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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】インク貯蔵区画及び印字ヘッドに接続されたイ
ンク送りシステムがあるインクジェットプリンタのカー
トリッジユニット。負圧がないと、インクのメニスカス
がノズルから膨張することがある。
【解決手段】インク貯蔵区画は変位可能な壁区間を有し
、その可変貯蔵ボリュームが変動可能である。変位可能
な壁は、可変貯蔵ボリュームを拡張するようにバイアス
付与され、インク貯蔵ボリューム内に負圧があり、イン
クがインク排出ノズルから不注意で漏れない。メニスカ
スは、自身をノズル口の縁部にピン留めし、インク漏れ
を停止するほど十分に強力なことがある。インク貯蔵ボ
リューム内の負圧によってメニスカスがノズル口へと逆
戻りする。メニスカスがノズルから膨張しないので、ノ
ズル表面上の用紙塵が表面張力を破り漏れを引き起こす
ことがない。
【選択図】図４４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インク貯蔵区画に補充する補充ユニットであって、前記補充ユニットと着脱式に係合す
るためのインタフェースがあり、前記インタフェースが、前記貯蔵区画へのインクの流れ
及び前記貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、前記補充ユニットが、一定量
のインクを含む本体と、インク出口と、前記補充ユニットが前記インタフェースと係合す
ると前記弁を起動する弁アクチュエータとを備え、前記弁アクチュエータが、全ての横方
向に頑丈な曲げ抵抗があるようにトライスター断面の差込み状突起であり、前記弁アクチ
ュエータが所定のシーケンスで前記弁を起動する補充ユニット。
【請求項２】
　前記インタフェースが前記補充部の前記出口と接続する常時閉入口弁、及びインクジェ
ット印字ヘッドと接続する常時開インク出口弁を有し、使用中に前記弁アクチュエータは
、前記入口弁が開放する前に前記出口弁を閉鎖する、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項３】
　使用中に、前記補充部の前記出口が前記入口弁との密封接続を有するまで、前記インク
貯蔵区画が前記インクを負圧に維持し、前記弁アクチュエータが前記入口弁を起動しない
、請求項２に記載の補充ユニット。
【請求項４】
　前記弁アクチュエータが入口弁アクチュエータ及び出口弁アクチュエータを備える、請
求項３に記載の補充ユニット。
【請求項５】
　前記トライスターの断面は、前記補充部が前記正確なインク貯蔵区画と一致するのを保
証するために、前記インタフェースの対応する形状の口に合わせて調節されるよう構成さ
れる、請求項４に記載の補充ユニット。
【請求項６】
　インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれ、前記カートリッジユニ
ットが、前記インク貯蔵区画、及びインク排出ノズルのアレイがある前記印字ヘッドアセ
ンブリに接続するインク送りシステムを備え、前記インク貯蔵区画が可変貯蔵ボリューム
及び変位可能な壁区間を有し、これがバイアス付与されて前記可変貯蔵ボリュームを拡張
し、内部に負圧を生成し、インクが前記インク排出ノズルから不注意で漏れない、請求項
１に記載の補充ユニット。
【請求項７】
　前記インク貯蔵区画がインクを印字ヘッドアセンブリに供給し、前記インタフェースは
、閉構成へとバイアスが付与された入口弁を有し、前記補充ユニットがさらに、前記イン
タフェースと着脱式に係合する係合構成と、前記本体内の前記インクが前記インク貯蔵区
画と流体連絡するように前記補充ユニットが前記インクインタフェースと係合すると前記
入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項８】
　前記インタフェースが常時閉入口弁及び常時開出口弁を有し、両方とも前記インク貯蔵
区画と流体連絡し、前記補充ユニットがさらに、インク出口及び弁アクチュエータ構成を
有する合体部分を備え、これは使用中に、前記インク貯蔵区画内の前記負圧のせいで前記
カートリッジが前記本体からのインクで充填されるように、前記インタフェースと着脱式
に係合して、前記入口及び前記出口弁を起動する、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項９】
　前記インク貯蔵区画がインクを印字ヘッドアセンブリに供給し、前記補充ユニットが、
常時開出口弁を介して前記インク貯蔵区画とインタフェースをとり、前記補充ユニットは
さらに、前記補充ユニットが前記インク貯蔵区画と係合すると前記出口弁を閉鎖する出口
弁アクチュエータを備える、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項１０】
　前記インク貯蔵区画が、ノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに供給し、使用中



(3) JP 2009-262566 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

に、前記インク貯蔵区画が負圧に維持されて、前記ノズルからの不注意なインク漏れを回
避し、前記補充ユニットがさらに再加圧構成を備え、前記補充ユニットが前記インク貯蔵
区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、前記負圧によって前記本体からの前記インク
が前記インク出口を通って前記インク貯蔵区画に引き込まれるので、前記再加圧構成によ
って前記ユニットの一部が内側に押下され、その後に前記補充ユニットが前記インク貯蔵
区画から係合解除すると、前記再加圧構成によって前記インク貯蔵区画の前記内側に押下
された部分を解放して、前記負圧が再確立される、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項１１】
　インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれ、前記カートリッジが、可変イン
ク貯蔵ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有
する前記インク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク
送りシステムとを備え、前記対向する壁区間の一方が、前記ノズルからの不注意のインク
漏れを回避するために、前記インク貯蔵区画内に負圧を生成するように前記可変インク貯
蔵ボリュームを拡張するために変位可能で、バイアスが付与される、請求項１に記載の補
充ユニット。
【請求項１２】
　インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補充するために、前記
プリンタが印字ヘッド、制御回路及び前記補充ユニットと着脱式に係合するインタフェー
スも有し、前記補充ユニットがさらに、インク出口と、前記インクの少なくとも１つの特
徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、前記メモリ回路は、前記補充
ユニット中の前記インクが前記プリンタに適切であることを検証するために前記制御回路
がこれに質問できるようにする、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項１３】
　インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込まれ、前記印字ヘッド
が、内部に形成されたノズルのアレイがあるノズルプレートを有し、前記印字ヘッド保守
アセンブリが、前記印字ヘッドを使用していないときに前記ノズルのアレイを覆うキャッ
プ締め機と、前記ノズルプレートと係合して前記ノズルを拭くクリーナとを備え、前記ク
リーナが前記キャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる、請求項１に記載の補
充ユニット。
【請求項１４】
　前記印字ヘッドアセンブリがインクジェットプリンタに組み込まれ、前記アセンブリが
前記ノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、前記ノズルのアレイから隔置されたキャ
ップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、前記保守アセンブリを前記キャップ付
き位置と前記キャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを備える、請求項１
に記載の補充ユニット。
【請求項１５】
　インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するために、前記補充ユニットが
さらに、インク貯蔵区画と、前記カートリッジの前記インタフェースと係合する合体部分
とを備え、前記合体部分が、前記インタフェース上の入口ポートと接続するインク出口が
あるベースプレートを有し、さらに、前記インタフェースと着脱式に係合する係合構成を
有し、前記係合構成が、前記ベースプレートの横方向中心線上に形成され、前記インク出
口の中心が横方向中心線から隔置される、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項１６】
　インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するために、前記インク貯蔵区画
が管状可撓性壁によって部分的に画定され、所定の量だけ前記可撓性管状壁を収縮させる
収縮機構を有し、前記インク補充ユニットがさらに、前記カートリッジの前記インタフェ
ースと係合する合体部分を備え、前記合体部分が、前記インタフェースの入口ポートと接
続するインク出口と、前記インク補充ユニットが前記インタフェースと係合すると前記収
縮機構を起動し前記インク補充ユニットが前記インタフェースから係合解除すると前記収
縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータとを有する、請求項１に記載の補充ユニット
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。
【請求項１７】
　インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するために、前記インクカートリ
ッジが、前記インク補充ユニットと係合するインタフェースを有し、前記インク補充ユニ
ットが、前記インタフェース内の相補的なインク入口と係合するインク出口と、前記イン
タフェースの口に挿入するために前記本体から延在する差込みとを備え、前記差込みの横
方向断面が、前記インク補充部が前記カートリッジと正確に一致するのを保証するために
、前記口によって画定された形状に合わせて調節される、請求項１に記載の補充ユニット
。
【請求項１８】
　インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するために、前記インク補充ユニ
ットが、前記カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と、前記補充ユニッ
トから前記カートリッジ内へ所定の量のインクが流れたとき、その視覚的表示を提供する
視覚的インジケータとを備える、請求項１に記載の補充ユニット。
【請求項１９】
　インクジェットプリンタに組み込まれ、内部にアクセスするために蝶番式に装着された
パネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持するために前記外部外被内に収容さ
れた架台とを備え、前記架台が、前記インクカートリッジの挿入及び取り外しを可能にす
るように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、前記蓋の蝶番軸線と前記パネルの蝶番軸
線が平行であり、前記蓋と前記パネルが両方とも同じ方向に開放する、請求項１に記載の
補充ユニット。
【請求項２０】
　インクジェットプリンタに組み込まれ、ノズルのアレイ、及び動力及び印刷データを前
記ノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、前記動力及び
印刷データを前記印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備
え、したがって前記印字ヘッド接点と前記対応接点とがバイアス付与されて、印刷中に係
合し、前記印字ヘッドの設置又は取り外し時にはバイアス付与された係合から解放される
、請求項１に記載の補充ユニット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプリンタに、特にインクジェットプリンタに関する。本発明の特定の態様は、
プリンタ、印字ヘッド設計および保守のためのカートリッジ、さらにプリンタ動作の他の
側面に関する。
【０００２】
　［同時係属出願］
　以下の出願は、出願人によって本出願と同時に出願された。
【表１】

これらの同時係属出願の開示は、参照により本明細書に組み込まれる。上記の出願は、出
願文書番号で識別されており、これは割り当てられたら、対応する出願番号で置換される
。
【０００３】
　［関連出願の相互参照］
　本発明の出願人または譲渡人によって出願された以下の特許または特許出願は、相互参
照により本明細書に組み込まれる。
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【表２】

