項記載の液滴吐出装置である。
【００１８】
　請求項７の発明は、記録媒体上に液滴を吐出する液滴吐出ヘッドと、駆動ロールを回転
させて前記液滴吐出ヘッドに対して記録媒体を相対的に移動させる移動手段と、前記駆動
ロールの回転に伴ってパルス信号を出力する出力手段と、前記駆動ロールの回転中に前記
駆動ロールの予め定められた基準位置を検出する基準位置検出手段と、前記駆動ロールの
少なくとも１回転分のパルス信号に対応する長さを有し、予め定められた個数の単位パタ
ーンが互いに予め定められた間隔を隔てて配置された検出パターンを形成するための画像
情報を記憶するパターン記憶手段と、検出パターン出力指示があった場合に、前記出力手
段から出力されたパルス信号に応じたタイミングで、前記パターン記憶手段に記憶された
前記画像情報に基づいて液滴が吐出されるように前記液滴吐出ヘッドを駆動する検出パタ
ーン出力手段と、前記出力手段により出力されたパルス信号のパルス幅を補正するための
補正情報を、連続する所定数のパルスが含まれるパルス単位毎に記憶する記憶手段と、前
記基準位置検出手段による基準位置の検出タイミング及び前記記憶手段に記憶された補正
情報に基づいて、前記出力手段から出力されたパルス信号の周期を補正する補正手段と、
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前記検出パターン出力手段により前記パターン記憶手段に記憶された前記画像情報に基づ
いて液滴を吐出する期間は、前記補正手段による補正を禁止する禁止手段と、前記補正手
段により補正されたパルス信号を用いて前記液滴吐出ヘッドによる液滴の吐出タイミング
を制御して、記録媒体上に画像情報に応じた画像を形成するヘッド制御手段と、を含んで
構成された画像形成装置と、記録媒体上に形成された画像を読み取る読取手段と、前記読
取手段により読み取った画像が前記検出パターン出力手段により前記検出パターンの画像
が形成された記録媒体上の前記検出パターンの画像である場合に、当該読取手段により読
み取った画像に基づいて、隣り合う前記単位パターン間の距離を導出し、前記移動手段に
よる記録媒体の移動速度に応じた距離と比較して、導出した距離の方が短い場合は前記パ
ルス信号のパルス幅を長くし、導出した距離の方が長い場合は前記パルス信号のパルス幅
を短くする補正情報を前記記憶手段に記憶される補正情報として生成する補正情報生成手
段と、を含んで構成された情報処理装置と、を備えた液滴吐出装置である。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１記載の発明によれば、記録媒体の搬送速度と印字クロックとの間の周期的な誤
差による着弾位置ズレを小さくできる。
【００２０】
　請求項２記載の発明によれば、補正情報を単位パルス毎に記憶するため、補正精度の低
下を防止できる。
【００２３】
　請求項３記載の発明によれば、容易に基準位置を特定して補正情報を作成することがで
きる。
【００２４】
　請求項４記載の発明によれば、検出パターンの画像形成開始位置にかかわらず、基準位
置を特定することができる。
【００２５】
　請求項５記載の発明によれば、１画素の単位パターンとする場合と比較して、単位パタ
ーンを読み落とすことが防止できる。このため、例えば、読取手段に必要な解像度を低く
することも可能となる。
【００２６】
　請求項６記載の発明によれば、装置の環境変化や経時的な状態変化にも対応できる。
【００２７】
　請求項７記載の発明によれば、記録媒体が直接記録、間接記録に係りなく、記録媒体の
搬送速度と印字クロックとの間の周期的な誤差による着弾位置ズレを小さくできる。
【００２８】
　請求項８記載の発明によれば、画像形成に必須でない手段を画像形成装置に備えること
なく、記録媒体の搬送速度と印字クロックとの間の周期的な誤差による着弾位置ズレを小
さくできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して、本発明に係る実施の形態について説明する。
【００３０】
　（第１の実施の形態）
　図１には、本第１の実施の形態に係る画像形成装置１０の構成が概略的に示されている
。同図に示されるように、画像形成装置１０は、給紙トレイ２０、排紙トレイ２２複数の
ローラ２４を含んで構成されている。
【００３１】
　給紙トレイ２０内には、記録紙Ｐが収容されており、画像形成時には給紙トレイ２０内
の記録紙Ｐがローラ２４により１枚ずつ持ち出されて画像形成装置１０内を所定の搬送経
路Ｆに沿って搬送され、排紙トレイ２２に排紙される。
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【００３２】
　この記録紙Ｐの搬送経路Ｆには、矢印Ｅ方向に回転駆動する駆動ロール１１と当該駆動
ロール１１の回転駆動に伴って回転する２つの従動ロール１２とに張架された搬送ベルト
１４と、吸着器１６と、が配設されている。吸着器１６は、搬送経路Ｆ上を搬送されてき
た記録紙Ｐを搬送ベルト１４に押圧すると共に記録紙Ｐに電荷を与え、搬送ベルト１４に
静電吸着させる。
【００３３】
　また、記録紙Ｐの搬送経路Ｆの搬送ベルト１４の上流側には、レジロール２６が配設さ
