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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の吐出口からインクを吐出して記録を行う記録ヘッドと、
　前記記録ヘッドの吐出口面を前記吐出口の配列方向に沿ってワイピングするブレードと
、
　前回のワイピング処理が実行された後に前記記録ヘッドから吐出されたインク吐出数を
カウントするカウント手段と、
　前記吐出口面と当接しない状態で前記ブレードを前記配列方向に移動させつつ前記記録
ヘッドから前記ブレードにインクを吐出させた後に、前記ブレードに前記吐出口面をワイ
ピングさせる制御手段と、
を備えるインクジェット記録装置であって、
　前記制御手段は、前記カウント手段によりカウントされたインク吐出数が閾値以下の場
合は、前記記録ヘッドから前記ブレードに第１の吐出数インクを吐出させた後に前記ブレ
ードに前記吐出口面を第１のワイピング回数ワイピングさせ、前記カウント手段によりカ
ウントされたインク吐出数が前記閾値を超える場合は、前記記録ヘッドから前記ブレード
に前記第１の吐出数より多い第２の吐出数インクを吐出させた後に前記ブレードに前記吐
出口面を前記第１のワイピング回数より多い第２のワイピング回数ワイピングさせること
を特徴とするインクジェット記録装置。
【請求項２】
　前記ブレードを、前記吐出口面と当接しない位置と前記吐出口面をワイピング可能な位
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置とに移動させる昇降機構を備えることを特徴とする請求項１に記載のインクジェット記
録装置。
【請求項３】
　前記記録ヘッドから前記ブレードに吐出するインクはシアンインクまたは淡シアンイン
クであることを特徴とする請求項１または２に記載のインクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクを吐出する複数の吐出口を備えた記録ヘッドを用いて記録を行うイン
クジェット記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インク滴を吐出して記録媒体上に画像を形成するインクジェット記録方式の記録装置に
おいては、複数の微細な吐出口およびそれらに連通する液路（以下、これらを含めてノズ
ルと称す）などを形成した記録ヘッドが用いられる。このインクジェット記録装置では、
液路内のインクに吐出口から気泡や塵埃が混入したり、インクに含有される溶剤の蒸発に
起因してインクが増粘あるいは固着したりすることがある。この場合、記録ヘッドの吐出
性能は大幅に低下する。すなわち、記録ヘッドには、吐出されたインク滴の着弾誤差や、
インク滴の不吐出などが生じる。こうした記録ヘッドの吐出性能低下を回避するため、従
来は、ノズル内に生じた増粘インクあるいは固化したインクを排出し、ノズル内のインク
をリフレッシュする処理が行われている。以下、この処理を、吐出回復処理と称す。
【０００３】
　吐出回復処理を行う手段の一形態としては、記録ヘッドの吐出口形成面を覆うことが可
能なキャップと、このキャップに連通するポンプを設けたものがある。この形態では、キ
ャップによって吐出口形成面を覆い、ポンプによってキャップ内に負圧を発生させて記録
ヘッドのノズルからインクを強制的に吸出する。このため、この吐出回復処理は、吸引回
復処理とも言われている。
【０００４】
　また、吐出回復処理の形態としては、キャップを吐出口形成面に対向させた状態でノズ
ル内に設けられたインク吐出エネルギー発生素子を駆動し、キャップ内に増粘したインク
や、気泡および塵埃を含んだインクなどを吐出させて、ノズル内のインクをリフレッシュ
することも行われている。
【０００５】
　なお、吐出回復処理によって、キャップやポンプ、およびこれらに連通する廃インクチ
ューブなどを含む吐出回復装置に受容されたインクは、廃インクタンクへと導かれる。こ
れはキャップを大気に開放した状態でポンプを作動させるいわゆる空吸引という動作によ
って行われる。
【０００６】
　一方、記録ヘッドの吐出口形成面において、吐出口の周囲にインクや紙粉などの塵埃が