【０００４】
　幾つかの出願は、文書番号でリストされている。これは、出願番号が分かった場合に交
換される。
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【背景技術】
【０００５】
　従来、大部分の市販されているインクジェットプリンタは、プリンタの全体的構造およ
び設計の一部を形成する印刷エンジンを有する。この点で、プリンタユニットの本体は通
常、印字ヘッドおよび関連する媒体送出機構を収容するように構築され、これらの形体は
プリンタユニットと一体である。
【０００６】
　これは特に、媒体が小さい反復でプリンタユニットを通して前進するにつれ、媒体を前
後に横断する印字ヘッドを使用するインクジェットプリンタに当てはまる。このような場
合、往復する印字ヘットは通常、媒体入力ローラと媒体出力ローラの間でプリンタユニッ
トの幅を横断できるように、プリンタユニットの本体に装着され、媒体入力および出力ロ
ーラがプリンタユニットの構造の一部を形成する。このようなプリンタユニットでは、交
換するために印字ヘッドを外すことが可能なことがあるが、媒体移送ローラ、制御回路お
よび保守ステーションのような印刷エンジンの他の部品は、通常はプリンタユニット内に
固定され、これらの部品の交換は、プリンタユニット全体を交換しないと不可能である。
【０００７】
　往復タイプの印字ヘッドを使用するプリンタユニットは、その設計構造にかなり固定さ
れる上に、非常に遅く、フルカラーおよび／または写真品質の印刷ジョブを実行する場合
は、特にそうである。これは、媒体の表面にインクを付着させるために、印字ヘッドが静
止媒体を連続的に横断しなければならず、１行分の像を付着させるために印字ヘッドの動
作幅が幾つかかかることがあるせいである。
【０００８】
　最近、媒体が印字ヘッドを越えて移送されるにつれ、印字ヘッドが静止状態を維持でき
るように、印刷媒体の全幅に延在する印字ヘッドを提供することが可能になった。このよ
うなシステムは、印刷を実行できる速度を大幅に増加させる。印字ヘッドがもはや、１行
分の像を付着させるために幾つかの動作幅を実行する必要がなく、印字ヘッドが高速で移
動するにつれ、それが媒体にインクを付着できるからである。このような印字ヘッドによ
り、フルカラーの１６００ｄｐｉの印刷を毎分６０ページに近い速度で実行することが可
能になり、これは従来のインクジェットプリンタではこれまで達成不可能だった速度であ
る。
【０００９】
　このようなページ幅の印字ヘッドは通常、高精度および高速の用紙の動作を必要とし、
したがって印刷エンジン全体（印字ヘッド、用紙取り扱い機構および制御回路など）は、
高品質の出力を保証するために、相応に構成しなければならない。
【００１０】
　したがって、プリンタユニットの標準的本体内で容易に使用することができ、印刷エン
ジンの必要な全部品が、一定で高速の印刷を可能にする方法で構成されることを保証する
方法で構築されたページ幅の印字ヘッドを有する印刷エンジンを提供する必要がある。
【発明の開示】
【００１１】
　第１の態様では、本発明はインクジェットプリンタのカートリッジユニットを提供し、
カートリッジユニットは、インク貯蔵区画、および印字ヘッドアセンブリをインク排出ノ
ズルのアレイと接続するインク供給システムを備え、インク貯蔵区画は、可変貯蔵ボリュ
ーム、および自身内に負圧を生成するために可変貯蔵ボリュームを拡張するようにバイア
ス付与された変位可能な壁区画を有する。
【００１２】
　負圧がないと、インクのメニスカスがノズルから膨張することがある。メニスカスは、
それ自体がノズル口の縁部に「ピン留め」され、インクの漏れを停止するほど十分に強力
であることがある。しかし、用紙の塵または他の汚染物質によって最終的に、膨張するメ
ニスカスがそれ自体をノズル縁にピン留めすることが抑制され、漏れが発生する。インク
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貯蔵ボリューム内の負圧は、メニスカスを逆にし、ノズル口内に戻す。メニスカスがノズ
ルから膨張して出ないので、ノズル表面上の用紙の塵が表面張力を破壊して、漏れを引き
起こすことがない。
【００１３】
　幾つかの実施形態では、インク貯蔵区画は、可変インク貯蔵ボリュームを画定するため
に可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有し、したがって対向する壁区間の
一方が、可変インク貯蔵ボリュームを拡張するように変位可能で、バイアス付与される。
対向する壁区間は、定荷重ばねでバイアス付与することができる。
【００１４】
　任意選択で、印字ヘッドアセンブリは、外して交換するために、カートリッジユニット
に固定される。別の選択肢では、印字ヘッドアセンブリはページ幅の印字ヘッドアセンブ
リである。
【００１５】
　任意選択で、インク貯蔵区画は、可変インク貯蔵ボリュームを画定するために、可撓性
壁構成によって接続された対向する壁区間を有し、したがって対向する壁区間の一方は、
可変インク貯蔵ボリュームを拡張するように変位可能で、バイアス付与される。
【００１６】
　任意選択で、対向する壁区間は、定荷重ばねでバイアス付与される。
【００１７】
　任意選択で、印字ヘッドアセンブリは、外して交換するために、カートリッジユニット
に固定される。
【００１８】
　任意選択で、印字ヘッドアセンブリはページ幅の印字ヘッドアセンブリである。
【００１９】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、負圧をかけたインク貯蔵区画は
、インク貯蔵区画に補充するために補充ユニットを受け取るインタフェースを有し、イン
タフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットが、ある量の
インクを含む本体と、着脱式にインタフェースと係合する係合構成と、本体内のインクが
インク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合する
につれ、入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【００２０】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、負圧をかけたインク貯蔵区画は
、インク貯蔵区画を補充するためにインク補充ユニットを受け取るインタフェースを有し
、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有して、両方ともインク貯蔵区画
と流体連絡し、補充ユニットが、ある量のインクを含む本体と、インク出口および弁アク
チュエータ構成を有する合体部分とを備え、合体部分は、使用中はインタフェースと着脱
式に係合して、インク貯蔵区画の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填さ
れるように、入口および出口弁を起動させる。
【００２１】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、負圧をかけたインク貯蔵区画は
、常時開出口弁を介して補充ユニットによって補充されるように配置構成され、補充ユニ
ットが、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、
補充ユニットがインク貯蔵区画と係合するにつれ、出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエー
タとを備える。
【００２２】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、インク貯蔵区画は補充ユニット
で補充するように配置構成され、補充ユニットが、ある量のインクを含む本体と、インク
出口と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡するまで、本体からの
インクが負圧によってインク出口を通してインク貯蔵区画に引き込まれるにつれ、ユニッ
トの一部を内側に押下させ、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると
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、インク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧を再度確立する再加圧構成と
を備える。
【００２３】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、インク貯蔵区画は、可変貯蔵ボ
リュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有し、カー
トリッジユニットがさらに、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク
送りシステムを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避
するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変貯蔵ボリュームを拡張するた
めに変位可能で、バイアス付与される。
【００２４】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、インク貯蔵区画は、インク貯蔵
区画に補充するために補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有し、インタフ
ェースは、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユ
ニットが、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニットがインタフェース
と係合すると弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所
定のシーケンスで弁を起動する。
【００２５】
　さらなる態様では、カートリッジユニットを補充するために補充ユニットと着脱式に係
合するインタフェースをさらに備えるカートリッジユニットが提供され、インクジェット
プリンタが印字ヘッド、制御回路および補充ユニットを組み込み、補充ユニットが、ある
量のインクを含む本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関する情報を
記憶するメモリ回路とを備え、これは使用中に、補充ユニット中のインクがプリンタに適
切であることを検証するために制御回路がこれに質問できるようにする。
【００２６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクジェット印字ヘッドの印字ヘッド
保守アセンブリを組み込んだカートリッジユニットが提供され、印字ヘッドが、ノズルの
アレイが自身内に形成されたノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリが、印字
ヘッドが使用中でない場合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレート
と係合して、ノズルを拭き取るクリーナとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する
側部の間に位置決めされる。
【００２７】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノ
ズルのアレイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノ
ズルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守
アセンブリをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブと
を備える。
【００２８】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、さらにカートリッジに補給する
ためにインク補充ユニットと係合するインタフェースを備え、インク補充ユニットは、イ
ンク貯蔵区画と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分
は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さ
らに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレート
の横方向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【００２９】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、さらにカートリッジに補給する
ためにインク補充ユニットと係合するインタフェースを備え、インク貯蔵区画が管状可撓
性壁によって部分的に画定され、カートリッジユニットはさらに、所定の量だけ可撓性管
状壁を収縮させる収縮機構を備え、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と
、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェ
ースの入口ポートと接続するインク出口、およびインク補充ユニットがインタフェースと
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係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除する
と収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータを有する。
【００３０】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、さらに補充ユニットと、カート
リッジに補給するためにインク補充ユニットと係合するインタフェースとを備え、インク
補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェース内の相補的なインク入口
と係合するインク出口と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込み
とを備え、差込みの横方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保
証するために、口によって画定された形状に合わせて調節される。
【００３１】
　さらなる態様では、自身に補給するためにインク補充ユニットと係合可能なカートリッ
ジユニットが提供され、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、カートリッジの相
補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量の
インクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【００３２】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、インクジェットプリンタは、内
部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッ
ジを支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジ
の挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶
番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【００３３】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノ
ズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交
換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接
点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイ
アス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与
された係合から解放される。
【００３４】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノ
ズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交
換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接
点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設
置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー
部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材
が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【００３５】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、さらに、インクを各インク区画
から印字ヘッドへと供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは
複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備える。
【００３６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内で架台によって保持するように配置構成
されたカートリッジユニットが提供され、架台は、それぞれが貯蔵区画に対応する複数の
インタフェースを備え、各インタフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するために
インク補充ユニットを受け取るように構成される。
【００３７】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、プリンタは印字ヘッドを組み込
み、これは、リソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ
基板上に形成された印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する
集積回路支持構造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回
路支持構造と印字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
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【００３８】
　さらなる態様では、カートリッジユニットが提供され、プリンタは印字ヘッドを組み込
み、これは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路
と、少なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、
インク送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜
は、排出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密
封膜は２５ミクロンを超える厚さである。
【００３９】
　別の態様では、本発明はインクジェットプリンタのカートリッジユニットを提供し、カ
ートリッジユニットは、インク排出ノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続す
るインク貯蔵区画およびインク送りシステムを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュー
ム、および変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡
張して、自身内に負圧を生成し、したがって、インクはインク排出ノズルから不注意で漏
れない。
【００４０】
　第２の態様では、本発明はインクを印字ヘッドアセンブリに供給するインク貯蔵区画に
補充する補充ユニットを提供し、インク貯蔵区画は、補充ユニットを受け取るインタフェ
ースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニ
ットは、ある量のインクを含む本体と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡する
ように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると、入口弁を開放する入口弁ア
クチュエータとを備える。
【００４１】
　カートリッジと合体するのと同時にインクカートリッジ上の入口弁を開放するように、
補充ユニットを構成することにより、塵または他の汚染物質がカートリッジに入る危険性
が低下する。これは、印字ヘッドノズルの性能および使用寿命を改善する。
【００４２】
　１つの好ましい実施形態では、インタフェースは出口弁を有し、補充ユニットはさらに
、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエ
ータを備える。任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは、補充
ユニットがインクインタフェースと係合すると、入口弁が開放する前に出口弁が閉鎖する
ように構成される。任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは両
方とも、全ての横方向に頑丈な曲げ抵抗があるようにトライスター断面の差込み状突起で
ある。任意選択で、インク貯蔵区画は負圧がかけられ、したがって補充ユニットがインク
インタフェースと係合すると、ある量のインクが本体から引き出される。
【００４３】
　任意選択で、インタフェースは出口弁を有し、補充ユニットはさらに、補充ユニットが
インクインタフェースと係合するにつれ、出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータを備え
る。
【００４４】
　任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは、補充ユニットがイ
ンクインタフェースと係合すると、入口弁が開放する前に出口弁が閉鎖するように構成さ
れる。
【００４５】
　任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは両方とも、全ての横
方向に頑丈な曲げ抵抗があるようにトライスター断面の差込み状突起である。
【００４６】
　任意選択で、インク貯蔵区画は負圧がかけられ、したがって補充ユニットがインクイン
タフェースと係合すると、ある量のインクが本体から引き出される。
【００４７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれた補
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充ユニットが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画、およびインク排出ノ
ズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続されるインク送りシステムを備え、イン
ク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与さ
れて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排
出ノズルから不注意で漏れない。
【００４８】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インタフェースは常時閉入口弁および常
時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットはさらに、イン
ク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分を備え、これは使用中にインタフェ
ースと着脱式に係合し、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのイン
クで補充されるように、入口および出口弁を起動する。
【００４９】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、補充ユニットは、常時開出口弁を介して
インク貯蔵区画とインタフェースをとり、補充ユニットはさらに、補充ユニットがインク
貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータを備える。
【００５０】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはノズルのアレイ
を有し、使用中にインク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズルからの不注意なインク漏れ
を回避し、補充ユニットはさらに、インク出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットが
インク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクが
インク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの
一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再
加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧を再確立する。
【００５１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するために可撓性壁構
成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある
印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が変
位可能で、バイアス付与され、可変インク貯蔵ボリュームを拡張させて、ノズルからの不
注意なインク漏れを回避するためにインク貯蔵区画内に負圧を生成する。
【００５２】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インタフェースは、貯蔵区画へ、および
貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットはさらに、インク出口と
、補充ユニットがインタフェースと係合した場合に、弁を起動させる弁アクチュエータと
を備え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【００５３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補
充する補充ユニットが提供され、プリンタは印字ヘッド、制御回路、および補充ユニット
と着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユニットはさらに、インク出口と、イン
クの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモ
リ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回
路がこれに質問できるようにする。
【００５４】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れた補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがある
ノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドを使用していない場合
にノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリ
ーナとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【００５５】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
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プリンタに組み込まれ、これは、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守ア
センブリをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを
備える。
【００５６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジはインク補充ユニットと係合するインタフェースを
有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カートリッジのインタフェースと係合
する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口
があるベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備
え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方
向中心線から隔置される。
【００５７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インク貯蔵区画が管状可撓性壁によって部分的に画定され、所定の量だ
け可撓性管状壁を収縮させる収縮機構を備え、インク補充ユニットはさらに、カートリッ
ジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合体部分は、インタフェースの入口ポー
トと接続するインク出口、およびインク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮
機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解
放する複数の収縮アクチュエータを備える。
【００５８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジは、インク補充ユニットと係合するインタフェース
とを備え、インク補充ユニットはさらに、インタフェース内の相補的なインク入口と係合
するインク出口と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備
え、差込みの横方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証する
ために、口によって画定された形状に合わせて調節される。
【００５９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インク補充ユニットはさらに、カートリッジの相補的インク入口と係合
するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、
その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【００６０】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、内部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルが
ある外部外被と、インクカートリッジを支持するために外部外被内に収容された架台とを
備え、架台は、インクカートリッジの挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶
番式に装着された蓋を備え、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネル
が両方とも同じ方向に開放する。
【００６１】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズル
に転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データ
を印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって
印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置
または取り外し時にはバイアス付与された係合から解放される。
【００６２】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズル
に転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データ
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を印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを
備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材
が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応
接点が動作して係合し、カバー部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点
が係合解除する。
【００６３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、インクを各インク
区画から印字ヘッドへと供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つま
たは複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備える。
【００６４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれた補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し、架
台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェ
ースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように
構成される。
【００６５】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、リソグラフィ
でマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘ
ッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字
ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集
積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【００６６】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、基板上に形成
されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのイン
ク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッ
ド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送
り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超え
る厚さである。
【００６７】
　第３の態様では、本発明はインクカートリッジのインク補充ユニットを提供し、インク
カートリッジは、インクを印字ヘッドアセンブリに供給する負圧をかけたインク貯蔵区画
と、補充ユニットを受け取るインタフェースとを有し、補充ユニットは、ある量のインク
を含む本体と、インク出口がある合体部分とを備え、使用中に、インタフェースと着脱式
に係合すると、合体部分はインク出口を通して本体とインク貯蔵区画との間に流体連絡を
確立し、したがってインク貯蔵区画内の負圧のせいでインクが本体からカートリッジ内に
引き込まれる。
【００６８】
　カートリッジと係合して流体連絡を自動的に確立すると、補充ユニットの使用が非常に
単純かつ直感的になる。インクを補充部から引き出すためにカートリッジ内の負圧を使用
すると、補充プロセスを促進する。
【００６９】
　幾つかの実施形態では、合体部分は弁アクチュエータ構成を有し、インタフェースは常
時閉入口弁および常時開出口弁を有し、したがってインク出口は、合体部分がインタフェ
ースと着脱式に係合すると、入口弁との密封接続を形成する。任意選択で、弁アクチュエ
ータ構成は出口弁を閉鎖し、その後に合体部分がインタフェースと着脱式に係合すると、
入口弁を開放する。任意選択で、弁アクチュエータ構成はトライスター断面がある２つの
差込み状突起である。任意選択で、インク出口は、インク出口がインタフェースの入口弁
と密封接続部を形成すると開放するように構成された常時閉弁を有する。
【００７０】
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　任意選択で、合体部分は弁アクチュエータ構成を有し、インタフェースは常時閉入口弁
および常時開出口弁を有し、したがってインク出口は、合体部分がインタフェースと着脱
式に係合すると、入口弁との密封接続部を形成する。
【００７１】
　任意選択で、弁アクチュエータ構成は出口弁を閉鎖し、その後に合体部分がインタフェ
ースと着脱式に係合すると、入口弁を開放する。
【００７２】
　任意選択で、弁アクチュエータ構成は、トライスター断面がある２つの差込み状突起で
ある。
【００７３】
　任意選択で、インク出口は、インク出口がインタフェースの入口弁との密封接続部を形
成すると開放するように構成された常時閉弁を有する。
【００７４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれた補
充ユニットが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画、およびインク排出ノ
ズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続されるインク送りシステムを備え、イン
ク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与さ
れて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排
出ノズルから不注意で漏れない。
【００７５】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インタフェースは閉構成へとバイアス付
与された入口弁を有し、補充ユニットは、インタフェースと着脱式に係合する係合構成、
および本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクイ
ンタフェースと係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータを備える。
【００７６】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、補充ユニットは、常時開出口弁を介して
インク貯蔵区画とインタフェースをとり、補充ユニットはさらに、インク貯蔵区画と着脱
式に係合する係合構成、および補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖
すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータを備える。
【００７７】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはノズルのアレイ
を有し、使用中にインク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズルからの不注意なインク漏れ
を回避し、補充ユニットはさらに、インク出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットが
インク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクが
インク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの
一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再
加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧を再確立する。
【００７８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するために可撓性壁構
成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある
印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が変
位可能で、バイアス付与され、可変インク貯蔵ボリュームを拡張させて、ノズルからの不
注意なインク漏れを回避するためにインク貯蔵区画内に負圧を生成する。
【００７９】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インタフェースは、貯蔵区画へ、および
貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットはさらに、インク出口と
、補充ユニットがインタフェースと係合した場合に、弁を起動させる弁アクチュエータと
を備え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【００８０】
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　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補
充する補充ユニットが提供され、プリンタは印字ヘッド、制御回路、および補充ユニット
と着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユニットはさらに、インク出口と、イン
クの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモ
リ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回
路がこれに質問できるようにする。
【００８１】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れた補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがある
ノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドを使用していない場合
にノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリ
ーナとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【００８２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれた補充ユニットが提供され、
これは、ノズルのアレイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き
位置と、ノズルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブ
リと、保守アセンブリをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式
ドライブとを備える。
【００８３】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、合体部分は、インタフェース上の入口ポ
ートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、補充ユニットはさらに、インタ
フェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心
線上に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【００８４】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画が管状可撓性壁によって
部分的に画定され、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮させる収縮機構を備え、インク補充
ユニットはさらに、インク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機構を起動し
、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収
縮アクチュエータを備える。
【００８５】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク補充ユニットはさらに、インタフ
ェース内の相補的なインク入口と係合するインク出口と、インタフェースの口に挿入する
ために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補充部がカート
リッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定された形状に合わせて調節
される。
【００８６】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、補充ユニットはさらに、カートリッジの
相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量
のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【００８７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれた補充ユニットが提供され、
これは、内部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インク
カートリッジを支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカ
ートリッジの挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を備
え、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開
放する。
【００８８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれた補充ユニットが提供され、
これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接
点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給
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する対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接
点とがバイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバ
イアス付与された係合から解放される。
【００８９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれた補充ユニットが提供され、
これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接
点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給
する対応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字
ヘッドを設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したが
ってカバー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、
カバー部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【００９０】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、カートリッジは、少なくとも１つのイン
ク貯蔵区画と、インクを各インク区画から印字ヘッドへと供給するインク送りシステムと
、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備
える。
【００９１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれた補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し、架
台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェ
ースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように
構成される。
【００９２】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、リソグラフィ
でマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘ
ッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字
ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集
積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【００９３】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、基板上に形成
されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのイン
ク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッ
ド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送
り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超え
る厚さである。
【００９４】
　第４の態様では、本発明は常時開出口弁を介して印字ヘッドアセンブリへとインクを供
給する負圧がかかったインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを提供し、補充ユニットは
、ある量のインクを含む本体と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉
鎖する出口弁アクチュエータとを備える。
【００９５】
　インク貯蔵区画は、印字ヘッドからのインク漏れを回避するために負圧に維持される。
しかし、インク補充プロセス中は、インク貯蔵ボリュームを容量まで充填すると、負圧が
除去される。インク貯蔵区画に負圧がないと、インク漏れの高い危険がある。補充直後に
区画の容量をわずかに増加させることによって、負圧を再確立することが可能であるが、
負圧が再確立されるまで、漏れる可能性が高い。貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する
ように補充ユニットを設計することにより、負圧が再確立されるまでのインク漏れが防止
される。
【００９６】
　１つの好ましい実施形態では、インク貯蔵区画は入口弁を有し、補充ユニットはさらに
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、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると弁を開放する入口弁アクチュエータを備え
る。任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは、補充ユニットが
インク貯蔵区画と係合すると、入口弁が開放する前に出口弁が閉鎖するように構成される
。任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは両方とも、全ての横
方向に頑丈な曲げ抵抗があるようにトライスター断面の差込み状突起である。任意選択で
、補充ユニットは常時閉インク出口を有し、使用中に補充ユニットがインク貯蔵区画と係
合すると、インク出口が開放して、入口弁との密封接続部を形成する。
【００９７】
　任意選択で、インク貯蔵区画は入口弁を有し、補充ユニットはさらに、補充ユニットが
インク貯蔵区画と係合するにつれ、弁を開放する入口弁アクチュエータを備える。
【００９８】
　任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは、補充ユニットがイ
ンク貯蔵区画と係合すると、入口弁が開放する前に出口弁が閉鎖するように構成される。
【００９９】
　任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは両方とも、全ての横
方向に頑丈な曲げ抵抗があるようにトライスター断面の差込み状突起である。
【０１００】
　任意選択で、補充ユニットは常時閉インク出口を有し、使用中に補充ユニットがインク
貯蔵区画と係合すると、インク出口が開放して、入口弁との密封接続部を形成する。
【０１０１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれた補
充ユニットが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画、およびインク排出ノ
ズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続されるインク送りシステムを備え、イン
ク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与さ
れて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排
出ノズルから不注意で漏れない。
【０１０２】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は補充ユニットを受け取
るインタフェースを有し、インタフェースは閉構成になるようにバイアス付与された入口
弁を有し、補充ユニットがさらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体
内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェー
スと係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０１０３】
　さらなる態様では、負圧がかかったインク貯蔵区画および補充ユニットを受け取るイン
タフェースを有するインクカートリッジのインク補充ユニットが提供され、インタフェー
スは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補
充ユニットはさらに、インク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分を備え、
使用中に、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填され
るように、合体部分がインタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する
。
【０１０４】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、さらに、インク出口と、再加圧構成とを
備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によっ
て本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構
成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画か
ら係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負
圧を再確立する。
【０１０５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するために可撓性壁構
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成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある
印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が変
位可能で、バイアス付与され、可変インク貯蔵ボリュームを拡張させて、ノズルからの不
注意なインク漏れを回避するためにインク貯蔵区画内に負圧を生成する。
【０１０６】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インタフェースは、貯蔵区画へ、および
貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットはさらに、インク出口と
、補充ユニットがインタフェースと係合した場合に、弁を起動させる弁アクチュエータと
を備え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０１０７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補
充する補充ユニットが提供され、プリンタは印字ヘッド、制御回路、および補充ユニット
と着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユニットはさらに、インク出口と、イン
クの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモ
リ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回
路がこれに質問できるようにする。
【０１０８】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れた補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがある
ノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドを使用していない場合
にノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリ
ーナとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０１０９】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守ア
センブリをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを
備える。
【０１１０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジはインク補充ユニットと係合するインタフェースを
有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カートリッジのインタフェースと係合
する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口
があるベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備
え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方
向中心線から隔置される。
【０１１１】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画が管状可撓性壁によって
部分的に画定され、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮させる収縮機構を備え、インク補充
ユニットはさらに、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合体部分
は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口、およびインク補充ユニットがイ
ンタフェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェースか
ら係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータを有する。
【０１１２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジは、インク補充ユニットと係合するインタフェース
とを有し、インク補充ユニットは、インタフェース内の相補的なインク入口と係合するイ
ンク出口と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差
込みの横方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために
、口によって画定された形状に合わせて調節される。
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【０１１３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インク補充ユニットはさらに、カートリッジの相補的インク入口と係合
するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、
その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０１１４】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、内部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルが
ある外部外被と、インクカートリッジを支持するために外部外被内に収容された架台とを
備え、架台は、インクカートリッジの挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶
番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネル
が両方とも同じ方向に開放する。
【０１１５】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズル
に転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データ
を印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって
印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置
または取り外し時にはバイアス付与された係合から解放される。
【０１１６】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズル
に転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データ
を印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを
備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材
が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応
接点が動作して係合し、カバー部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点
が係合解除する。
【０１１７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、インクを各インク
区画から印字ヘッドへと供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つま
たは複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備える。
【０１１８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれた補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し、架
台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェ
ースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように
構成される。
【０１１９】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、リソグラフィ
でマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘ
ッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字
ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集
積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０１２０】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、基板上に形成
されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのイン
ク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッ
ド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送
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り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超え
る厚さである。
【０１２１】
　第５の態様では、本発明はノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに供給するイン
ク貯蔵区画を補充する補充ユニットを提供し、使用中に、ノズルからの不注意なインク漏
れを回避するために、インク貯蔵区画は負圧に維持され、補充ユニットは、ある量のイン
クを含む本体と、インク出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と
係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通っ
てインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってインク貯蔵区画の一部が内側
に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成が
インク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧を再確立する。
【０１２２】
　インク貯蔵区画は、印字ヘッドからのインク漏れを回避するために負圧に維持される。
しかし、インク補充プロセス中は、インク貯蔵ボリュームを容量まで充填すると、負圧が
除去される。インク貯蔵区画に負圧がないと、インク漏れの高い危険がある。補充部を係
合解除したらすぐに区画の容量をわずかに増加させることによって、負圧が再確立される
。補充中にインク貯蔵区画の一部を押下すると、その容積が減少する。しかし、補充ユニ
ットが押下部分を解放すると、容量が相応して増加し、負圧が再確立される。
【０１２３】
　幾つかの実施形態では、インク貯蔵区間は可撓性壁部分および収縮機構を有し、使用中
に再加圧構成が収縮機構と係合して、これによって可撓性壁部分が内側に収縮する。任意
選択で、収縮機構は軸方向に隔置され、間に４つのパネルが延在する２つの長方形のカラ
ーを有し、パネルの１つが長方形のカラーそれぞれの各側に位置し、加圧構成は、長方形
カラーの１つの４つの辺と係合して、使用時にはこれを他のカラーに向かって押すように
配置構成された４つの収縮器起動突起であり、したがってパネルは内側に曲がって可撓性
壁を収縮する。任意選択で、インク貯蔵区画は入口弁および出口弁を有し、補充ユニット
はさらに、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュ
エータと、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュ
エータとを備える。任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは、
補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、入口弁が開放する前に出口弁が閉鎖するよ
うに構成される。
【０１２４】
　任意選択で、インク貯蔵区画は可撓性壁部分および収縮機構を有し、使用中に再加圧構
成が収縮機構と係合し、それによって可撓性壁部分が内側に収縮する。
【０１２５】
　任意選択で、収縮機構は軸方向に隔置され、間に４つのパネルが延在する２つの長方形
のカラーを有し、パネルの１つが長方形のカラーそれぞれの各側に位置し、加圧構成は、
長方形カラーの１つの４つの辺と係合して、使用時にはこれを他のカラーに向かって押す
ように配置構成された４つの収縮器起動突起であり、したがってパネルは内側に曲がって
可撓性壁を収縮する。
【０１２６】
　任意選択で、インク貯蔵区画は入口弁および出口弁を有し、補充ユニットはさらに、補
充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータと、補
充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを備
える。
【０１２７】
　任意選択で、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは、補充ユニットがイ
ンク貯蔵区画と係合すると、入口弁が開放する前に出口弁が閉鎖するように構成される。
【０１２８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれた補
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充ユニットが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画、およびインク排出ノ
ズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続されるインク送りシステムを備え、イン
ク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与さ
れて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排
出ノズルから不注意で漏れない。
【０１２９】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は補充ユニットを受け取
るインタフェースを有し、インタフェースは閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し
、補充ユニットはさらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のイン
クがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合
すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０１３０】
　さらなる態様では、負圧をかけたインク貯蔵区画および補充ユニットを受け取るインタ
フェースを有するインクカートリッジの補充ユニットが提供され、インタフェースは常時
閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニッ
トはさらに、インク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分を備え、使用中に
、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように
、合体部分がインタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０１３１】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、補充ユニットは、常時開出口弁を介して
インク貯蔵区画とインタフェースをとり、補充ユニットはさらに、インク貯蔵区画と着脱
式に係合する係合構成、および補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖
する出口弁アクチュエータを備える。
【０１３２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれる補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するために可撓性壁構
成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある
印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が変
位可能で、バイアス付与され、可変インク貯蔵ボリュームを拡張させて、ノズルからの不
注意なインク漏れを回避するためにインク貯蔵区画内に負圧を生成する。
【０１３３】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は、補充ユニットと着脱
式に係合するためにインタフェースを有し、インタフェースは、貯蔵区画へ、および貯蔵
区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットは、補充ユニットがインタフ
ェースと係合した場合に、弁を起動させる弁アクチュエータとを備え、したがって弁アク
チュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０１３４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補
充する補充ユニットが提供され、プリンタは印字ヘッド、制御回路、および補充ユニット
と着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユニットはさらに、インク出口と、イン
クの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモ
リ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回
路がこれに質問できるようにする。
【０１３５】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れた補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがある
ノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドを使用していない場合
にノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリ
ーナとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０１３６】
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　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守ア
センブリをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを
備える。
【０１３７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジは補充ユニットと係合するインタフェースを有し、
補充ユニットはさらに、インク貯蔵区画と、カートリッジのインタフェースと係合する合
体部分とを備え、合体部分は、インタフェース上の入口ポートと接続するインク出口があ
るベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備え、
係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方向中
心線から隔置される。
【０１３８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジはインク補充ユニットと係合するインタフェースを
有し、インク貯蔵区画が管状可撓性壁によって部分的に画定され、所定の量だけ可撓性管
状壁を収縮させる収縮機構を備え、インク補充ユニットはさらに、カートリッジのインタ
フェースと係合する合体部分を備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続す
るインク出口と、インク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機構を起動し、
インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮
アクチュエータとを有する。
【０１３９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジはインク補充ユニットと係合するインタフェースを
有し、インク補充ユニットは、インタフェース内の相補的なインク入口と係合するインク
出口と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込み
の横方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口
によって画定された形状に合わせて調節される。
【０１４０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、補充ユニットは、カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出
口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表
示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０１４１】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、内部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルが
ある外部外被と、インクカートリッジを支持するために外部外被内に収容された架台とを
備え、架台は、インクカートリッジの挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶
番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネル
が両方とも同じ方向に開放する。
【０１４２】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズル
に転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データ
を印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって
印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置
または取り外し時にはバイアス付与された係合から解放される。
【０１４３】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリはインクジェット
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プリンタに組み込まれ、これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズル
に転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データ
を印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを
備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材
が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応
接点が動作して係合し、カバー部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点
が係合解除する。
【０１４４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、インクを各インク
区画から印字ヘッドへと供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つま
たは複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備える。
【０１４５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれた補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し、架
台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェ
ースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように
構成される。
【０１４６】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、リソグラフィ
でマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘ
ッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字
ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集
積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０１４７】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリは、基板上に形成
されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのイン
ク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッ
ド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送
り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超え
る厚さである。
【０１４８】
　第６の態様では、本発明はインクジェットプリンタのインクカートリッジを提供し、カ
ートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するために可撓性壁構成によって接続さ
れた対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにイン
クを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が変位可能で、バイア
ス付与され、可変インク貯蔵ボリュームを拡張させて、ノズルからの不注意なインク漏れ
を回避するためにインク貯蔵区画内に負圧を生成する。
【０１４９】
　２つの剛性壁の間に可撓性壁があるインク貯蔵区画は、規定の負圧でインクを貯蔵する
可変インクボリュームを提供するのに、特に適切である。１つの壁が、必要な入口および
出口弁を収容することができ、第２は可動性で第１から離れるようにバイアス付与するこ
とができる。プレートにバイアス力を加えることにより、インク貯蔵ボリューム内に所望
の負圧を提供するために必要なバイアス力を決定するのが単純なことになる。基本的な「
アコーディオン」構造は多くの形状を採用し、効率的なインク使用のためにほぼゼロのボ
リュームまで圧潰することができる。
【０１５０】
　幾つかの実施形態では、壁区間の１つがカートリッジ内に固定され、インク補充ユニッ
トに接続する入口弁、およびインク送りシステムに接続する出口弁を有する。任意選択で
、変位可能な壁区間は、定荷重ばねでバイアス付与される。任意選択で、入口および出口
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弁は、インク補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、インク補充ユニットによって
個々に開閉するように構成される。任意選択で、入口および出口弁は、補充ユニットがイ
ンク貯蔵区画と係合すると、入口弁が開放する前に出口弁が閉鎖するように構成される。
【０１５１】
　任意選択で、壁区間の１つがカートリッジ内に固定され、インク補充ユニットと接続す
る入口弁、およびインク送りシステムに接続する出口弁を有する。
【０１５２】
　任意選択で、変位可能な壁区間は、定荷重ばねでバイアス付与される。
【０１５３】
　任意選択で、入口および出口弁は、インク補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると
、インク補充ユニットによって個々に開閉するように構成される。
【０１５４】
　任意選択で、入口および出口弁は、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、入口
弁が開放する前に出口弁が閉鎖するように構成される。
【０１５５】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームお
よび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、
自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０１５６】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、負圧がかかったインク貯蔵区画は、イン
ク貯蔵区画を補充するために補充ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェ
ースは閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを
含む本体と、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯
蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁
を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０１５７】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、負圧がかかったインク貯蔵区画は、イン
ク貯蔵区画を補充するためにインク補充ユニットを受け取るインタフェースを有し、イン
タフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、これは両方ともインク貯蔵区画と
流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口および弁アクチ
ュエータ構成を有する合体部分とを備え、合体部分は、使用中に、インク貯蔵区画内の負
圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフェースと着脱
式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０１５８】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、負圧がかかったインク貯蔵区画は、常時
開出口弁を介して補充ユニットによって補充されるように配置構成され、補充ユニットは
、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、補充ユ
ニットがインク貯蔵区画と係合したら出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを備える
。
【０１５９】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は補充ユニットで補充さ
れるように配置構成され、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と
、再加圧構成とを備え、これにより、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力
が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画
に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補
充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、インク貯蔵区画の内側に押下された部
分を解放して、負圧が再確立される。
【０１６０】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は、インク貯蔵区画を補
充するために補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有し、インタフェースは
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、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットは
、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合し
た場合に、弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所定
のシーケンスで弁を起動する。
【０１６１】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらにカートリッジを補充するた
めに補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを備え、インクジェットプリンタは
印字ヘッド、制御回路および補充ユニットを組み込み、補充ユニットは、ある量のインク
を含む本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメ
モリ回路とを備え、これは使用中に、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であるこ
とを検証するために制御回路がこれに質問できるようにする。
【０１６２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクジェット印字ヘッドの印字ヘッド
保守アセンブリを組み込むカートリッジが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成された
ノズルのアレイがあるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッド
を使用していない場合にノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合
し、ノズルを拭くクリーナとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位
置決めされる。
【０１６３】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのア
レイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守アセンブ
リをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを備える
。
【０１６４】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらにカートリッジに補給するイ
ンク補充ユニットと係合するインタフェースを備え、インク補充ユニットは、インク貯蔵
区画と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、イン
タフェース上の入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、
インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方
向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０１６５】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらにカートリッジに補給するイ
ンク補充ユニットと係合するインタフェースを備え、インク貯蔵区画が管状可撓性壁によ
って部分的に画定され、カートリッジはさらに、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮させる
収縮機構を備え、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、カートリッジの
インタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェースの入口ポート
と接続するインク出口と、インク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機構を
起動し、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放する複
数の収縮アクチュエータとを有する。
【０１６６】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらに補充ユニットと、カートリ
ッジに補給するためにインク補充ユニットと係合するインタフェースとを備え、インク補
充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェース内の相補的なインク入口と
係合するインク出口と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みと
を備え、差込みの横方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証
するために、口によって画定された形状に合わせて調節される。
【０１６７】
　さらなる態様では、カートリッジに補給するためにインク補充ユニットと係合可能なカ
ートリッジが提供され、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、カートリッジの相
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補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量の
インクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０１６８】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、内部にアク
セスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持
するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入お
よび取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線と
パネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０１６９】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペ
ージ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選
択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与
されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与された係
合から解放される。
【０１７０】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペ
ージ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開
位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか
、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉
位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が開位置
へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０１７１】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらに、各インク区画から印字ヘ
ッドへとインクを供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複
数の保守機能を実行する保守ステーションとを備える。
【０１７２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内にて架台で保持するように配置構成され
たカートリッジが提供され、架台は、それぞれが貯蔵区画に対応する複数のインタフェー
スを備え、各インタフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユ
ニットを受け取るように構成される。
【０１７３】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、プリンタは印字ヘッドを組み込み、これ
は、リソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に
形成された印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路
支持構造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構
造と印字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０１７４】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、プリンタは印字ヘッドを組み込み、これ
は、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少な
くとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送
り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出
ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２
５ミクロンを超える厚さである。
【０１７５】
　第７の態様では、本発明はインタフェースがあるインク貯蔵区画を補充する補充ユニッ
トを提供し、これは、補充ユニットと着脱式に係合するためのものであり、インタフェー
スは弁を有し、さらに、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御するため
のものであり、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニ
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ットがインタフェースと係合した場合に、弁を起動する弁アクチュエータとを備え、した
がって、弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０１７６】
　弁を所定のシーケンスで起動すると、補充流量を制御することができ、補充プロセスに
影響するか、補充プロセスから影響を受けるような印字ヘッドへのインク送りシステムの
他の部分を隔離することができる。例えば、印字ヘッドからのインク漏れを防止するため
に、インク貯蔵区画を負圧に維持すると有用である。しかし、補充プロセス中に、印字ヘ
ッドへの出口弁が事前に閉鎖されていないと、負圧が一時的に除去され、インク漏れが生
じることがある。
【０１７７】
　幾つかの実施形態では、インタフェースは、補充部の出口に接続する常時閉入口弁、お
よびインクジェット印字ヘッドに接続する常時開インク出口弁を有し、使用中に、入口弁
が開放する前に弁アクチュエータが出口弁を閉鎖する。任意選択で、使用中に、補充部の
出口が入口弁との密封接続を有するまで、インク貯蔵区画がインクを負圧に維持し、弁ア
クチュエータが入口弁を起動しない。任意選択で、弁アクチュエータは入口弁アクチュエ
ータおよび出口弁アクチュエータを備え、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエ
ータは両方とも、全ての横方向に頑丈な曲げ抵抗があるようにトライスター断面の差込み
状突起である。任意選択で、トライスターの断面は、補充部が正確なインク貯蔵区画と一
致するのを保証するために、インタフェースの対応する形状の口に合わせて調節されるよ
うに構成される。
【０１７８】
　任意選択で、インタフェースは補充部の出口と接続する常時閉入口弁、およびインクジ
ェット印字ヘッドと接続する常時開インク出口弁を有し、使用中に弁アクチュエータは、
入口弁が開放する前に出口弁を閉鎖する。
【０１７９】
　任意選択で、使用中に、補充部の出口が入口弁との密封接続を有するまで、インク貯蔵
区画がインクを負圧に維持し、弁アクチュエータが入口弁を起動しない。
【０１８０】
　任意選択で、弁アクチュエータは入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータを
備え、入口弁アクチュエータおよび出口弁アクチュエータは両方とも、全ての横方向に頑
丈な曲げ抵抗があるようにトライスター断面の差込み状突起である。
【０１８１】
　任意選択で、トライスターの断面は、補充部が正確なインク貯蔵区画と一致するのを保
証するために、インタフェースの対応する形状の口に合わせて調節されるように構成され
る。
【０１８２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれた補
充ユニットが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画と、インク排出ノズル
のアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続するインク送りシステムとを備え、インク貯
蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて
可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノ
ズルから不注意で漏れない。
【０１８３】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画がインクを印字ヘッドア
センブリに供給し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補
充ユニットはさらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクが
インク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合する
と入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０１８４】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インタフェースは常時閉入口弁および常
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時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットはさらに、イン
ク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分を備え、これは使用中に、インク貯
蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフ
ェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０１８５】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画がインクを印字ヘッドア
センブリに供給し、補充ユニットは、常時開出口弁を介してインク貯蔵区画とインタフェ
ースをとり、補充ユニットがさらに、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁
を閉鎖する出口弁アクチュエータを備える。
【０１８６】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画が、ノズルのアレイがあ
る印字ヘッドアセンブリに供給し、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズ
ルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットはさらに再加圧構成を備え、補充ユ
ニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からの
インクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユ
ニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除す
ると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧が再確立さ
れる。
【０１８７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれる補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、可変貯蔵ボリュームを画定するように可撓性壁構成によ
って接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘ
ッドにインクを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズル
からの不注意のインク漏れを回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように
可変インク貯蔵ボリュームを拡張するために変位可能で、バイアス付与される。
【０１８８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補
充する補充ユニットが提供され、プリンタはさらに印字ヘッド、制御回路および補充ユニ
ットに着脱式に係合するインタフェースを有し、補充ユニットはさらに、インク出口と、
インクの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、
メモリ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制
御回路がこれに質問できるようにする。
【０１８９】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れた補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがある
ノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドを使用していない場合
にノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリ
ーナとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０１９０】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドアセンブリがインクジェット
プリンタに組み込まれ、これは、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守ア
センブリをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを
備える。
【０１９１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インク補充ユニットはさらに、インク貯蔵区画と、カートリッジのイン
タフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェース上の入口ポートと
接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着脱式に係
合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成され、イン
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ク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０１９２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インク貯蔵区画が管状可撓性壁によって部分的に画定され、所定の量だ
け可撓性管状壁を収縮させる収縮機構を有し、インク補充ユニットはさらに、カートリッ
ジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合体部分は、インタフェースの入口ポー
トと接続するインク出口と、インク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機構
を起動し、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放する
複数の収縮アクチュエータとを有する。
【０１９３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インクカートリッジは、インク補充ユニットと係合するインタフェース
を有し、インク補充ユニットは、インタフェース内の相補的なインク入口と係合するイン
ク出口と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込
みの横方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、
口によって画定された形状に合わせて調節される。
【０１９４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する補充ユニ
ットが提供され、インク補充ユニットは、カートリッジの相補的インク入口と係合するイ
ンク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視
覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０１９５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれる補充ユニットが提供され、
これは、内部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インク
カートリッジを支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカ
ートリッジの挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有
し、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開
放する。
【０１９６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれた補充ユニットが提供され、
これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接
点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給
する対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接
点とがバイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバ
イアス付与された係合から解放される。
【０１９７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれた補充ユニットが提供され、
これは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接
点がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給
する対応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字
ヘッドを設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したが
ってカバー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、
カバー部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０１９８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、カートリッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、インク区画または
各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと
係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備える。
【０１９９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持するために
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架台に組み込まれた補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有
し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各イン
タフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取る
ように構成される。
【０２００】
　さらなる態様では、印字ヘッドにインクを補給する補充ユニットが提供され、これは、
リソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成
された印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持
構造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と
印字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０２０１】
　さらなる態様では、印字ヘッドにインクを補給する補充ユニットが提供され、これは、
基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくと
も１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導
管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズ
ルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミ
クロンを超える厚さである。
【０２０２】
　第８の態様では、本発明はインクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッ
ジを補充する補充ユニットを提供し、プリンタは印字ヘッド、制御回路、および補充ユニ
ットと着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む
本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回
路とを備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切である
ことを検証するために制御回路がこれに質問できるようにする。
【０２０３】
　インクに関する情報を集積回路のメモリに組み込むことにより、補充ユニットはプリン
タ内の制御回路でインクを直接検証し、あらゆる範囲の使用者エラーを除去する。また、
これは印字ヘッドの使用寿命を延長することができる。
【０２０４】
　幾つかの実施形態では、情報はインクのタイプおよび色を含む。任意選択で、情報は補
充ユニット中のインクの体積を含む。任意選択で、制御回路は、メモリ回路に記憶された
情報に応答して印字ヘッドの動作を変更する。任意選択で、変更された動作は、印字ヘッ
ドの最大印字速度の調節である。
【０２０５】
　任意選択で、情報はインクのタイプおよび色を含む。
【０２０６】
　任意選択で、情報は補充ユニット中のインクの体積を含む。
【０２０７】
　任意選択で、制御回路は、メモリ回路に記憶された情報に応答して印字ヘッドの動作を
変更する。
【０２０８】
　任意選択で、変更された動作は、印字ヘッドの最大印字速度の調節である。
【０２０９】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区
画と、インク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッドに接続するインク送りシステムとを
備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイ
アス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインク
はインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０２１０】
　さらなる態様では、インクを印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補
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充する補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は、補充ユニットを受け取るインタフェ
ースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニ
ットはさらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク
貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口
弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０２１１】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、インクを印字ヘ
ッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画と、補充ユニットを受け取るインタフェー
スとを有し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク
貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットはさらに、インク出口および弁アクチュエータ構成
を有する合体部分を備え、これは使用中に、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッ
ジが本体からのインクで充填されるように、合体部分がインタフェースと着脱式に係合し
て、入口および出口弁を起動する。
【０２１２】
　さらなる態様では、常時開出口弁を介してインクを印字ヘッドに供給する負圧がかかっ
たインク貯蔵区画を補充する補充ユニットが提供され、補充ユニットはさらに、インク貯
蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口
弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを備える。
【０２１３】
　さらなる態様では、ノズルのアレイを有する印字ヘッドに供給するインク貯蔵区画を補
充する補充ユニットが提供され、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズル
からの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットはさらに再加圧構成を備え、補充ユニ
ットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのイ
ンクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニ
ットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除する
と、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧が再確立され
る。
【０２１４】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュ
ームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯
蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムとを
備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するために、イ
ンク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボリュームを拡張するために変位
可能で、バイアス付与される。
【０２１５】
　さらなる態様では、補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有するインク貯
蔵区画を補充する補充ユニットが提供され、インタフェースは貯蔵区画へ、および貯蔵区
画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットはさらに、補充ユニットがイン
タフェースと係合すると弁を起動する弁アクチュエータを備え、したがって弁アクチュエ
ータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０２１６】
　さらなる態様では、印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込まれた補充ユニッ
トが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがあるノズルプレート
を有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドを使用していない場合にノズルのアレ
イを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリーナとを備え、
クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０２１７】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのア
レイから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守アセンブ
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リをキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを備える
。
【０２１８】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、補充ユニットと
係合するインタフェースを有し、補充ユニットはさらに、インク貯蔵区画と、カートリッ
ジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェース上の入口
ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着
脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成さ
れ、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０２１９】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、補充ユニットと
係合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画と
、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮させる収縮機構とを有し、補充ユニットはさらに、カ
ートリッジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合体部分は、インタフェースの
入口ポートと接続するインク出口と、インク補充ユニットがインタフェースと係合すると
収縮機構を起動し、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を
解放する複数の収縮アクチュエータとを有する。
【０２２０】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、補充ユニットと
係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、インタフェース内の相補的なイ
ンク入口と係合するインク出口と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在す
る差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致す
るのを保証するために、口によって画定された形状に合わせて調節される。
【０２２１】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インク出口はカートリッジの相補的イン
ク入口と係合し、補充ユニットはさらに、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量の
インクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータを備える。
【０２２２】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、内部にアク
セスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持
するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入お
よび取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線と
パネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０２２３】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペ
ージ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選
択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与
されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与された係
合から解放される。
【０２２４】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペ
ージ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開
位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか
、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉
位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が開位置
へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０２２５】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、カートリッジは、少なくとも１つのイン
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ク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給するインク送りシステムと
、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備
える。
【０２２６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持するために
架台に組み込まれた補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有
し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各イン
タフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取る
ように構成される。
【０２２７】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、リソグラフィでマスキン
グしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘッド集積回
路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字ヘッド集積
回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集積回路の間
にあるポリマー密封膜とを備える。
【０２２８】
　さらなる態様では、補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成されたイン
ク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのインク貯蔵区画
との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッド集積回路
との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送り導管と流
体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さであ
る。
【０２２９】
　第９の態様では、本発明はインクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリを提
供し、印字ヘッドは、自身内に形成したノズルのアレイがあるノズルプレートを有し、印
字ヘッドアセンブリは、印字ヘッドを使用していない場合にノズルのアレイを覆うキャッ
プ締め機と、ノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリーナとを備え、クリーナはキャ
ップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０２３０】
　キャップ締め機内にクリーナを収容すると、優美にコンパクトな設計が提供される。さ
らに、クリーナ材料は一般的に、インクを吸収して湿るので、ノズルの乾燥を回避するた
めにキャップ締め機内の湿った環境を維持するのに役立てることができる。言うまでもな
く、クリーナ材料は、その目的のために意図的に湿った状態に維持してもよい。
【０２３１】
　幾つかの実施形態では、キャップ締め機とクリーナは両方とも、ノズルプレートに対し
て独立して動作可能である。任意選択で、キャップ締め機がノズルプレートに対して直角
に動作可能である一方、クリーナはノズルプレートに平行、さらに直角の動作に制限され
た動作を有することができるように、クリーナがキャップ締め機に弾力的に装着される。
任意選択で、キャップ締め機およびクリーナは、１つのモータドライブによって起動され
る。任意選択で、モータドライブは別個のカムシャフトを介してキャップ締め機およびク
リーナを起動する。
【０２３２】
　任意選択で、キャップ締め機とクリーナは両方とも、ノズルプレートに対して独立して
動作可能である。
【０２３３】
　任意選択で、キャップ締め機がノズルプレートに対して直角に動作可能である一方、ク
リーナはノズルプレートに平行、さらに直角の動作に制限された動作を有することができ
るように、クリーナがキャップ締め機に弾力的に装着される。
【０２３４】
　任意選択で、キャップ締め機およびクリーナは、１つのモータドライブによって起動さ
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れる。
【０２３５】
　任意選択で、モータドライブは別個のカムシャフトを介してキャップ締め機およびクリ
ーナを起動する。
【０２３６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれたア
センブリが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画と、印字ヘッドアセンブ
リに接続するインク送りシステムとを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび
変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身
内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０２３７】
　さらなる態様では、インクを印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補
充するために補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、インク貯蔵区画は、補充
ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与
された入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェースと
着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、
補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエー
タとを備える。
【０２３８】
　さらなる態様では、インクカートリッジの補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供
され、インクカートリッジは、インクを印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵
区画と、補充ユニットを受け取るインタフェースとを有し、インタフェースは常時閉入口
弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットは、
ある量のインクを含む本体と、インク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分
とを備え、使用中に、合体部分は、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体
からのインクで充填されるように、インタフェースと着脱式に係合して、入口および出口
弁を起動する。
【０２３９】
　さらなる態様では、常時開出口弁を介してインクを印字ヘッドに供給する負圧がかかっ
たインク貯蔵区画を補充するために補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、補
充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構
成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエー
タを備える。
【０２４０】
　さらなる態様では、印字ヘッドに供給するインク貯蔵区画を補充するために補充ユニッ
トを組み込んだアセンブリが提供され、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、
ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体
と、インク出口と、再加圧構成を備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧
力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区
画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に
補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側
に押下された部分を解放して、負圧が再確立される。
【０２４１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれたアセ
ンブリが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するように可撓性
壁構成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、印字ヘッドにイン
クを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注
意のインク漏れを回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク
貯蔵ボリュームを拡張するために変位可能で、バイアス付与される。
【０２４２】
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　さらなる態様では、補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースがあるインク貯蔵
区画を補充するために補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、インタフェース
は貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットは
、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合す
ると弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所定のシー
ケンスで弁を起動する。
【０２４３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジに補
充するために補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、プリンタは印字ヘッド、
制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユニット
は、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関す
る情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中のイン
クがプリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに質問できるようにする
。
【０２４４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれたアセンブリが提供され、こ
れは、印字ヘッドと、アセンブリがノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルの
アレイから隔置されたキャップなし位置との間で保守センブリを動作させる電動ドライブ
とを備える。
【０２４５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するためにイ
ンク補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、インクカートリッジは、インク補
充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と
、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェ
ース上の入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタ
フェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心
線上に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０２４６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するためにイ
ンク補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、インクカートリッジは、インク補
充ユニットと係合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたイン
ク貯蔵区画と、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮させる収縮機構とを有し、インク補充ユ
ニットは、ある量のインクを含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合する合体
部分とを備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口と、イン
ク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機構を起動し、インク補充ユニットが
インタフェースから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータとを有
する。
【０２４７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するためにイ
ンク補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、インクカートリッジは、インク補
充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを
含む本体と、インタフェース内の相補的なインク入口と係合するインク出口と、インタフ
ェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、
インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定され
た形状に合わせて調節される。
【０２４８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに補給するためにイ
ンク補充ユニットを組み込んだアセンブリが提供され、インク補充ユニットは、インクを
含む本体と、カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットか
らカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的イ
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ンジケータとを備える。
【０２４９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれたアセンブリが提供され、こ
れは、内部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカ
ートリッジを支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカー
トリッジの挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し
、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放
する。
【０２５０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれたアセンブリが提供され、こ
れは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点
がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給す
る対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点
とがバイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイ
アス付与された係合から解放される。
【０２５１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれたアセンブリが提供され、こ
れは、ノズルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点
がある交換式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給す
る対応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘ
ッドを設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがっ
てカバー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カ
バー部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０２５２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれたアセンブリ
が提供され、カートリッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印
字ヘッドへとインクを供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つまた
は複数の保守機能を実行する保守ステーションとを備える。
【０２５３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持するために
架台に組み込まれたアセンブリが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し
、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタ
フェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るよ
うに構成される。
【０２５４】
　さらなる態様では、アセンブリが提供され、印字ヘッドは、リソグラフィでマスキング
したエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘッド集積回路
と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字ヘッド集積回
路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集積回路の間に
あるポリマー密封膜とを備える。
【０２５５】
　さらなる態様では、アセンブリが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成されたインク
排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのインク貯蔵区画と
の流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッド集積回路と
の間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送り導管と流体
連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さである
。
【０２５６】
　第１０の態様では、本発明はインクジェットプリンタを提供し、これは、ノズルのアレ
イがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのアレ



(37) JP 2009-262566 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

イから隔置されたキャップなし位置との間で移動する保守アセンブリと、保守アセンブリ
をキャップ付き位置とキャップなし位置との間で移動させる電動式ドライブとを備え、保
守アセンブリは、アレイを覆うキャップ締め機と、アレイを拭くクリーナとを有し、した
がって電動ドライブは、キャップ締め機に対してクリーナを動作させるためにカムシャフ
ト構成を使用する。
【０２５７】
　印字ヘッドは、キャップ締め機とクリーナの両方を起動するために１つのモータを使用
して、コンパクトな設計を提供し、プリンタ内の電気システムを単純化する。
【０２５８】
　幾つかの実施形態では、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされ
る。任意選択で、キャップ締め機とクリーナは両方とも、ノズルのアレイに対して独立し
て動作可能である。任意選択で、クリーナは、保守アセンブリがキャップ付き位置からキ
ャップなし位置へ動作すると、ノズルを拭く。任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字
ヘッドであり、ノズルのアレイは細長く、クリーナは同様に細長く、電動ドライブはノズ
ルに対して長手方向にクリーナを拭く。
【０２５９】
　任意選択で、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０２６０】
　任意選択で、キャップ締め機とクリーナは両方とも、ノズルのアレイに対して独立して
動作可能である。
【０２６１】
　任意選択で、クリーナは、保守アセンブリがキャップ付き位置からキャップなし位置へ
動作すると、ノズルを拭く。
【０２６２】
　任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字ヘッドであり、ノズルのアレイは細長く、
クリーナは同様に細長く、電動ドライブはノズルに対して長手方向にクリーナを拭く。
【０２６３】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、インク貯蔵区画、および印字
ヘッドに接続するインク送りシステムを備えるカートリッジユニットを備え、インク貯蔵
区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて可
変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノズ
ルから不注意で漏れない。
【０２６４】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、インクを印字ヘッドに供給す
る負圧がかかったインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを備え、インク貯蔵区画は、補
充ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付
与された入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェース
と着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するように
、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエ
ータとを備える。
【０２６５】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、インクカートリッジのインク
補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インクを印字ヘッドに供給する負圧がかか
ったインク貯蔵区画と、補充ユニットを受け取るインタフェースとを有し、インタフェー
スは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補
充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口および弁アクチュエータ構成を
有する合体部分とを備え、使用中に、合体部分は、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカー
トリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフェースと着脱式に係合して、
入口および出口弁を起動する。
【０２６６】
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　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、常時開出口弁を介してインク
を印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを備え、
補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合
構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエ
ータとを備える。
【０２６７】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、印字ヘッドに供給するインク
貯蔵区画を補充する補充ユニットを備え、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて
、ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本
体と、インク出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると
、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯
蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その
後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の
内側に押下された部分を解放して、負圧が再確立される。
【０２６８】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、インクカートリッジを備え、
これは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対
向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供
給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のイ
ンク漏れを回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボ
リュームを拡張するために変位可能で、バイアス付与される。
【０２６９】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、補充ユニットと着脱式に係合
するインタフェースがあるインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを備え、インタフェー
スは貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニット
は、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合
すると弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所定のシ
ーケンスで弁を起動する。
【０２７０】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、プリンタの一部を形成するイ
ンクカートリッジに補充する補充ユニットを備え、プリンタは制御回路、および補充ユニ
ットと着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む
本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回
路とを備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切である
ことを検証するために制御回路がこれに質問できるようにする。
【０２７１】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、印字ヘッドの印字ヘッド保守
アセンブリを備え、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがあるノズルプレ
ートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない場合に、ノズルの
アレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを拭き取るクリーナ
とを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０２７２】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、プリンタのインクカートリッ
ジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インク補充ユニットと
係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カートリッ
ジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェース上の入口
ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着
脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成さ
れ、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０２７３】
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　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、プリンタのインクカートリッ
ジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インク補充部と係合す
るインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画と、所定
の量だけ可撓性管状壁を収縮させる収縮機構とを有し、インク補充ユニットは、ある量の
インクを含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体
部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口と、インク補充ユニットがイ
ンタフェースと係合すると収縮機構を起動し、インク補充ユニットがインタフェースから
係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータとを有する。
【０２７４】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、プリンタのインクカートリッ
ジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インク補充ユニットと
係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、
インタフェース内の相補的なインク入口と係合するインク出口と、インタフェースの口に
挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補充部
がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定された形状に合わ
せて調節される。
【０２７５】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、プリンタのインクカートリッ
ジに補給するインク補充ユニットを備え、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、
カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッ
ジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータと
を備える。
【０２７６】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、内部にアクセスするために蝶
番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持するために外部外
被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入および取り外しを可
能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線
が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０２７７】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、ノズルのアレイ、および動力
および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッド
と、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択的バイアス付与
機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与されて、印刷中に
係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与された係合から解放される
。
【０２７８】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、ノズルのアレイ、および動力
および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印字ヘッド
と、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開位置と閉位置の間
で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか、取り外すことが
でき、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉位置へと動作する
と、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が開位置へと動作すると、
印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０２７９】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらにカートリッジを備え、これは、
少なくとも１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給する
インク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保
守ステーションとを備える。
【０２８０】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、これはさらに、プリンタ内でインクカートリ
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ッジを保持する架台を備え、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し、架台は、それ
ぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェースは、対
応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように構成される
。
【０２８１】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、印字ヘッドは、リソグラフィでマスキングし
たエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘッド集積回路と
、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字ヘッド集積回路
を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集積回路の間にあ
るポリマー密封膜とを備える。
【０２８２】
　さらなる態様では、プリンタが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成されたインク排
出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのインク貯蔵区画との
流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッド集積回路との
間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送り導管と流体連
絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さである。
【０２８３】
　第１１の態様では、本発明はインクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する
インク補充ユニットを提供し、インクカートリッジは、インク補充ユニットと係合するイ
ンタフェースを有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カートリッジのインタ
フェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続
するためにインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着脱式に
係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成され、イ
ンク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０２８４】
　インク出口をベースプレートの中心線から片寄ると、カートリッジと係合するための補
充部の正確な方向について、有意の視覚的インジケータを使用者に提供する。インク出口
がベースプレートの中心にある場合は、使用者が補充部を正確な方向から１８０°外して
設置しようとする可能性が大きい。インク出口は補充部のベース上の大きい形体であるの
で、これが片側に片寄ると、ベースプレート上の他の形体より大きい視覚的影響がある。
【０２８５】
　幾つかの実施形態では、インクカートリッジは、管状可撓性壁によって部分的に画定さ
れたインク貯蔵区画、および所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構を有し、合体
部分は、インク補充ユニットがインタフェースと係合すると、収縮機構を起動し、インク
補充ユニットがインタフェースから係合解除すると、収縮機構を解放する複数の収縮器ア
クチュエータを有する。任意選択で、ベースプレートは、インタフェースの口に挿入する
ために自身から突出する差込みを有し、差込みは、補充部がカートリッジと正確に一致す
るのを保証するために、口の形状に合わせて調節された断面を有する。任意選択で、差込
みはトライスターの断面を有する。任意選択で、差込みは、補充部がインタフェースと係
合すると、カートリッジ内の弁を起動する。
【０２８６】
　任意選択で、インクカートリッジは、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク
貯蔵区画、および所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構を有し、合体部分は、イ
ンク補充ユニットがインタフェースと係合すると、収縮機構を起動し、インク補充ユニッ
トがインタフェースから係合解除すると、収縮機構を解放する複数の収縮器アクチュエー
タを有する。
【０２８７】
　任意選択で、ベースプレートは、インタフェースの口に挿入するために自身から突出す
る差込みを有し、差込みは、補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために
、口の形状に合わせて調節された断面を有する。
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【０２８８】
　任意選択で、差込みはトライスターの断面を有する。
【０２８９】
　任意選択で、差込みは、補充部がインタフェースと係合すると、カートリッジ内の弁を
起動する。
【０２９０】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、インク貯蔵区画
、およびインク排出ノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続するインク送りシ
ステムを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、こ
れはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがっ
てインクはインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０２９１】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、インクを印字ヘ
ッドアセンブリに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画を備え、インク貯蔵区画は、補
充ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付
与された入口弁を有し、補充ユニットはさらに、ある量のインクを含む本体と、本体内の
インクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと
係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０２９２】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、インクを
印字ヘッドアセンブリに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画と、補充ユニットを受け
取るインタフェースとを有し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し
、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットはさらに、ある量のインクを含む
本体と、インク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中に、
合体部分は、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填さ
れるように、インタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０２９３】
　さらなる態様では、常時開出口弁を介してインクを印字ヘッドアセンブリに供給する負
圧がかかったインク貯蔵区画を補充するインク補充ユニットが提供され、補充ユニットは
さらに、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、
補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを
備える。
【０２９４】
　さらなる態様では、ノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに供給するインク貯蔵
区画を補充するインク補充ユニットが提供され、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持
されて、ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットはさらに、ある量のイ
ンクを含む本体と、インク出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画
と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通
ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押
下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がイン
ク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧が再確立される。
【０２９５】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵
ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有するイ
ンク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステ
ムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するため
に、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボリュームを拡張するため
に変位可能で、バイアス付与される。
【０２９６】
　さらなる態様では、補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースがあるインク貯蔵
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区画を補充するインク補充ユニットが提供され、インタフェースは貯蔵区画へ、および貯
蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットはさらに、ある量のインク
を含む本体と、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合すると弁を起動する
弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動
する。
【０２９７】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジはインクジェットプ
リンタの一部を形成し、プリンタは印字ヘッド、制御回路、および補充ユニットと着脱式
に係合するインタフェースも有し、補充ユニットはさらに、ある量のインクを含む本体と
、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを
備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを
検証するために制御回路がこれに質問できるようにする。
【０２９８】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れたインク補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイ
があるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない
場合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを
拭き取るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めさ
れる。
【０２９９】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で動作する保守アセンブリと、キャッ
プ付き位置とキャップなし位置の間で保守アセンブリを動作させる電動ドライブとを備え
る。
【０３００】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、管状可撓
性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画と、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮さ
せる収縮機構とを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、カートリ
ッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、インタフェースの入口
ポートと接続するインク出口と、インク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮
機構を起動し、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放
する複数の収縮アクチュエータとを有する。
【０３０１】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、これはさらに、ある量のインクを
含む本体と、インタフェース内の相補的なインク入口と係合するインク出口と、インタフ
ェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、
インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定され
た形状に合わせて調節される。
【０３０２】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、これはさらに、インクを含む本体
と、カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカート
リッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケー
タとを備える。
【０３０３】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、内部
にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジ
を支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの
挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番
軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
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【０３０４】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイア
ス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与さ
れた係合から解放される。
【０３０５】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置
するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部
材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が
開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０３０６】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、少なくとも１つ
のインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給するインク送りシス
テムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーション
とを備える。
【０３０７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれたインク補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有
し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各イン
タフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取る
ように構成される。
【０３０８】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、プリンタは印字ヘッドを有し、こ
れは、リソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上
に形成された印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回
路支持構造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持
構造と印字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０３０９】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、プリンタは印字ヘッドを有し、こ
れは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少
なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク
送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排
出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は
２５ミクロンを超える厚さである。
【０３１０】
　第１２の態様では、本発明はインクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する
インク補充ユニットを提供し、インクカートリッジは、インク補充部と係合するインタフ
ェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画と、所定の量だけ可
撓性管状壁を収縮する収縮機構とを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む
本体と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部分は、イン
タフェースの入口ポートと接続するためにインク出口と、インク補充ユニットがインタフ
ェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェースから係合
解除すると収縮機構を解放する複数の収縮器アクチュエータとを有する。
【０３１１】
　インク貯蔵区画は、印字ヘッドからのインク漏れを回避するために負圧に維持される。
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しかし、インク補充プロセス中は、インク貯蔵ボリュームを容量まで充填すると、負圧が
除去される。インク貯蔵区画に負圧がないと、インク漏れの高い危険がある。補充部が係
合解除された直後に区画の容量をわずかに増加させることによって、負圧が再確立される
。補充中にインク貯蔵区画の一部を押下すると、その容積が減少する。しかし、補充ユニ
ットが押下部分を解放すると、容量は相応して増加し、負圧が再確立される。補充部に収
縮器機構のアクチュエータを設けることにより、補充プロセス中に収縮器機構の適用およ
び解放が常に、かつ精密に適正な時間に実行される。
【０３１２】
　幾つかの実施形態では、収縮器アクチュエータが、等辺の幾何学的形状の隅部にあるよ
うに合体部分に位置決めされる。任意選択で、収縮器アクチュエータは一般的に平坦なペ
グで、各ペグの面が正方形の対応する対角線を直角で交差するように、合体部分から延在
する。任意選択で、ペグは、個々の曲率中心が正方形の中心に近い状態で、わずかに弓形
である。任意選択で、各ペグは、対応する対角線に沿って正方形の中心に向かって延在す
るバットレス補強材を有する。
【０３１３】
　任意選択で、収縮器アクチュエータは、等辺の幾何学的形状の隅部にあるように合体部
分に位置決めされる。
【０３１４】
　任意選択で、収縮器アクチュエータは一般的に平坦なペグで、各ペグの面が正方形の対
応する対角線を直角で交差するように、合体部分から延在する。
【０３１５】
　任意選択で、ペグは、個々の曲率中心が正方形の中心に近い状態で、わずかに弓形であ
る。
【０３１６】
　任意選択で、各ペグは、対応する対角線に沿って正方形の中心に向かって延在するバッ
トレス補強材を有する。
【０３１７】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、インク排出ノズ
ルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続するインク送りシステムを備え、インク貯
蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて
可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノ
ズルから不注意で漏れない。
【０３１８】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は負圧がかけられ
、インクを印字ヘッドアセンブリに供給し、補充ユニットを受け取るインタフェースを有
し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットはさ
らに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画
と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放
する入口弁アクチュエータとを備える。
【０３１９】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は負圧がかけられ
、インクを印字ヘッドアセンブリに供給し、カートリッジは、補充ユニットを受け取るイ
ンタフェースを有し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方と
もインク貯蔵区画と流体連絡し、合体部分は弁アクチュエータ構成を有し、使用中に、合
体部分は、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填され
るように、インタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０３２０】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は負圧がかけられ
たインク貯蔵部であり、常時開出口弁を介してインクを印字ヘッドアセンブリに供給し、
補充ユニットはさらに、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、補充ユニットが
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インク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを備える。
【０３２１】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は、ノズルのアレ
イがある印字ヘッドアセンブリに供給し、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて
、ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットはさらに、インク出口と、再
加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで
、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるの
で、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがイン
ク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を
解放して、負圧が再確立される。
【０３２２】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵
ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有するイ
ンク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステ
ムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するため
に、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボリュームを拡張するため
に変位可能で、バイアス付与される。
【０３２３】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インタフェースは補充ユニットと
着脱式に係合し、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、
補充ユニットはさらに、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合すると弁を
起動する弁アクチュエータを備え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁
を起動する。
【０３２４】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、印字ヘッ
ド、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有するインクジ
ェットプリンタの一部を形成し、補充ユニットはさらに、インク出口と、インクの少なく
とも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、
補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに
質問できるようにする。
【０３２５】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れたインク補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイ
があるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない
場合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを
拭き取るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めさ
れる。
【０３２６】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で動作する保守アセンブリと、キャッ
プ付き位置とキャップなし位置の間で保守アセンブリを動作させる電動ドライブとを備え
る。
【０３２７】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、補充ユニットはさらに、インク貯
蔵区画を備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口があるベ
ースプレートを有し、補充ユニットはさらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構
成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成され、インク出口の中心
線は横方向中心線から隔置される。
【０３２８】
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　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、これはさらに、インタフェース内
の相補的なインク入口と係合するインク出口と、インタフェースの口に挿入するために本
体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補充部がカートリッジと
正確に一致するのを保証するために、口によって画定された形状に合わせて調節される。
【０３２９】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、これはさらに、カートリッジの相
補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量の
インクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０３３０】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、内部
にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジ
を支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの
挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番
軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０３３１】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイア
ス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与さ
れた係合から解放される。
【０３３２】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置
するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部
材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が
開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０３３３】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、少なくとも１つ
のインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給するインク送りシス
テムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーション
とを備える。
【０３３４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれたインク補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有
し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各イン
タフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取る
ように構成される。
【０３３５】
　さらなる態様では、印字ヘッドを補充するインク補充ユニットが提供され、これは、リ
ソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成さ
れた印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構
造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印
字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０３３６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの印字ヘッドを補充するインク補充ユニッ
トが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印
字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のイ
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ンク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを
備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを
有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さである。
【０３３７】
　第１３の態様では、本発明はインクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する
インク補充ユニットを提供し、インクカートリッジは、インク補充部と係合するインタフ
ェースを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェースの
インク入口と係合するインク出口とを備え、インク補充ユニットの形体とインタフェース
の形体とが、インク補充ユニットがインタフェースと係合した場合に、相互に合わせて調
整した接続部を有する１対の相補的形体を形成する。
【０３３８】
　幾つかの実施形態では、１対の相補的形体は、インタフェースの口に挿入するために本
体から延在する差込みを備え、差込みの横方向断面は、口によって画定された形状に合わ
せて調整される。任意選択で、ベースプレートは、インタフェースの口に挿入するために
、自身から突出する差込みを有し、差込みは、補充部がカートリッジに正確に一致するこ
とを保証するために、口の形状に合わせて調整された断面を有する。任意選択で、差込み
はトライスターの断面を有する。任意選択で、差込みは、補充部がインタフェースと係合
するとカートリッジの弁を起動する。
【０３３９】
　任意選択で、１対の相補的形体は、インタフェースの口に挿入するために本体から延在
する差込みを備え、差込みの横方向断面は、口によって画定された形状に合わせて調整さ
れる。
【０３４０】
　任意選択で、差込みはトライスターの断面を有する。
【０３４１】
　任意選択で、差込みはテーパ状である。
【０３４２】
　任意選択で、差込みは、補充部がインタフェースと係合するとカートリッジの弁を起動
する。
【０３４３】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、インク排出ノズ
ルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続するインク送りシステムを備え、インク貯
蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて
可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノ
ズルから不注意で漏れない。
【０３４４】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は負圧がかけられ
、インクを印字ヘッドアセンブリに供給し、補充ユニットを受け取るインタフェースを有
し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットはさ
らに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画
と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放
する入口弁アクチュエータとを備える。
【０３４５】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は負圧がかけられ
、インクを印字ヘッドアセンブリに供給し、カートリッジは、補充ユニットを受け取るイ
ンタフェースを有し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方と
もインク貯蔵区画と流体連絡し、合体部分はインク出口および弁アクチュエータ構成を有
し、使用中に、合体部分は、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からの
インクで充填されるように、インタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起
動する。
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【０３４６】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は負圧がかけられ
たインク貯蔵部であり、常時開出口弁を介してインクを印字ヘッドアセンブリに供給し、
補充ユニットはさらに、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、補充ユニットが
インク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを備える。
【０３４７】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は、ノズルのアレ
イがある印字ヘッドアセンブリに供給し、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて
、ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットはさらに、インク出口と、再
加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで
、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるの
で、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがイン
ク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を
解放して、負圧が再確立される。
【０３４８】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵
ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有するイ
ンク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステ
ムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するため
に、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボリュームを拡張するため
に変位可能で、バイアス付与される。
【０３４９】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インタフェースは補充ユニットと
着脱式に係合し、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、
補充ユニットはさらに、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合すると弁を
起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで
弁を起動する。
【０３５０】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、印字ヘッ
ド、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有するインクジ
ェットプリンタの一部を形成し、補充ユニットはさらに、インク出口と、インクの少なく
とも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、
補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに
質問できるようにする。
【０３５１】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れたインク補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイ
があるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない
場合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを
拭き取るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めさ
れる。
【０３５２】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で動作する保守アセンブリと、キャッ
プ付き位置とキャップなし位置の間で保守アセンブリを動作させる電動ドライブとを備え
る。
【０３５３】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、これはさらに、インク貯蔵区画と
、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、、合体部分は、インタフ
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ェースのインク入口と接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタ
フェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心
線上に形成され、インク出口の中心線は横方向中心線から隔置される。
【０３５４】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、これはさらに、カートリッジ内の
相補的なインク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の
量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０３５５】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、内部
にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジ
を支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの
挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番
軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０３５６】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイア
ス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与さ
れた係合から解放される。
【０３５７】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置
するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部
材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が
開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０３５８】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、少なくとも１つ
のインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給するインク送りシス
テムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーション
とを備える。
【０３５９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれたインク補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有
し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各イン
タフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取る
ように構成される。
【０３６０】
　さらなる態様では、印字ヘッドを補充するインク補充ユニットが提供され、これは、リ
ソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成さ
れた印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構
造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印
字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０３６１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの印字ヘッドを補充するインク補充ユニッ
トが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印
字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のイ
ンク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを
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備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを
有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さである。
【０３６２】
　第１４の態様では、本発明はインクジェットプリンタのインクカートリッジに補給する
インク補充ユニットを提供し、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、カートリッ
ジの相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定
の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０３６３】
　これを使用して、使用者が新しい補充部を獲得できるように、補充部が間もなく空にな
ることを警告するか、補充部が完全に空になり、カートリッジから外さなければならない
、または実際に補充部が満杯であることを警告することができる。補充ユニットだけでは
なく、カートリッジ内のインクのレベルを指示するために、同様のインクレベルインジケ
ータを使用可能であることが理解される。
【０３６４】
　幾つかの実施形態では、本体はインクを貯蔵する可撓性袋を有し、視覚的インジケータ
は、可撓性袋に固定され、本体の剛性部分上に滑動自在に保持された可撓性材料の細片で
あり、したがってインクを使用するにつれて可撓性袋が圧潰すると、細片が本体の剛性部
分に対して滑動する。任意選択で、視覚的表示は、本体の剛性部分上のある点を越えて滑
動するので、細片の異なる色の部分である。任意選択で、細片の両端は可撓性袋に固定さ
れて、本体の剛性部分にある窓を越えて滑動するように保持され、したがって視覚的表示
が窓に現れる異なる色の部分である。任意選択で、視覚的表示は、補充ユニットが空であ
ることの表示である。
【０３６５】
　任意選択で、本体はインクを貯蔵する可撓性袋を有し、視覚的インジケータは、可撓性
袋に固定され、本体の剛性部分上に滑動自在に保持された可撓性材料の細片であり、した
がってインクを使用するにつれて可撓性袋が圧潰すると、細片が本体の剛性部分に対して
滑動する。
【０３６６】
　任意選択で、視覚的表示は、本体の剛性部分上のある点を越えて滑動するので、細片の
異なる色の部分である。
【０３６７】
　任意選択で、細片の両端は可撓性袋に固定されて、本体の剛性部分にある窓を越えて滑
動するように保持され、したがって視覚的表示が窓に現れる異なる色の部分である。
【０３６８】
　任意選択で、視覚的表示は、補充ユニットが空であることの表示である。要約書に付随
する図５１Ｃ。
【０３６９】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、インク貯蔵区画
、およびインク排出ノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続するインク送りシ
ステムを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、こ
れはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがっ
てインクはインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０３７０】
　さらなる態様では、インクを印字ヘッドアセンブリに供給する負圧がかかったインク貯
蔵区画を補充するインク補充ユニットが提供され、インク貯蔵区画は補充ユニットを受け
取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を
有し、補充ユニットはさらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内の
インクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと
係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０３７１】
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　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、インクを
印字ヘッドアセンブリに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画、および補充ユニットを
受け取るインタフェースを有し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有
し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットはさらに、インク出口および弁
アクチュエータ構成を有する合体部分を備え、使用中に、合体部分は、インク貯蔵区画内
の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフェースと
着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０３７２】
　さらなる態様では、常時開出口弁を介してインクを印字ヘッドアセンブリに供給する負
圧がかかったインク貯蔵区画に補充するインク補充ユニットが提供され、補充ユニットは
さらに、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画
と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを備える。
【０３７３】
　さらなる態様では、ノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに供給するインク貯蔵
区画を補充するインク補充ユニットが提供され、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持
されて、ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットはさらに、再加圧構成
を備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によ
って本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧
構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画
から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、
負圧が再確立される。
【０３７４】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵
ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有するイ
ンク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステ
ムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するため
に、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボリュームを拡張するため
に変位可能で、バイアス付与される。
【０３７５】
　さらなる態様では、補充ユニットと着脱式に係合するためにインタフェースがあるイン
ク貯蔵区画に補充するインク補充ユニットが提供され、インタフェースは、貯蔵区画へ、
および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットはさらに、補充ユ
ニットがインタフェースと係合すると弁を起動する弁アクチュエータを備え、したがって
弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０３７６】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、印字ヘッ
ド、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有するインクジ
ェットプリンタの一部を形成し、補充ユニットはさらに、インク出口と、インクの少なく
とも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、
補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに
質問できるようにする。
【０３７７】
　さらなる態様では、インクジェット印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリに組み込ま
れたインク補充ユニットが提供され、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイ
があるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない
場合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを
拭き取るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めさ
れる。
【０３７８】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
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ルのアレイがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズ
ルのアレイから隔置されたキャップなし位置との間で動作する保守アセンブリと、キャッ
プ付き位置とキャップなし位置の間で保守アセンブリを動作させる電動ドライブとを備え
る。
【０３７９】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、インク補
充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットはさらに、インク貯蔵
区画と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、、合体部分は、イ
ンタフェースの入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、
インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方
向中心線上に形成され、インク出口の中心線は横方向中心線から隔置される。
【０３８０】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、インク補
充部と係合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵
区画と、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構とを有し、インク補充ユニットは
さらに、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合体部分は、インタ
フェースの入口ポートと接続するインク出口、およびインク補充ユニットがインタフェー
スと係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除
すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータを有する。
【０３８１】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクカートリッジは、インク補
充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットはさらに、インタフェ
ースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、イ
ンク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定された
形状に合わせて調節される。
【０３８２】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、内部
にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジ
を支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの
挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番
軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０３８３】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイア
ス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与さ
れた係合から解放される。
【０３８４】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、インクジェットプリンタは、ノズ
ルのアレイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換
式のページ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点
と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置
するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部
材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が
開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０３８５】
　さらなる態様では、インク補充ユニットが提供され、カートリッジは、少なくとも１つ
のインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給するインク送りシス
テムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーション
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とを備える。
【０３８６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台に
組み込まれたインク補充ユニットが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有
し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各イン
タフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取る
ように構成される。
【０３８７】
　さらなる態様では、印字ヘッドを補充するインク補充ユニットが提供され、これは、リ
ソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成さ
れた印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構
造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印
字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０３８８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの印字ヘッドを補充するインク補充ユニッ
トが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印
字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のイ
ンク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを
備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを
有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さである。
【０３８９】
　第１５の態様では、本発明はインクジェットプリンタを提供し、これは、内部にアクセ
スするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持す
るために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入およ
び取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパ
ネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０３９０】
　蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放している場合、使用者は架台の内部に対して比較
的妨げられないアクセスを有する。蓋およびパネルを反対方向に開放すべき場合、これは
深い「峡谷」を形成することになり、そこに使用者はカートリッジを挿入することが必要
となる。この場合は、印字ヘッドを損傷し得る場所にカートリッジを落とす傾向がある。
【０３９１】
　幾つかの好ましい実施形態では、蓋およびパネルがプリンタの背後に向かって開放する
。任意選択で、架台の前壁は後壁から離れる方向に回転して、架台の内部をさらに露出さ
せる。任意選択で、蓋が閉鎖するにつれ、前壁は架台の後壁に向かって後方へと引っ張ら
れる。任意選択で、蓋は一連の補充部インタフェースを有する。
【０３９２】
　任意選択で、蓋およびパネルがプリンタの背後に向かって開放する。
【０３９３】
　任意選択で、架台の前壁は後壁から離れる方向に回転して、架台の内部をさらに露出さ
せる。
【０３９４】
　任意選択で、蓋が閉鎖するにつれ、前壁は架台の後壁に向かって後方へと引っ張られる
。
【０３９５】
　任意選択で、蓋は一連の補充部インタフェースを有する。
【０３９６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、カートリッジは、インク貯蔵
区画、およびインク排出ノズルのアレイがある印字ヘッドアセンブリに接続するインク送
りシステムを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し
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、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、した
がってインクはインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０３９７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクを印字
ヘッドアセンブリに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補充する補充ユニットを備
え、インク貯蔵区画は補充ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは
、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む
本体と、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区
画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開
放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０３９８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクカート
リッジのインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インクを印字ヘッドアセン
ブリに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画、および補充ユニットを受け取るインタフ
ェースを有し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともイン
ク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口お
よび弁アクチュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中に、合体部分は、インク貯
蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフ
ェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０３９９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、常時開出口弁
を介してインクを印字ヘッドアセンブリに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補充
する補充ユニットを備え、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区
画と着脱式に係合する係合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を
閉鎖する出口弁アクチュエータとを備える。
【０４００】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、ノズルのアレ
イがある印字ヘッドアセンブリに供給するインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを備え
、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズルからの不注意なインク漏れを回
避し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、再加圧構成とを備
え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって
本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成
によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から
係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧
が再確立される。
【０４０１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、カートリッジは、可変インク
貯蔵ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有す
るインク貯蔵区画と、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシ
ステムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避する
ために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボリュームを拡張する
ために変位可能で、バイアス付与される。
【０４０２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、補充ユニット
と着脱式に係合するためにインタフェースがあるインク貯蔵区画に補充する補充ユニット
を備え、インタフェースは、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する
弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニット
がインタフェースと係合すると弁を起動する弁アクチュエータを備え、したがって弁アク
チュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０４０３】
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　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補充する補充ユニットを備え、プリン
タはさらに、印字ヘッド、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタフェ
ースを備え、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、インクの少
なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路
は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回路がこ
れに質問できるようにする。
【０４０４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
ト印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリを備え、印字ヘッドは自身内に形成されたノズ
ルのアレイがあるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使
用中でない場合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して
、ノズルを拭き取るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に
位置決めされる。
【０４０５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、ノズルのアレ
イがある印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのアレ
イから隔置されたキャップなし位置との間で動作する保守アセンブリと、キャップ付き位
置とキャップなし位置の間で保守アセンブリを動作させる電動ドライブとを備える。
【０４０６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクカート
リッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インク補充ユニッ
トと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カート
リッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、、合体部分は、インタフェースの
入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェース
と着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形
成され、インク出口の中心線は横方向中心線から隔置される。
【０４０７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクカート
リッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インク補充部と係
合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画と、
所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構とを有し、インク補充ユニットは、ある量
のインクを含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合体
部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口、およびインク補充ユニット
がインタフェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェー
スから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータを有する。
【０４０８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクカート
リッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インク補充ユニッ
トと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体
と、インタフェースの相補的インク入口と係合するインク出口と、インタフェースの口に
挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補充部
がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定された形状に合わ
せて調節される。
【０４０９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクカート
リッジに補給するインク補充ユニットを備え、インク補充ユニットは、インクを含む本体
と、カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカート
リッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケー
タとを備える。
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【０４１０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、ノズルのアレ
イ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペー
ジ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択
的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与さ
れて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与された係合
から解放される。
【０４１１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、ノズルのアレ
イ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペー
ジ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開位
置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか、
取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉位
置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が開位置へ
と動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０４１２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、カートリッジは、少なくとも
１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとインクを供給するインク送り
システムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実行する保守ステーシ
ョンとを備える。
【０４１３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台を備え、カートリッジは複数のインク
貯蔵区画を有し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを
備え、各インタフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニッ
トを受け取るように構成される。
【０４１４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに印字ヘッドを備
え、これは、リソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ
基板上に形成された印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する
集積回路支持構造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回
路支持構造と印字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０４１５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに印字ヘッドを備
え、これは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路
と、少なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、
インク送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜
は、排出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密
封膜は２５ミクロンを超える厚さである。
【０４１６】
　第１６の態様では、本発明はインクジェットプリンタを提供し、これは、ノズルのアレ
イ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペー
ジ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択
的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与さ
れて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与された係合
から解放される。
【０４１７】
　ページ幅インクジェットプリンタは通常、動力および制御信号をノズルに送信するため
に、その長さに沿って多くの電気接点を有する。効果的な電気接続のために、各接点にか
かる圧力は、十分に高くなければならない。この圧力は、印字ヘッド接点と動力／データ
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接点との間の締まり嵌めによって提供されることが多い。しかし、この圧力にページ幅印
字ヘッドに沿った接点の数を掛けると、印字ヘッドの設置に必要な力は損傷を引き起こす
ことがある。１セットの接点が動作可能であるように構成することにより、印字ヘッドを
設置し、次に印字ヘッドを損傷する危険を冒さずに、必要な接点圧力を適用することがで
きる。
【０４１８】
　幾つかの実施形態では、プリンタは蓋付き架台を有し、使用中に印字ヘッドは架台内に
位置する。任意選択で、蓋は対応する接点を動作させ、バイアス付与状態で印字ヘッド接
点と係合させ、係合解除させる。任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字ヘッドであり
、印字ヘッド接点はその長さに沿って延在する。任意選択で、蓋はレバー機構を使用して
、接点間に必要な圧力を達成する。
【０４１９】
　任意選択で、インクジェットプリンタはさらに蓋付き架台を有し、使用中に印字ヘッド
は架台内に位置する。
【０４２０】
　任意選択で、蓋は対応する接点を動作させ、バイアス付与状態で印字ヘッド接点と係合
させ、係合解除させる。
【０４２１】
　任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字ヘッドであり、印字ヘッド接点はその長さに
沿って延在する。
【０４２２】
　任意選択で、蓋はレバー機構を使用して、接点間に必要な圧力を達成する。
【０４２３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのカートリッジユニットを備え、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画、
および印字ヘッドに接続するインク送りシステムを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリ
ュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを
拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノズルから不注意で漏れ
ない。
【０４２４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクを印字
ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補充する補充ユニットを備え、インク
貯蔵区画は補充ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へ
とバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、イ
ンタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連
絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放する入口
弁アクチュエータとを備える。
【０４２５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクカート
リッジのインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インクを印字ヘッドに供給
する負圧がかかったインク貯蔵区画、および補充ユニットを受け取るインタフェースを有
し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画
と流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口および弁アク
チュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中に、合体部分は、インク貯蔵区画内の
負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフェースと着
脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０４２６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、常時開出口弁
を介してインクを印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補充する補充ユ
ニットを備え、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式
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に係合する係合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出
口弁アクチュエータとを備える。
【０４２７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、印字ヘッドに
供給するインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを備え、使用中に、インク貯蔵区画は負
圧に維持されて、ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットは、ある量の
インクを含む本体と、インク出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区
画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を
通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に
押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がイ
ンク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧が再確立される。
【０４２８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらにインクカートリ
ッジを備え、これは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって
接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、印字ヘッドにインクを供給するイ
ンク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れ
を回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変貯蔵ボリュームを拡張
するために変位可能で、バイアス付与される。
【０４２９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、補充ユニット
と着脱式に係合するためにインタフェースがあるインク貯蔵区画に補充する補充ユニット
を備え、インタフェースは、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する
弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニット
がインタフェースと係合すると弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁ア
クチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０４３０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補充する補充ユニットを備え、プリン
タは、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユ
ニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴
に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中
のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに質問できるよう
にする。
【０４３１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、印字ヘッドの
印字ヘッド保守アセンブリを備え、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイが
あるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない場
合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを拭
き取るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされ
る。
【０４３２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、自身がノズル
のアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのアレイから隔置されたキャップなし位置と
の間で動作する保守アセンブリと、キャップ付き位置とキャップなし位置の間で保守アセ
ンブリを動作させる電動ドライブとを備える。
【０４３３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリ
ッジは、インク補充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、
インク貯蔵区画と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、、合体
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部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し
、さらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレ
ートの横方向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０４３４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリ
ッジは、インク補充部と係合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定
されたインク貯蔵区画と、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構とを有し、イン
ク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合
する合体部分を備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口、
およびインク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補
充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュ
エータを有する。
【０４３５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリ
ッジは、インク補充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、
ある量のインクを含む本体と、インタフェースの相補的インク入口と係合するインク出口
と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横
方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によ
って画定された形状に合わせて調節される。
【０４３６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インク補充ユニ
ットは、インクを含む本体と、カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と
、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を
提供する視覚的インジケータとを備える。
【０４３７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、内部にアクセ
スするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持す
るために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入およ
び取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパ
ネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０４３８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに開位置と閉位置
の間で動作するためのカバー部材を備え、開位置では、印字ヘッドを設置、または取り外
すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉位置へと
動作すると、印字ヘッド接点および対応する接点が動作して、係合し、カバー部材が開位
置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応する接点が係合解除する。
【０４３９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらにカートリッジを
備え、これは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとイ
ンクを供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機
能を実行する保守ステーションとを備える。
【０４４０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台を備え、カートリッジは複数のインク
貯蔵区画を有し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを
備え、各インタフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニッ
トを受け取るように構成される。