れている。レジロール２６は、搬送経路Ｆに沿って搬送される記録紙Ｐが搬送方向に対し
て歪んだ状態で搬送ベルト１４に吸着されることを防止すべく、用紙スキュー補正を行う
。
【００３４】
　また、記録紙Ｐの搬送経路Ｆには、搬送ベルト１４に静電吸着された記録紙Ｐの記録面
に対向する位置に、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の
４色のインクを吐出させる４つの記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋにより構成
される記録ヘッドアレイ１８が設けられている。
【００３５】
　各色の記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋは、それぞれ複数の吐出ノズルを備
えたヘッドユニットが上記搬送ベルト１４の幅方向全域にわたって配列され、多数の吐出
ノズルにより構成されているＦＷＡ（Ｆｕｌｌ　Ｗｉｄｔｈ　Ａｒｒａｙ）型のものとさ
れている。
【００３６】
　なお、以下では、各色毎に設けられた部材については、符号の末尾に各々の色を示すア
ルファベット（Ｙ／Ｍ／Ｃ／Ｋ）を付与して示すが、特に色を区別せずに説明する場合は
、この符号末尾のアルファベットを省略して説明する。
【００３７】
　また、同図に示されるように、本実施の形態に係る画像形成装置１０は、表裏反転用搬
送経路Ｒを含んで構成されている。両面印刷する際には、片面に画像を形成した後に、記
録紙Ｐを搬送経路Ｒに沿って搬送することにより、画像が形成された面の裏面側が各記録
ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋに対向するように表裏反転を行う。
【００３８】
　また、搬送ベルト１４と排紙トレイ２２の間には、各色のインクをそれぞれ貯留するイ
ンクタンク１９が設けられている。インクタンク１９のインクは、図示しないインク供給
配管を介して各記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋに供給される。
【００３９】
　ここで、記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋは、不図示の駆動機構により搬送
ベルト１４から離間移動可能に構成されている。
【００４０】
　さらに、当該記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋの搬送経路Ｆの上流側及び下
流側には、それぞれメンテナンス装置２８Ａ及び２８Ｂが設けられている。メンテナンス
装置２８Ａは、ブラック用、シアン用のメンテナンスユニット３０Ｋ、３０Ｃを、メンテ
ナンス装置２８Ｂは、マゼンタ用、イエロー用のメンテナンスユニット３０Ｍ、３０Ｙを
、それぞれ含んで構成されている。各メンテナンス装置２８Ａ、２８Ｂは、不図示の駆動
機構により互いに接近する方向に移動可能に構成されている。
【００４１】
　図２に示されるように、メンテナンス時には、記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１
８Ｋが搬送ベルト１４から離間移動される。さらに、メンテナンス時には、メンテナンス
装置２８Ａ、２８Ｂが、記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋの離間移動により生
じた記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋと搬送ベルト１４との間の空間に移動さ
れる。
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【００４２】
　これにより、記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋの４つの記録ヘッド１８Ｙ、
１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋにそれぞれメンテナンス装置２８Ａ、２８Ｂのメンテナンスユニ
ット３０Ｙ、３０Ｍ、３０Ｃ、３０Ｋが対向配置され、各メンテナンスユニット３０によ
るメンテナンス処理が適宜実行される。
【００４３】
　なお、メンテナンスユニット３０により実行されるメンテナンス処理としては、ノズル
内のインク液の吸引、ノズルの吐出口に付着したインク滴のワイピング、ノズル内へのイ
ンク液の供給等の処理があげられる。
【００４４】
　また、図１及び図２に示されるように、搬送経路Ｆの記録ヘッド１８下流側には、ライ
ンセンサ２５が配設されており、記録紙Ｐ上に印刷された画像を読取可能に構成されてい
る。
【００４５】
　ここで、図３に示されるように、駆動ロール１１の回転軸には、当該駆動ロール１１と
共に回転するように円盤状のエンコーダフィルム６４が取り付けられている。当該エンコ
ーダフィルム６４の周縁部分には、駆動ロール１１の回転軸を中心とする放射線状に印字
タイミングマーク６２が設けられている。
【００４６】
　また、この周縁部分の一箇所には、印字タイミングマーク６２に対向する位置に、エン