付着することもインク吐出性能を低下させる要因となっている。この吐出不良要因を除去
するために、従来は、吐出口形成面をブレードによってワイピングする回復処理（以下、
ワイピング回復処理と称す）も行われている。
【０００７】
　さらに、このようなワイピング回復処理では、ワイピング動作によってブレード上に増
粘インクや塵埃などが固着して堆積することがある。ブレード上にインクや塵埃が固着し
た場合、ブレードによる回復効果は著しく低減する。そこで、記録ヘッドからブレード上
にインクを吐出させ、ブレードに堆積した増粘インクや塵埃などを除去する方法が提案さ
れている（特許文献１参照）。さらに、特許文献２には、ブレードをワイピングさせなが
ら予備吐出を行うことにより、ブレードに付着したインクの除去を行うものも開示されて
いる。なお、ここで言う予備吐出とは、記録動作の開始などにおいて、記録ヘッドのノズ
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ルの吐出性能を良好な状態に保つ目的で行われる、画像の形成に寄与しないインクの吐出
を意味する。
【０００８】
【特許文献１】特開平７－１６４６４３号公報
【特許文献２】特開平２－９５８６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、記録装置を用いた記録には、大面積への記録、連続的な記録あるいは高
記録率（高デューティ）での記録などのように、多数のインクを吐出させて記録を行うこ
とがある。この場合、上記両特許文献に記載の技術では、記録ヘッドの吐出口形成面やブ
レードなどにインクが固着あるいは増粘した状態で残留し易く、記録ヘッドの吐出口形成
面からインクを十分に除去し得ないことがある。
【００１０】
　すなわち、上記両特許文献に記載のインクジェット記録装置では、ブレードによる回復
動作を常に一定回数だけ駆動しているため、吐出口形成面あるいはブレードに残留してい
るインクが、固着・増粘といった除去し難い状態にあると、それらを十分に除去すること
ができないことがある。特に、インクが固着したブレードはインク除去機能が低下した状
態にあるため、吐出口形成面から十分にインクを除去することができない。　
　このように、上記の両特許文献に記載の技術では、記録ヘッドの吐出性能を良好に保ち
得ない場合があり、記録ヘッドの不吐出や着弾精度の悪化などを十分に解消するには至っ
ていない。
【００１１】
　本発明は上記従来技術の課題に着目してなされたものであり、多数のインクを吐出させ
て記録を行う場合にも、常に良好なインク吐出性能を維持することができるインクジェッ
ト記録装置、その回復装置および回復方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を有する。
【００１３】
　すなわち、本発明の第１の形態は、複数の吐出口からインクを吐出して記録を行う記録
ヘッドと、前記記録ヘッドの吐出口面を前記吐出口の配列方向に沿ってワイピングするブ
レードと、前回のワイピング処理が実行された後に前記記録ヘッドから吐出されたインク
吐出数をカウントするカウント手段と、前記吐出口面と当接しない状態で前記ブレードを
前記配列方向に移動させつつ前記記録ヘッドから前記ブレードにインクを吐出させた後に
、前記ブレードに前記吐出口面をワイピングさせる制御手段と、を備えるインクジェット
記録装置であって、前記制御手段は、前記カウント手段によりカウントされたインク吐出
数が閾値以下の場合は、前記記録ヘッドから前記ブレードに第１の吐出数インクを吐出さ
せた後に前記ブレードに前記吐出口面を第１のワイピング回数ワイピングさせ、前記カウ
ント手段によりカウントされたインク吐出数が前記閾値を超える場合は、前記記録ヘッド
から前記ブレードに前記第１の吐出数より多い第２の吐出数インクを吐出させた後に前記
ブレードに前記吐出口面を前記第１のワイピング回数より多い第２のワイピング回数ワイ
ピングさせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、前記吐出口のインク吐出数をカウントし、そのカウント値に応じてワ