(60) JP 2009-262566 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

【０４４１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、印字ヘッドは、リソグラフィ
でマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘ
ッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字
ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集
積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０４４２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成
されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのイン
ク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッ
ド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送
り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超え
る厚さである。
【０４４３】
　第１７の態様では、本発明はインクジェットプリンタを提供し、これは、ノズルのアレ
イ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペー
ジ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開位
置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか、
取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがって、カバー部材が閉
位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が開位置
へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０４４４】
　印字ヘッドを外す前に接点を切ることにより、架台の接触摩耗が回避される。摩耗した
接点は、その後に設置した印字ヘッドへの動力／データ転送を損なうことがある。印字ヘ
ッドへの制御された電圧印加も可能にする。接点は、特定のシーケンスで切れるように構
成することができる。
【０４４５】
　幾つかの実施形態では、カバー部材は、使用中に印字ヘッドが位置する架台上の蓋であ
る。任意選択で、蓋は対応する接点を動作させ、バイアス付与した状態で印字ヘッド接点
と係合させ、係合解除する。任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字ヘッドであり、印
字ヘッド接点はその長さに沿って延在する。任意選択で、蓋はレバー機構を使用し、接点
を係合解除する。
【０４４６】
　任意選択で、カバー部材は、使用中に印字ヘッドが位置する架台上の蓋である。
【０４４７】
　任意選択で、蓋は対応する接点を動作させ、バイアス付与した状態で印字ヘッド接点と
係合させ、係合解除する。
【０４４８】
　任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字ヘッドであり、印字ヘッド接点はその長さに
沿って延在する。
【０４４９】
　任意選択で、蓋はレバー機構を使用し、接点を係合解除する。
【０４５０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのカートリッジユニットを備え、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画、
および印字ヘッドに接続するインク送りシステムを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリ
ュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを
拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノズルから不注意で漏れ
ない。
【０４５１】
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　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクを印字
ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補充する補充ユニットを備え、インク
貯蔵区画は補充ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へ
とバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、イ
ンタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連
絡するように、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放する入口
弁アクチュエータとを備える。
【０４５２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクカート
リッジのインク補充ユニットを備え、インクカートリッジは、インクを印字ヘッドに供給
する負圧がかかったインク貯蔵区画、および補充ユニットを受け取るインタフェースを有
し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画
と流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口および弁アク
チュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中に、合体部分は、インク貯蔵区画内の
負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフェースと着
脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０４５３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、常時開出口弁
を介してインクを印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画に補充する補充ユ
ニットを備え、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式
に係合する係合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出
口弁アクチュエータとを備える。
【０４５４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、印字ヘッドに
供給するインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを備え、使用中に、インク貯蔵区画は負
圧に維持されて、ノズルからの不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットは、ある量の
インクを含む本体と、インク出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区
画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を
通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に
押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がイ
ンク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧が再確立される。
【０４５５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらにインクカートリ
ッジを備え、これは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するように可撓性壁構成によって
接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、印字ヘッドにインクを供給するイ
ンク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れ
を回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変インク貯蔵ボリューム
を拡張するために変位可能で、バイアス付与される。
【０４５６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、補充ユニット
と着脱式に係合するためにインタフェースがあるインク貯蔵区画に補充する補充ユニット
を備え、インタフェースは、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する
弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニット
がインタフェースと係合すると弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁ア
クチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０４５７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタの一部を形成するインクカートリッジを補充する補充ユニットを備え、プリン
タは、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースも有し、補充ユ
ニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴
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に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中
のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに質問できるよう
にする。
【０４５８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、印字ヘッドの
印字ヘッド保守アセンブリを備え、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイが
あるノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない場
合に、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを拭
き取るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされ
る。
【０４５９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、自身がノズル
のアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのアレイから隔置されたキャップなし位置と
の間で動作する保守アセンブリと、キャップ付き位置とキャップなし位置の間で保守アセ
ンブリを動作させる電動ドライブとを備える。
【０４６０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリ
ッジは、インク補充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、
インク貯蔵区画と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、合体部
分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、
さらに、インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレー
トの横方向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０４６１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリ
ッジは、インク補充部と係合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定
されたインク貯蔵区画と、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構とを有し、イン
ク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合
する合体部分を備え、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口、
およびインク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補
充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュ
エータを有する。
【０４６２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インクカートリ
ッジは、インク補充ユニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、
ある量のインクを含む本体と、インタフェースの相補的インク入口と係合するインク出口
と、インタフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横
方向断面は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によ
って画定された形状に合わせて調節される。
【０４６３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタのインクカートリッジに補給するインク補充ユニットを備え、インク補充ユニ
ットは、インクを含む本体と、カートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と
、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を
提供する視覚的インジケータとを備える。
【０４６４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、内部にアクセ
スするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持す
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るために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入およ
び取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパ
ネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０４６５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに選択的バイアス
付与機構を備え、したがって印刷中に、印字ヘッド接点および対応する接点は、係合する
ようにバイアス付与され、印字ヘッドの設置または取り外し時には、バイアス付与した係
合状態から解放される。
【０４６６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらにカートリッジを
備え、これは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへとイ
ンクを供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機
能を実行する保守ステーションとを備える。
【０４６７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、これはさらに、インクジェッ
トプリンタ内でインクカートリッジを保持する架台を備え、カートリッジは複数のインク
貯蔵区画を有し、架台は、それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを
備え、各インタフェースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニッ
トを受け取るように構成される。
【０４６８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、印字ヘッドは、リソグラフィ
でマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘ
ッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字
ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集
積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０４６９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成
されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのイン
ク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッ
ド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送
り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超え
る厚さである。
【０４７０】
　第１８の態様では、本発明はインクジェットプリンタのカートリッジを提供し、カート
リッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印字ヘッドへインクを
供給するインク送りシステムと、印字ヘッドと係合して、１つまたは複数の保守機能を実
行する保守ステーションとを備える。
【０４７１】
　幾つかの実施形態では、印字ヘッドはノズルのアレイを有し、保守ステーションは、ノ
ズルのアレイにキャップをするキャップ締め機と、印字ヘッドをクリーニングするクリー
ナとを有し、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。任意選択
で、キャップ締め機およびクリーナは、ノズルのアレイに対して独立に動作可能である。
任意選択で、保守アセンブリがキャップ付き位置からキャップなし位置へと移動するにつ
れ、クリーナはノズルのアレイを拭き取る。任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字ヘ
ッドであり、ノズルのアレイは細長く、クリーナは同様に細長く、電動ドライブがクリー
ナをノズルの端から端まで長手方向に拭き取る。
【０４７２】
　任意選択で、印字ヘッドはノズルのアレイを有し、保守ステーションは、ノズルのアレ
イにキャップをするキャップ締め機と、印字ヘッドをクリーニングするクリーナとを有し
、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
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【０４７３】
　任意選択で、キャップ締め機およびクリーナは、ノズルのアレイに対して独立に動作可
能である。
【０４７４】
　任意選択で、保守アセンブリがキャップ付き位置からキャップなし位置へと移動するに
つれ、クリーナはノズルのアレイを拭き取る。
【０４７５】
　任意選択で、印字ヘッドはページ幅の印字ヘッドであり、ノズルのアレイは細長く、ク
リーナは同様に細長く、電動ドライブがキャップ締め機とクリーナの両方を起動する。
【０４７６】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、印字ヘッドはインク排出ノズルのアレイ
を有し、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバ
イアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってイン
クはインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０４７７】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は、負圧がかかり、イン
ク貯蔵区画を補充する補充ユニットを受け取るように配置構成され、インク貯蔵区画は、
補充ユニットを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス
付与された入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェー
スと着脱式に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するよう
に、補充ユニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュ
エータとを備える。
【０４７８】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は負圧がかかるように配
置構成され、カートリッジはさらに、インク貯蔵区画を補充する補充ユニットを受け取る
インタフェースを有し、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方
ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、イン
ク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中に、合体部分は、
インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、
インタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０４７９】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は、負圧がかかり、常時
開出口弁を介してインク貯蔵区画を補充する補充ユニットを受け取るように配置構成され
、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係
合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュ
エータとを備える。
【０４８０】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は、インク貯蔵区画を補
充する補充ユニットを受け取るように配置構成され、印字ヘッドはノズルのアレイを有し
、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズルからの不注意なインク漏れを回
避し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、再加圧構成とを備
え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になるまで、負圧によって
本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれるので、再加圧構成
によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットがインク貯蔵区画から
係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部分を解放して、負圧
を再確立する。
【０４８１】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は、可変インク貯蔵ボリ
ュームを画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有し、印字ヘ
ッドはノズルのアレイを有し、対向する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏
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れを回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成するように可変貯蔵ボリュームを拡
張するために変位可能で、バイアス付与される。
【０４８２】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インク貯蔵区画は、インク貯蔵区画に補
充するために補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有し、インタフェースは
、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットは
、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合す
ると弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所定のシー
ケンスで弁を起動する。
【０４８３】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、カートリッジは、インクジェットプリン
タの一部を形成して、カートリッジを補充する補充ユニットを受け取るように配置構成さ
れ、プリンタは、印字ヘッド、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合するインタ
フェースも有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、インク
の少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ
回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制御回路
がこれに質問できるようにする。
【０４８４】
　さらなる態様では、印字ヘッドの印字ヘッド保守アセンブリを組み込んだカートリッジ
を備え、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがあるノズルプレートを有し
、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない場合に、ノズルのアレイを覆
うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを拭き取るクリーナとを備え、
クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０４８５】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイを有する印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルの
アレイから隔置されたキャップなし位置との間で動作する保守アセンブリと、キャップ付
き位置とキャップなし位置の間で保守アセンブリを動作させる電動ドライブとを備える。
【０４８６】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらに、カートリッジに補給する
インク補充ユニットと係合するインタフェースを備え、インク補充ユニットは、インク貯
蔵区画と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、、合体部分は、
インタフェースの入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに
、インタフェースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横
方向中心線上に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０４８７】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらに、カートリッジに補給する
インク補充ユニットと係合するインタフェースを備え、インク貯蔵区画は、管状可撓性壁
によって部分的に画定され、カートリッジはさらに、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮す
る収縮機構を有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、カートリッジ
のインタフェースと係合する合体部分を備え、合体部分は、インタフェースの入口ポート
と接続するインク出口、およびインク補充ユニットがインタフェースと係合すると収縮機
構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェースから係合解除すると収縮機構を解放
する複数の収縮アクチュエータを有する。
【０４８８】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、これはさらに、カートリッジに補給する
インク補充ユニットと係合するインタフェースを備え、インク補充ユニットは、ある量の
インクを含む本体と、インタフェースの相補的インク入口と係合するインク出口と、イン
タフェースの口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面
は、インク補充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定
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された形状に合わせて調節される。
【０４８９】
　さらなる態様では、カートリッジに補給するインク補充ユニットを受け取るように配置
構成されたカートリッジが提供され、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、カー
トリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内
へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備
える。
【０４９０】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、内部にアク
セスするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持
するために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入お
よび取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線と
パネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０４９１】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペ
ージ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選
択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与
されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与された係
合から解放される。
【０４９２】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのア
レイ、および動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のペ
ージ幅印字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開
位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか
、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉
位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が開位置
へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０４９３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でカートリッジを保持する架台に組み込
まれたカートリッジが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し、架台は、
それぞれがインク貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェースは
、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように構成さ
れる。
【０４９４】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、印字ヘッドは、リソグラフィでマスキン
グしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印字ヘッド集積回
路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字ヘッド集積
回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッド集積回路の間
にあるポリマー密封膜とを備える。
【０４９５】
　さらなる態様では、カートリッジが提供され、印字ヘッドは、基板上に形成されたイン
ク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少なくとも１つのインク貯蔵区画
との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク送り導管と印字ヘッド集積回路
との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排出ノズルがインク送り導管と流
体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さであ
る。
【０４９６】
　第１９の態様では、本発明はインクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持す
る架台を提供し、カートリッジは、複数のインク貯蔵区画を有し、架台は、個々にインク
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貯蔵区画に対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェースは、対応するインク
貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように構成される。
【０４９７】
　複数の補充インタフェースがある架台は、必要に応じてインクの各色を同時に補充でき
るようにする。これは、適正な色の補充部のみを受け取るようにインタフェースを調整で
きるようにもする。全補充部と合体し、使用者がインクを適正な貯蔵区画へと配向するこ
とに頼る単一のインタフェースは、ある色を別の色で汚染する危険性が上昇している。
【０４９８】
　幾つかの実施形態では、架台の１つのパネル内に複数のインタフェースが相互に隣接し
て形成される。任意選択で、パネルは、カートリッジを架台に挿入できるように開放し、
複数のインタフェースが対応するインク貯蔵区画に重なるように閉鎖する蓋である。任意
選択で、各インタフェースは、そのインタフェースに対応するインク貯蔵区画に適切であ
るインク補充部のみを受け取るように調整される。任意選択で、蓋は５つのインタフェー
スを有し、それぞれシアン、マゼンタ、黄色、黒および赤外線インクに対して１つである
。
【０４９９】
　任意選択で、架台の１つのパネル内に複数のインタフェースが相互に隣接して形成され
る。
【０５００】
　任意選択で、パネルは、カートリッジを架台に挿入できるように開放し、複数のインタ
フェースが対応するインク貯蔵区画に重なるように閉鎖する蓋である。
【０５０１】
　任意選択で、各インタフェースは、そのインタフェースに対応するインク貯蔵区画に適
切であるインク補充部のみを受け取るように調整される。
【０５０２】
　任意選択で、蓋は５つのインタフェースを有し、それぞれシアン、マゼンタ、黄色、黒
および赤外線インクに対して１つである。
【０５０３】
　さらなる態様では、架台が提供され、カートリッジは、インク排出ノズルのアレイがあ
る印字ヘッドアセンブリに接続するインク送りシステムを有し、インク貯蔵区画は可変貯
蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュ
ームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出ノズルから不注意
で漏れない。
【０５０４】
　さらなる態様では、架台が提供され、インク貯蔵区画は負圧がかかり、インクを印字ヘ
ッドアセンブリに供給し、インク貯蔵区画は、補充ユニットを受け取るインタフェースを
有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充ユニットは
、ある量のインクを含む本体と、インタフェースと着脱式に係合する係合構成と、本体内
のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクインタフェース
と係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０５０５】
　さらなる態様では、架台が提供され、インク貯蔵区画は負圧がかかり、インクを印字ヘ
ッドアセンブリに供給し、カートリッジは、補充ユニットを受け取るインタフェースを備
え、インタフェースは常時閉入口弁および常時開出口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画
と流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口および弁アク
チュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中に、合体部分は、インク貯蔵区画内の
負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填されるように、インタフェースと着
脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０５０６】
　さらなる態様では、架台が提供され、インク貯蔵区画は負圧がかかり、インクを印字ヘ
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ッドアセンブリに供給し、補充ユニットは、常時開出口弁を介してインク貯蔵区画を補充
し、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と着脱式に係合する係合構成と、補充
ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖する出口弁アクチュエータとを備え
る。
【０５０７】
　さらなる態様では、架台が提供され、インク貯蔵区画は、ノズルのアレイを介して印字
ヘッドアセンブリに供給し、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズルから
の不注意なインク漏れを回避し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク
出口と、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡
になるまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き
込まれるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニ
ットがインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下さ
れた部分を解放して、負圧を再確立する。
【０５０８】
　さらなる態様では、架台が提供され、インク貯蔵区画は、可変インク貯蔵ボリュームを
画定するように可撓性壁構成によって接続された対向する壁区間を有し、カートリッジは
、ノズルのアレイがある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムを備え、対向
する壁区間の一方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するために、インク貯蔵区
画内に負圧を生成するように可変貯蔵ボリュームを拡張するために変位可能で、バイアス
付与される。
【０５０９】
　さらなる態様では、架台が提供され、インク貯蔵区画は、補充ユニットと着脱式に係合
するインタフェースを有し、インタフェースは、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのイン
クの流れを制御する弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出
口と、補充ユニットがインタフェースと係合すると弁を起動する弁アクチュエータとを備
え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０５１０】
　さらなる態様では、架台が提供され、カートリッジは、インクジェットプリンタの一部
を形成し、プリンタは、印字ヘッド、制御回路、および補充ユニットと着脱式に係合する
インタフェースを有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、
インクの少なくとも１つの特徴に関する情報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、
メモリ回路は、補充ユニット中のインクがプリンタに適切であることを検証するために制
御回路がこれに質問できるようにする。
【０５１１】
　さらなる態様では、架台が提供され、これはさらに、インクジェット印字ヘッドの印字
ヘッド保守アセンブリを備え、印字ヘッドは、自身内に形成されたノズルのアレイがある
ノズルプレートを有し、印字ヘッド保守アセンブリは、印字ヘッドが使用中でない場合に
、ノズルのアレイを覆うキャップ締め機と、ノズルプレートと係合して、ノズルを拭き取
るクリーナとを備え、クリーナはキャップ締め機の対向する側部の間に位置決めされる。
【０５１２】
　さらなる態様では、架台が提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのアレイを有
する印字ヘッドと、自身がノズルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのアレイか
ら隔置されたキャップなし位置との間で動作する保守アセンブリと、キャップ付き位置と
キャップなし位置の間で保守アセンブリを動作させる電動ドライブとを備える。
【０５１３】
　さらなる態様では、架台が提供され、カートリッジはインク補充ユニットと係合するイ
ンタフェースを有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カートリッジのインタ
フェースと係合する合体部分とを備え、、合体部分は、インタフェースの入口ポートと接
続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェースと着脱式に係合
する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上に形成され、インク
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出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０５１４】
　さらなる態様では、架台が提供され、カートリッジは、インク補充ユニットと係合する
インタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画と、所定の
量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構を有し、インク補充ユニットは、ある量のインク
を含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合体部分は、
インタフェースの入口ポートと接続するインク出口、およびインク補充ユニットがインタ
フェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェースから係
合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータを有する。
【０５１５】
　さらなる態様では、架台が提供され、カートリッジは、インク補充ユニットと係合する
インタフェースを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフ
ェースの相補的インク入口と係合するインク出口と、インタフェースの口に挿入するため
に本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補充部がカートリッ
ジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定された形状に合わせて調節され
る。
【０５１６】
　さらなる態様では、架台が提供され、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、カ
ートリッジの相補的インク入口と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ
内へ所定の量のインクが流れた場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを
備える。
【０５１７】
　さらなる態様では、架台が提供され、インクジェットプリンタは、内部にアクセスする
ために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持するため
に外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入および取り
外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパネルの
蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０５１８】
　さらなる態様では、架台が提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのアレイ、お
よび動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印
字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、選択的バイ
アス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とがバイアス付与されて、
印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス付与された係合から解
放される。
【０５１９】
　さらなる態様では、架台が提供され、インクジェットプリンタは、ノズルのアレイ、お
よび動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点がある交換式のページ幅印
字ヘッドと、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対応接点と、開位置と閉
位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッドを設置するか、取り外
すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカバー部材が閉位置へと
動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー部材が開位置へと動作
すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０５２０】
　さらなる態様では、架台が提供され、カートリッジは、各インク区画から印字ヘッドへ
とインクを供給するインク送りシステムと、１つまたは複数の保守機能を実行するために
印字ヘッドと係合する保守ステーションとを備える。
【０５２１】
　さらなる態様では、架台が提供され、プリンタは印字ヘッドを有し、これは、リソグラ
フィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成された印
字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、
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印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持構造と印字ヘッ
ド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０５２２】
　さらなる態様では、架台が提供され、インクジェットプリンタは印字ヘッドを有し、こ
れは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少
なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク
送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排
出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は
２５ミクロンを超える厚さである。
【０５２３】
　第２０の態様では、本発明はインクジェットプリンタの印字ヘッドを提供し、印字ヘッ
ドは、リソグラフィでマスキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上
に形成された印字ヘッド集積回路と、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回
路支持構造と、印字ヘッド集積回路を集積回路支持構造に固定するために、集積回路支持
構造と印字ヘッド集積回路の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【０５２４】
　印字ヘッド集積回路（ＩＣ）上の個々のノズルにインクを送るには、シリコンウェハ基
板の裏側に経路をエッチングすることが往々にして都合がよい。これらの経路は、密封す
る必要があり、ポリマー密封膜が十分な密封、さらにＩＣを支持構造に固定する手段を提
供することができる。しかし、支持構造の表面が不均一である場合、ポリマー膜によって
提供される密封が損なわれることがある。ＩＣが固定される表面は、ＩＣの経路にインク
を送出するインク送り経路が多くなるので、通常は不均一である。膜が支持体の開放経路
を密封するにつれ、これも膨張するか、その中に落ち込むこともある。支持構造の経路に
落ち込む膜の区間は、印字ヘッドＩＣのエッチングした経路の幾つかにまたがる。落ち込
みは、壁の間にギャップを引き起こし、エッチングした各経路を分離することがある。こ
れが密封を破り、インクが印字ヘッドＩＣから、またはエッチングした経路の間に漏出可
能にすることは明白である。これから保護するために、ポリマー密封膜は、ＩＣのエッチ
ングした経路上で密封を維持しながら、支持構造の経路への落ち込みを相殺するのに十分
なほど厚くなければならない。
【０５２５】
　ポリマー密封膜の最小厚さは、好ましい実施形態に関して詳細に検討すべき幾つかの要
素によって決定される。しかし、出願人の分析および試験により、リソグラフィでマスキ
ングするエッチングおよび付着技術を使用して形成した印字ヘッドＩＣには、２５ミクロ
ンのポリマー密封膜厚さが十分であることが判明した。厚さを５０ミクロン、１００ミク
ロン、または２００ミクロンにさえ増加させると、提供される密封の信頼性も相応して上
昇する。
【０５２６】
　幾つかの実施形態では、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さである。任意選択
で、ポリマー密封膜は５０ミクロンを超える厚さである。任意選択で、ポリマー密封膜は
１００ミクロンを超える厚さである。任意選択で、ポリマー密封膜は約２００ミクロンの
厚さである。
【０５２７】
　任意選択で、ポリマー密封膜は２５ミクロンを超える厚さである。
【０５２８】
　任意選択で、ポリマー密封膜は５０ミクロンを超える厚さである。
【０５２９】
　任意選択で、ポリマー密封膜は１００ミクロンを超える厚さである。
【０５３０】
　任意選択で、ポリマー密封膜は約２００ミクロンの厚さである。
【０５３１】
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　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれた印
字ヘッドが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画と、印字ヘッドと接続す
るインク送りシステムとを備え、印字ヘッドはインク排出ノズルのアレイを有し、インク
貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な壁区間を有し、これはバイアス付与され
て可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を生成し、したがってインクはインク排出
ノズルから不注意で漏れない。
【０５３２】
　さらなる態様では、負圧がかかったインク貯蔵区画によってインクが供給されるように
配置構成された印字ヘッドが提供され、インクを補充する補充ユニットを受け取るインタ
フェースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された入口弁を有し、補充
ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェースと着脱式に係合する係合構成
と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユニットがインクイン
タフェースと係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを備える。
【０５３３】
　さらなる態様では、インクを印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画と、
インクを補充する補充ユニットを受け取るインタフェースとを有するインクカートリッジ
に組み込まれた印字ヘッドが提供され、インタフェースは、常時閉入口弁および常時開出
口弁を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを
含む本体と、インク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中
に、合体部分は、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充
填されるように、インタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０５３４】
　さらなる態様では、常時開出口弁を介して補充ユニットで補充されるように配置構成さ
れ、負圧がかかったインク貯蔵区画によってインクが供給されるように配置構成された印
字ヘッドが提供され、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と
着脱式に係合する係合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖
する出口弁アクチュエータとを備える。
【０５３５】
　さらなる態様では、補充ユニットで補充されるように配置構成されたインク貯蔵区画に
よってインクが供給されるように配置構成された印字ヘッドが提供され、印字ヘッドはノ
ズルのアレイを有し、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズルからの不注
意なインク漏れを回避し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と
、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡になる
まで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込まれ
るので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニットが
インク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された部
分を解放して、負圧を再確立する。
【０５３６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するように可撓性
壁構成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイが
ある印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一方
が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生成
するように可変インク貯蔵ボリュームを拡張するために変位可能で、バイアス付与される
。
【０５３７】
　さらなる態様では、インクを補充するために補充ユニットを着脱式に係合するインタフ
ェースを有するインク貯蔵区画によってインクが供給されるように配置構成された印字ヘ
ッドが提供され、インタフェースは、貯蔵区画へ、および貯蔵区画からのインクの流れを
制御する弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口と、補充
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ユニットがインタフェースと係合すると弁を起動する弁アクチュエータとを備え、したが
って弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁を起動する。
【０５３８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジに組
み込まれる印字ヘッドが提供され、プリンタは、制御回路と、インクカートリッジに補充
するために補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースとを有し、補充ユニットは、
ある量のインクを含む本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関する情
報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中のインクが
プリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに質問できるようにする。
【０５３９】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、これはさらに、自身内に形成されたノズル
のアレイがあるノズルプレートと、印字ヘッドを使用していない場合にノズルのアレイを
覆うキャップ締め機、およびノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリーナを備える印
字ヘッド保守アセンブリとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位置
決めされる。
【０５４０】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、これはさらにノズルのアレイを備え、印字
ヘッドはインクジェットプリンタに組み込まれ、インクジェットプリンタは、自身がノズ
ルのアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのアレイから隔置されたキャップなし位置
との間で動作する保守アセンブリと、キャップ付き位置とキャップなし位置の間で保守ア
センブリを動作させる電動ドライブとを備える。
【０５４１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、カートリッジに補給するためにインク補充ユ
ニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カ
ートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、、合体部分は、インタフェー
スの入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェ
ースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上
に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０５４２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、カートリッジに補給するためにインク補充部
と係合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画
と、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構を有し、インク補充ユニットは、ある
量のインクを含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合
体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口、およびインク補充ユニッ
トがインタフェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェ
ースから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータを有する。
【０５４３】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、カートリッジに補給するためにインク補充ユ
ニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む
本体と、インタフェースの相補的インク入口と係合するインク出口と、インタフェースの
口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補
充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定された形状に
合わせて調節される。
【０５４４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、インク補充ユニットで補給するように配置構
成され、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、カートリッジの相補的インク入口
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と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた
場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０５４５】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタに組み込まれた印字ヘッドが提供され、イ
ンクジェットプリンタは、内部にアクセスするために蝶番式に装着されたパネルがある外
部外被と、インクカートリッジを支持するために外部外被内に収容された架台とを備え、
架台は、インクカートリッジの挿入および取り外しを可能にするように開放する蝶番式に
装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方
とも同じ方向に開放する。
【０５４６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの交換式のページ幅印字ヘッドとして、ノ
ズルのアレイと、動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点とを有するよ
うに配置構成された印字ヘッドが提供され、プリンタは、動力および印刷データを印字ヘ
ッド接点に供給する対応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッ
ド接点と対応接点とがバイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取
り外し時にはバイアス付与された係合から解放される。
【０５４７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの交換式のページ幅印字ヘッドとして、ノ
ズルのアレイと、動力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点とを有するよ
うに配置構成された印字ヘッドが提供され、プリンタは、動力および印刷データを印字ヘ
ッド接点に供給する対応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開
位置では、印字ヘッドを設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置
にあり、したがってカバー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動
作して係合し、カバー部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解
除する。
【０５４８】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた印字ヘッド
が提供され、カートリッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印
字ヘッドへとインクを供給するインク送りシステムと、１つまたは複数の保守機能を実行
するために印字ヘッドと係合する保守ステーションとを備える。
【０５４９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持するために
架台に組み込まれた印字ヘッドが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し
、架台は、個々にインク貯蔵区画と対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェ
ースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように
構成される。
【０５５０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの印字ヘッドが提供され、印字ヘッド集積
回路は、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有し、印字ヘッドはさらに、少
なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク
送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排
出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は
２５ミクロンを超える厚さである。
【０５５１】
　第２１の態様では、本発明はインクジェットプリンタの印字ヘッドを提供し、印字ヘッ
ドは、基板上に形成されたインク排出ノズルのアレイを有する印字ヘッド集積回路と、少
なくとも１つのインク貯蔵区画との流体連絡を確立する複数のインク送り導管と、インク
送り導管と印字ヘッド集積回路との間にあるポリマー密封膜とを備え、ポリマー膜は、排
出ノズルがインク送り導管と流体連絡するように、口のアレイを有し、ポリマー密封膜は
２５ミクロンを超える厚さである。



