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インクジェットプリンター内のインクミスト挙動解析 
Analysis of Ink Mist Behavior in Inkjet Printer 

飯村 治雄* 楠 雅統* 
Haruo IIMURA Masanori KUSUNOKI 

要  旨  _________________________________________________  
インクジェットプリンターの開発において，微小なインク液滴であるインクミストにより

重要部品が汚れ，不具合が発生することが問題となっている．従来，インクミスト汚れに対

して，実験的なトライ＆エラーの繰り返しによる対策が行われてきたが，対策の根拠を理解

して効率的に汚れを抑制するには，インクミスト発生のメカニズムやプリンター内のインク

ミストの挙動を解明することが重要である．本報では，気流がインクミストの発生に及ぼす

影響を明らかにするために，プリントヘッドを搭載したキャリッジと紙間におけるインクミ

スト挙動観察と時系列の気流速度場計測を行った．その結果，キャリッジ走査速度とインク

吐出間隔の増加と共に，インクミストをキャリッジ走査上流方向へ運ぶ気流速度の増大と紙

側への下降気流の低下により，インクミスト発生量が増加することを明らかにした．また，

気流計算と粒子計算を組み合わせたシミュレーションを行い，プリンター内においてインク

ミストが拡散する過程を明らかにした．本シミュレーションを活用することにより，インク

ミストによる汚れを抑制する構造を設計段階で検討することが可能となった． 

ABSTRACT  _________________________________________________  
Small ink droplets called ink mist can contaminate various important parts of an inkjet printer. 

Conventional countermeasures have entailed repeating experimental trials and errors to avoid ink mist 

contamination. In order to understand the basis of the countermeasures and suppress the contamination 

efficiently, it is important to clarify the mechanism that lies behind generation and behavior of ink mist 

in the printer. We investigated the effect of airflow on mist generation by observing ink mist behavior 

and measuring the velocity field of airflow between a carriage and paper. Results showed that the 

amount of ink mist increased with the increase of scan speed and ejecting pitch due to the increase of 

the airflow velocity of mist carrying and the decrease of the downward airflow velocity. In addition, we 

were able to clarify the diffusion process of ink mist in the printer by a simulation combining airflow 

and particle calculations. This simulation enabled us to study how to prevent ink mist contamination at 