コーダセンサ６６が設けられている。エンコーダセンサ６６では、読取位置を通過する印
字タイミングマーク６２を読み取る。駆動ロール１１の回転に伴ってエンコーダフィルム
６４の印字タイミングマーク６２が順次エンコーダセンサ６６の読取位置を通過する。
【００４７】
　放射線状の印字タイミングマーク６２は設計上等間隔で設けられており、駆動ロール１
１が等速回転しているときは所定の周期で印字タイミングマーク６２が読み取られ、印字
タイミングマーク６２の検出周期は、駆動ロール１１の回転速度に応じて変化する。
【００４８】
　また、同図に示されるように、駆動ロール１１の近傍には、基準位置検出センサ３８が
設けられている。当該基準位置検出センサ３８は、駆動ロール１１の周面に設けられた基
準位置マークを検出する。なお、基準位置マークは、駆動ロール１１の一箇所に設けられ
ており、基準位置マークは、駆動ロール１１が１回転する毎に基準位置検出センサ３８に
より検出される。基準位置検出センサ３８は、基準位置マークを検出した場合にＨＩＧＨ
となる検出信号を出力する。
【００４９】
　さらに、同図に示されるように、記録ヘッドアレイ１８よりも記録紙Ｐの搬送方向上流
側には、搬送ベルト１４上に吸着された記録紙Ｐの先端を検出する用紙先端検出センサ３
６が配設されている。用紙先端検出センサ３６は、検出位置における用紙の有無を検出し
、用紙有りの場合にＨＩＧＨ、用紙無しの場合にＬＯＷとなる用紙先端検出信号を出力す
る。したがって、用紙先端検出信号の立上がりタイミングが記録紙Ｐの先端の検出タイミ
ングを示すことになる。
【００５０】
　図４は、本実施の形態に係る画像形成装置１０の制御系の構成を示すブロック図である
。同図に示されるように、画像形成装置１０は、装置全体を制御するＣＰＵ４０、ＲＯＭ
４２、ＲＡＭ４４、インタフェース（Ｉ／Ｆ）等を含んで構成されており、これらはバス
４８に接続されている。
【００５１】
　画像形成装置１０は、Ｉ／Ｆ４６を介してコンピュータ等の上位装置に接続され、上位
装置から送信される画像データ等に基づいて印字を行う。
【００５２】
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　また、バス４８には、入出力制御部６１、補正印字クロック生成部７０、及び記録ヘッ
ド制御部８０が更に接続されている。ＣＰＵ４０が入出力制御部６１や記録ヘッド制御部
８０を制御することによって記録紙Ｐへの印字を制御する。
【００５３】
　入出力制御部６１には、メンテナンス駆動回路５０、搬送系駆動回路５４及びベルト駆
動回路５８が接続されている。
【００５４】
　メンテナンス駆動回路５０には、メンテナンスユニット３０を駆動するメンテナンスモ
ータ５２が接続されている。メンテナンス駆動回路５０がメンテナンスモータ５２を駆動
することによってメンテナンスユニット３０による記録ヘッド１８の清掃を行う。すなわ
ち、入出力制御部６１がＣＰＵ４０の指示によって各駆動回路を駆動することによって、
記録紙Ｐの搬送や記録ヘッド１８の清掃等を行う。
【００５５】
　搬送系駆動回路５４には、経路Ｆ及びＲの各ローラ等を駆動する搬送系モータ５６が接
続されており、搬送系駆動回路５４によって搬送系モータ５６を駆動することによって装
置内を記録紙Ｐが搬送される。
【００５６】
　ベルト駆動回路５８には、駆動ローラ１１を駆動するベルト搬送モータ６０が接続され
、ベルト駆動回路５８がベルト搬送モータ６０を駆動することによって搬送ベルト１４が
回転し、記録紙Ｐの搬送が行われる。
【００５７】
　さらに、入出力制御部６１には、用紙先端検出センサ３６、基準位置検出センサ３８、
及びエンコーダセンサ６６が接続されており、各センサの検出結果が入力され、各センサ
の検出結果に基づいてＣＰＵ４０によって印字が制御される。
【００５８】
　補正印字クロック生成部７０は、記録ヘッド制御部８０に接続されている。補正印字ク
ロック生成部７０では、エンコーダセンサ６６による印字タイミングマーク６２の読取信
号に基づくクロック信号を予め設定された補正情報に基づいて補正し、得られた補正印字
クロックを記録ヘッド制御部８０に出力する。
【００５９】
　記録ヘッド制御部８０は、ヘッド駆動回路９０を介して各色の記録ヘッド１８に接続さ
れている。記録ヘッド制御部８０では、補正印字クロック生成部７０により生成された補
正印字クロック信号に応じたタイミングで、ヘッド駆動回路９０に画像データに基づくイ
ンク滴の吐出信号を入力することで、記録ヘッド１８によるインク滴の吐出制御を実行す
る。
【００６０】
　すなわち、記録ヘッド１８の吐出ノズルからは、補正印字クロックに同期してインク滴
が吐出されるので、１印字クロックあたり１ドットのインク滴が吐出されることになる。
【００６１】
　また、ＣＰＵ４０では、用紙先端検出センサ３６の検出信号に基づくタイミングで、記
録ヘッド制御部８０に入力する各記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋの噴射許可
（Ｅｎａｂｌｅ）信号をオンする。
【００６２】
　図５には、本実施の形態に係る補正印字クロック生成部７０の制御系の構成が示されて