(74) JP 2009-262566 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

【０５５２】
　印字ヘッド集積回路（ＩＣ）上の個々のノズルにインクを送るには、シリコンウェハ基
板の裏側に経路をエッチングすることが往々にして都合がよい。これらの経路は、密封す
る必要があり、ポリマー密封膜が十分な密封、さらにＩＣを支持構造に固定する手段を提
供することができる。しかし、支持構造の表面が不均一である場合、ポリマー膜によって
提供される密封が損なわれることがある。ＩＣが固定される表面は、ＩＣの経路にインク
を送出するインク送り経路が多くなるので、通常は不均一である。膜が支持体の開放経路
を密封するにつれ、これも膨張するか、その中に落ち込むこともある。支持構造の経路に
落ち込む膜の区間は、印字ヘッドＩＣのエッチングした経路の幾つかにまたがる。落ち込
みは、壁の間にギャップを引き起こし、エッチングした各経路を分離することがある。こ
れが密封を破り、インクが印字ヘッドＩＣから、またはエッチングした経路の間に漏出可
能にすることは明白である。これから保護するために、ポリマー密封膜は、ＩＣのエッチ
ングした経路上で密封を維持しながら、支持構造の経路への落ち込みを相殺するのに十分
なほど厚くなければならない。
【０５５３】
　ポリマー密封膜の最小厚さは、好ましい実施形態に関して詳細に検討すべき幾つかの要
素によって決定される。しかし、出願人の分析および試験により、リソグラフィでマスキ
ングするエッチングおよび付着技術を使用して形成した印字ヘッドＩＣには、２５ミクロ
ンのポリマー密封膜厚さが十分であることが判明した。厚さを５０ミクロン、１００ミク
ロン、または２００ミクロンにさえ増加させると、提供される密封の信頼性も相応して上
昇する。
【０５５４】
　幾つかの実施形態では、口のアレイは、インク送り導管の個々の端部と見当合わせした
レーザドリル穴のアレイである。任意選択で、ポリマー密封膜は熱可塑性膜の両側に接着
層がある積層品である。任意選択で、熱可塑性膜はＰＥＴまたはポリサルホン樹脂である
。任意選択で、ポリマー密封膜は１５０ミクロンを超える厚さである。任意選択で、イン
ク送り導管は、液晶ポリマーマイクロ成形で形成される。
【０５５５】
　任意選択で、口のアレイは、インク送り導管の個々の端部と見当合わせしたレーザドリ
ル穴のアレイである。
【０５５６】
　任意選択で、ポリマー密封膜は熱可塑性膜の両側に接着層がある積層品である。
【０５５７】
　任意選択で、熱可塑性膜はＰＥＴまたはポリサルホン樹脂である。
【０５５８】
　任意選択で、インク送り導管は、液晶ポリマーマイクロ成形で形成される。
【０５５９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジユニットに組み込まれた印
字ヘッドが提供され、カートリッジユニットは、インク貯蔵区画と、印字ヘッドと接続す
るインク送りシステムとを備え、インク貯蔵区画は可変貯蔵ボリュームおよび変位可能な
壁区間を有し、これはバイアス付与されて可変貯蔵ボリュームを拡張し、自身内に負圧を
生成し、したがってインクはインク排出ノズルから不注意で漏れない。
【０５６０】
　さらなる態様では、負圧がかかったインク貯蔵区画によってインクが供給されるように
配置構成された印字ヘッドが提供され、インク貯蔵区画は、インクを補充する補充ユニッ
トを受け取るインタフェースを有し、インタフェースは、閉構成へとバイアス付与された
入口弁を有し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インタフェースと着脱式
に係合する係合構成と、本体内のインクがインク貯蔵区画と流体連絡するように、補充ユ
ニットがインクインタフェースと係合すると入口弁を開放する入口弁アクチュエータとを
備える。
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【０５６１】
　さらなる態様では、インクを印字ヘッドに供給する負圧がかかったインク貯蔵区画と、
インクを補充する補充ユニットを受け取るインタフェースとを有するインクカートリッジ
に組み込まれた印字ヘッドが提供され、インタフェースは、閉入口弁および常時開出口弁
を有し、両方ともインク貯蔵区画と流体連絡し、補充ユニットは、ある量のインクを含む
本体と、インク出口および弁アクチュエータ構成を有する合体部分とを備え、使用中に、
合体部分は、インク貯蔵区画内の負圧のせいでカートリッジが本体からのインクで充填さ
れるように、インタフェースと着脱式に係合して、入口および出口弁を起動する。
【０５６２】
　さらなる態様では、常時開出口弁を介して補充ユニットで補充されるように配置構成さ
れ、負圧がかかったインク貯蔵区画によってインクが供給されるように配置構成された印
字ヘッドが提供され、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク貯蔵区画と
着脱式に係合する係合構成と、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると出口弁を閉鎖
する出口弁アクチュエータとを備える。
【０５６３】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、インク貯蔵区画は、補充ユニットで補充す
るように配置構成され、使用中に、インク貯蔵区画は負圧に維持されて、ノズルからの不
注意なインク漏れを回避し、補充ユニットは、ある量のインクを含む本体と、インク出口
と、再加圧構成とを備え、補充ユニットがインク貯蔵区画と係合すると、圧力が平衡にな
るまで、負圧によって本体からのインクがインク出口を通ってインク貯蔵区画に引き込ま
れるので、再加圧構成によってユニットの一部が内側に押下され、その後に補充ユニット
がインク貯蔵区画から係合解除すると、再加圧構成がインク貯蔵区画の内側に押下された
部分を解放して、負圧を再確立する。
【０５６４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、カートリッジは、可変インク貯蔵ボリュームを画定するように可撓性
壁構成によって接続された対向する壁区間を有するインク貯蔵区画と、ノズルのアレイを
有する印字ヘッドにインクを供給するインク送りシステムとを備え、対向する壁区間の一
方が、ノズルからの不注意のインク漏れを回避するために、インク貯蔵区画内に負圧を生
成するように可変貯蔵ボリュームを拡張するために変位可能で、バイアス付与される。
【０５６５】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、インク貯蔵区画は、インクを補充するため
に補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースを有し、インタフェースは、貯蔵区画
へ、および貯蔵区画からのインクの流れを制御する弁を有し、補充ユニットは、ある量の
インクを含む本体と、インク出口と、補充ユニットがインタフェースと係合すると弁を起
動する弁アクチュエータとを備え、したがって弁アクチュエータは所定のシーケンスで弁
を起動する。
【０５６６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの一部を形成するインクカートリッジに組
み込まれる印字ヘッドが提供され、プリンタは、制御回路と、インクカートリッジに補充
するために補充ユニットと着脱式に係合するインタフェースとを有し、補充ユニットは、
ある量のインクを含む本体と、インク出口と、インクの少なくとも１つの特徴に関する情
報を記憶するメモリ回路とを備え、使用中に、メモリ回路は、補充ユニット中のインクが
プリンタに適切であることを検証するために制御回路がこれに質問できるようにする。
【０５６７】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、これはさらに、自身内に形成されたノズル
のアレイがあるノズルプレートと、印字ヘッドを使用していない場合にノズルのアレイを
覆うキャップ締め機、およびノズルプレートと係合し、ノズルを拭くクリーナを備える印
字ヘッド保守アセンブリとを備え、クリーナがキャップ締め機の対向する側部の間に位置
決めされる。
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【０５６８】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、インクジェットプリンタは、自身がノズル
のアレイを覆うキャップ付き位置と、ノズルのアレイから隔置されたキャップなし位置と
の間で動作する保守アセンブリと、キャップ付き位置とキャップなし位置の間で保守アセ
ンブリを動作させる電動ドライブとを備える。
【０５６９】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、カートリッジに補給するためにインク補充ユ
ニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、インク貯蔵区画と、カ
ートリッジのインタフェースと係合する合体部分とを備え、、合体部分は、インタフェー
スの入口ポートと接続するインク出口があるベースプレートを有し、さらに、インタフェ
ースと着脱式に係合する係合構成を備え、係合構成は、ベースプレートの横方向中心線上
に形成され、インク出口の中心は横方向中心線から隔置される。
【０５７０】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、カートリッジに補給するためにインク補充部
と係合するインタフェースと、管状可撓性壁によって部分的に画定されたインク貯蔵区画
と、所定の量だけ可撓性管状壁を収縮する収縮機構を有し、インク補充ユニットは、ある
量のインクを含む本体と、カートリッジのインタフェースと係合する合体部分を備え、合
体部分は、インタフェースの入口ポートと接続するインク出口、およびインク補充ユニッ
トがインタフェースと係合すると収縮機構を起動させ、インク補充ユニットがインタフェ
ースから係合解除すると収縮機構を解放する複数の収縮アクチュエータを有する。
【０５７１】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、カートリッジに補給するためにインク補充ユ
ニットと係合するインタフェースを有し、インク補充ユニットは、ある量のインクを含む
本体と、インタフェースの相補的インク入口と係合するインク出口と、インタフェースの
口に挿入するために本体から延在する差込みとを備え、差込みの横方向断面は、インク補
充部がカートリッジと正確に一致するのを保証するために、口によって画定された形状に
合わせて調節される。
【０５７２】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのインクカートリッジに組み込まれた印字
ヘッドが提供され、インクカートリッジは、インク補充ユニットで補給するように配置構
成され、インク補充ユニットは、インクを含む本体と、カートリッジの相補的インク入口
と係合するインク出口と、補充ユニットからカートリッジ内へ所定の量のインクが流れた
場合、その視覚的表示を提供する視覚的インジケータとを備える。
【０５７３】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、インクジェットプリンタは、内部にアクセ
スするために蝶番式に装着されたパネルがある外部外被と、インクカートリッジを支持す
るために外部外被内に収容された架台とを備え、架台は、インクカートリッジの挿入およ
び取り外しを可能にするように開放する蝶番式に装着された蓋を有し、蓋の蝶番軸線とパ
ネルの蝶番軸線が平行であり、蓋とパネルが両方とも同じ方向に開放する。
【０５７４】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタの交換式のページ幅印字ヘッドとして、動
力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点を有するように配置構成された印
字ヘッドが提供され、プリンタは、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対
応接点と、選択的バイアス付与機構とを備え、したがって印字ヘッド接点と対応接点とが
バイアス付与されて、印刷中に係合し、印字ヘッドの設置または取り外し時にはバイアス
付与された係合から解放される。
【０５７５】



(77) JP 2009-262566 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

　さらなる態様では、インクジェットプリンタの交換式のページ幅印字ヘッドとして、動
力および印刷データをノズルに転送する印字ヘッド接点を有するように配置構成された印
字ヘッドが提供され、プリンタは、動力および印刷データを印字ヘッド接点に供給する対
応接点と、開位置と閉位置の間で動作するカバー部材とを備え、開位置では、印字ヘッド
を設置するか、取り外すことができ、印刷中はカバー部材が閉位置にあり、したがってカ
バー部材が閉位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が動作して係合し、カバー
部材が開位置へと動作すると、印字ヘッド接点と対応接点が係合解除する。
【０５７６】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタのカートリッジに組み込まれた印字ヘッド
が提供され、カートリッジは、少なくとも１つのインク貯蔵区画と、各インク区画から印
字ヘッドへとインクを供給するインク送りシステムと、１つまたは複数の保守機能を実行
するために印字ヘッドと係合する保守ステーションとを備える。
【０５７７】
　さらなる態様では、インクジェットプリンタ内でインクカートリッジを保持するために
架台に組み込まれた印字ヘッドが提供され、カートリッジは複数のインク貯蔵区画を有し
、架台は、個々にインク貯蔵区画と対応する複数のインタフェースを備え、各インタフェ
ースは、対応するインク貯蔵区画に補給するためにインク補充ユニットを受け取るように
構成される。
【０５７８】
　さらなる態様では、印字ヘッドが提供され、印字ヘッド集積回路は、リソグラフィでマ
スキングしたエッチングおよび付着技術を使用してウェハ基板上に形成され、印字ヘッド
はさらに、媒体送り路に隣接してプリンタ内に装着する集積回路支持構造と、印字ヘッド
集積回路を集積回路支持構造に固定するために集積回路支持構造と印字ヘッド集積回路と
の間にあるポリマー密封膜とを備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【０５７９】
　次に、本発明を例示により、添付図面で図示された好ましい実施形態に関して説明する
。
【０５８０】
　図１は、本発明を実現するプリンタユニット２を示す。媒体供給トレイ３は、印刷エン
ジン（プリンタ外被内に隠れている）で印刷すべき媒体８を支持し、これを供給する。媒
体８の印刷したシートは、印刷エンジンから収集するために媒体出力トレイ４へと送られ
る。ユーザインタフェース５は、ＬＣＤタッチスクリーンであり、これによって使用者は
プリンタユニット２の動作を制御することができる。
【０５８１】
　図２は、内部空隙６内に位置決めされた印刷エンジン１を露出させるために開放したプ
リンタユニット２の蓋７を示す。ピッカ機構９は、入力トレイ３（明快さを期して図示せ
ず）内の媒体と係合し、個々のシートを印刷エンジン１へと送る。印刷エンジン１は媒体
移送手段を含み、これは印刷し、その後に媒体出力トレイ４（引っ込めた状態で図示）へ
と送出するために、個々のシートを取り上げて、印字ヘッドアセンブリ（以下で説明）を
過ぎるように当該個々のシートを送る。
【０５８２】
　図３は、コンピュータシステム７０２のような外部供給源から受け取った文書を、用紙
などの印刷媒体に印刷するためにプリンタユニット２を配置構成する方法を系統図で示す
。これに関して、プリンタユニット２は、予め処理したデータを受け取るために、コンピ
ュータシステム７０２との電気的接続部を含む。図示の特定の状況では、外部コンピュー
タシステム７０２をプログラムして、文書の印刷に関わる様々なステップを実行し、これ
は文書を受け取ること（ステップ７０３）、これをバッファすること（ステップ７０４）
、これをラスタ化すること（ステップ７０６）、次にプリンタユニット２に転送するため
にこれを圧縮すること（ステップ７０８）を含む。
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【０５８３】
　本発明の１つの実施形態によるプリンタユニット２は、圧縮した多層ページ画像の形態
で外部コンピュータシステム７０２から文書を受信し、制御電子機器７６６が画像をバッ
ファし（ステップ７１０）、次にさらなる処理のために画像を拡大する（ステップ７１２
）。拡大した連続階調層をディザリングし（ステップ７１４）、次に拡大ステップからの
黒の層をディザリングした連続階調層上に合成する（ステップ７１６）。コード化したデ
ータをレンダリングし（ステップ７１８）、（所望に応じて）人間の目にはほぼ見えない
赤外線インクを使用して、印刷すべき追加層を形成することもできる。ディザリングした
黒の連続階調層と赤外線層とを組み合わせて（ステップ７２０）、印刷のために印字ヘッ
ド（ステップ７２２）に供給するページを形成する。
【０５８４】
　この特定の配置構成では、印刷すべき文書に関連するデータを、テキストおよび線画用
の高解像度２レベルマスク層と、画像または背景色用の中解像度連続階調色画像層とに分
割する。任意選択で、色付きテキストは、画像または一様な色から獲得した色データでテ
キストおよび線画にテクスチャを与えるために、中から高解像度の連続階調テクスチャ層
を追加することによって支援することができる。印刷アーキテクチャは、画像データまた
は一様な色のデータを参照可能な抽象的「画像」および「テクスチャ」層で表すことによ
り、これらの連続階調層を一般化する。内容に基づいてデータをこのように層に分割する
ことは、当業者に理解されるように、基本モードの混合ラスタ内容（ＭＲＣ）モードに従
う。ＭＲＣ基本モードと同様に、印刷アーキテクチャは、印刷すべきデータが重なる幾つ
かの場合に、妥協する。特に、１つの形態では、全ての重なりが、妥協を明示的に実現す
るプロセス（衝突解消）で３層表現に還元される。
【０５８５】
　図４は、印刷エンジン制御装置７６６による印刷データの処理を説明する。前述したよ
うに、データは、主にソフトウェアに基づくコンピュータシステム７０２によって実行さ
れる画像の前処理で圧縮した多層ページ画像の形態で、プリンタユニット２に送出される
。印刷エンジン制御装置７６６は、主にハードウェアに基づくシステムを使用して、この
データを処理する。
【０５８６】
　ディストリビュータ７３０は、データを受信すると、このデータを固有表現からハード
ウェア特有の表現に変換し、適正なハードウェア装置へのデータ転送に対する制約または
要件を遵守しながら、これらの装置に送信されていることを確保する。ディストリビュー
タ７３０は、変換したデータを複数のパイプライン７３２のうち適切な１つに分配する。
パイプラインは相互に同一であり、本質的に復元、スケーリングおよびドット合成機能を
提供して、１組の印刷可能なドット出力を生成する。
【０５８７】
　各パイプライン７３２は、データを受信するバッファ７３４を含む。連続階調復元装置
７３６は、色連続階調面を復元し、マスク復元装置は、単色（テキスト）層を復元する。
連続階調およびマスクスケーラ７４０および７４２は、復元した連続階調およびマスク面
をそれぞれスケーリングして、ページが印刷される媒体のサイズを考慮に入れる。
【０５８８】
　スケーリングされた連続階調面は、次にディザラ７４４によってディザリングされる。
１つの形態では、確率的な分散ドットのディザを使用する。クラスタ状ドットの（または
振幅を変調した）ディザと異なり、分散ドットの（または周波数を変調した）ディザは、
目で空間的に統合される場合、ほぼドット解像度の限界まで高い空間周波数（つまり画像
細部）を再生しながら、同時に全色の深さまで比較的低い空間周波数を再生する。確率的
ディザマトリックスは、画像全体にタイルのように並べる場合、好ましくない低周波数パ
ターンが比較的ないように、慎重に設計する。したがって、そのサイズは通常、特定数の
強度レベル（例えば２５７の強度レベルで１６×１６×８ビット）を支援するのに必要な
最低数を超える。
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【０５８９】
　次に、ディザリングした面を、ドット毎にドット合成装置７４６内で合成し、印刷に適
切なドットデータを提供する。このデータは、データ分散およびドライブ電子機器７４８
へと前送りされ、これはデータを適正なノズルアクチュエータ７５０へと分配し、これは
本説明の以下でさらに詳細に説明する方法で、適正な時間にインクを適正なノズル７５２
から排出させる。
【０５９０】
　理解されるように、印刷用に画像を処理するために印刷エンジン制御装置７６６内で使
用する構成要素は、データを提示する方法によってほぼ決定される。この点で、印刷エン
ジン制御装置７６６は、プリンタユニット２内でさらなる処理を実行し、したがってコン
ピュータシステム７０２への依存性を軽減するために、追加のソフトウェアおよび／また
はハードウェア構成要素を使用することが可能であり得る。あるいは、印刷エンジン制御
装置７６６は、より少ない処理を実行し、したがってデータをプリンタユニット２に転送
する前に画像をさらに高度に処理するためにコンピュータシステム７０２を頼るように、
より少ないソフトウェアおよび／またはハードウェア構成要素を使用してもよい。
【０５９１】
　図５は、上述したタスクを実行するために必要な構成要素のブロック図を提供する。こ
の配置構成では、ハードウェアパイプライン７３２は、スモールオフィスホームオフィス
プリンタエンジンチップ（ＳｏＰＥＣ）７６６で実現される。図示のように、ＳｏＰＥＣ
デバイスは３つの別個のサブシステムで構成される。つまり、中央処理ユニット（ＣＰＵ
）サブシステム７７１、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）サブシステム
７７２および印刷エンジンパイプライン（ＰＥＰ）サブシステム７７３である。
【０５９２】
　ＣＰＵサブシステム７７１はＣＰＵ７７５を含み、これは他のサブシステムの全態様を
制御し、構成する。これは、印刷エンジン１の全要素のインタフェースをとり、それを同
期化する全体的支援を提供する。これはさらに、ＱＡチップ（以下で説明）への低速通信
を制御する。ＣＰＵサブシステム７７１は、汎用入出力（ＧＰＩＯ、モータ制御装置を含
む）、割り込み制御装置ユニット（ＩＣＵ）、ＬＳＳマスタおよび一般タイマなどのＣＰ
Ｕ７７５を補助する様々な周辺機器も含む。ＣＰＵサブシステム上のシリアル通信ブロッ
ク（ＳＣＢ）は、ホストへの全速ＵＳＢ１．１インタフェース、さらに他のＳｏＰＥＣデ
バイス（図示せず）へのＳｏＰＥＣ間インタフェース（ＩＳＩ）も提供する。
【０５９３】
　ＤＲＡＭサブシステム７７２は、ＣＰＵ、シリアル通信ブロック（ＳＣＢ）およびＰＥ
Ｐサブシステム内のブロックから要求を受け取る。ＤＲＡＭサブシステム７７２、特にＤ
ＲＡＭインタフェースユニット（ＤＩＵ）は、様々な要求を調停し、どの要求がＤＲＡＭ
へのアクセスを獲得すべきか決定する。ＤＩＵは、構成されたパラメータに基づいて調停
し、全要求側に対してＤＲＡＭへの十分なアクセスを許容する。ＤＩＵはまた、ページサ
イズ、バンク数およびリフレッシュ率のようなＤＲＡＭの実現詳細を非表示にもする。
【０５９４】
　印刷エンジンパイプライン（ＰＥＰ）のサブシステム７７３は、ＤＲＡＭから圧縮した
ページを受け入れ、これを、印字ヘッドと直接通信する印字ヘッドインタフェース（ＰＨ
Ｉ）向けの任意の印刷行の２レベルドットにする。ページ拡張パイプラインの第１段階は
、連続階調復号器ユニット（ＣＤＵ）、無損失２レベル復号器（ＬＢＤ）、および必要に
応じてタグ暗号器である。ＣＤＵは、ＪＰＥＧ圧縮済み連続階調（通常はＣＭＹＫ）層を
拡張し、ＬＢＤは圧縮した２レベル層（通常はＫ）を拡張し、ＴＥは、プリンタユニット
２がネットページ機能（ネットページシステムの詳細な説明については、相互参照の文書
を参照）を有する場合、その後の（通常はＩＲまたはＫインクでの）レンダリングのため
に任意のネットページタグを暗号化する。第１段階の出力は、１組のバッファである。つ
まり、連続階調ＦＩＦＯユニット（ＣＦＵ）、スポットＦＩＦＯユニット（ＳＦＵ）、お
よびタグＦＩＦＯユニット（ＴＦＵ）である。ＣＦＵおよびＳＦＵバッファは、ＤＲＡＭ