イピング部材を用いたワイピング回復処理に関連する動作を変更することにより、記録ヘ
ッドの吐出口形成面に残留するインクを低減することが可能になり、記録ヘッドのインク
吐出性能を常に良好な状態に保つことができる。このため、記録ヘッドの吐出不良、着弾
誤差などは低減され、形成される画像品質の安定化を図ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。　
　図１は本発明の一実施形態に係わるインクジェット記録装置を示す平面図である。　
　図１において、１は記録用紙（記録媒体）の搬送系ユニット（図示せず）を含む各種の
機構部を備えた記録装置本体を示しており、この記録装置本体１と、これに搭載された後
述の制御系とによりインクジェット記録装置が構成されている。なお、本実施形態におけ
るインクジェット記録装置は、搬送系ユニットによって記録媒体をＹ方向へと間欠的に搬
送すると共に、記録ヘッド５を記録媒体の搬送方向であるＹ方向（副走査方向）と直交す
る方向であるＸ方向（主走査方向）へと移動させながら記録動作を行うシリアル型のイン
クジェット記録装置となっている。また、図１に示す記録装置本体２は、比較的大判の記
録媒体（例えば、Ａ１サイズ）への記録を行い得るよう、Ｘ方向におけるサイズを大型化
した構成となっている。
【００１８】
　また、図１において、２はキャリッジを示している。このキャリッジ２には、複数個（
この実施形態では６個）の記録ヘッド３が搭載され、記録ヘッド３と共に記録媒体の搬送
方向と直交する方向に往復移動する。すなわち、キャリジ２は、Ｘ方向に沿って配置され
たガイド軸４に沿って移動可能に支持されると共に、ガイド軸４と略平行に移動する無端
ベルト５に固定されている。無端ベルト５は、キャリッジモータ（ＣＲモータ）の駆動力
によって往復移動し、それによってキャリッジ２をＸ方向（主走査方向）に往復移動させ
る。
【００１９】
　また、記録ヘッド３には、図２の模式図に示されるように、吐出口形成面３ｂに形成さ
れる複数の吐出口３ａと、個々の吐出口３ａに対応して形成された複数の液路（図示せず
）と、複数の液路にインクを供給する共通液室（図示せず）とが形成されている。本実施
形態の各記録ヘッド３には、上記の副走査方向に１２００ｄｐｉ（ドット／インチ）の密
度で、１２８０個の吐出口３ａが配列されている。なお、図２において、Ｉ１は吐出口３
ａから吐出されたインクを、Ｉ２はブレード１０に固着したインクをそれぞれ示している
。
【００２０】
　さらに、記録ヘッド３の各液路には、インクを吐出口３ａから吐出させるための吐出エ
ネルギーを発生させるエネルギー発生素子が配置されている。このエネルギー発生素子と
して、本実施形態では、インクを局所的に加熱して膜沸騰を起こさせ、その圧力によって
インクを吐出させる電気熱変換体が用いられている。但し、本発明はこれに限定されるも
のではなく、電気機械変換素子を用いることも可能である。なお、以下の説明においては
、吐出口３ａと液路とを含めてノズルと称す。
【００２１】
　また、キャリッジ２に搭載される６個の記録ヘッドには、それぞれ異なる色材を含有し
たインクが供給される。本実施形態では、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのイン
クの他に、形成する画像の粒状感の低減を目的として使用される淡シアン、淡マゼンタの
インクを加えた計６色のインクが各記録ヘッド３にそれぞれ供給される。
【００２２】
　７は記録ヘッド３の各吐出口３ａからのインク吐出性能を良好な状態に保つための回復
処理装置を示している。この回復処理装置７は、記録装置本体１の所定の位置に保持固定
されており、後述の吸引回復機構７Ａ，７Ｂと、ワイピング回復機構９と、これらの機構
を昇降させる昇降機構（図示せず）と、予備吐出インク受容箱８などを備える。
【００２３】
　吸引回復機構７Ａ，７Ｂは、回復処理の一形態である吸引回復処理を行う。ここで、吸
引回復処理とは、記録ヘッドに形成された複数のノズルから強制的にインクを吸引するこ
とによって、ノズル内のインクを吐出に適した状態のインクに置き換える処理である。具