いる。同図に示されるように、補正印字クロック生成部７０は、補正テーブル格納部７２
及び補正処理部７４、基準クロック供給部７６が含まれて構成されている。
【００６３】
　補正印字クロック生成部７０には、エンコーダセンサ６６による印字タイミングマーク
６２の読取信号と基準位置検出信号とが入力される。補正印字クロック生成部７０では、
基準クロック供給部７６から入力された基準クロックを動作クロックとして補正テーブル
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格納部７２に格納された補正情報に応じた補正処理を実行する。
【００６４】
　ここで、ＣＰＵ４０では、補正テーブル格納部７２への補正情報の作成処理も実行する
。この場合、ＣＰＵ４０では、上記予めＲＯＭ４２等に格納されたズレ検出パターンＡに
関する情報に基づく画像データの読み出し、記録ヘッド制御部８０を介したズレ検出パタ
ーンＡの印刷、ラインセンサ２５による記録紙Ｐ上の画像の読み取り及びラインセンサ２
５から出力された画像データに基づく補正テーブルの作成を実行する。
【００６５】
　なお、このとき、ＣＰＵ４０は、補正印字クロック生成部７０による印字クロックの補
正を禁止する。これにより、記録ヘッド制御部８０では、補正されていない印字クロック
に基づいて、ヘッド駆動回路９０が制御される。
【００６６】
　以下に、本実施の形態の作用を説明する。
【００６７】
　コンピュータ等の上位装置から印字データの送信と共に印字要求が行われると、ＣＰＵ
４０は、印字要求と共に送信された印字データを記録ヘッド制御部８０出力し、入出力制
御部６１を介して搬送系駆動回路５４を制御して搬送系モータ５６を駆動する。これによ
って、記録紙Ｐが用紙トレイ２０から搬送経路Ｆを搬送されて搬送ベルト１４に搬送され
る。
【００６８】
　記録紙Ｐが搬送ベルト１４上まで搬送されると、その後に用紙先端検出センサ３６によ
って記録紙Ｐの先端が検出される。そして、検出結果が入出力制御部６１を介してＣＰＵ
４０に入力されと、ＣＰＵ４０は記録ヘッド制御部８０を介してヘッド駆動回路９０を制
御して、記録ヘッド１８による印字を制御する。
【００６９】
　すなわち、図６に示されるように、用紙先端検出センサ３６により検出された記録紙Ｐ
が、各記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋの記録位置（記録ヘッド１８から吐出
されたインクの滴下位置）に到達するタイミングで噴射許可信号が順次オンされる。これ
によって、記録紙Ｐ上に各色の画像が重ね合わされてカラー画像が形成される。
【００７０】
　なお、記録紙Ｐの先端が検出されたタイミングＡから、各記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、
１８Ｃ、１８Ｋの噴射許可信号がオンされるタイミングまでの時間Ｂ～Ｅは、用紙先端検
出センサ３６による検出位置と各記録ヘッド１８Ｙ、１８Ｍ、１８Ｃ、１８Ｋによる記録
位置の間の距離、及び搬送速度に応じて決定される。
【００７１】
　なお、用紙先端検出センサ３６による検出位置と各記録ヘッド１８による記録位置の間
の距離は、設計値で決定してもよいし、工場出荷時に製造ばらつきを考慮して適宜補正制
御するようにしてもよい。
【００７２】
　そして、記録ヘッド１８による印字が行われた記録紙Ｐは、搬送経路Ｆに沿って搬送さ
れて排紙トレイ２２に排出される。
【００７３】
　ここで、上記記録ヘッド制御部８０においてヘッド駆動回路９０の制御タイミング信号
として用いられる印字クロックの補正処理について説明する。
【００７４】
　補正印字クロック生成部７０には、エンコーダセンサ６６による印字タイミングマーク
６２の読取信号と基準位置検出信号とが入力されるようになっている。補正印字クロック
生成部７０では、この読取信号を、補正テーブル格納部７２に格納された補正情報に応じ
て補正する。
【００７５】
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　具体的には、補正テーブル格納部７２には、例えば以下の表１に示されるような補正テ
ーブルが予め設定されて格納されている。表１に示されるように、補正テーブルは、複数
クロック単位のｎ個のステップ毎に設定されている。
【００７６】
　なお、本実施の形態では、駆動ロール１１の周長が１１０ｍｍであり、印字クロックは
駆動ロール１周あたり５２００クロック出力されるものとし、ｎ＝５０個のステップに分
けて補正値を設定している。すなわち、１周５２００クロックを５０ステップに分けてい
るので、１ステップあたり１０４クロックである。
【００７７】
【表１】

【００７８】
　本実施の形態では、ＣＰＵ４０により補正印字クロック生成部７０による読取信号の補
正を禁止した状態で、記録ヘッド１８により所定印字クロック毎に記録紙Ｐ上にズレ検出
パターンＡを印刷し、ラインセンサ２５により印刷したズレ検出パターンＡを読み取って
、得られた画像データに基づいて、隣り合う位置に印刷したズレ検出パターンＡの間隔Ｔ
と、画像形成装置１０の仕様に応じた隣り合うズレ検出パターンＡの間隔の設計値Ｓとを