(80) JP 2009-262566 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

で実現される。
【０５９５】
　第２段階は、中間調合成装置ユニット（ＨＣＵ）であり、これは連続階調層をディザリ
ングし、位置タグおよび２レベルスポット層を、その結果のディザリングした２レベル層
上で合成する。
【０５９６】
　ＳｏＰＥＣデバイスで使用する印字ヘッドに応じて、幾つかの合成選択肢を実現するこ
とができる。この段階から最大６チャネルの２レベルデータが生成されるが、印字ヘッド
上に全てのチャネルが存在しなくてもよい。例えば、印字ヘッドは、ＫをＣＭＹチャネル
に押し込み、ＩＲを無視した状態で、ＣＭＹのみでよい。あるいは、ＩＲインクが使用不
可能である（または試験目的である）場合、暗号化した任意のタグをＫに印刷することが
できる。
【０５９７】
　第３段階では、デッドノズル補償器（ＤＮＣ）が、色の冗長性および周囲ドットへのデ
ッドノズルのデータのエラー拡散によって、印字ヘッドのデッドノズルを補償する。
【０５９８】
　その結果の２レベル５チャネルドットデータ（通常はＣＭＹＫ、赤外線）はバッファさ
れ、ドットライン書き込み装置ユニット（ＤＷＵ）を介してＤＲＡＭに記憶される１組の
ラインバッファに書き込まれる。
【０５９９】
　最後に、ドットデータはＤＲＡＭから逆にロードされ、ドットＦＩＦＯに介して印字ヘ
ッドインタフェースに渡される。ドットＦＩＦＯは、システムクロック率（ｐｃｌｋ）で
ラインローダユニット（ＬＬＵ）からのデータを受け入れる一方、印字ヘッドインタフェ
ース（ＰＨＩ）はＦＩＦＯからデータを取り出し、これをシステムクロック率の２／３倍
の率で印字ヘッドに送信する。
【０６００】
　好ましい形態では、ＤＲＡＭは２．５Ｍバイトのサイズであり、そのうち約２Ｍバイト
は圧縮したページ記憶データに使用可能である。圧縮したページは、２つ以上のバンドで
受信し、幾つかのバンドがメモリに記憶される。ページのバンドは、印刷のためにＰＥＰ
サブシステム７７３が消費するので、新しいバンドをダウンロードすることができる。新
しいバンドは、現在のページまたは次のページ用でよい。
【０６０１】
　バンディングを使用すると、完全な圧縮ページをダウンロードする前にページの印刷を
開始することが可能であるが、印刷用に常にデータが使用可能であることを確認するため
に、注意しなければならず、さもないとバッファ不足が生じることがある。
【０６０２】
　埋め込まれたＵＳＢ１．１デバイスは、圧縮したページデータおよび制御命令をホスト
ＰＣから受け入れ、ＤＲＡＭ（または以下で説明するように、多重ＳｏＰＥＣシステムの
別のＳｏＰＥＣデバイス）へのデータ転送を容易にする。
【０６０３】
　代替実施形態では、多重ＳｏＰＥＣデバイスを使用することができ、これは特定の実施
例に応じて異なる機能を実行することができる。例えば、幾つかの場合、ＳｏＰＥＣデバ
イスは、オンボードＤＲＡＭで単純に使用することができる一方、別のＳｏＰＥＣデバイ
スは、上述した様々な復元およびフォーマット作成機能を監視する。これは、バッファ不
足の可能性を低下させることができ、これはページの全データを受信する前にプリンタが
そのページの印刷を開始し、残りのデータの受信が間に合わない場合に発生することがあ
る。メモリバッファ機能に余分なＳｏＰＥＣデバイスを追加すると、追加的チップの他の
機能をどれも使用しなくても、バッファ可能なデータの量が２倍になる。
【０６０４】
　各ＳｏＰＥＣシステムは、プリンタ機構の品質、印字ヘッドノズルが印刷中に損傷しな
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いようなインク供給の品質、および印字ヘッドおよび機構が損傷しないことを保証するた
めのソフトウェアの品質を保証するために、相互に協働するように設計された幾つかの品
質保証（ＱＡ）デバイスを有することができる。
【０６０５】
　通常、各印刷ＳｏＰＥＣは、関連するプリンタユニットＱＡを有し、これは最大印刷速
度のようなプリンタユニットの属性に関する情報を記憶する。カートリッジユニットもＱ
Ａチップを含んでよく、これは残りのインク量のようなカートリッジ情報を記憶し、デッ
ドノズルマッピングおよび印字ヘッドの特徴のような印字ヘッド固有の情報を記憶するＲ
ＯＭ（事実上ＥＥＰＲＯＭ）として作用するようにも構成することができる。補充ユニッ
トもＱＡチップを含んでよく、これはインクのタイプ／色および補充するために存在する
インクの量のような補充インク情報を記憶する。ＳｏＰＥＣデバイスのＣＰＵは任意選択
で、事実上シリアルＥＥＰＲＯＭとして作用するＱＡチップからプログラムコードをロー
ドし、実行する。最後に、ＳｏＰＥＣデバイスのＣＰＵは、論理ＱＡチップ（つまりソフ
トウェアのＱＡチップ）を実行する。
【０６０６】
　通常、システム中の全ＱＡチップは物理的に同一であり、フラッシュメモリの内容のみ
が他から１つを区別する。
【０６０７】
　各ＳｏＰＥＣデバイスは、システムの認証およびインクの使用会計のためにＱＡデバイ
スと通信可能な２つのＬＳＳシステムバスを有する。バス毎に多数のＱＡデバイスを使用
することができ、システムにおけるその位置は限定されないが、プリンタＱＡおよびイン
クＱＡデバイスは別個のＬＳＳバス上になければならない。
【０６０８】
　使用中には、論理ＱＡがインクＱＡと通信して、残りのインクを求める。インクＱＡか
らの返答は、プリンタＱＡを参照して認証される。プリンタＱＡからの検証はそれ自体が
論理ＱＡによって認証され、それによって追加の認証レベルをインクＱＡからの返答に間
接的に追加する。
【０６０９】
　ＱＡチップ間で渡されるデータは、ディジタル署名によって認証される。好ましい実施
形態では、データにはＨＭＡＣ－ＳＨＡ１認証が使用され、プログラムコードにはＲＳＡ
が使用されるが、代わりに他の体系を使用してもよい。
【０６１０】
　したがって理解されるように、ＳｏＰＥＣデバイスは、印刷エンジン１の全体的動作を
制御し、基本的なデータ処理タスクを実行し、さらに印刷エンジン１の個々の構成要素の
動作を同期化させて、制御し、以下で検討するように印刷媒体の取り扱いを容易にする。
【０６１１】
　［印刷エンジン］
　印刷エンジン１は、図６および図７で詳細に図示され、２つの主要部品、つまりカート
リッジユニット１０および架台ユニット１２で構成される。
【０６１２】
　カートリッジユニット１０は、架台ユニット１２内で受け取り、架台ユニットに装着し
たカバーアセンブリ１１によって所定の位置に固定されるような形状およびサイズにされ
ている。架台ユニット１２は、以上で検討したように、印刷を容易にするためにプリンタ
ユニット２内に固定するように構成される。
【０６１３】
　図７は、カートリッジユニット１０が架台ユニット１２内に固定され、カバーアセンブ
リ１１が閉鎖した状態で、組み立てた形態の印刷エンジン１を示す。印刷エンジン１は、
プリンタユニット２のユーザインタフェース５からの使用者入力に応答して、印刷に関連
する様々な態様を制御する。これらの態様は、制御された方法で印字ヘッドを越えて媒体
を移送すること、および制御した状態でインクを通過媒体の表面上に排出することを含む
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。
【０６１４】
　［カートリッジユニット］
　カートリッジユニット１０が、図８および図９で詳細に図示されている。図９の組立分
解図を参照すると、カートリッジユニット１０は一般的に本体２０、インク貯蔵モジュー
ルアセンブリ２１、印字ヘッドアセンブリ２２および保守アセンブリ２３で構成される。
【０６１５】
　これらの部品はそれぞれ、相互に組み付けられて一体のユニットを形成し、これはイン
ク貯蔵手段をインク排出手段と組み合わせる。このような配置構成は、必要に応じてイン
クが印刷用印字ヘッドアセンブリ２２に直接的に供給されることを保証し、インク貯蔵ア
センブリまたは印字アセンブリのいずれか、または両方を交換する必要がある場合、これ
はカートリッジユニット１０全体を交換することによって容易に実行することができる。
【０６１６】
　しかし、印字ヘッドの使用寿命は、インクの供給によって制限されるものではない。カ
ートリッジユニット１０の最上表面４２は、必要に応じてインク貯蔵モジュール４５に補
給するためにインクの補充要求部と合体するためのインタフェース６１を有する。インク
補充ユニット、およびカートリッジとの合体プロセスについては、以下でさらに詳細に検
討する。印字ヘッドの寿命をさらに延長するために、カートリッジユニットは一体の印字
ヘッド保守アセンブリ２３を担持し、これは印字ヘッドにキャップをし、拭き取って、潤
す。このアセンブリについても、後でさらに詳細に説明する。
【０６１７】
　［本体］
　カートリッジユニット１０の本体２０は、図１０でさらに詳細に図示され、開放した頂
部および開放して長手方向に延在する側壁を有するほぼ長方形の枠２５を備える。１対の
支柱２６が、各端で枠の下側から突出する。これらの支柱２６は、以下で説明する方法で
保守アセンブリ２３を本体１０に装着するために設けられる。
【０６１８】
　インク出口成形品２７は、その下側に、本体２０に収容すべき各インク貯蔵モジュール
４５に対応するその下側にあるインク出口（図示せず）を有する。各インク出口は、１対
の内側に延在するシリコン製リングシールを有する。リングシールは、インク出口成形品
２７と同時成形され、以下で説明する印字ヘッドアセンブリへのインク入口を密封する。
インク出口成形品２７は、長方形の枠２５の下側に超音波溶接する。
【０６１９】
　枠２５の一方の長手方向壁に沿って、一連のインクダウンパイプ３０がある。各ダウン
パイプ３０はその上端にＯリングシール２９を有し、個々のインク貯蔵モジュール（以下
で説明）のインク出口との密封した接続部を形成する。インク出口成形品２７を本体２０
に溶接すると、各インクダウンパイプ３０は成形品２７の下側にある個々のインク出口と
流体連絡する。
【０６２０】
　空気スリーブ３１は加圧した空気源（図示せず）に接続されて、空気の流れを印字ヘッ
ドアセンブリに提供し、ここで空気は印字ヘッドノズル全体に配向され、紙の塵の詰まり
を回避する（以下でさらに検討する）。
【０６２１】
　インク充填ポート３５が、各インクダウンパイプ３０の下部分に形成される。これらの
補充ポートは、インク貯蔵アセンブリ２１を初期充填するためだけのものである。インク
貯蔵アセンブリのその後の補充は、以下で説明するインク補充ユニットを使用する。初期
充填プロセスを補助するために、カートリッジユニット１０の最上表面４２にある空気抜
き４１に真空を加える（図９参照）。空気抜き４１は、各インク貯蔵モジュール４５のイ
ンク袋の内部に接続される（以下で説明）。インクは、充填ポート３５を介して送られ、
インクダウンパイプ３０へと引き上げられ、インク貯蔵ボリュームに入る。充填プロセス
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中に、カートリッジユニットを傾斜させ、したがって空気抜き４１が個々のインク袋それ
ぞれで最高点になり、真空が空気抜き４１を通してインクを引っ張るまで充填される。こ
れは、各インク袋が完全に充填され、空気がパージされることを保証する。印字ヘッドへ
のインクの流れに同伴する気泡がノズルの動作を損なうことがあることが、当業者には認
識される。
【０６２２】
　図１５から図１７で示すように、下方部材６５にはその一方端に複数の呼び水入口８５
を設ける。各呼び水入口８５は、経路６７の１つと直接連絡し、出荷および使用前にイン
ク貯蔵モジュール４５にインクで呼び水を与える代替的手段または追加的手段を提供する
。
【０６２３】
　インク貯蔵モジュールが満杯である場合は、ポリマーの密封玉３３を充填ポート３５お
よび空気抜き４１に挿入する。
【０６２４】
　金属板３４が枠２５および出口成形品３０の下側に装着され、カートリッジユニット１
０に構造的剛性を提供する。これは、移動止め３８を枠２５の後壁のスロット（図示せず
）に引っかけ、有刺スナップロック構成３２の列を口３７の外列にクリップ留めするまで
板３４を回転することにより、所定の位置にスナップロックされる。
【０６２５】
　板３４は、出口成形品２７の下面から突出するインク出口（図示せず）を受け取る穴３
９を有する。プレスされた金属板３４は、枠２５に対して下方向に突出するフランジ部分
４０も有し、これは以下でさらに詳細に検討する耐力表面として作用する。
【０６２６】
　カートリッジユニット１０のインク貯蔵アセンブリ蓋２１が、図１１から図１４で詳細
に図示されている。蓋２１は、本体２０の枠２５と対合して閉じたユニットを形成するよ
うに構成される。図１１で最もよく図示されているように、インク貯蔵モジュール４５は
蓋２１の下側に装着され、本体２０によって提供された個々の空隙３６内に延在する（図
１０参照）。
【０６２７】
　インク貯蔵モジュール４５の１つが、図１２、図１３および図１４で別個に図示されて
いる。インク袋４６は、マイラ（登録商標）のような可撓性の空気透過性で熱可塑性の膜
から作成され、これは加圧状態でインクを内部に保持できるようにする。可撓性袋４６は
、インクが充填されるにつれて拡張し、インクが消費されるにつれて圧潰することができ
る。これについて、図５４Ａから図５４Ｄに図示された補充プロセスに関して以降でさら
に詳細に検討する。
【０６２８】
　インク袋４６は、上板部材４７と下板部材４８の間に延在する。これは、気密シールの
ために板４７および４８に熱溶着（などを）する。上板部材４７は、弁インサート４９を
受け取るように配置構成される。弁インサートは入口弁１６および出口弁１８を有する。
弁インサート４９は、最上表面４２に形成されたポート５１と直接連絡して、インク補充
ユニット、さらに出口５２からインクを受け取り、インクを印字ヘッドアセンブリ２２へ
と送出できるように位置決めされる。図１４で最もよく図示されるように、入口弁１５は
、上面４２のポート５１に位置決めされたスリットを通してインク補充ユニットのインク
送出針を受け取る（以下で検討）。入口弁１６は、閉位置へとバイアス付与され、補充ユ
ニット（以下で説明）がカートリッジユニット１０に合体すると、開放する。
【０６２９】
　逆に、出口弁１８は開位置へとバイアス付与され、補充ユニットが合体すると閉鎖する
。フィルタ２１５は、上板部材４７の出口弁への入口を覆う。フィルタは、固体汚染物質
および気泡を除去するようなサイズにされる。上記で検討したように、圧縮可能な気泡は
、ノズルが動作するのを妨げることがある。
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【０６３０】
　出口弁は、蓋２１の下側にある導管５２に接続し、これはダウンパイプのカラー２１６
へと通じる。インク貯蔵アセンブリ２１を本体２０内に配置すると、カラー２１６がダウ
ンパイプ３０の端部にあるＯリングシール２９を密封する。
【０６３１】
　上板４７は蓋２１の下側に固定され、弁インサート４９を所定の位置に保持する。下板
４８はカラー５７内、および蓋２１の下側から延在する４本の柱１９の内縁内で滑動する
。板４８は、袋４６が充填され、拡張されるにつれ、柱１９を下方向に滑動する。逆に、
これは袋２１が空になるにつれて蓋２１に向かって滑動する。袋４６の長さは、下板４８
が保持バー５５に到達するまでのその行程を制限する。定荷重ばね５４が保持バー５５と
窪んだペグ５３の間に延在して、板４８に保持バー５５へとバイス付与する。これは、袋
４６にバイアス付与して拡張させ、それによって袋内のインクを負圧で維持する。これは
、印字ヘッドノズルからのインク漏れを防止する。
【０６３２】
　［袋収縮器］
　各インク貯蔵モジュール４５は袋収縮器４３を有して、各補充動作後にインクの負圧を
再確立する。収縮器４３は下部カラー５７を有し、これは柱１９の端部と突き当たり、保
持バー５５によって所定の位置に保持される。下板４８は、インク袋４６が空になるにつ
れて、下部カラー５７内で上方向に滑動する。４枚の弓形パネル５８が下部カラー５７か
ら上部カラー５９まで上方向に延在する。パネル５８は内側へとわずかに弓なりになる。
インク補充ユニット（以下で説明）は、４つの収縮器アクチュエータを有する。補充部が
カートリッジユニットと合体すると、収縮器アクチュエータが蓋２１の口６０を通して延
在し、上部カラー５９を下部カラー５７に向かって押す。これによってパネル５８は内側
へとさらに弓なりになり、袋４６の各側を押下する。
【０６３３】
　補充中に、インク袋４６内の負圧がインクを補充ユニットから引き出す。負圧は、下板
４８に保持バー５５へとバイアス付与する定荷重ばね５４によって生成される。インク袋
が満杯になると、負圧が消滅する。インク袋４６内に負圧がないと、ノズルからインクが
漏れる危険がある。カートリッジから補充ユニットを外すと、袋４６の中で負圧が再確立
される。４つの収縮器アクチュエータが蓋２１の口６０を通して後退するので、弓形パネ
ル５８が上部カラー５９を上板部材４７へと押し戻すことができる。パネル５８は、袋４
６の側部をそれほど押下しないように、真っ直ぐになる。これによって、袋４６はわずか
に膨張することができ、入口弁１６が閉鎖するにつれて、袋の体積がわずかに増加して、
負圧が回復する。
【０６３４】
　［印字ヘッドアセンブリ］
　印字ヘッドアセンブリ２２は、図１５から図１８でさらに詳細に図示され、出口成形品
２７（図１０参照）からのインクを受け取るために本体２０の下側に取り付けられるよう
な構成である。
【０６３５】
　印字ヘッドアセンブリ２２は通常、細長い上方部材６２を備え、これは本体２０の下で
支柱２６の間に延在するように構成される。複数のＵ字形クリップ６３が上方部材６２か
ら突出する。これは、剛性板３４に設けた窪み３７を通過し、本体２０に形成された耳（
図示せず）に捕捉され、印字ヘッドアセンブリ２２を固定する。
【０６３６】
　上部要素６２は、印字ヘッドアセンブリ２２が本体２０に固定されている場合に出口成
形品２７の出口で受け取る複数の送り管６４を有する。送り管６４には、インク漏れから
保護するように外部コーティングを設けることができる。
【０６３７】
　上方部材６２は液晶ポリマー（ＬＣＰ）から作成され、これは幾つかの利点を提供する
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。これは、その熱膨張率（ＣＴＥ）がシリコンのそれと同様になるように成形することが
できる。印字ヘッド集積回路７４（以下で検討）とその下にある成形品とのＣＴＥに有意
の差があると、構造全体が弓なりになることがあることが理解される。しかし、成形方向
のＬＣＰのＣＴＥは非成形方向のそれより非常に小さい（約２０ｐｐｍ／℃と比較して約
５ｐｐｍ／℃）ので、ＬＣＰ成形品の成形方向が印字ヘッド集積回路（ＩＣ）７４の長手
方向範囲と同一方向であることを保証するように注意しなければならない。ＬＣＰは、ポ
リカーボネート、スチレン、ナイロン、ＰＥＴ、およびポリプロピレンなどの「通常のプ
ラスチック」より通常は５倍であるモジュールで比較的高い剛性も有する。
【０６３８】
　図１６で最もよく図示されているように、上方部材６２は、下方部材６５を受け取る開
放経路構成を有し、これは接着膜６６を介して結合される。下方部材６５もＬＣＰから作
成され、これは長さに沿って形成された複数のインク経路６７を有する。各インク経路６
７は、送り管６４の１本からインクを受け取り、印字ヘッドアセンブリ２２の長さに沿っ
てインクを分配する。経路は１ｍｍ幅であり、０．７５ｍｍの厚さの壁によって隔置され
る。
【０６３９】
　図示の実施形態では、下方部材６５が、その長さに沿って延在する５本の経路６７を有
する。各経路６７は、５本の送り管６４の１本のみからインクを受け取り、これはインク
貯蔵モジュール４５（図１０参照）の１つからインクを受け取って、異なる色のインクが
混合する危険を低下させる。これに関して、接着膜６６も個々のインク経路６７を密封し
て、下方部材６５が上方部材６２に組み付けられた場合に経路をまたいでインクが混合す
るのを防止するようにも作用する。
【０６４０】
　各経路６７の底部には一連の等間隔の穴６９（図１７で最もよく見られる）があり、下
方部材６５の底面に５列の穴６９を与える。中央列の穴６９は、印字ヘッドＩＣ７４の真
上で下方部材６５の中心線に沿って延在する。図２２Ａで最もよく見られるように、中央
列のいずれかの側にある他の列の穴６９は、インクを印字ヘッドＩＣ７４に送れるように
、各穴６９から中心への導管７０を必要とする。
【０６４１】
　図１８を参照すると、印字ヘッドＩＣ７４は、ポリマー密封膜７１によって下方部材６
５の下側に装着される。この膜は、ＰＥＴまたはポリサルホン膜のような熱可塑性膜、ま
たはＡＬ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ａｎｄ　Ｒｏｇｅｒｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
が製造するような熱硬化性膜の形態でよい。ポリマー密封膜７１は、中心膜の両側に接着
層がある積層品であり、下方部材６５の下側に積層される。図１７、図２２Ａおよび図２
２Ｂで示すように、印字ヘッドＩＣ７４と経路６７との流体連絡のために接着膜７１を通
して複数の穴７２をレーザで穿孔し、中心に配置したインク送出点（中央列の穴６９およ
び導管７０の端部）と一致させる。
【０６４２】
　ポリマー密封膜７１の厚さは、これが提供するインク密封の有効性にとって重大である
。図２１から図２２Ｂで最もよく見られるように、ポリマー密封膜は、印字ヘッドＩＣ７
４の後側にあるエッチング経路７７、さらに膜の他方側にある導管７０を密封する。しか
し、膜７１が導管７０の開放端全体を密封するので、これが膨張するか、導管内に落ち込
むこともある。導管７０に落ち込む膜の区間は、印字ヘッドＩＣ７４のエッチング経路７
７の幾つかにまたがる。落ち込みは、壁の間にギャップを引き起こし、各エッチング経路
７７を分離することがある。これが密封を破り、インクが印字ヘッドＩＣ７４から、およ
び／またはエッチング経路７７間に漏出可能にすることは明白である。
【０６４３】
　これから保護するために、ポリマー密封膜７１は、エッチングした経路７７上で密封を
維持しながら、導管７０への落ち込みを相殺するのに十分なほど厚くなければならない。
ポリマー密封膜７１の最小厚さは、以下によって決定される。
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１．落ち込む先の導管の幅
２．膜の積層構造の接着層の厚さ
３．印字ヘッドＩＣ７４が押し込まれるので、接着層の「剛性」
４．積層品の中心膜材料の係数
【０６４４】
　２５ミクロンというポリマー密封膜７１の厚さは、図示の印字ヘッドアセンブリ２２に
とって十分である。しかし、厚さを５０ミクロン、１００ミクロン、さらには２００ミク
ロンへと増加すると、提供される密封の信頼性が相応して上昇する。
【０６４５】
　インク送出入口７３は、印字ヘッドＩＣ７４の「前」面に形成される。入口７３は、入
口に位置決めされた個々のノズル８０１（図２３から図３６に関して以下で説明）にイン
クを供給する。インクは、それぞれの個別入口７３全部にインクを供給するように、ＩＣ
に送出しなければならない。したがって、個々の印字ヘッドＩＣ７４内の入口７３は、物
理的にグループ分けされ、インク供給部の複雑さと配線の複雑さを軽減する。これは、電
力消費量を最小限に抑えて、様々な印刷速度を可能にするために、論理的にもグループ分
けされる。
【０６４６】
　各印字ヘッドＩＣ７４は、５つの異なる色のインク（Ｃ、Ｍ、Ｙ、ＫおよびＩＲ）を受
け取って、印刷するように構成され、色毎に１２８０のインク入口を含み、これらのノズ
ルは偶数および奇数ノズル（それぞれ６４０個）に分割される。各色の偶数および奇数ノ
ズルは、印字ヘッドＩＣ７４の異なる行に提供され、垂直方向に位置合わせされて、真の
１６００ｄｐｉの印刷を実行する。つまり、ノズル８０１は、図１９で明白に図示されて
いるように、１０行に配置構成される。単一の行にある２つの隣接するノズル８０１間の
水平距離は、３１．７５ミクロンであり、ノズルの行間の垂直距離は、ノズルの発射順序
に基づくが、行は通常、正確なドットラインの数に、用紙が行発射時間の間に移動する距
離に対応するドットラインの分数を加えた値だけ分離される。また、任意の色について、
ノズルの偶数行と奇数行との間隔は、以下で説明するようにインク経路を共用できるよう
な間隔でなければならない。
【０６４７】
　以前に触れたように、本発明はページ幅印刷に関連し、したがって印字ヘッドＩＣ７４
は、印字ヘッドアセンブリ２２の幅にわたって水平に延在するように配置構成される。そ
のために、個々の印字ヘッドＩＣ７４は、図１６および図１７で示すように接着層７１の
表面全体で突き合わせ構成で相互に連結される。印字ヘッドＩＣ７４は、ＩＣを接着層の
融点より上まで加熱し、次にこれを密封膜７１に押し込むか、接着層をＩＣの下でレーザ
にて溶融してから、これを膜に押し込むことによって、ポリマー密封膜７１に取り付ける
ことができる。別の選択肢は、膜７１に押し込む前に、ＩＣ（接着剤の融点以下）と接着
層の両方を加熱することである。
【０６４８】
　個々の印字ヘッドＩＣ７４の長さは、約２０～２２ｍｍである。Ａ４／ＵＳレターサイ
ズのページを印刷するには、１１から１２の個々の印字ヘッドＩＣ７４を連続的に相互に
連結する。個々の印字ヘッドＩＣ７４の数は、他の幅のシートに対応するために変更する
ことができる。
【０６４９】
　印字ヘッドＩＣ７４は、様々な方法で相互に連結することができる。ＩＣ７４を連結す
る１つの特定の方法が、図２０に図示されている。この配置構成では、ＩＣ７４はその端
部で相互に連結されて、ＩＣの水平のラインを形成し、隣接するＩＣ間に垂直のずれがな
いように成形される。ＩＣ間には、ほぼ４５°の角度を有する傾斜接合部が提供される。
接合縁は直線ではなく、鋸歯状輪郭を有して、位置決めを容易にし、ＩＣ７４は、接合縁
に直角に測定して約１１ミクロン隔置されるように意図される。この配置構成では、各行
の最も左側のインク送出ノズル７３は、１０ラインのピッチだけ脱落し、三角形の形状に
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配置構成される。この配置構成は、接合部にある程度のノズルの重なりを提供し、ノズル
のピッチを維持して、インクの滴が印刷ゾーンに沿って一定に送出されることを保証する
。この配置構成は、十分な連結を保証するためにＩＣ７４の縁部にさらなるシリコンが提
供されることも保証する。ＳｏＰＥＣデバイス（以降の説明で検討）によってノズル動作
の制御を実行する一方、ノズルの補償は、貯蔵の要件に応じて印字ヘッド内で実行するか
、ＳｏＰＥＣデバイスによっても実行することができる。これに関して、ＩＣ７４の一方
端に配置したノズルの脱落三角形構成は、印字ヘッドの貯蔵の要件を最小限に抑えること
が理解される。しかし、貯蔵要件がそれほど重大でない場合は、三角形以外の形状を使用
することができ、例えば脱落した行が台形の形態をとってよい。
【０６５０】
　印字ヘッドＩＣの上面は、その縁部に沿って設けた幾つかの接着パッド７５を有し、こ
れはＳｏＰＥＣデバイスからデータを受信する手段およびまたはノズル７３の動作を制御
する動力を提供する。接着層７１の表面でＩＣ７４を適正に位置決めし、これが接着層７
１に形成された穴７２と適正に位置合わせされるように、ＩＣ７４を位置合わせするのを
補助するために、ＩＣ７４の表面には基準点７６も設ける。基準点７６は、隣接するＩＣ
および接着層７１の表面に対してＩＣ７４の真の位置を示すために、適切な位置決め機器
によって容易に識別可能なマーカの形態であり、ＩＣ７４の縁部に、接着層７１の長さに
沿って戦略的に位置決めされる。
【０６５１】
　ポリマー密封膜７１に形成した穴７２からインクを受け取り、インクをインク入口７３
に分配するために、各印字ヘッドＩＣ７４の下側は、図２１に示すように構成される。幾
つかのエッチングした経路７７が設けられ、各経路７７は１つの特定色またはタイプのイ
ンクを送出する専用の１対の入口７３の行と流体連絡する。経路７７は約８０ミクロンの
幅であり、これはポリマー密封膜７１の穴７２の幅と同等であり、ＩＣ７４の長さに延在
する。経路７７は、シリコン壁７８によって複数の区間に分割される。入口７３の流路を
減少させ、個々のノズル８０１へのインクが枯渇する可能性を減少させるために、各区間
には、インクが直接供給される。
【０６５２】
　図２２Ｂは、ノズル７３に供給するためにＩＣ７４の下側に形成されたエッチング経路
７７にインクを送る方法を、さらに明白に示す。図示のように、ポリマー密封膜７１を通
して形成された穴７２は、シリコン壁７８が経路７７を複数の区画に分離する点にて、経
路７７の１つと位置合わせされる。穴７２は約８０ミクロンの幅で、これは経路７７の幅
とほぼ同じであり、したがって１つの穴７２がインクを経路７７の２つの区間に供給する
。これは、ポリマー密封膜７１で要求される穴７２の密度を半分にすることが理解される
。
【０６５３】
　各印字ヘッドＩＣ７４をポリマー密封膜７１に表面に取り付けて、位置合わせした後、
制御信号および電力を接着パッド７５に供給して、ノズル８０１を制御し、操作すること
ができるように、可撓性ＰＣＢ７９（図１８参照）をＩＣ７４の縁部に沿って取り付ける
。図１５でさらに明白に示すように、可撓性ＰＣＢ７９は印字ヘッドアセンブリ２２から
延在し、印字ヘッドアセンブリ２２の周囲で折り曲げられる。
【０６５４】
　可撓性ＰＣＢ７９は、受け取った電力およびデータ信号を制御するために、その長さに
沿って配置構成された複数の減少結合コンデンサ８１も有してよい。図１６に最もよく示
すように、可撓性ＰＣＢ７９は架台ユニット１２の制御回路から動力およびデータ信号を
受け取るためにその長さに沿って形成される電気接点１８を有する。可撓性ＰＣＢ７９の
遠位縁に沿って複数の穴８０も形成され、これは可撓性ＰＣＢを本体２０の剛性板３４の
フランジ部分４０に取り付ける手段を提供する。可撓性ＰＣＢ７９の電気接点が架台ユニ
ット１２の電力およびデータ接点に接触する方法については、以降で説明する。
【０６５５】
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　図１８で示すように、媒体シールド８２は、通過する媒体との接触のせいで生じ得る損
傷から印字ヘッドＩＣ７４を保護する。媒体シールド８２は、適切なクリップロック構成
または接着剤を介して印字ヘッドＩＣ７４の上流で上方部材６２に取り付けられる。この
方法で取り付けると、印字ヘッドＩＣ７４は媒体シールド８２の表面の下に、通過する媒
体の路から外れて位置する。
【０６５６】
　媒体シールド８２と上方部材６２および下方部材６５の間に、空気圧縮機などからの加
圧空気を受け取ることができる空間８３が提供される。この空間８３が印字ヘッドアセン
ブリ２２の長さに沿って延在するので、圧縮空気は、印字ヘッドアセンブリ２２のいずれ
かの端部からも空間５６に供給し、アセンブリに沿って均一に分布させることができる。
媒体シールド８２の内面には一連の羽根８４を設け、これは媒体シールド８２の長さに沿
って均一に分布した複数の空気出口を画定し、これを通って圧縮空気が移動し、媒体送出
方向で印字ヘッドＩＣ７４を越えて配向される。この配置構成は、媒体とともに搬送され
る塵および他の粒子状物質が印字ヘッドＩＣの表面に落ち着くのを防止するように作用す
る。これは、ノズルの閉塞および損傷を引き起こすことがある。
【０６５７】
　［インク送出ノズル］
　次に、ノズルおよび対応するアクチュエータを備える本発明に適したタイプのインク送
出ノズル構成の一例について、図２３から図３２に関して説明する。図３２は、シリコン
基板８０１５上に形成されたインク送出ノズル構成８０１のアレイを示す。ノズル構成８
０１はそれぞれ同一であるが、ノズル構成８０１のグループは、異なる色のインクまたは
固定剤が送られるように配置構成される。これに関して、ノズル構成は行で配置構成され
、相互に対して互い違いになって、１行のノズルで可能なものより印刷中のインクドット
の間隔を短くすることができる。このような配置構成によって、高密度のノズルを提供す
ることが可能になる。例えば５０００を超えるノズルが複数の互い違いの行でアレイ状に
なり、それぞれが各行のノズル間に約３２ミクロン、および隣接する行間に約８０ミクロ
ンの間隔を有する。複数の行は、（所望に応じて）冗長性も可能にし、それによってノズ
ル当たりの所定の故障率を見越す。
【０６５８】
　各ノズル構成８０１は、集積回路製造技術の産物である。特に、ノズル構成８０１は微
小電気機械システム（ＭＥＭＳ）を画定する。
【０６５９】
　明快さを期して、説明を容易にするために、図２３から図３１に関して単一のノズル構
成８０１の構成および動作について説明する。
【０６６０】
　インクジェットの印字ヘッド集積回路７４は、自身上に位置決めされた０．３５ミクロ
ンの１Ｐ４Ｍの１２ボルトＣＭＯＳ超小型演算電子機器を有するシリコンウェハ基板８０
１５を含む。
【０６６１】
　二酸化珪素（あるいはガラス）層８０１７が、基板８０１５上で位置決めされる。二酸
化珪素層８０１７はＣＭＯＳ誘電層を画定する。ＣＭＯＳ最上レベルメタルは、二酸化珪
素層８０１７上に位置決めされた１対の位置合わせされたアルミ電極接触層８０３０を画
定する。シリコンウェハ基板８０１５と二酸化珪素層８０１７は両方ともエッチングされ
、（平面図で）概ね円形の断面を有するインク入口経路８０１４を画定する。ＣＭＯＳメ
タル１、ＣＭＯＳメタル２／３およびＣＭＯＳ最上レベルメタルのアルミ拡散バリア８０
２８が、インク入口経路８０１４の周囲で二酸化珪素層８０１７内に位置決めされる。拡
散バリア８０２８は、駆動電子機器層８０１７のＣＭＯＳ酸化物層を通るヒドロキシルイ
オンの拡散を阻止する働きをする。
【０６６２】
　窒化シリコンの層８０３１の形態の不活性化層が、アルミ接触層８０３０および二酸化
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珪素層８０１７の上に位置決めされる。接触層８０３０上に位置決めされた不活性化層８
０３１の各部分は、自身内に画定された開口８０３２を有して、接点８０３０へのアクセ
スを提供する。
【０６６３】
　ノズル構成８０１は、環状ノズル壁８０３３によって画定されたノズル室８０２９を含
み、これは上端がノズル屋根３０８４内で、半径方向には平面図で円形である内部ノズル
縁部８０４にて終了する。インク入口経路８０１４はノズル室８０２９と流体連絡する。
ノズル壁の下端には、可動縁部８０１０が配置され、これは可動密封リップ８０４０を含
む。包囲壁８０３８は可動ノズルを囲み、静止密封リップ８０３９を含み、これはノズル
が図２６で示す休止状態にある場合、可動縁部８０１０に隣接する。静止密封リップ８０
３９と可動密封リップ８０４０の間に捕捉されたインクの表面張力のせいで、流体シール
８０１１が形成される。これは、室からのインク漏れを防止しながら、包囲壁８０３８と
ノズル壁８０３３の間に低い抵抗の結合を提供する。
【０６６４】
　図３０で最もよく示すように、複数の半径方向に延在する窪み８０３５が、ノズル縁部
８０４の周囲で屋根８０３４内にて画定される。窪み８０３５は、ノズル縁部８０４を超
えて逃げるインクの結果である半径方向のインクの流れを含む働きをする。
【０６６５】
　ノズル壁８０３３は、レバー構成の一部を形成し、これは概ねＵ字形の輪郭を有し、窒
化シリコンの層８０３１に取り付けられたベース８０３７があるキャリア８０３６に装着
される。
【０６６６】
　レバー構成はレバーアーム８０１８も含み、これはノズル壁から延在し、横方向の剛化
ビーム８０２２を組み込む。レバーアーム８０１８は１対の受動ビーム８０６に取り付け
られ、これは窒化チタン（ＴｉＮ）から形成され、図２６および図３１で最もよく示され
るようにノズル構成のいずれかの側に位置決めされる。受動ビーム８０６の他方端はキャ
リア８０３６に取り付けられる。
【０６６７】
　レバーアーム８０１８はアクチュエータビーム８０７にも取り付けられ、これはＴｉＮ
から形成される。このアクチュエータビームへの取り付けは、受動ビーム８０６への取り
付けよりわずかではあるが重大な距離だけ高い点で実行されることが分かる。
【０６６８】
　図２３および図２９で最もよく示されるように、アクチュエータビーム８０７は平面図
でほぼＵ字形であり、電極８０９とそれに対向する電極８０４１との間に電流路を画定す
る。電極８０９および８０４１はそれぞれ、接触層８０３０の個々の点に電気的に接続さ
れる。アクチュエータビームは、接点８０９を介して電気的に結合されるばかりでなく、
機械的にもアンカ８０８に係留される。アンカ８０８は、ノズル構成の動作時にアクチュ
エータビーム８０７の動作を図２６から図２８の左側に制限するように構成される。
【０６６９】
　アクチュエータビーム８０７のＴｉＮは導電性であるが、電流が電極８０９と８０４１
の間を通過すると、自己発熱するのに十分なほど高い電気抵抗を有する。受動ビーム８０
６には電流が流れず、したがってこれは拡張しない。
【０６７０】
　使用時には、休止中の装置が、表面張力の影響を受けるメニスカス８０３を画定するイ
ンク８０１３で充填される。インクは、メニスカスによって室８０２９内に保持され、一
般的に他の何らかの物理的影響がないと漏出しない。
【０６７１】
　図２４で示すように、インクをノズルから発射するために、電流が接点８０９と８０４
１の間を通過し、アクチュエータビーム８０７を通過する。抵抗によるビーム８０７の自
己発熱は、ビームを膨張させる。アクチュエータビーム８０７の寸法および設計は、膨張
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の大部分が図２３から図２５に関して水平方向であることを意味する。膨張は、アンカ８
０８によって左側に制約され、したがってレバーアーム８０１８に隣接するアクチュエー
タビーム８０７の端部は、右側に推進される。
【０６７２】
　受動ビーム８０６は水平方向に比較的可撓性が低いので、レバーアーム８０１８の水平
方向の動作をそれほど可能にすることができない。しかし、レバーアームに対する受動ビ
ームおよびアクチュエータビームそれぞれの取り付け点の相対的変位は、捩り動作を引き
起こし、これはレバーアーム８０１８を概ね下方向に動作させる。動作は、事実上、旋回
または蝶番動作である。しかし、真の旋回点がないので、回転は、受動ビーム８０６の曲
げによって画定される旋回領域を中心とする。
【０６７３】
　レバーアーム８０１８の下方向の動作（およびわずかな回転）は、受動ビーム８０６か
らノズル壁８０３３までの距離によって増幅される。ノズル壁および屋根の下方向の動作
は、室８０２９内に圧力上昇を引き起こし、これは図２４で示すようにメニスカスを膨張
させる。インクの表面張力とは、流体シール８０１１がインクを漏出させずに、この動作
によって伸張するという意味であることが分かる。
【０６７４】
　図２５で示すように、適切な時間に駆動電流が停止し、アクチュエータビーム８０７が
素早く冷め、収縮する。収縮は、レバーアームの休止位置への復帰を開始させ、これは室
８０２９内の圧力を低下させる。膨張するインクおよびそれに固有の表面張力の運動量と
、ノズル室８０２９の上昇によって引き起こされる負圧との相互作用は、膨張するメニス
カスを薄くし、最終的にはパチンと消して、インク滴８０２を画定し、これは隣接する印
刷媒体に接触するまで、上昇し続ける。
【０６７５】
　滴８０２が分離した直後に、メニスカス８０３は図２５で示す凹状形状を形成する。表
面張力は、室８０２９内の圧力を比較的低く維持し、インクが入口８０１４を通して上方
向に吸い込まれると、ノズル構成およびインクを図２３で示す休止位置へと復帰させる。
【０６７６】
　次に、本発明に適切な別のタイプの印字ヘッドノズル構成について、図３３に関して説
明する。この場合も、明快さを期して、説明を容易にするために、単一のノズル構成１０
０１の構成および動作について説明する。
【０６７７】
　ノズル構成１００１は、気泡を形成する発熱体アクチュエータタイプであり、これは自
身内にノズル１００３があるノズル板１００２を備え、ノズルはノズル縁部１００４、お
よびノズル板を通して延在する口１００５を有する。ノズル板１００２は、その後にエッ
チングされる犠牲材料上に化学蒸着（ＣＶＤ）によって付着させた窒化シリコン構造から
プラズマエッチングされる。
【０６７８】
　ノズル構成は、各ノズル１００３に対して、ノズル板を支持する側壁１００６、壁およ
びノズル板１００２によって画定された室１００７、多層基板１００８、および多層基板
を通して基板の遠位側（図示せず）へと延在する入口通路１００９を含む。ループ状の細
長い発熱体１０１０が室１００７内に吊り下げられ、したがって発熱体は吊り下げたビー
ムの形態である。図示のようなノズル構成は、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）構造で
あり、これはリソグラフィプロセスで形成される。
【０６７９】
　ノズル構成が使用中である場合、リザーバ（図示せず）からのインク１０１１は、入口
通路１００９を介して室１００７に入り、したがって室が充填される。その後、発熱体１
０１０は、１マイクロ秒より多少短い時間だけ加熱され、したがって加熱は熱パルスの形
態である。発熱体１０１０は室１００７内のインク１０１１と熱接触し、したがって発熱
体が加熱されると、これによってインク中に蒸気の気泡が発生することが理解される。し