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体的には、この吸引回復機構７Ａ，７Ｂでは、吐出口形成面３ｂ（図２参照）をキャップ
で覆うと共に、そのキャップに連通するポンプによってキャップ内に負圧を発生させ、そ
の負圧によって吐出口３ａからインクを強制的に吸引する。なお、各吸引回復機構７Ａ，
７Ｂは、それぞれ３個の記録ヘッド３に対して吸引回復処理を行う。
【００２４】
　また、回復処理の他の形態としては予備吐出がある。この予備吐出は、記録動作に寄与
しないインク吐出をインク受容箱８に対して行い、記録ヘッドの各ノズル内のインクを吐
出に適した状態に保つ処理である。この予備吐出は、主として記録動作の開始時あるいは
終了時などにおいて行われる。さらに、記録動作中に所定間隔毎に行われることもある。
【００２５】
　また、ワイピング回復機構９は、各記録ヘッド３の吐出口面のワイピング動作を行うも
のであり、記録ヘッド３の移動経路と上下方向において対向する位置に固定されている。
このワイピング回復機構９は、図２に示すように、記録ヘッド３の吐出口形成面と略直交
する面に沿って配置されたワイピング部材（ブレード）１０と、このブレード１０を記録
ヘッド３の吐出口の配列方向（Ｙ方向）に沿って移動させる（ワイピングさせる）不図示
のブレード移動機構と、とを備える。
【００２６】
　図３は、本実施形態におけるインクジェット記録装置の記録装置本体１に搭載される制
御系（制御手段）の構成を示すブロック図である。図２において、１００は主制御部を示
している。この主制御部１００は演算、制御、判別、設定などの処理動作を実行するＣＰ
Ｕ１０１と、このＣＰＵ１０１によって実行すべき制御プログラム等を格納するＲＯＭ１
０２と、インクの吐出／非吐出を表す２値の記録データを格納するバッファおよびＣＰＵ
１０１による処理のワークエリア等として用いられるＲＡＭ１０３と、入出力ポート１０
４などを備える。
【００２７】
　前記入出力ポート１０４には、前述の搬送ユニットにおける搬送モータ（ＬＦモータ）
１１２、キャリッジモータ（ＣＲモータ）１１３、記録ヘッド３、および回復処理装置７
などの各駆動回路１０５，１０６，１０７，１０９が接続されている。さらに、入出力ポ
ート１０４には、記録ヘッドの温度を検出するヘッド温度センサ（ヘッド温度検出手段）
１１４やキャリッジ２に固定されたエンコーダセンサ１１０などをはじめとするその他の
センサ類が接続されている。また、前記主制御部３００はインターフェース回路１１１を
介してホストコンピュータ１１６に接続されている。
【００２８】
　１１５は記録ヘッドから吐出されるインク滴の数をカウントする吐出数カウンタである
。この吐出数カウンタ１１５は、ＲＡＭ１０３内のバッファに展開された２値の記録デー
タのうち、インクの吐出を表するデータ（吐出データ）の数を各記録ヘッド毎にカウント
することによってインク吐出数をカウントする。そして、カウント値が所定の閾値を超え
ると、主制御部１００は、駆動回路１０９を介して回復処理装置７におけるワイピング機
構９を作動させる。
【００２９】
　次に、以上の構成を有するインクジェット記録装置によって実行される記録動作および
ブレード回復処理を説明する。　
　まず、記録動作の概略を説明する。　
　ホストコンピュータ１１６からインターフェースを介して記録データを受信すると、そ
の記録データはＲＡＭ１０３のバッファに展開される。そして、記録動作が指示されると
、不図示の搬送ユニットが作動し、記録媒体を記録ヘッド３との対向位置へと搬送する。
ここで、キャリッジ２はガイド軸４に沿って主走査方向（Ｘ方向）へと移動する。キャリ
ッジ２の移動に伴って、記録ヘッド３からはインク滴が吐出され、記録用紙に１バンド分
の画像が記録される。この後、搬送ユニットにより、記録媒体はキャリッジ２と直交する
方向（副走査方向）に１バンド分だけ搬送される。以上の動作を繰り返すことにより、記
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録媒体には所定の画像が形成される。
【００３０】
　なお、キャリッジ２の位置は、キャリッジ２の移動に伴ってエンコーダセンサ１１０か
ら出力されるパルス信号を主制御部１００でカウントすることにより検出される。すなわ