、比較して、そのズレ量Ｚに応じて印字クロックを補正する。
【００７９】
　図７には、ズレ検出パターンＡが所定印字クロック毎に記録紙Ｐ上に印刷された状態の
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一例が示されている。同図に示す例では、ズレ検出パターンＡは、１ドットのインク滴で
あり、１０４ドット（１ステップ分）毎にズレ検出パターンＡが印刷されている。
【００８０】
　すなわち、ＣＰＵ４０では、予めＲＯＭ４２等に格納されたズレ検出パターンＡに関す
る情報に基づく画像データを記録ヘッド制御部８０に入力する。また、ＣＰＵ４０では、
基準位置検出センサ３８から出力される基準位置検出信号がＨＩＧＨとなったタイミング
で、ズレ検出パターンＡの印刷を開始させる。なお、このとき、補正印字クロック生成部
７０による印字クロックの補正は、ＣＰＵ４０により禁止されている。これにより、記録
ヘッド制御部８０では、補正されていない印字クロックに基づいて、ヘッド駆動回路９０
が制御される。
【００８１】
　また、記録ヘッド制御部８０では、ＣＰＵ４０により印刷開始が指示されると、ヘッド
駆動回路９０を制御して、１０４クロック毎にズレ検出パターンＡを印刷する。
【００８２】
　また、ラインセンサ２５では、記録ヘッド１８により記録紙Ｐ上に印刷されたズレ検出
パターンＡを順次読み取り、画像データとして出力する。
【００８３】
　ＣＰＵ４０では、ラインセンサ２５から出力される画像データを一旦ＲＡＭ４４に格納
し、格納した画像データに基づいて、隣り合うズレ検出パターンＡｋ、Ａｋ＋１の印刷開
始位置の位置情報（ａｋ、ｂｋ）、（ａｋ＋１、ｂｋ＋１）を特定する。
【００８４】
　なお、同図に示されるように、ここでは、同図に点Ｏで示される位置を原点位置とした
場合の座標情報を位置情報とする。
【００８５】
　そして、ＣＰＵ４０では、特定した位置情報に基づいて印刷開始位置の間隔Ｔｋを以下
の（１）式により導出する。
【００８６】
【数１】

【００８７】
　ここで、解像度１２００ｄｐｉで１０４ドット毎にズレ検出パターンＡを印刷する場合
、隣り合うズレ検出パターンＡの間隔の設計値Ｓは、以下の（２）式に示される。
【００８８】
【数２】

【００８９】
　したがって、ズレ量Ｚｋは、印刷したズレ検出パターンＡの間隔Ｔｋと、設計値Ｓを用
いて、以下の（３）式で示される。
【００９０】

【数３】

【００９１】
　ズレ量Ｚｋ、用紙搬送速度Ｖ（表２に示す例では、ヘッドの駆動周波数２４ｋＨｚ，用
紙搬送速度５０８ｍｍ／ｓｅｃとしている）に基づいて、補正時間Ｑｋは以下の（４）式
により導出できる。
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【数４】

【００９３】
　以下の表２には、上記（１）～（４）式を用いて導出した各ステップのズレ量Ｚ、各ス
テップの１ドットあたりのズレ量、補正値Ｑ及び実際に補正テーブルに設定されるテーブ
ル値ｑが示されている。
【００９４】
　なお、１ドットあたりのズレ量については、ズレ量Ｚを１ステップに含まれるクロック
数（１０４）で除算することにより得られる。また、ズレ量Ｚがマイナスの値である場合
には、ズレ量Ｚの絶対値分だけプラスになる方向に印字クロックを補正し、ズレ量Ｚがプ
ラスである場合には、ズレ量Ｚの絶対値分だけマイナスになる方向に印字クロックを補正
する必要があることから、表２には、１ドットあたりのズレ量に更に－１を乗じた値を示
した。
【００９５】
　実際に補正テーブルに設定するテーブル値ｑは、補正処理部７４の分解能に応じて段階
的に設定される。したがって、補正処理部７４の分解能は、基準クロック供給部７６の最
小分解能である。
【００９６】
　表２のテーブル値ｑとしては、基準クロック供給部７６から供給される動作クロックが
４０ＭＨｚ、補正処理部７４の分解能が２５ｎｓｅｃとして、２５ｎｓｅｃ単位で印字ク
ロックを補正する場合の値をそれぞれ示した。
【００９７】
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【表２】

【００９８】
　なお、印字クロックの補正の観点からは、ズレ検出パターンＡは、図７に示されるよう
に１ドットとすることが好ましいが、ラインセンサ２５による読み落しがあった場合には
、正確な補正テーブルは得られない。このため、実際には、ラインセンサの読取精度を考
慮して複数ドットからなる形状としてもよい。ズレ検出パターンＡを複数ドットからなる
形状とした場合には、ラインセンサの読み取り精度が低い場合であっても、複数ドットに
することで、読み落としを防ぐことができるため、正確な補正テーブルを得ることが可能
となる。
【００９９】
　図８には、駆動ロール１１を基準位置検出タイミングから１周させたときのズレ量Ｚが
示されている。同図に示されるように、駆動ロール１１が１周する間にズレ量が変動して
いる。この変動は、の回転軸又は回転軸に取り付けられたエンコーダフィルム６４の偏芯
や、印字タイミングマーク６２の配設間隔の誤差に起因すると推定される。
【０１００】
　また、同図に示されるように、駆動ロール１１の１周分のズレ量Ｚの平均値は０になら