(91) JP 2009-262566 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

たがって、インク１０１１が気泡形成液を構成する。
【０６８０】
　気泡１０１２は、いったん生成されると、室１００７内の圧力を上昇させ、これはノズ
ル１００３を通してインク１０１１の滴１０１６を排出させる。縁部１００４は、滴の方
向違いの可能性を最低限に抑えるように、滴１０１６が排出されるにつれ、その配向を補
助する。
【０６８１】
　入口通路１００９毎にノズル１００３および室１００７が１つしかない理由は、発熱体
１０１０を加熱して、気泡１０１２が形成しても、室内で発生した圧力波が隣接する室お
よびそれに対応するノズルに影響しないようにすることである。
【０６８２】
　室１００７内の圧力増加は、インク１０１１をノズル１００３に通して押し出すばかり
でなく、入口通路１００９を通して多少のインクを押し戻しもする。しかし、入口通路１
００９は約２００ミクロンから３００ミクロンの長さであり、直径は約１６ミクロンしか
ない。したがって、有意の粘性抵抗がある。その結果、室１００７内の圧力上昇の最も重
要な効果は、インクを入口通路１００９に通して戻すのではなく、排出された滴１０１６
としてノズル１００３を通して押し出すことである。
【０６８３】
　図３３で示すように、インク滴１０１６はその「ネッキング相」中に図示のように排出
されてから、滴が別れる。この段階で、気泡１０１２は既にその最大サイズに到達し、次
に圧潰点１０１７に向かって圧潰し始めている。
【０６８４】
　圧潰点１０１７に向かう気泡１０１２の圧潰により、多少のインク１０１１がノズル１
００３内から（滴の側部１０１８から）引っ張られ、多少は入口通路１００９から引っ張
られて圧潰点に向かう。この方法で引っ張られるインク１０１１の大部分は、ノズル１０
０３から引っ張られたもので、別れる前に滴１０１６のベースで環状ネック１０１９を形
成する。
【０６８５】
　滴１０１６は、別れるために表面張力の力を克服するのに特定量の運動量を必要とする
。インク１０１１が気泡１０１２の圧潰によってノズル１００３から引っ張られるにつれ
、ネック１０１９の直径が減少し、それによって滴を保持する表面張力の総量が減少し、
したがって滴がノズルから排出される時のその運動量は、滴が別れるのに十分である。
【０６８６】
　滴１０１６が別れると、気泡１０１２が圧潰点１０１７へと圧潰するにつれ、矢印１０
２０で反映するようにキャビテーション力が引き起こされる。キャビテーションが影響を
及ぼし得る圧潰点１０１７の周囲には、連続した表面がないことが分かる。
【０６８７】
　次に、本発明に適切なさらに別のタイプの印字ヘッドノズル構成について、図３４から
図３６に関して説明する。このタイプは通常、インクを含むノズル室、および室内に位置
決めされたパドルに接続された熱曲げアクチュエータを有するインク送出ノズル構成を提
供する。熱アクチュエータ装置は、ノズル室からインクを排出するように起動される。好
ましい実施形態は、特定の熱曲げアクチュエータを含み、これは伝導トレースの伝導熱を
提供するために一連のテーパ状部分を含む。アクチュエータは、ノズル室のスロット付き
壁を通して受け取ったアームを介してパドルに接続される。アクチュエータアームは、ノ
ズル室の壁のスロット表面とほぼ対合するように、対合形状を有する。
【０６８８】
　最初に図３４（Ａ）から図３４（Ｃ）を参照すると、この実施形態のノズル構成の基本
的動作の系統図が提供されている。インク入口経路５０３によってインク５０２が充填さ
れたノズル室５０１が提供され、経路は、ノズル室５０１が載ったウェハ基板を通してエ
ッチングすることができる。ノズル室５０１はさらに、インク排出ポート５０４を含み、
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その周囲にインクのメニスカスが形成される。
【０６８９】
　ノズル室５０１内にはパドルタイプの装置５０７があり、これはノズル室５０１の壁の
スロットを通してアクチュエータ５０８に相互接続される。アクチュエータ５０８は、支
柱５１０の端部分に隣接して配置された例えば５０９のような発熱手段を含む。支柱５１
０は基板に固定される。
【０６９０】
　ノズル室５０１から滴を排出することが望ましい場合、図３４（Ｂ）で示すように、熱
膨張するように発熱手段５０９を加熱する。発熱手段５０９自体、またはアクチュエータ
５０８の他の部分は、高い曲げ効率を有する材料から構築され、曲げ効率は下式の通りに
定義される。
【数１】

【０６９１】
　発熱体の適切な材料は、ガラス材料を曲げるように形成可能な銅ニッケル合金である。
【０６９２】
　発熱手段５０９は、支柱５１０付近の小さい熱膨張がパドル端部の大きい動作をもたら
すように、起動の効果がパドル端部５０７で拡大されるように支柱５１０の端部分に隣接
して配置することが理想的である。
【０６９３】
　発熱手段５０９およびその結果のパドル動作は、インクメニスカス５０５周辺の全体的
な圧力上昇を引き起こし、これは図３４（Ｂ）で示すように急速に膨張する。ヒータ電流
はパルス状であり、インクはインク経路５０３から流入するのに加えて、ポート５０４か
ら排出される。
【０６９４】
　その後、パドル５０７は動作を停止し、再び休止位置へと復帰する。動作停止によって
、インクが全体的にノズル室へと逆流する。ノズル縁部の外側でインクが順方向に運動し
、それに応答して逆流する結果、滴５１２が全体的に狭まり、別れ、これが印刷媒体を前
進させる。メニスカス５０５が圧潰した結果、インクが全体的にインク流経路５０３を介
してノズル室５０２に吸い込まれる。やがて、図３４（Ａ）の位置に到達するように、ノ
ズル室５０１が補充され、その後にノズル室は別のインク滴を排出する準備が整う。
【０６９５】
　図３５は、ノズル構成の側斜視図を示す。図３６は、図３５のノズル構成のアレイの断
面図を示す。これらの図では、以前に導入した要素の番号を使用し続ける。
【０６９６】
　最初に、アクチュエータ５０８は、窒化チタン層５１７の頂部に形成された上部ガラス
部分（非晶質二酸化珪素）５１６を備えた５１５などの一連のテーパ状アクチュエータユ
ニットを含む。あるいは、より高い曲げ効率を有する銅ニッケル合金層（以降ではキュプ
ロニッケルと呼ぶ）を使用することができる。
【０６９７】
　窒化チタン層５１７はテーパ状形態であり、したがって抵抗加熱は支柱５１０の端部分
付近で生じる。隣接する窒化チタン／ガラス部分５１５は、ブロック部分５１９で相互接
続し、これもアクチュエータ５０８に機械的構造的支持を提供する。
【０６９８】
　発熱手段５０９は、複数のテーパ状アクチュエータユニット５１５を含むことが理想的
で、これは細長く、隔置され、したがって加熱すると、アクチュエータ５０８の軸線に沿
って現れる曲げ力が最大になる。隣接するテーパ状ユニット５１５間にスロットが画定さ
れ、これによって各アクチュエータ５０８が隣接するアクチュエータ５０８に対してわず
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かに異なって動作することができる。
【０６９９】
　ブロック部分５１９はアーム５２０に相互接続される。アーム５２０は、ノズル室５０
１の側部に形成された５２２などのスロットによってノズル室５０１内のパドル５０７に
接続される。スロット５２２は、アーム５２０の周囲でインクが流出する可能性を最低限
に抑えるように、概ねアーム５２０の表面と対合するように設計される。インクは、スロ
ット５２２周囲の表面張力の効果を介してノズル室５０１内に概ね保持される。
【０７００】
　アーム５２０を起動したい場合は、ノズル構成に必要な電力および制御回路を提供する
下部ＣＭＯＳ層５０６に接続するブロック部分５１９内の窒化チタン層１５７を通して、
導電電流が渡される。導電電流の結果、支柱５１０に隣接する窒化物層５１７が加熱され
、その結果、アーム２０が概ね上方向に曲がり、インクがノズル５０４から排出される。
排出された滴は、前述したようにインクジェットプリンタの通常の方法でページ上に印刷
される。
【０７０１】
　ノズル構成のアレイは、単一の印字ヘッドを生成するように形成することができる。例
えば、図３６には部分的に断面にした様々なアレイの図が図示され、これは印字ヘッドア
レイを形成するように挟み込んだラインでレイアウトされた複数のインク排出ノズル構成
を備える。言うまでもなく、全色アレイを含め異なるタイプのアレイを処方することがで
きる。
【０７０２】
　記載された印字ヘッドシステムの構造は、本出願人に帰される「Ｉｍａｇｅ　Ｃｒｅａ
ｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ（ＩＪ４１）」と題した米国特許
第６，２４３，１１３号に記載されたステップを適切に改造することを通して、標準的な
ＭＥＭＳ技術を使用して進展させることができ、その特許の内容は、相互参照により全体
が組み込まれる。
【０７０３】
　集積回路７４は、集積回路の長さおよび必要とされる望ましい印刷特性に応じて、５０
００個から１００，０００個の表面に沿って配置構成された上述のインク送出ノズルを有
するように配置構成することができる。例えば、狭い媒体の場合は、所望の印刷結果を達
成するために、印字ヘッドアセンブリの表面に沿って配置構成された５０００個のノズル
しか必要としないことが可能であり得るし、比較的広い媒体の場合は、所望の印刷結果を
達成するために印字ヘッドアセンブリの長さに沿って最低でも１０，０００個、２０，０
００個または５０，０００個のノズルを設ける必要があることがある。Ａ４またはＵＳレ
ターサイズの媒体に１６００ｄｐｉで、または約１６００ｄｐｉで全色の写真品質の画像
にするには、集積回路７４は色毎に１３８２４個のノズルを有することがある。したがっ
て、印字ヘッドアセンブリ２２が４色（Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ）を印刷可能である場合、集積回
路７４はその表面に沿って配置された約５３３９６個のノズルを有することがある。さら
に、印字ヘッドアセンブリ２２が６つの印刷流体（Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ、ＩＲおよび固定剤）
を印刷可能である場合は、その結果、集積回路７４の表面に８２９４４個のノズルを設け
ることができる。このような配置構成の全部で、各ノズルを支持する電子機器は同じであ
る。
【０７０４】
　次に、印字ヘッドアセンブリ２２内で個々のインク送出ノズル構成を制御できる方法に
ついて、図３７から図４０に関して説明する。
【０７０５】
　図３７は、集積回路７４の概要および印刷エンジン１の制御電子機器内に設けたＳｏＰ
ＥＣ装置（上記で検討）とのその接続を示す。以上で検討したように、集積回路７４は、
各ノズルを発射するための反復論理を含むノズルコアアレイ９０１、およびノズルを発射
するためにタイミング信号を生成するノズル制御論理９０２を含む。ノズル制御論理９０
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２は、高速リンクを介してＳｏＰＥＣからデータを受信する。
【０７０６】
　ノズル制御論理９０２は、印刷するために、電気的コネクタの形態でよいリンク９０７
を介して、シリアルデータをノズルアレイコアへと送信するように構成される。ノズルア
レイコア９０１に関する状態および他の動作情報は、これも電気的コネクタに設けること
ができる別のリンク９０８を介して、ノズル制御論理９０２へと戻される。
【０７０７】
　ノズルアレイコア９０１は、図３８および図３９でさらに詳細に図示されている。図３
８では、ノズルアレイコア９０１がノズル列９１１のアレイを備えることが分かる。アレ
イは発射／選択シフトレジスタ９１２、および最大６本の色経路を含み、それぞれが対応
するドットシフトレジスタ９１３で表されている。
【０７０８】
　図３９で示すように、発射／選択シフトレジスタ９１２は、順方向路発射シフトレジス
タ９３０、逆方向路発射シフトレジスタ９３１、および選択シフトレジスタ９３２を含む
。各ドットシフトレジスタ９１３は奇数ドットシフトレジスタ９３３および偶数ドットシ
フトレジスタ９３４を含む。奇数および偶数ドットシフトレジスタ９３３および９３４は
、一方端で接続され、したがってデータは一方向では奇数シフトレジスタ９３３を通して
、逆方向では偶数シフトレジスタ９３４を通して刻時される。最後の偶数ドットシフトレ
ジスタを除く全ての出力は、マルチプレクサ９３５の１つの入力部に送られる。マルチプ
レクサのこの入力部は、生産後試験中に信号（コア走査）によって選択される。通常の動
作では、コア走査信号は、マルチプレクサ９３５の他の入力部に供給されるドットデータ
入力ドット［ｘ］を選択する。これによって、各色のドット［ｘ］が個々のドットシフト
レジスタ９１３に供給される。
【０７０９】
　次に、信号列Ｎについて図４０に関して説明する。図示の実施形態では、列Ｎは１２の
データ値を含み、これは６つのドットシフトレジスタ毎に１つの奇数データ値９３６およ
び偶数データ値９３７を備える。列Ｎは、順方向発射シフトレジスタ９３０からの奇数発
射値９３８、および逆方向発射シフトレジスタ９３１からの偶数発射値９３９も含み、こ
れはマルチプレクサ９４０への入力として供給される。マルチプレクサ９４０の出力は、
選択シフトレジスタ９３２内の選択値９４１によって制御される。選択値がゼロである場
合は、奇数発射値が出力され、選択値が１の場合は、偶数発射値が出力される。
【０７１０】
　奇数および偶数データ値９３６および９３７はそれぞれ、対応する奇数および偶数ドッ
トラッチ９４２および９４３それぞれへの入力として提供される。
【０７１１】
　各ドットラッチおよびそれに関連するデータ値は、ユニットセル９４４などのユニット
セルを形成する。ユニットセルは、図４０でさらに詳細に図示されている。ドットラッチ
９４２は、データ値９３６の出力を受け入れるＤタイプのフリップフロップであり、これ
は奇数ドットシフトレジスタ９３３の要素を形成するＤタイプのフリップフロップ９４４
によって保持される。フリップフロップ９４４へのデータ入力は、奇数ドットシフトレジ
スタの以前の要素の出力から提供される（ただし、考慮中の要素がシフトレジスタの最初
の要素でない限りであり、その場合は、入力がドット［ｘ］値となる）。データは、Ｌｓ
ｙｎｃＬに提供される負パルスの受信時、フリップフロップ９４４の出力からラッチ９４
２に刻時される。
【０７１２】
　ラッチ９４２の出力は、３つの入力ＡＮＤゲート９４５への入力の１つとして提供され
る。ＡＮＤゲート９４５への他の入力は、（マルチプレクサ９４０の出力からの）Ｆｒ信
号、およびパルス輪郭信号Ｐｒである。ノズルの発射時間は、パルス輪郭信号Ｐｒによっ
て制御され、例えば（着脱式電力供給の実施形態における）低電力供給のせいで生じる低
電圧状態を考慮に入れるために長くすることができる。これは、各ノズルから発射するに
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つれ、そこから比較的一定量のインクを効率的に排出することを保証するためのものであ
る。記載された実施形態では、輪郭信号Ｐｒは各ドットシフトレジスタで同じであり、こ
れは複雑さと費用と性能との間にバランスを提供する。しかし他の実施形態では、Ｐｒ信
号は大域的に提供することができる（つまり全ノズルで同じである）か、ユニットセル毎
に、あるいはノズル毎にさえ個々に調整することができる。
【０７１３】
　データがラッチ９４２にロードされたら、発射イネーブル信号Ｆｒおよびパルス輪郭信
号ＰｒがＡＮＤゲート９４５に与えられ、組み合わせられてノズルをトリガし、論理１を
含む各ラッチ９４２にインクのドットを排出する。
【０７１４】
　各ノズル経路の信号は、下表で要約される。
【表３】