ち、エンコーダセンサ１１０は、主走査方向に沿って配置されたエンコーダフィルム６（
図１参照）に一定の間隔で形成された検出部を検出することによってパルス信号を主制御
部１００へ出力する。主制御部１００はこのパルス信号をカウントすることにより、キャ
リッジ２の位置を検出する。キャリッジ２のホームポジションおよびその他の位置への移
動は、エンコーダセンサ１１０からの信号に基づいて行われる。
【００３１】
　次に、本実施形態によって実行されるワイピング回復処理について説明する。　
　ワイピング回復処理を行う場合には、まず、キャリッジ２を移動させて、図２に示すス
ように記録ヘッド３の吐出口形成面３ｂをワイピング機構９に対向させて吐出口３ａから
インクを吐出させる。この後、回復装置７の昇降機構によってワイピング機構９を上昇さ
せ、ブレード１０を記録ヘッドの吐出口形成面３ｂに接触させる。ここで、ワイピング機
構９がブレード１０を記録ヘッド３のノズル配列方向（Ｙ方向）へ移動させ、吐出口形成
面３ｂに付着する塵埃やインクをブレード１０によってワイピングして除去する。この際
、ブレード１０には、吐出口形成面３ｂに付着しているインクが付着する。なお、このワ
イピング回復処理は、予め設定した所定のタイミング、例えば、吸引回復処理を行った後
、あるいは一定枚数分の記録動作が終了した後などに行われる。
【００３２】
　従来のワイピング回復処理では、ブレード１０が吐出口形成面３ｂに対して常に一定数
だけワイピングあるいはブレードへのインク吐出を行うようになっている。このため、吐
出口形成面３ｂおよびブレード１０に付着しているインクが一定量以下である場合には、
吐出口形成面３ｂからインクを適正に除去することができることもある。しかし、高い記
録率および大面積の画像を記録する場合などのように、記録ヘッドから吐出されたインク
滴数が多い場合には、吐出時に吐出口形成面３ｂに残留するインクおよびインクミストな
どが増大する。このため、吐出口形成面３ｂおよびブレード１０には多くのインクが付着
し、従来のワイピング回復では、吐出口形成面３ｂからインクを十分に除去できないこと
がある。もっとも、記録ヘッドにおける最大インク吐出数、すなわち、吐出口形成面に付
着するインクの最大量を想定してワイピング数を設定するれば、インクを適正に除去する
ことも可能である。しかし、この場合には、インク吐出数が少量であると、必要以上のワ
イピングが実行されることとなり、記録速度の低下、吐出口形成面およびブレードの磨耗
が著しくなるという不都合が新たに発生する。
【００３３】
　また、長期に亘って吐出動作が停止している場合、あるいはインクの吐出によって吐出
口形成面３ｂの温度が上昇した場合には、ブレード１０および吐出口形成面３ｂに付着し
たインクは、増粘あるいは固着した状態となる。これは、マット系ブラックインクのよう
な増粘し易いインクを使用した場合に、特に顕著になることが確認されている。そして、
吐出口形成面３ｂおよびブレード１０に付着したインクが増粘あるいは固着した状態にあ
ると、ブレード１０によるインクの除去はさらに困難になる。
【００３４】
　そこで、本実施形態では、前回のワイピング処理が実行されてから今回のワイピング処
理が実行されるまでの間に行われるインク吐出数を、吐出数カウンタ１１５によってカウ
ントし、そのカウント値に基づいてブレード１０のワイピング数およびブレード１０への
インク吐出数を制御している。
【００３５】
　すなわち、主制御部１００のＣＰＵ１０１は、吐出数カウンタ１１５から受信したカウ
ント値が、閾値を超えたか否かを判断する。そして、カウント値が閾値を超えていない場
合には、ブレード１０に対してインクを予め設定した第１の吐出数だけ吐出させ、その後
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、突出ブレード１０を予め設定した第１のワイピング数だけワイピングさせる。また、カ
ウント値が閾値を超えた場合には、ブレード１０への吐出数を第１の吐出数より多い第２
の吐出数だけ吐出すると共に、ブレード１０を第１のワイピング数より多い第２のワイピ
ング数だけワイピングさせる。
【００３６】