ない。これは、駆動ロール１１の基準位置の検出タイミングにおけるズレ量Ｚが０ではな
いことに起因している。
【０１０１】
　図９には、図８に示されるズレ量に基づいて導出される補正値Ｑ及びテーブル値ｑが示
されている。同図に示されるように、テーブル値ｑは、補正処理部７４の分解能に合わせ
て、導出した補正値Ｑを２５ｎｓｅｃ毎の値に近似したものである。テーブル値ｑ曲線は
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、ズレ量Ｚ曲線とほぼ逆になっている。
【０１０２】
　すなわち、図１０に示されるように、補正処理部７４では、入力された読取信号のパル
ス幅を補正テーブル格納部７２に格納された補正値ｑだけ補正する。このとき、同一ステ
ップに含まれるクロックのパルス幅については、同じ補正値ｑを用いる。
【０１０３】
　なお、同図には、ステップ０の補正値ｑをｑ０、ステップ１の補正値ｑをｑ１として示
した。例えば、表１を参照すると、ステップ０の補正値ｑ０は５０ｎｓｅｃであるので、
ステップ０に含まれる１０４クロック分については、パルス幅を５０ｎｓｅｃプラスして
補正印字クロックとして出力する。
【０１０４】
　また、同図に示す例では、補正処理部７４において、補正印字クロックを読取信号から
２クロック分遅延させて出力する。
【０１０５】
　なお、本第１の実施の形態では、補正処理部７４における遅延期間を印字クロックの約
２クロック分とする形態について説明したが、遅延期間は最大速度変動を考慮して適宜設
定すればよい。
【０１０６】
　また、本第１の実施の形態では、上記（１）式を用いて間隔Ｔを導出する形態について
説明したが、本第１の実施の形態では、記録ヘッド１８によるインク滴の吐出位置の下流
に配設されたラインセンサ２５により、搬送ベルト１４上に静電吸着されたままの記録紙
Ｐ上のズレ検出パターンを読み取るので、ノズル配列方向の座標は同一であるとみなすこ
とができる。そこで、以下の（５）式を用いて導出するようにしてもよい。
【０１０７】
【数５】

【０１０８】
　（変形例１）
　上記第１の実施の形態では、補正テーブルの作成処理において、用紙先端が検出された
後に基準位置を検出したタイミングに基づいてズレ検出パターンＡの印刷を開始する形態
について説明したが、以下に、変形例１として、用紙先端が検出されたタイミングに基づ
いてズレ検出パターンＡの印刷を開始する形態について説明する。
【０１０９】
　図１１に示されるように、記録紙Ｐの先頭に印刷されるズレ検出パターンＡは、Ａ０と
は限らない。このため、当該変形例１では、基準位置を検出したタイミングで検出マーク
Ｒを印刷するようにしている。同図に示されるように、検出マークＲは、ズレ検出パター
ンＡの印刷領域とは異なる領域に印刷される。
【０１１０】
　ＣＰＵ４０では、記録紙搬送方向位置が検出マークＲと同じである印刷されたズレ検出
パターンＡをＡ０として特定し、補正テーブルを作成する。
【０１１１】
　この場合、ズレ検出パターンＡをｎ＋１個（表１及び表２に示す例では、５１個）以上
印刷するようにしてもよいし、１周分に対応する数より多い数印刷するようにしてもよい
。
【０１１２】
　（変形例２）
　１周分に対応する数より多い数印刷する場合、各ステップについて複数個の補正値Ｑが
得られることになるので、複数個の補正値Ｑに基づいて実際の補正値ｑを導出するように
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してもよい。
【０１１３】
　特に図１２に点線枠で示すサイクルの継ぎ目部分については、大きな差がある傾向がみ
られるので、この差を小さくして滑らかにするために、平均化処理を行うようにしてもよ
い。
【０１１４】
　このとき、複数個の補正値Ｑの値をそのまま用いて単純に平均化してもよいし、重み付
けを行なってから平均化してもよい。
【０１１５】
　（変形例３）
　上記第１の実施の形態では、記録紙Ｐの搬送速度Ｖとして、設計値を用いる形態につい
て説明したが、設計値に代えて搬送速度の実測値を用いる形態としてもよい。
【０１１６】
　この場合、搬送速度を測定するための機構が必要となる。
【０１１７】
　例えば、搬送ベルト１４の表面速度を測定可能なドップラー測定器を適用することが挙
げられる。
【０１１８】
　ドップラー測定器では、物体が電磁波の進行方向に向かって運動している場合に、ドッ
プラー効果によって反射波の周波数が変化することを利用して、電磁波の反射波を測定す
ることで物体の速さを算出する。
【０１１９】
　このドップラー測定器は、画像形成装置１０に設けてもよいが、工場出荷時など、補正
テーブルの作成時にセットすればよく、画像形成装置１０に常に備えておく必要はない。
【０１２０】
　（変形例４）
　上記第１の実施の形態では、画像形成装置１０内に設けたラインセンサ２５により検出
パターンＡを読み取って補正テーブルを作成する形態について説明したが、検出パターン
Ａが印刷されて排紙トレイ２２に排出された記録紙Ｐを外部装置によりスキャンして補正
テーブルを作成する形態としてもよい。
【０１２１】