【０７１５】
　図４０で示すように、発射信号Ｆｒは、１つの色を現在の列に、次の色を後続の列に、
以下同様に発射可能にするために、対角線上に経路指示される。これは、時間遅延の方法
で６列に広げることにより、現在の需要を平均する。
【０７１６】
　ドットラッチ、および様々なシフトレジスタを形成するラッチは、この実施形態では十
分に静止しており、ＣＭＯＳベースである。ラッチの設計および構造は、集積回路の工学
および設計の当業者によく知られ、したがって本書では詳細に説明しない。
【０７１７】
　ノズル速度は、約６０ｐｐｍ、およびさらに高速で印刷可能なプリンタユニット２では
２０ｋＨｚにもなることがある。このノズル速度の範囲では、印字ヘッドアセンブリ２２
全体で排出可能なインクの量は、少なくとも毎秒５０００万滴である。しかし、より高速
で高品質の印刷を提供するために、ノズルの数を増加させるにつれ、少なくとも毎秒１億
滴、好ましくは毎秒５億滴、より好ましくは少なくとも毎秒１０億滴を送出することがで
きる。このような速度では、インクの滴は、滴毎に約２５０ナノジュールの最大滴排出エ
ネルギでノズルから排出される。
【０７１８】
　その結果、これらの速度の印刷に対応するために、制御電子機器は、ノズルが同等の率
でインクの滴を排出すべきか判断できなければならない。これに関して、場合によっては
、制御電子機器は、ノズルが少なくとも毎秒５０００万回の決定という率でインクの滴を
排出しているか判断できなければならない。これは、少なくとも毎秒１億回の決定、また
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は少なくとも毎秒５億回の決定、および多くの場合は高速、高品質の印刷用途のために少
なくとも毎秒１０億回の決定まで増加することがある。
【０７１９】
　本発明のプリンタユニット２では、印字ヘッドアセンブリ２２に設けたノズルの上述し
た範囲の数が、ノズル発射速度および印刷速度と一緒になって、少なくとも毎秒５０ｃｍ
２の面積印刷速度、および印刷速度に応じて少なくとも毎秒１００ｃｍ２、好ましくは少
なくとも毎秒２００ｃｍ２、さらに好ましくは少なくとも毎秒５００ｃｍ２以上の高速に
なる。このような配置構成は、従来のプリンタユニットではこれまで達成不可能であった
速度で媒体の区域を印刷可能なプリンタユニット２を提供する。
【０７２０】
　［保守アセンブリ］
　保守アセンブリ２３は、図４１から図４４でさらに詳細に図示され、図８で以前に図示
されたように、これは、印字ヘッドアセンブリ２２に隣接して位置決めされるように、本
体２０の支柱２６間に装着される。
【０７２１】
　保守アセンブリ２３は一般的に、自身内にアセンブリの様々な構成要素を受け取る保守
シャーシ８８で構成される。保守シャーシ８８は、その端部に１対の上方向に延在する舌
部分８９を有する開放端経路の形態であり、その端部は本体２０の支柱２６に填り、自身
上に設けた保持突起と係合して、保守アセンブリ２３を所定の位置に固定するように成形
される。保守シャーシ８８は、プレス加工した鋼板のように剛性および弾性を有する適切
な金属材料から作成される。
【０７２２】
　保守シャーシ８８のベースは、図４３でさらに明白に図示され、中心に配置した除去部
分９０、窓部分９２、および窓部分９２のいずれかの側から延在するばねアーム９１を含
む。一体ばねアーム９１は、シャーシ８８の内側に傾斜し、シャーシの板金を押下するこ
とによって形成される。言うまでもなく、ばねアーム９１は、同様にシャーシ８８の開放
経路に入れた別個のインサートでよい。
【０７２３】
　剛性インサート９３は、シャーシ８８内に填って、保守アセンブリ２３に追加の剛性を
提供するために設けられる。キャッチ要素９４は、剛性インサートのベースから突出し、
剛性インサート９３がシャーシ８８内に配置された場合にシャーシ８８の中心に配置され
た除去部分９０内へと延在する。キャッチ要素９４は、以下で説明するように、保守アセ
ンブリをキャップ締め状態とキャップなし状態との間で動作させるために設けされる。下
部保守成形品９５は、インサート９３内に配置され、下部保守成形品９５の側部に沿って
形成された幾つかの耳９６が、インサート９３の側部に沿って設けられた対応するスロッ
ト９７と係合することを介して、インサート内に保持される。下部保守成形品９５は、適
切なプラスチック材料から作成され、閉鎖端および開放頂部を有する本体を形成する。下
部保守成形品９３の端部には、空気抜き９８を設ける。空気抜き９８からの空気は、フィ
ルタ１８１を通って流れ、保守アセンブリを換気する。
【０７２４】
　２つのピン要素９９が下部保守成形品９５のベースから延在する。ピン要素９９は、ゴ
ムのような可撓性ウェブを介してベースに接続され、これによってピン要素９９が下部保
守成形品のベースに対して多方向の相対的動作をすることができる。ピン要素９９は、剛
性インサート９３のベースにある２つの円形開口１００を通過し、保守シャーシ８８の窓
部分９２に入る。
【０７２５】
　保持器インサート１０１は、下部保守成形品９５内でピン要素９９上に支持される。保
持器インサート１０１は被覆鋼板であり、自身内に保持された吸収媒体１０２の細片に剛
性の支持を提供する。吸収性媒体１０２は一般的に、別個の部分の逆Ｔ字形アセンブリで
ある。つまり、２つのほぼ水平の部分から上方向に延在する細い垂直部分である。吸収性
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媒体１０２は、ウレタン発泡体などのようにインクを吸収し、保持することができる任意
のタイプの材料から作成してよい。
【０７２６】
　マイクロファイバ織物１０３は、２つの水平部分の周囲で薄い垂直部分上に填り、次に
保持器インサート１０１に取り付けられて、吸収性媒体１０２を保持する。マイクロファ
イバ織物１０３は吸収性媒体１０２に引き込まれる。
【０７２７】
　上部保守成形品１０４は、下部保守成形品９５上に填り、その間にマイクロファイバ織
物１０３、吸収性媒体１０２および保持器インサート１０１を封入する。上部保守成形品
１０４は、その底面に沿って適切な接着剤を介して下部保守成形品９５の表面に取り付け
られる。上方向に突出する縁部分１０５は、マイクロファイバ織物１０３で覆われた吸収
性媒体の薄い垂直部分を越えて延在する。縁部分１０５は、上部保守成形品１０４が印字
ヘッドアセンブリにキャップをして、これと接触した場合に、印字ヘッドアセンブリ２２
のノズルを密封する開放周シールを画定する。
【０７２８】
　この配置構成では、上部保持成形品１０４、マイクロファイバ織物１０３、吸収性媒体
１０２、保持器インサート１０１、下部保守成形品９５および剛性インサート９３がキャ
ップ締めユニットを形成し、これは、保守シャーシ８８内に填るような構成であり、自身
のばねアーム上に支持される。このユニット内では、マイクロファイバ織物１０３、吸収
性媒体１０２および保持器インサート１０１がサブユニットを形成し、これはピン要素９
９上に支持されて、下部保守成形品９５および上部保守成形品１０４によって画定された
空間内で動作可能である。
【０７２９】
　図４１で示すように、キャップ締めユニットは、上部保守成形品１０４上に填ってシャ
ーシ８８を固定する保持器要素１０６で、所定の位置に保持される。保持器要素１０６は
基本的に、自身の上面に沿って形成されたスロット１０７を有する開放端経路の形態であ
るが、それを通して上部保持成形品１０４の縁部分１０５が突出し、印字ヘッドアセンブ
リ２２にキャップをして、これと係合することができる。保持器要素１０６の上面は湾曲
し、印刷中に媒体ガイドとして作用する。
【０７３０】
　この方法で組み立てると、保守アセンブリ２３の構成要素は保持器要素１０６およびシ
ャーシ８８に含まれ、したがって上部保守成形品１０４が保持器要素１０６に対して移動
して、印字ヘッドアセンブリ２２にキャップできるばかりでなく、マイクロファイバ織物
１０３および吸収性媒体１０２も上部保守成形品に対して移動し、印字ヘッドアセンブリ
２２のノズルの表面と接触し、拭き取ることができる。
【０７３１】
　保守アセンブリ２３を組み立てて、本体２０の支柱２６に取り付けると、剛性インサー
トのキャッチ要素９４が、シャーシ８８の中心の除去部分９０から延在する。ばねアーム
９１の作用のせいで、（以前に定義したような）保守ユニット２３がシャーシ８８のベー
スから上昇し、したがって上部保守成形品１０４の縁部分１０５が保持器要素１０６のス
ロット１０７を通って延在し、印字ヘッドアセンブリ２２にキャップをして、これと接触
する。この状態は図４４に図示され、キャップ締め状態と呼ばれ、これによって印字ヘッ
ドのノズルが縁部分１０５内のほぼ閉鎖した環境に密封され、乾燥してインクを詰まらせ
る可能性が低下する。この環境はほぼ閉鎖され、十分には閉鎖されていないので、保守ア
センブリは、縁部１０５内で生成された穏やかな真空のせいでキャップなし状態へと動作
することが妨げられない。
【０７３２】
　印字ヘッドアセンブリ２２のノズルの近傍に存在する用紙の塵または他の粒子状物質を
除去するために、印字ヘッドの表面をマイクロファイバ織物１０３で拭き取ることができ
る。これを実行するために、架台ユニット内に存在するワイパアクチュエータがシャーシ
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８８の窓部分９２内に延在し、下部保守成形品９５のベースに設けたピン要素９９と接触
する。ワイパアクチュエータによってピン９９に上方向の力が提供されると、これが保持
器インサート１０１に対してさらに突出し、これによってマイクロファイバ織物１０３で
被覆された吸収性媒体１０２の垂直部分は、ノズルに近い印字ヘッドアセンブリ２２の表
面に接触するまで、上部保守成形品１０４の縁部分１０５内に、およびそれを越えて延在
する。マクロファイバ織物１０３が存在することにより、接触が最小限に抑えられること
が保証され、印字ヘッドアセンブリ２２の表面に存在するインクまたは水分を引きつけて
、吸収性媒体１０２内に保持させる。ピン９９は任意の方向に自由に動作するので、ワイ
パアクチュエータが横方向に動作すると、マイクロファイバ織物１０３がノズルの表面全
体で横方向に動作し、したがって拭き取りまたはクリーニング機能を実行する。次に、ワ
イパアクチュエータを外すと、配置構成は、マイクロファイバ織物１０３および吸収媒体
１０２が縁部分１０５の表面の下になる位置へと戻る。
【０７３３】
　印刷を実行するために、保守アセンブリ２３はキャップ締め状態から印刷状態へと動作
しなければならない。これは、保守アクチュエータが、シャーシ８８の中心除去部分９０
を通って突出するキャッチ要素９４を把持して、それに下方向の力を加えることによって
達成される。この下方向の力は、剛性インサート９３をシャーシ８８のばねアーム９１に
抗してシャーシのベースに向かって動作させる。この動作は、上部キャップ締め成形品１
０４の上部縁部分１０５を、保持器要素１０６に形成されたスロット１０７に引っ込め、
したがってこれは保持器要素１０６の外面と面一になり、そこから突出しない。保持器要
素１０６は動作せず、所定の位置に固定されることが理解される。これは、保持器要素１
０６と、印刷のために媒体が通過できる印字ヘッドアセンブリ２２との間にギャップを生
成する。印刷状態またはキャップなし状態では、保持器要素１０６が媒体ガイドとして作
用し、媒体は保持器要素と接触して、印刷のために印字ヘッドアセンブリを通過する場合
に、保持器要素１０６の表面によって支持される。
【０７３４】
　［架台ユニット］
　架台ユニット１２は図６および図７に関して図示され、一般的にカートリッジユニット
１０を受け取る開口１４を画定する本体１３、および架台ユニット１２内の所定の位置に
カートリッジユニット１０を固定するために開口を閉鎖するような構成であるカバーアセ
ンブリ１１で構成される。
【０７３５】
　架台ユニット１２の本体１３は、図４５Ａおよび図４５Ｂで示すような枠構造１１０を
含む。枠構造１１０は一般的に、２つの端板１１１と、各端板１１１を接続するベース板
１１２とを備える。駆動ローラ１１３および出口ローラ１１４は、その対向する端部で端
板１１１間に装着され、したがってカートリッジユニット１０が本体１３内に保持される
と、駆動ローラ１１３と出口ローラ１１４の間に設定される。駆動ローラ１１３および出
口ローラ１１４はそれぞれ、ブラシなしＤＣモータ１１５によって駆動され、これは端板
１１１の一方に装着され、駆動ベルトのような駆動機構１１６を介して駆動ローラと出口
ローラそれぞれを駆動する。このようなシステムは、駆動ローラ１１３および出口ローラ
１１４の両方が同じ速度で駆動されることを保証し、媒体が印刷エンジン１を通過し、カ
ートリッジユニット１０の印字ヘッドアセンブリ２２を越えて滑らかかつ一定に通過する
ことを保証する。
【０７３６】
　保守駆動アセンブリ１１７は、他方の端板１１１に、ＤＣモータ１０７と対向して装着
される。保守駆動アセンブリ１１７はモータ１１８を備え、これは動作可能な状態で保守
歯車１１９およびワイパ歯車１２０に接続される。保守歯車１１９は保守アクチュエータ
１２１に接続され、これはベース板１１２内である距離だけ延在するフック付き端部を有
する棒の形態である。保守アクチュエータ１２１のフック付き端部は、上部縁部分１０５
をキャップ締め状態と印刷状態の間で上下するように、保守アセンブリ２３のキャッチ要
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素９４内で受け取るように成形される。ワイパ歯車１２０は同様に、自身から延在する１
対の突起を有する棒の形態であるワイパアクチュエータ１２２に接続される。ワイパアク
チュエータ１２２は同様に、ベース板１１２内に延在し、ワイパアクチュエータ１２２に
沿って突起が位置決めされ、したがってこれは保守アセンブリ２３のピン要素９９と接触
するように、保守シャーシ８８のベースに形成された窓部分９２と位置合わせされる。
【０７３７】
　保守駆動アセンブリ１１７が、図４６Ａおよび図４６Ｂに別個に図示されている。モー
タ１１８が双方向であるので、モータが一方向に動作すると、ワイパ歯車１２０が図４６
Ａで示すように反時計回り方向に動作する。ワイパ歯車１２０は、自身の表面上に形成さ
れた隆起部分１２３を有し、これはワイパ歯車１２０が回転するにつれてワイパアクチュ
エータのアーム１２４と接触する。隆起部分１２３がアーム１２４と接触すると、ワイパ
アクチュエータ１２２が旋回し、したがって自身上に形成された突起が保守シャーシ８８
の窓部分９２を通して上方向に、ピン要素９９に抗して動作し、それによってマイクロフ
ァイバ織物１０３が印字ヘッドアセンブリの表面に当たる。ワイパ歯車１２０がさらに回
転すると、アーム１２４が中立位置に戻る。ワイパアクチュエータ１２２に横方向の動作
を加えられるのは、ワイパ歯車１２０上に形成された追加の傾斜隆起部分１２５が存在す
るせいであり、それにアーム１２４が載ると、ワイパアクチュエータ全体が戻るばね１２
６に抗して横方向に動作する。印字ヘッドの状態を容易に判断できるように、センサ要素
１２７を設けて、ワイパアクチュエータの位置を感知する。
【０７３８】
　印字ヘッドアセンブリ２２のキャップ締め状態を制御するために、モータ１１８が逆転
し、その結果、ワイパ歯車１２０が図４６Ａで示すように時計回り方向、および図４６Ｂ
で示すように反時計回り方向に動作する。ワイパ歯車１２０がこの方向に回転すると、ワ
イパアクチュエータが保守アセンブリ２３から離れて下方向に旋回することが保証される
。しかし、図４６Ｂでさらに明白に図示されるように、この回転は、ワイパ歯車１２０の
内面に設けたフリッパ歯車１２８を保守歯車１１９と係合させ、保守歯車１１９を（図４
６Ｂで示すように）反時計回り方向に回転させる。同様に、保守歯車１１９の内面に形成
された突起１２９が保守アクチュエータ１２１の旋回アーム１３０と接触し、それによっ
て保守アクチュエータのフック付き端部が下方向に動作し、保守アセンブリ２３のキャッ
チ要素９４を把持して、上部縁部分１０５を後退させて、印刷状態にさせる。同様に、セ
ンサ要素１２７は、保守アクチュエータの位置を感知して、モータ１１８の動作を制御し
、したがって印字ヘッドの所望の状態を制御する。
【０７３９】
　再び図４５Ａおよび図４５Ｂを参照すると、１対のカートリッジユニットガイド１３１
が端板１１１に取り付けられて、カートリッジユニット１０を架台ユニット１２内で受け
て、案内するのを補助する。ガイド１３１は傾斜して、カートリッジユニット１０の表面
を受け取り、したがってカートリッジユニット１０は架台ユニット１２に対して適正に配
向される。
【０７４０】
　印刷エンジンおよび印字ヘッドアセンブリ２２のＩＣ５０の動作を制御する制御電子機
器を、プリント回路基板（ＰＣＢ）１３２に設ける。図４５Ａで示すように、ＰＣＢ１３
２の一方の面が、外部供給源から受け取ったデータおよび電力を受け取って、分配するＳ
ｏＰＥＣ装置１３３および関連する構成要素１３４を含み、ＰＣＢの他方の面が、その下
縁に沿った電気接点１３５の列を含み、これは印字ヘッドアセンブリ２２のノズルを制御
するために、電力およびデータ信号を可撓性ＰＣＢ７９上の対応する電気接点に転送する
手段を提供する。
【０７４１】
　図４７で別個に示すように、ＰＣＢ１３２はＰＣＢアセンブリ１４０の部分を形成し、
２本のアーム１３６間に装着され、各アームはＰＣＢ１３２を受け取って所定の位置に保
持する爪部分１３７を有する。図４８で示すように、各アーム１３６は、引っ張りばね１
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４２のフック部分を受け取るために自身の上部分に形成された溝１４１を有し、その目的
は、以下に記載する。
【０７４２】
　２本のアーム１３６間に装着した状態でＰＣＢ１３２に安定性を提供するために、支持
バー１３８が、ＳｏＰＥＣ装置１３３および関連する構成要素１３４を含む面上でＰＣＢ
１３２の底縁に沿ってアーム１３６およびＰＣＢに固定される。支持バー１３８は、その
下面に沿って装着された複数の星形車１３９を有する。星形車は、ばねが装填され、した
がって図４５Ａで示すようにＰＣＢアセンブリ１４０が端板１１１に装着されると、支持
バーの下面に対して動作し、出口ローラ１１４の表面で把持することができる。
【０７４３】
　遮熱材１４３は、図４９Ａで示すようにＰＣＢ１３２に取り付けられ、したがってこれ
はＳｏＰＥＣ装置１３３をほぼ覆い、プリンタユニット２の近傍内にあり得る全てのＥＭ
ＩからＳｏＰＥＣ装置を保護する。遮熱材１４３は、自身内に設けたラッチ機構１４４も
有し、これはカバーアセンブリ１１上に設けたクリップと対合して、カバーアセンブリを
図４９Ａで示すような閉位置に固定する。
【０７４４】
　ＰＣＢアセンブリ１４０は、アーム１３６の底部に設けた旋回点１４１にて端板１１１
に旋回自在に装着される。この配置構成では、ＰＣＢアセンブリ１４０は、電気接点１３
５が可撓性ＰＣＢ７９の電気接点から離れ、カートリッジユニット１０を架台ユニット１
２から容易に外すことができる開位置と、電気接点１３５が動作可能な状態で可撓性ＰＣ
Ｂ７９に設けた電気接点と接触し、印刷を容易にするために制御データおよび電力を印字
ヘッドアセンブリ２２のノズルから転送する閉位置との間で、旋回点１４１を中心に揺れ
ることができる。
【０７４５】
　図４９Ｂで示すように、遊びローラアセンブリ１４５が架台ユニット１２の後部で端板
１１１に固定され、複数のローラホィール１４６を含み、これは駆動ローラ１１３の表面
と接触して、それとともに回転するように位置決めされる。遊びローラアセンブリ１４５
は、プリンタユニット２のピッカ機構９から印刷エンジン１に提示された全ての媒体が、
印刷のためにカートリッジユニット１０の印字ヘッドアセンブリ２２を越えて移送される
ように、駆動ローラ１１３と遊びローラアセンブリ１４５のローラホィール１４６との間
に把持される。
【０７４６】
　カバーアセンブリ１１は、図４９Ａおよび図４９Ｂでは閉位置で図示され、上後方部分
で端板１１１に旋回自在に取り付けられる。ピン１４８を介してカバーアセンブリを端板
１１１に取り付けるために、１対の取り付け板１４７がカバーアセンブリ１１から延在す
る。取り付け板１４７は、ピン１４８を越えて延在して、自身内に形成された穴を有し、
これは図４８に関して以前に検討したように、引っ張りばね１４２の自由端を受け取る。
【０７４７】
　カバーアセンブリ１１が、図４９Ｂで示すように閉位置にある場合、ばねに十分な張力
がかかり、これによってＰＣＢアセンブリ４０が図５０Ａの断面で示すように閉位置へと
旋回する。この位置で、ＰＣＢ１３２の電気接点１３５は、動作する状態で印字ヘッドア
センブリ２２の可撓性ＰＣＢ７９の対応する電気接点と接触し、したがって電力およびデ
ータ信号をその間で転送することができる。
【０７４８】
　カバーアセンブリが、図４９Ｃで示すように開位置へと動作すると、取り付け板１４７
が架台アセンブリの前部に向かって旋回し、それによってばね１４２内の張力を解放して
、ばねを緩める。これによって、ＰＣＢアセンブリは図５０Ｂで示すように開位置へと旋
回することができる。この位置で、ＰＣＢ１３２の電気接点１３５は、印字ヘッドアセン
ブリ２２の可撓性ＰＣＢ７９の対応する接点と接触するために離れ、それによってカート
リッジユニット１０を架台ユニット１２から外すことができる。
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【０７４９】
　この点で、カバーアセンブリ１１を開閉する動作は、カートリッジユニット１０と架台
ユニット１２との電気的連絡を係合解除／係合する機能も実行する。
【０７５０】
　再び図４９Ａから図４９Ｃを参照すると、カバーアセンブリ１１はその上面に形成され
た幾つかの合体ポート１４９を含む。図示の実施形態では、５つの合体ポート１４９が設
けられ、各合体ポートがインク貯蔵モジュール４５の１つと対応する。各合体ポート１４
９は、上方向に突出するリップ部分を有し、これは補充インクをインク貯蔵モジュール４
５に供給するためにインク補充ユニットを受け取るように成形される。図４９Ｃでさらに
明白に示すように、各合体ポート１４９は、大きくほぼ円形の開口１５１、および自身内
に設けた２つの小さい円形開口１５２を有し、これによって以下で説明する方法でインク
補充ユニットとカートリッジユニット１０間のインク送出を実行できるようにする。
【０７５１】
　４つのＴ字形開口１８２が各合体部分１４９の隅部に位置決めされて、補充部上の袋収
縮器アクチュエータを受け取る。これについては、インク貯蔵モジュール４５に関して以
上で簡単に検討したので、以下でさらに詳細に説明する。
【０７５２】
　［補充ユニット］
　図５１Ａから図５１Ｃは、補充インクをカートリッジユニット１０に供給するインク補
充ユニット１５５を示す。インク補充ユニット１５５は、内部インク補充構成要素を収容
するベースアセンブリ１５６、およびベースアセンブリ１５６上に填るカバー１５７を備
えるユニットとして設けられる。ベースアセンブリおよびカバーは、プラスチック材料か
ら成形してよく、ベースアセンブリ１５６は１つの部片として、または複数の区間で成形
してよい。
【０７５３】
　ベースアセンブリ１５６の下側は、図５１Ｂでさらに詳細に図示され、自身から突出し
、カバーアセンブリ１１に形成された合体部分１４９と対合してインク補充ユニットを合
体部分内で保持する尾根部分１６０を含む。インクをカートリッジユニット１０に送出す
るために、ほぼ円筒形のインク出口１５８も、ベースアセンブリの下側から突出する。イ
ンク貯蔵モジュール４５の入口弁および出口弁それぞれを起動するために、２つの弁起動
ピン１５９もベースアセンブリ１５６の下側から突出する。図示の実施形態では、２つの
弁起動ピン１５９が、良好な一方向曲げ抵抗および座屈強度のためにトライスターの断面
を有する。ＱＡチップ１６１も設けられて、ベースアセンブリ１５６の下側から突出し、
自身上に設けた複数のＱＡチップ接点１６２を有し、これはインク補充ユニット１５５と
合体すると、カバーアセンブリ１１に設けたＱＡチップリーダで読み取られる。
【０７５４】
　収縮器アクチュエータ１９０は、ベースアセンブリ１５６の隣接する各隅部から突出す
る。収縮器アクチュエータ１９０は、わずかに弓形であり、その端部が丸まっている。カ
ートリッジユニット１０の頂部４２の収縮器口６０（図１４）は、相応して弓形である。
丸まった端部および弓形の断面によって、使用者は１つの収縮器アクチュエータ１９０を
それに対応する口６０と容易に位置合わせすることができ、湾曲した表面が他方の収縮器
アクチュエータ１９０を直感的に案内して、個々の口６０と位置合わせする。これは、補
充ユニットがインタフェース６１と迅速に合体するのを補助し、使用者の微細位置決めは
最小限である。図５１Ｂで最もよく示すように、各収縮器アクチュエータ１９０は、控え
壁補強部１９１を有する。これは、補充ユニットと合体部分とを位置合わせする時に使用
者が過度の力を加えた場合に、大きい横方向の力に耐えるために収縮器アクチュエータ１
９０に高い曲げ強度を与える。
【０７５５】
　図１２に関して上述したように、収縮器アクチュエータ１９０は、インク貯蔵モジュー
ル４５の袋収縮器４３を起動する。
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【０７５６】
　ベースアセンブリ１５６も充填ポート１９２を有する。袋１６３は、このポートを通し
てインクの最初の充填を受け取り、次にこれはプラスチックの密封玉１９３で密封される
。
【０７５７】
　図５１Ｃの組立分解図を参照すると、インク袋１６３は、自身内に補充インクを貯蔵す
るためにベースアセンブリ１５６の内面に密封されて、変形可能な材料から作成され、そ
れによってインク袋１６３は、インクがインク補充ユニット１５５へ供給／から取り出す
につれて膨張／圧潰することができる。インク送出針１６４が、袋１６３とベースアセン
ブリ１５６の間に設けた空間内へと延在し、インクが出口１５８へと流れるための通路を
提供する。インク送出針１６４の端部は、円筒形出口１５８内へと延在し、密封リング１
６５によって囲まれ、これは円筒形出口１５８の開放端内にある圧縮ばね１６６を介して
ばねが装填される。インク補充ユニット１５５がカートリッジユニット１０と合体してい
ない場合、送出針は密封リング１６５によって保護される。さらなる予防策として、プラ
スチックキャップ１８７が出口上で滑動し、わずかな締まり嵌めによって所定の位置に保
持される。
【０７５８】
　インクレベルインジケータ１６７も、インク補充ユニット１５５のカバー１５７内に設
けられる。インクレベルインジケータ１６７は、着色区間のような表示部分１６８を有す
る可撓性細片を備える。細片は、その端部で変形可能なインク袋１６３の上面に、その中
心でカバー１５７の下側に取り付けられ、したがって袋１６３内のインク供給部が消耗す
る、つまり袋がほぼ空になると、表示部分１６８が、カバー１５７の最上表面に設けた透
明窓１６９とほぼ位置合わせされる。この点で、任意の他の時、つまり袋がほぼ空ではな
い場合に、表示部分は視界から隠される。
【０７５９】
　インクが配量されるにつれ、インク袋の材料の性質により、これは変形し、不均一に圧
潰する。袋の上面の各縁部が、同じ率で圧潰する可能性は低い。したがって、インクレベ
ルインジケータ１６７の長さは、変形可能な袋の上面の全縁部が十分に圧潰すると、表示
部分１６８のみがカバー１５７の窓１６９と位置合わせされることを保証する。インクレ
ベルインジケータ細片２８２は最初に、袋１６３がいっぱいである場合に窓１６９から隠
れるように、表示部分１６８が細片２８２上に位置する状態で折り畳んだ状態である。細
片１６７は、いずれかの端部で袋の上面の対向する縁部に取り付けられる。端部の中間点
（図示せず）は、透明窓１６９の下に固定される。袋４６が十分に圧潰すると、細片１６
７が伸張し、広がる。これによって、以前は隠れていた表示部分１６８が窓１６９を通し
て視界に入るようになる。インクレベルインジケータ１６７を使用すると、補充ユニット
が十分に消耗していない場合に、複数の補充動作に１つの補充ユニット１５５を使用でき
ることになる。これは、カートリッジユニット１０の対応するインク貯蔵モジュール４５
を１回の動作で補充するために必要なインクの量が、補充ユニットの容量より少ない場合
に生じ得る。
【０７６０】
　カバー１５７は、ベースアセンブリ１５６の一部に填り、インク袋１６３およびインク
レベルインジケータ１６７を囲む。同様に、Ｕ字形合体留め金１８３がカバー１５７上に
填り、したがって合体時にその脚部がベースアセンブリ１５６を越えて延在し、カートリ
ッジユニット１０と係合する。留め金１８３の対向する脚部のクリップ１７０が、カート
リッジユニット１０の側部にスナップロックされる。これは、インクを確実かつ効率的に
移送するために、補充ユニット１５５をカバーアセンブリ１１に対してほぼ固定した状態
で保持する。
【０７６１】
　対向する板ばね１８４の対が、Ｕ字形留め金の各脚部の内側から延在し、カバー１５７
の側部に押しつけられる。各板ばねの隣には、カバー１５７の側部の支点棚１８６と係合
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するように設計された旋回部１８５がある。これは、脚部を外側に押すが、旋回部１８５
が支点１８６と係合するにつれ、クリップが内側にてこの作用で動作し、カートリッジユ
ニット１０との係合を維持する。
【０７６２】
　ラベルパネル１８８は、留め金１８３の外面に固定される。ラベルパネル１８８は、商
標および他の情報を表示することができる。補充部内のインクと一致するように着色して
もよい。ラベルパネル１８８は、各脚部につまみパッド１８９も有する。つまみパッド１
８９は、これらの点における指の圧力が板ばね１８４の力を克服して、クリップ１７０を
てこの作用で動作させ、カートリッジユニット１０の係合から外すように位置決めされる
。次に、補充ユニット１５５は、カバーアセンブリ１１の合体部分１４９から引き離すこ
とができる。
【０７６３】
　図５２は、カートリッジユニット１０のインク貯蔵モジュールアセンブリ１１のインタ
フェース６１の１つと直接合体する補充ユニット１５５を示す。カバーアセンブリ１１お
よび架台ユニットの残りの部分は、明快さを期して除去されている。補充ユニット１５５
は、１つの特定の方向でしか合体部分１４９内で受け取れないように成形する、または「
キー溝をつける」。Ｕ字形留め金１８３の各脚部の端部は、有意に異なる幅であり、した
がって使用者が、ユニット１５５を後ろ前に合体させようとする可能性は低い。円筒形イ
ンク出口１５８は、横方向中心線からずれ、これも補充ユニット１５５の後ろ前の合体か
ら保護する。以前に検討したように、合体ポート１４９のベースは、円筒形インク出口１
５８を受け取る大きい円形の開口１５１、および弁アクチュエータ１５９を受け取る２つ
のこれより小さい開口１５２を有する。これらの相互作用する要素それぞれの断面は、特
定の各インク補充モジュール４５を補充するために、適正な方向にある適正な色のインク
補充ユニットのみを使用できるように成形される。例えば、弁アクチュエータ１５９の２
つのトライスター断面をそれぞれ回転して、一致する回転方向で対応するトライスター口
としか対合しない多数の組合せを与えることができる。
【０７６４】
　補充ユニット１５５のＱＡチップ１６１のＱＡチップ接点１６２と対合し、自身に記憶
された受信情報を読み取るために、ＱＡチップ読み取り装置１７２も、合体ポート１４９
のベースに設ける。このような情報は、補充ユニット１５５の貯蔵容量（例えば約３０ｍ
ｌから約５０ｍｌ）、補充ユニット１５５内に含まれるインクの色、およびインク補充ユ
ニット１５５内に含まれるインクの供給源を含むことができる。情報は、補充ユニット１
５５が合体ポート１４９内の所定の位置に合体されている場合に、架台ユニット１２の制
御回路に容易に転送することができる。例えば、架台ユニット１２の制御回路は、どのイ
ンク貯蔵モジュール４５が補充を必要としているか、および補充ユニット１５５が補充を
容易にするために適正なタイプ／色および量のインクを含むかを判断することができる。
【０７６５】
　図５３でさらに明白に図示されているように、各インク貯蔵モジュール４５（図１０参
照）の弁インサート４９は、インク入口１５が合体ポート１４９に形成された大きい円形
開口１５１と位置合わせされ、インク入口および出口弁１６および１８それぞれ（トライ
スター開口１５２によって隠れている）がこれより小さい円形開口２５２と位置合わせさ
れるように配置構成される。インク補充ユニット１５５が合体ポート１４９内の所定の位
置に入ると、補充ユニット１５５のインク出口１５８がインク貯蔵アセンブリ４５のイン
ク入口１５と接触し、弁アクチュエータピン１５９がインク入口弁１６およびインク出口
弁１８それぞれと接触する。
【０７６６】
　この位置で、ばねを装填した密封リング１６５が円筒形インク出口１５８内に後退する
と、インク送出針１６４は、弁インサート４９のインク入口１５を貫通し、インク入口１
５の表面の周囲に密封を形成する。密封リング１６５は、インク送出針１６４に「乗り上
げ」ることができ、合体ポート１４９から補充ユニット１５５を外すと、密封リングが密
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封ばね１６６の動作を介して保護位置に復帰するように装填される。
【０７６７】
　以前に検討したように、インク貯蔵モジュール４５のインク袋４６内に保持されたイン
クは、インク袋４６に一定の拡張力を加えるばね要素５４のせいで、一定の負圧状態にあ
る。これは、インク内に負圧または背圧を生成し、それによってインクが印字ヘッドアセ
ンブリ２２のノズルから漏れるのを防止する。この背圧は、補充ユニットが所定の位置に
合体した場合に、補充ユニット１５５から補充インクを抽出する単純な手段も提供する。
補充ユニット１５５のインク袋（大気圧である）とインク貯蔵モジュール４５のインク袋
との間の圧力勾配のせいで、インク送出針１６４がインク入口１５を貫通すると、補充イ
ンクが単純に補充ユニット１５５からインク貯蔵モジュール４５のインク袋４６内へと流
れる。
【０７６８】
　補充動作と印刷動作とを交替にし、補充中にインクがノズルから漏れないように印字ヘ
ッドアセンブリ２２内のインクを一定の背圧状態に維持するために、弁１６および１８を
、上記で検討したように弁インサート内に設ける。補充ユニットが所定の位置に入って合
体ポート１４９と合体すると、両方の弁は、弁アクチュエータピン１５９によって制御さ
れる。弁を制御する方法が、図５４Ａから図５４Ｄに関して図示されている。
【０７６９】
　図５４Ａおよび図５４Ｂは、図５３の線Ａ－Ａおよび線Ｂ－Ｂそれぞれに沿った異なる
断面図を示し、補充する前の弁構成の状態を示し、図５４Ｃおよび図５４Ｄはそれぞれ、
補充中の弁構成の状態を示す図５４Ａおよび図５４Ｂの図を示す。
【０７７０】
　補充する前に、図５４Ａおよび図５４Ｂで示すように、インク入口弁１６は閉位置にあ
り、それによってインクまたは空気の通路がインク入口１５に入るのを防止し、インク袋
４６へと進む。これは図５４Ｂに図示され、これによってインク入口１５とインク入口弁
１６間の通路に存在するインクが、この空間に留まる。Ｏリングシールをインク入口１５
に設けて、補充ユニット１５５のインク送出針１６４の周囲に気密シールを維持する。こ
の状態で、インク出口弁１８は開位置にあり、それによってインクがインク出口５２から
流出し、インクダウンパイプ３０を下って印字ヘッドアセンブリ２２へと流れる通路を提
供する。検討するように、ばね要素５４はインク袋４６内に背圧状態を確立し、印字ヘッ
ド２２は、印刷中にこの背圧に抗してインク袋４６からインクを引き出す。
【０７７１】
　補充中に、図５４Ｃおよび図５４Ｄで示すように、インク補充ユニット１５５は合体ポ
ート１４９に合体し、したがってインク出口１５８が弁インサート４９のインク入口１５
と係合し、弁アクチュエータピン１５９が弁１６および１８と係合する。図５４Ｃで示す
ように、弁アクチュエータピンとインク出口弁１８が接触すると、弁１８が押下されて、
閉鎖し、それによってインクがインク出口５２から印字ヘッドアセンブリ２２へとさらに
流れるのを防止する。この点で、閉鎖したインク出口弁１８から印字ヘッドアセンブリ２
２への通路に存在するインクは、インク出口弁１８が開放するまで静止状態のままである
。
【０７７２】
　図５４Ｄでさらに明白に示すように、弁アクチュエータピン１５９がインク入口弁１６
と接触し、弁を押下すると、弁が開放し、それによってインクが通り、補充ユニット１５
５からインク袋４６へと流れることができる。インク袋４６内に存在する背圧のせいで、
インクは、圧力差のせいでインク袋に引き込まれ、インク袋４６がインクで充填され、拡
張するにつれ、ばね要素５４は、インク袋４６と保持器要素５５の間で一定の力を維持し
、それによってインク袋４６のインク内でも一定の背圧を維持する。これは、インク袋４
６がその最大容量に到達するまで継続し、そこでインク袋４６内に存在するインクの圧力
が、補充ユニット１５５のインクの圧力と等しくなり、それ以上のインクが補充ユニット
１５５から引き込まれることがない。
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【０７７３】
　袋収縮器アクチュエータ１９０が、口６０を通って延在し、上部収縮器カラー５９を下
部収縮器カラー５７に向かって押し、側部パネル５８を内側に弓なりにして、袋４６を収
縮させる。図１２に関して上記で検討したように、補充ユニットが外されると、収縮を解
放することによって袋収縮器４３はインク袋４６内の負圧を再確立する。
【０７７４】
　本発明をその例示的実施形態に関して図示し、説明してきたが、本発明の範囲および精
神から逸脱することなく、当業者には様々な変更が明白であり、容易に作成することがで
きる。したがって、本明細書に添付された請求の範囲は、本明細書で述べたような説明に
制限されず、請求の範囲は広義に解釈されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０７７５】
【図１】用紙が入力トレイに入り、収集トレイが延在した状態のプリンタの前斜視図であ
る。
【図２】内部を露出するために外被を開放した状態の（入力トレイに用紙がなく、収集ト
レイが引っ込んだ）図１のプリンタユニットを示す図である。
【図３】本発明の１つの実施形態による印刷システムの文書データの流れの系統図である
。
【図４】図３の印刷システムで使用するアーキテクチャを示すさらに詳細な系統図である
。
【図５】図３の印刷システムに使用した状態の制御電子機器の実施形態のブロック図であ
る。
【図６】カバーアセンブリが開放し、カートリッジユニットが外された状態の架台ユニッ
トの斜視図である。
【図７】カバーアセンブリが閉位置にある図６の架台ユニットを示す図である。
【図８】図６のカートリッジユニットの前斜視図である。
【図９】図８のカートリッジユニットの組立分解斜視図である。
【図１０】図９で示したカートリッジユニットの本体の組立分解前斜視図である。
【図１１】図９で示した本体内に位置するインク貯蔵モジュールアセンブリの底斜視図で
ある。
【図１２】図１１で示したインク貯蔵モジュールの１つの組立分解斜視図である。
【図１３】図１２で示したインク貯蔵モジュールの底斜視図である。
【図１４】図１２で示したインク貯蔵モジュールの上斜視図である。
【図１５】図９で示した印字ヘッドアセンブリの上斜視図である。
【図１６】図１５で示した印字ヘッドアセンブリの組立分解図である。
【図１７】図１５で示した印字ヘッドアセンブリの逆さまの組立分解図である。
【図１８】図１５の印字ヘッドアセンブリの端断面図である。
【図１９】図１６から図１８で示した通りの印字ヘッド集積回路モジュールの三角形落と
し端部の拡大部分斜視図である。
【図２０】図１６から図１９で示した２つの印字ヘッド集積回路モジュール間の接合部の
拡大斜視図である。
【図２１】図１９で示した印字ヘッド集積回路の下側図である。
【図２２Ａ】特にインクを印字ヘッド集積回路に供給するインク導管を示す、図１５の印
字ヘッドアセンブリの透過上面図である。
【図２２Ｂ】図２２Ａの部分拡大図である。
【図２３】本発明で使用するために、静止状態にあるインク排出のための１つのノズルの
縦断面図である。
【図２４】初期起動段階中の図２３のノズルの縦断面図である。
【図２５】起動段階でその後の図２４のノズルの縦断面図である。
【図２６】図２５で示した起動状態にある図２３のノズルの斜視部分縦断面図である。
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【図２７】インクを省略した図２３のノズルの斜視縦断面図である。
【図２８】図２７のノズルの縦断面図である。
【図２９】図２４で示した起動状態にある図２３のノズルの斜視縦断面図である。
【図３０】図２３のノズルの平面図である。
【図３１】明快さを期してレバーアームおよび可動ノズルを除去した図２３のノズルの平
面図である。
【図３２】図２３で示したタイプの複数のノズル構成を組み込んだ印字ヘッドチップの一
部の斜視縦断面図である。
【図３３】バブル形成ヒータ素子アクチュエータタイプのインクを排出する単一ノズルの
インク室の略断面図である。
【図３４（Ａ）】熱曲げアクチュエータの基本的動作原理を示す図である。
【図３４（Ｂ）】熱曲げアクチュエータの基本的動作原理を示す図である。
【図３４（Ｃ）】熱曲げアクチュエータの基本的動作原理を示す図である。
【図３５】図３４に従って構築した単一のインクジェットノズル構成の三次元図である。
【図３６】図３５で示したノズル構成のアレイを示す図である。
【図３７】本発明のプリンタで使用するＣＭＯＳドライブおよび制御ブロックを示す系統
図である。
【図３８】図３７のＣＭＯＳブロックにおけるノズル列とドットシフトレジスタとの関係
を示す系統図である。
【図３９】ユニットセル、および図３８のノズル列およびドットシフトレジスタに対する
その関係を示すさらに詳細な系統図である。
【図４０】本発明のプリンタの単一のプリンタノズルの論理を示す回路図である。
【図４１】図９で示したカートリッジユニットの保守アセンブリの前斜視図である。
【図４２】図４１の保守アセンブリの組立分解前斜視図である。
【図４３】図４１の保守アセンブリの下側の組立分解前斜視図である。
【図４４】キャップ付き状態で本発明のカートリッジユニットに動作可能な状態で装着し
た保守アセンブリの断面図である。
【図４５Ａ】本発明の１つの実施形態による架台ユニットの枠構造の前斜視図である。
【図４５Ｂ】本発明の１つの実施形態による架台ユニットの枠構造の後斜視図である。
【図４６Ａ】図４５Ａおよび図４５Ｂの枠構造から離れた本発明の保守ドライブアセンブ
リの左斜視図である。
【図４６Ｂ】図４５Ａおよび図４５Ｂの枠構造から離れた本発明の保守ドライブアセンブ
リの右斜視図である。
【図４７】ＰＣＢアセンブリに組み付けた図４５Ａおよび図４５Ｂの支持バーアセンブリ
の斜視図である。
【図４８】カバーアセンブリに関連するばね要素に接続した図４７の支持バーアセンブリ
のアームの斜視側面図である。
【図４９Ａ】本発明の１つの実施形態による架台ユニットの様々な図である。
【図４９Ｂ】本発明の１つの実施形態による架台ユニットの様々な図である。
【図４９Ｃ】本発明の１つの実施形態による架台ユニットの様々な図である。
【図５０Ａ】カバーアセンブリが閉位置にある架台ユニットの側断面図である。
【図５０Ｂ】カバーアセンブリが開位置にある架台ユニットの側断面図である。
【図５１Ａ】本発明の１つの実施形態によるインク補充ユニットの上斜視図である。
【図５１Ｂ】本発明の１つの実施形態によるインク補充ユニットの底斜視図である。
【図５１Ｃ】図５１Ａおよび図５１Ｂのインク補充ユニットの組立分解図である。
【図５２】カバーアセンブリの合体ポートと合体した図５１Ａおよび図５１Ｂのインク補
充ユニットの斜視図である。
【図５３】カートリッジが内側にあり、カバーが閉鎖した架台の平面図である。
【図５４Ａ】図５３の線Ａ－Ａに沿ったインク補充ユニットおよび印刷エンジンの断面図
である。
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【図５４Ｂ】図５３の線Ｂ－Ｂに沿ったインク補充ユニットおよび印刷エンジンの断面図
である。
【図５４Ｃ】図５３の線Ｃ－Ｃに沿った印刷エンジンがある合体位置のインク補充ユニッ
トの断面図である。
【図５４Ｄ】図５３の線Ｄ－Ｄに沿った印刷エンジンがある合体位置のインク補充ユニッ
トの断面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(110) JP 2009-262566 A 2009.11.12

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２Ａ】
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【図２２Ｂ】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】

【図２８】 【図２９】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】
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【図３４（Ａ）】 【図３４（Ｂ）】

【図３４（Ｃ）】 【図３５】
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【図３６】 【図３７】

【図３８】 【図３９】
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【図４０】 【図４１】

【図４２】 【図４３】
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【図４４】 【図４５Ａ】

【図４５Ｂ】 【図４６Ａ】
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【図４６Ｂ】 【図４７】

【図４８】 【図４９Ａ】
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【図４９Ｂ】 【図４９Ｃ】

【図５０Ａ】 【図５０Ｂ】
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【図５１Ａ】 【図５１Ｂ】

【図５１Ｃ】 【図５２】
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【図５３】 【図５４Ａ】

【図５４Ｂ】 【図５４Ｃ】
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