　このように、本実施形態では、インク吐出数が閾値を超えているか否かに応じて、ブレ
ード１０に対するインク滴の吐出数、およびブレード１０によるワイピング数を２段階に
変化させている。このため、インク吐出数が多くブレード１０に多くのインクが付着した
場合にも、多数のインクを吐出することでブレード１０に付着したインクを十分に溶解さ
せた状態でワイピング回復を行うことができ、しかも、ブレード１０によるワイピングが
多数回行われるため、吐出口形成面３ｂおよびブレード１０に付着したインクを確実に除
去することができる。また、インク吐出数が閾値よりも少ない場合に、過剰にワイピング
処理が行われることもなくなり、記録ヘッド３の吐出口形成面３ａおよびブレード１０の
磨耗を軽減することができる。
【００３７】
　さらに、本実施形態では、ブレード１０に対し、淡シアンあるいはシアンなどの比較的
増粘し難いインクを吐出している。このため、ブレード１０および吐出口形成面に付着し
たインクをより溶解し易くすることができ、その後に行われるワイピング処理をより確実
に行うことが可能になっている。
【００３８】
　以下、本実施形態で実行される回復処理の手順を、図４のフローチャートに基づき、よ
り具体的に説明する。　
　図４のフローチャートには上記実施例の回復処理手順を示す。　
　本手順は、記録ヘッド３の吐出口形成面３ｂがキャップによって覆われている状態から
記録動作が開始されるまでの間に実行される回復動作の一例である。　
　まず、回復処理装置をその昇降機構によって下降させる（ステップ１）。このときブレ
ードは、ワイピング機構の動作によって記録ヘッド３の吐出口形成面３ｂと接触すること
なく、ワイピング方向（Ｙ方向）へと前進・後退することができる位置にある。
【００３９】
　前回の回復動作によってワイピングを繰り返したブレード１０の一部には、粘性の高い
インクが増粘あるいは固着した状態で付着している可能性がある。このため、ブレード１
０に付着した増粘あるいは固着したインクに対して、粘度の低い淡シアンインクまたはシ
アンインクをブレードに直接吐出できる位置までキャリッジ２とブレード１０を移動させ
る（ステップ２）。
【００４０】
　次に、記録ヘッド３からブレード１０へと淡シアンインクまたはシアンインクを吐出さ
せつつ、ワイピング機構によるブレード１０を前進させ、ブレード１０に対し淡シアンイ
ンクまたはシアンインクを直接吐出する（ステップ３，４，５）。その後、ブレード１０
が後退を開始すると同時に、再び淡シアンインクまたはシアンインクをブレード１０へと
直接吐出する（ステップ６，７，８）。　
　このブレード１０へのインク吐出数は、前述のように、吐出数カウンタ１１５から受信
したカウント値が、閾値を超えたか否かを判断した結果に応じて変更される。すなわち、
第１の吐出数または第２の吐出数が吐出される。
【００４１】
　次に、キャリッジ２をホームポジションへ戻し（ステップ９）、昇降機構によって回復
処理装置７を上昇させる（ステップ１０）。ここでブレード１０を前進、後退させ、ワイ
ピング回復処理を実行する（ステップ１１）。このワイピング回復処理におけるワイピン
グの回数も、吐出数カウンタ１１５のカウント値が閾値を超えているか否かに応じて変更
される。すなわち、カウント値が閾値を超えている場合には、第１のワイピング数だけワ
イピングを行い、カウント値が閾値を超えた場合には、第２のワイピング数だけブレード
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１０をワイピングさせる。
【００４２】
　ワイピング動作が終了すると、回復処理装置７を下降させ（ステップ１２）、ブレード
１０を元の位置へと後退させて（ステップ１３）、空吸引動作を行う（ステップ１４）。
この空吸引動作は、キャップ、ポンプおよびこれらに連通する廃インクチューブなどに受
容されたインクを、図外の廃インクタンクへ導くために行う処理であり、キャップを大気
に開放した状態でポンプを作動させることにより行う。この空吸引動作が終了した後、通
常の記録動作を開始する（ステップ１５）。
【００４３】
　以上のように、上記実施形態では、インク吐出数が所定の閾値を越えたか否かを判断し