　この場合、スキャンした画像データに基づく補正値の導出は外部装置において実行され
、補正テーブルが作成される。
【０１２２】
　作成された補正テーブルを示す補正テーブルデータが画像形成装置１０に入力されると
、ＣＰＵ４０により、補正テーブル格納部７２に格納される。
【０１２３】
　この場合は、印刷時とスキャン時とで、原稿の角度にズレが生じる場合があるので、隣
り合うズレ検出パターンＡの間隔Ｔの導出に上記（１）式を用いることが好ましい。　　
　　　
【０１２４】
　（第２の実施の形態）
　上記第１の実施の形態では、記録紙Ｐに直接印刷を実行する形態の画像形成装置１０に
ついて説明したが、本第２の実施の形態では、中間転写体に画像を形成し、中間転写体に
形成された画像を記録紙Ｐに転写する形態の画像形成装置２００について説明する。
【０１２５】
　図１３には、本第２の実施の形態に係る画像形成装置２００の構成が示されている。な
お、同図において、上記第１の実施の形態と同様の構成については図１と同一の符号を付
し、その説明を省略する。
【０１２６】
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　同図に示されるように、本第２の実施の形態に係る画像形成装置２００は、記録ヘッド
１８により、中間転写体ベルト１４０にインク滴を吐出する構成とされている。中間転写
体ベルト１４０は、駆動ロール１３０及び従動ロール１３２に張架されている。
【０１２７】
　中間転写体ベルト１４０は、記録ヘッド１８に対向する位置では、駆動ロール１３０と
１つの従動ロール１３２とにより平坦とされている。
【０１２８】
　また、中間転写体ベルト１４０は、記録ヘッド１８によるインク滴の吐出位置よりも下
流側には、中間転写体ベルト１４０の回転方向に沿って転写ロール１３４、及び剥離爪１
３６が順に配設されている。転写ロール１３４は、中間転写体ベルト１４０を介して従動
ロール１３２に圧接されており、記録紙Ｐを中間転写体ベルト１４０に押圧しながら搬送
することで、インク像を中間転写体ベルト１４０から記録紙Ｐに転写させる。また、剥離
爪１３６は、記録紙Ｐを中間転写体ベルト１４０から剥離する。
【０１２９】
　また、同図に示すように、剥離爪１３６よりベルト回転方向下流側且つ記録へッド１８
よりベルト回転方向上流側には、従動ロール１３２に対向する位置にクリーニングブレー
ド１３８が設けられている。クリーニングブレード１３８は、記録紙Ｐに転写されずに中
間転写ベルト１４０に残留したインク等を掻き取る。
【０１３０】
　このように構成された画像形成装置２００では、補正テーブルを作成するために、ズレ
検出パターンＡを中間転写体ベルト１４０に形成する。
【０１３１】
　中間転写体ベルト１４０に形成されたズレ検出パターンＡは、そのまま当該中間転写体
ベルト１４０の回転方向において、インク滴吐出位置より下流側で、転写位置よりも上流
側に設けられたラインセンサ１４４により読み取るようにすることができる。この場合、
記録紙Ｐへの転写は行う必要がない。
【０１３２】
　なお、本第２の実施の形態についても、上記変形例１乃至変形例４のように変形させる
ことができる。
【０１３３】
　なお、上記各実施の形態では、駆動ロール１１の回転軸に取り付けられたエンコーダフ
ィルム６４に付された印字タイミングマーク６２を読み取って印字クロックとして用いる
形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０１３４】
　例えば、図１４に示されるように、搬送ベルト１４に印字タイミングマーク３２を付し
た装置にも適用できる。同図に示されるように、記録紙Ｐに直接インク滴を吐出する装置
において、搬送ベルト１４の記録ヘッドアレイ１８に対向する面には、記録紙Ｐを吸着搬
送する状態でも記録紙Ｐにより隠れることがない部位に、印字タイミングマーク３２が付
されている。印字タイミングマーク３２は、搬送ベルト１４の全周に亘って、搬送方向に
等間隔で付されている。なお、印字タイミングマーク３２の間隔は、画像形成装置１０の
搬送方向の解像度に応じた間隔とされている。
【０１３５】
　また、同図に示されるように、記録ヘッドアレイ１８よりも記録紙Ｐの搬送方向上流側
には、上記印字タイミングマーク３２を検出可能なエンコーダセンサ３４が配設されてい
る。これにより、エンコーダセンサ３４では、駆動ロール１１による搬送ベルト１４の回
転に伴い、順次印字タイミングマーク３２が検出される。
【０１３６】
　さらに、搬送ベルト１４の記録ヘッドアレイ１８に対向する面の一箇所には、搬送ベル
ト基準マーク３１が付されている。また、記録ヘッドアレイ１８の記録紙Ｐの搬送方向下
流側には、搬送ベルト基準マーク３１を読取可能な搬送ベルト基準マーク検出センサ３３
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が配設されている。
【０１３７】
　搬送ベルト基準マーク検出センサ３３では、駆動ロール１１による搬送ベルト１４の回
転に伴い、搬送ベルト１４が１回転する毎に搬送ベルト基準マーク３１が検出される。
【０１３８】
　なお、同図には、記録紙Ｐに直接インク滴を吐出する装置について示したが、上記第２