the design stage. 
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1. はじめに 

シリアル型のインクジェットプリンターにおける

画像形成過程では，プリントヘッドを搭載したキャ

リッジが移動しながら，プリントヘッドのノズルか

らインク液滴が吐出され，プリントヘッドと紙との

間を飛翔して紙に着弾する．吐出されたインクから

生成される微小な液滴が紙に着弾せずに，インクミ

ストとしてプリンター内を浮遊し，キャリッジの走

査制御に用いるエンコーダや光学センサーなどに付

着すると，位置制御不良や読み取り不良などの不具

合が生じてしまうため，インクミストによる重要部

品の汚れは，これまでもインクジェットプリンター

開発における課題となっている．従来，インクミス

ト課題に対して実験的なトライ＆エラーの繰り返し

による対策が行われてきたが，対策の根拠を理解し

て効率的に汚れを抑制するには，インクミストの発

生メカニズムを解明してインクミストの発生を抑制

し，さらにプリンター内のインクミスト挙動を把握

して重要部品への付着を抑制することが重要となる． 

我々は，インクミスト発生メカニズム解明のため，

インク吐出領域におけるインクミストの挙動観察お

よび気流計測を行った．さらに，プリンター内のイ

ンクミスト挙動把握と重要部品への付着抑制のため，

プリンター内のインクミスト挙動をシミュレーショ

ンによって明らかにした． 

インク吐出領域のインクミスト挙動に関する研究

としては，プリントヘッドと紙との間の狭い領域に

おけるPIV (Particle Image Velocimetry) 計測によって，

キャリッジ走査時のインクミスト飛翔状態と気流速

度場の挙動が報告されている1)．この研究により，

キャリッジ走査とインク吐出によって，走査方向上

流側に渦状の気流が形成され，走査速度によって渦

の中心位置が変化すること，インクミストの飛翔状

態が気流に対応していることが示された．しかし，

インク吐出によって生じる気流の違いがインクミス

ト挙動へ及ぼす影響，キャリッジ走査速度やインク

吐出条件とインクミスト発生量との関係が解明され

ていない． 

このため，我々は，インクミスト発生量とキャ

リッジ走査速度およびインク吐出間隔の関係を明ら

かにし，インク吐出領域におけるインクミスト挙動

観察と時系列の気流速度場計測により得られた知見

により，これらの関係について考察した． 

また，インクミストのシミュレーションに関する

研究としては，キャリッジを固定して紙が移動する

場合のシミュレーションが行われ，インク吐出領域

における気流とインクミスト挙動1,2)，インク液滴

の挙動3)の解析結果が報告されている．これらの解

析により，紙が移動する場合のインク吐出領域にお

ける気流，およびインクミストやインク液滴の挙動

に対するインク吐出条件（インク液滴の大きさ，飛

翔速度，吐出周波数）や紙の移動速度の影響が示さ

れ，実験の現象に対するメカニズムが提示されてい

る．これらの研究では，インク吐出領域におけるイ

ンクミスト挙動は解析されているが，インク吐出領

域で発生したインクミストがプリンター内でどのよ

うに飛翔しているのかは解明されていない． 

このため，我々は，気流計算と粒子計算を組み合

わせたインクミスト挙動シミュレーションにより，

プリンター内のインクミスト挙動を解析した． 

第2章では，インクミスト発生メカニズムの検討

に関する実験方法，およびプリンター内の気流計測

方法について説明する．第3章では，プリンター内

インクミスト挙動シミュレーションの方法について

説明する．第4章では，気流がインクミストの発生

に及ぼす影響に関する実験結果，およびプリンター

内のインクミスト挙動シミュレーション結果につい

て示す．第5章で結論を述べる． 
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2. 測定方法 

2-1章では，インクミスト発生メカニズムの検討

に必要なインク吐出領域における気流のダイナミッ

クPIV計測方法，およびインクミストの挙動観察方

法について説明する．2-2章では，プリンター内の

インクミスト挙動シミュレーションを検証するため

に必要なプリンター内の気流計測方法について説明

する．2-3章では，インクミストによるプリンター

内部の汚れを定量化する方法について説明する． 

2-1 インク吐出領域における気流のダイナミッ

クPIV計測とインクミストの挙動観察 

インクミストの挙動観察と気流計測に使用した実

験装置の概要をFig. 1に示す．本研究では，キャ

リッジが移動するシリアル型で，インクカートリッ

ジからインクチューブを通してキャリッジにインク

が供給されるプリンターを使用した．プリンター内

では，キャリッジが左右に往復運動するが，同時に

インクチューブとキャリッジ制御用フラットフレキ

シブルケーブル (FFC) が変形しながら移動する．

また，キャリッジはキャリッジガイド上に保持され

て移動するが，エンコーダが設置された領域とプリ

ントヘッドが移動する領域はキャリッジガイドに

よって隔てられている． 

気流計測では，プリンター内にトレーサー粒子を

充満させ，キャリッジの走査方向（x方向）から高

周波数のダブルパルスレーザを照射し，キャリッジ

走査と直交する方向（z方向）から高速度カメラに

よってトレーサー粒子を撮影した．このレーザはプ

リンターの壁面に設けた穴部から照射し，ズームレ

ンズを用いてプリントヘッドと紙との間の狭い領域 

(1.13 mm) を拡大観察した．また，トレーサー粒子

は，弱い揮発性を持つ 1 μm程度のオイルDOS 

(Dioctyl sebacate) を用いた．また，高速度カメラの

撮影とダブルパルスレーザの照射は，デジタル遅延

パルスジェネレータを用いて同期させた．高速度カ

メラ撮影から得られた時系列の静止画に対して，

PIV解析ソフトウェアを用いて解析することにより，

時系列の気流速度場を求めた．PIVの解析アルゴリ

ズムは，局所的な輝度値パターンの類似度を相互相

関で評価し，その移動先を決定する直接相互相関

法4)を用いた． 

インクミストの挙動観察では，キャリッジ走査と

直交する方向（z方向）からメタルハライドランプ

で照射し，高速度カメラで撮影した． 

 

 

Fig. 1 Schematic diagram of experimental setup. 