、その判断結果に応じて、ワイピングの回数とブレード１０へのインク吐出数の双方を変
更する場合を例に採り説明した。しかし、装置の使用条件あるいは使用環境などによって
は、上記の判断結果に基づき、ワイピングの回数のみ、あるいはブレード１０へのインク
吐出数のみを変更するようにしても良く、この場合にも、従来に比べて回復性能の向上を
期待できる。
【００４４】
　また、以上の説明では、ワイピングの回数が所定の閾値を超えたか否かに応じてワイピ
ング数および／またはブレード１０へのインク吐出数を２段階に変更するようにした。し
かし、ワイピング数および／またはブレード１０へのインク吐出数は、インク吐出数に応
じて２段階以上の段階数で、あるいは連続的に変更するようにしても良い。さらに、イン
ク吐出数だけでなく、記録ヘッドのヘッド温度、あるいは使用するインクの粘度なども勘
案してワイピング数および／またはブレード１０へのインク吐出数を変更するよう構成す
ることも可能である。さらに、本実施形態では、ステップ４、７のブレードの前進、後進
の両方向への移動時にインクの吐出を行ったが、ブレードの一方向の移動におけるインク
吐出動作のみでブレードに付着したインクの溶解が可能な場合には、付着したインク溶解
のためのブレードの移動を片方向のみとすればよい。　
　また、上記実施形態では、回復処理装置に昇降機構を有している場合について述べたが
、昇降機構を有さない装置にも適用可能である。
【実施例】
【００４５】
　次に、上記実施形態における回復処理を実行する実施例１および実施例２のインク吐出
精度と、従来の回復処理を実行する比較例のインク吐出精度との比較結果について述べる
。
【００４６】
　（比較例）
　この比較例におけるインクジェット記録装置では、以下のような回復処理を実行した。
Ａ：ブレード上への吐出
　・なし
Ｂ：ワイピング回数
　・インク吐出数に関係なく一定（１回）
【００４７】
　（実施例１）
　この実施例１におけるインクジェット記録装置では、以下のような回復処理を実行した
。
Ａ）ブレード上への吐出
　ａ１；吐出インクの種類
　　・シアンインクおよび淡シアンインク
　ａ２；インク吐出数が閾値を超えない場合の各インクのブレードへの吐出数
　　・５０発（１ノズルあたり）
　ａ３；インク吐出数が閾値を超えた場合の各インクのブレードへの吐出数
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　　・１００発（1ノズルあたり）
Ｂ）ワイピング回数
　ｂ１；インク吐出数が閾値を超えない場合の各インクのブレードへの吐出数
　　・記録前のワイピング回数；１回
　　・記録後のワイピング回数；１回
　ｂ２；インク吐出数が閾値を超えた場合の各インクのブレードへの吐出数
　　・記録前のワイピング回数；１回
　　・記録後のワイピング回数；２回
【００４８】
　（実施例２）
　この実施例２におけるインクジェット記録装置では、以下のような回復処理を実行した
。
Ａ）ブレード上への吐出
　ａ１；吐出インクの種類
　　・シアンインクおよび淡シアンインク
　ａ２；インク吐出数が閾値を超えない場合の各インクのブレードへの吐出数
　　・５０発（１ノズルあたり）
　ａ３；インク吐出数が閾値を超えた場合の各インクのブレードへの吐出数
　　・１００発（1ノズルあたり）
Ｂ）ワイピング回数
　ｂ１；インク吐出数が閾値を超えない場合の各インクのブレードへの吐出数
　　・記録前のワイピング回数；１回
　　・記録後のワイピング回数；１回
　ｂ２；インク吐出数が閾値を超えた場合の各インクのブレードへの吐出数
　　・記録前のワイピング回数；１回
　　・記録後のワイピング回数；４回
　ここで、上記実施例1、２および上記比較例の記録条件は以下のよう設定した。
【００４９】
　１０３０ｍｍ×１００ｍｍの記録媒体に対し、各色打ち込み量20％のベタ画像を１００
０枚出力する（パス数：６、キャリッジ速度：３３．３inch/sec）。その中で２００枚ご
とに特定のパターンを出力する（パス数：１、キャリッジ速度１８．４inch/sec）。
【００５０】
　上記パターンに基づき、吐出インクの目標着弾位置と実際の着弾位置とのメディア搬送
方向におけるずれ量のばらつき（Y方向ヨレ量）を測定し、その測定値の標準偏差によっ