の実施の形態で説明した画像形成装置２００に関する説明は、搬送ベルト１４を中間転写
体１４０に読みかえればよい。
【０１３９】
　また、本実施の形態では、工場出荷時等に補正テーブルが作成されるものとして説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、補正テーブルを定期的に更新するように
してもよい。この補正テーブルの更新タイミングとしては、メンテナンス完了時や、所定
枚数（例えば１万枚）記録毎、イニシャライズ時等があげられる。
【０１４０】
　なお、上記各実施の形態では、ズレ検出パターンＡを、１ドットのインク滴により構成
される形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ズレ検出パタ
ーンを、複数ドットとしてもよい。また、複数ドットからなる円形状、多角形状や線状と
してもよい。
【０１４１】
　また、上記実施の形態では、１０４ｄｏｔ毎にズレ検出パターンを形成し、１０４ｄｏ
ｔ単位毎に補正情報を設定する形態について説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、周期変動が大きい場合には、１０４ｄｏｔよりも狭い範囲にして補正ステップ
数を多くすることで、補正精度を上げることもできる。また、周期変動が小さい場合は、
逆に１０４ｄｏｔよりも広い範囲にし、補正ステップ数を少なくし、補正処理時間の短縮
やメモリ容量の低減を図ることもできる。
【０１４２】
　なお、上記実施の形態に係る画像形成装置１０の構成（図１乃至図５参照）は一例であ
り、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【０１４３】
　また、上記実施の形態に係る処理の流れ（図１０参照）等も一例であり、本発明の主旨
を逸脱しない範囲で適宜変更可能であることはいうまでもない。
【０１４４】
　なお、本実施の形態では、インクジェット画像形成装置を例にとって本発明を説明した
が、本発明は、インクジェット画像形成装置に限らず、高分子フィルム上に着色インクを
吐出して行なうディスプレイ用のカラーフィルタの作製、有機ＥＬ溶液を基板上に吐出さ
せて行なうＥＬディスプレイパネルの形成など、様々な工業的用途を対象とした液滴吐出
装置一般に対して、適用可能である。
【０１４５】
　また、本発明の液滴吐出装置において画像記録の対象となる「記録媒体」には、液滴吐
出ヘッドが液滴を吐出する対象物であれば広く含まれる。したがって、記録媒体には、記
録用紙やＯＨＰシートなどが含まれるのはもちろんであるが、これら以外にも、例えば、
高分子フィルムなどが含まれる。
【０１４６】
　また、本発明の液滴吐出装置における「移動手段」には、記録媒体を保持して搬送する
部材であれば広く含まれ、上記字氏の形態における搬送ベルトのほかに、例えば搬送ドラ
ムなどが含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】第１の実施の形態に係る画像形成装置の構成を示す概略図である。
【図２】メンテナンス時の記録ヘッド、メンテナンス装置及び搬送ベルトの位置関係を示
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す図である。
【図３】第１の実施の形態に係る記録ヘッド周辺の構成を示す概略図である。
【図４】実施の形態に係る制御ブロック図である。
【図５】実施の形態に係る印字クロックの補正処理に関するブロック図である。
【図６】記録紙の搬送タイミングと印字クロック、及び各記録ヘッドに対する印字許可タ
イミングの関係を示すタイミングチャートである。
【図７】ズレ検出パターンとズレ検出パターンに基づく補正量の導出方法の説明図である
。
【図８】ズレ量検出パターンから導出されるズレ量の一例を示すグラフである。
【図９】図８に示すズレ量に基づいて導出される補正値と、実際の補正値とを示すグラフ
である。
【図１０】基準位置検出信号、読取信号及び補正印字クロック生成部から出力される補正
印字クロックを示すタイミングチャートである。
【図１１】他のズレ検出パターンとズレ検出パターンに基づく補正量の導出方法の説明図
である。
【図１２】補正テーブルの先頭と末尾との補正値のズレを一例として示すグラフである。
【図１３】第２の実施の形態に係る画像形成装置の構成を示す概略図である。
【図１４】他の形態に係る記録ヘッド周辺の構成を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　　１０　　画像形成装置
　　１１　　駆動ロール
　　１２　　従動ロール
　　１４　　搬送ベルト
　　１８　　記録ヘッドアレイ
　　２０　　用紙トレイ
　　２２　　排紙トレイ
　　２４　　ロール
　　２５　　ラインセンサ
　　３６　　用紙先端検出センサ
　　３８　　基準位置検出センサ
　　４０　　ＣＰＵ
　　４２　　ＲＯＭ
　　４４　　ＲＡＭ
　　６２　　印字タイミングマーク
　　６４　　エンコーダフィルム
　　６６　　エンコーダセンサ
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