て実施例１および実施例２による着弾精度と、比較例による着弾精度との違いを比較した
。なお、Y方向ヨレ量σ（μm）は以下の式により求めた。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　上記式において、ｎは測定ドット数、Yiはi番目のY方向へのずれ量、
【００５３】

【数２】

【００５４】
は全てのY方向におけるずれ量の平均である。なお、測定する環境は、温度２５℃、湿度
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４０％とした。
【００５５】
　また、記録ヘッドにはシアン、マゼンタ、イエロー、淡シアン、淡マゼンタ、およびマ
ット系ブラックの６色のインクを搭載した。上記のＹ方向へのヨレ量の測定には、他のイ
ンクよりも粘性が高く目標着弾位置からのずれ量が大きくなる傾向が実験的に確認されて
いるマット系ブラックインクで記録したパターンを使用した。
【００５６】
　表１に、本発明の比較例、実施例１、実施例２における、記録枚数に対するY方向ヨレ
量（μm）の結果を示す。
【００５７】
【表１】

【００５８】
　上記結果に示されるように、比較例のY方向ヨレ量は、記録開始から２００枚目で目立
ちはじめ、１０００枚を記録した後には、約６０μｍのヨレが発生する。このヨレ量は、
実際に記録された画像では白い筋としてユーザに認識されるレベルであり、画像品質を著
しく低下させる要因となる。
【００５９】
　一方、本発明の実施例１および実施例２のY方向ヨレ量は、記録開始から１０００枚目
まで安定して１０μｍ以下となった。このヨレ量は、実際に記録される画像ではユーザに
よって認識されないレベルであり、画像品質の低下を生じない。この結果により、上記実
施例１および実施例２では、吐出口形成面３ｂから適正にインクを除去することができる
ということが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、紙や布、革、不織布、ＯＨＰ用紙等、さらには、金属などの記録媒体を用い
る機器すべてに適用可能である。具体的な適用機器としては、プリンタ、複写機、ファク
シミリ等の事務機器や、工業用生産機器などを挙げることができる。また、本発明は、大
型の記録媒体に対して高速に記録を行う機器などに特に有効である。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置を示す平面図である。
【図２】本発明の実施形態における記録ヘッドおよびブレードを模式的に示す斜視図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係る制御系回路の概略構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態により行われる吐出回復処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００６２】
　１　記録装置本体
　２　キャリッジ
　３　記録ヘッド
　３ａ　吐出口
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　３ｂ　吐出口形成面
　４　ガイド軸
　５　無端ベルト
　７　回復処理装置
　７Ａ，７Ｂ　吸引回復機構
　８　予備吐出インク受容箱
　９　ワイピング機構
　１０　ワイピング部材（ブレード）
　１００　主制御部
　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ROM
　１０３　ＲＡＭ
　１０４　入出力ポート
　１０５　ＬＦモータの駆動回路
　１０６　ＣＲモータの駆動回路
　１０７　記録ヘッドの駆動回路
　１０９　回復制御処理装置の駆動回路
　１１０　エンコーダセンサ
　１１１　インターフェース回路
　１１２　ＬＦモーター
　１１３　ＣＲモーター
　１１４　ヘッド温度センサ
　１１５　吐出数カウンタ
　１１６　ホストコンピュータ

【図１】

【図２】

【図３】
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