 

 

 
Fig. 2 Schematic diagram of experimental setup of PIV 

measurements of airflow in inkjet printer. 
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2-2 インクジェットプリンター内の気流計測 

Fig. 2にインクジェットプリンター内の気流計測

を実施するための実験装置を示す．2-1章で使用し

たプリンターと同じプリンターを用い，レーザ光の

入射とトレーサー粒子の観察およびトレーサー粒子

の流出防止のため，プリンターの構成部材の一部を

ガラス板に置き換えた密閉構造にした．気流計測で

は，プリンター内をトレーサー粒子で充満した状態

でキャリッジを走査し，キャリッジの走査方向から

入射したレーザシート光によって照射された領域の

トレーサー粒子を，キャリッジ上面側（y方向）か

ら高速度カメラで撮影した． 

Fig. 2におけるA領域とB領域は，プリンター内の

気流計算と比較するために，気流計測を実施した領

域を示しており，領域の大きさは縦86 mm，横115 

mmである．A領域は，z方向がキャリッジガイドよ

りも下側，y方向がキャリッジとガラス板の間に位

置している．一方，B領域は，z方向がエンコーダ

周辺，y方向がインクチューブと同じ面に位置して

いる． 

2-3 インクミスト付着量の定量化 

まず，インクミストによりプリンター内部の汚れ

を生成するために，インクジェットプリンター内の

構成部材に光沢紙を貼り付け，1ページ全体が黒の

ベタ画像を一定枚数連続で出力した．次に，プリン

ター内の構成部材から光沢紙を剥がし，光沢紙表面

の複数の測定点で画像を撮影し，画像計測ソフトを

用いて光沢紙に付着したインクミストの粒子数を計

測した． 

 

3. シミュレーション方法 

次に，プリンター内のインクミスト挙動を解析す

るためのシミュレーション方法について説明する．

本シミュレーションでは，気流計算と粒子計算を組

み合わせて，プリンター内のインクミスト挙動を計

算した．3-1章では，気流計算に必要なプリンター

内のモデリング，特に可とう性移動体のモデルにつ

いて説明する．3-2章では，粒子計算モデルについ

て説明する． 

3-1 可とう性移動体のモデル 

インクジェットプリンターのモデル作成および気

流計算には，熱流体解析ソフトANSYS FLUNET 

(ver. 14.0) を使用した．本シミュレーションでは，

キャリッジ走査時の気流を計算するため，キャリッ

ジの動作に連動して変形しながら移動する可とう性

移動体を考慮している．Fig. 3を用いてインクチュー

ブ動作のモデルについて説明する．このモデルでは，

インクチューブを直進運動する剛体直進部と，直進

及び回転運動する剛体半円部に分け，それぞれの動

作がキャリッジの動作と連動するようにした．剛体

直進部の直進速度Vrlはキャリッジ走査速度Vcと同

じ，剛体半円部の直進速度VrcはVc/2，回転速度ωrc

は半円の周速度がVcとなるように設定した．FFCの

動作も同様のモデルを適用した．モデル作成におい

ては，各部位の運動が可能となるようにプリンター

内の解析領域を分割し，各領域について移動変形

メッシュの設定を行った． 

 

 
Fig. 3 Model of moving flexible bodies. 

3-2 粒子計算のモデル 

次に，粒子計算のモデルについて述べる．インク

ミストを気流中に分散された粒子と仮定し，

ANSYS FLUNETの分散相モデルの機能を用いて粒
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子の挙動を計算した．分散相モデルでは，粒子に作

用する力の釣り合いを積分することによって粒子の

運動が計算される5)． 

この気流計算と粒子計算を組み合わせた計算によ

り，気流中の粒子の運動を計算することができ，

キャリッジ動作時のインクミスト飛翔挙動やプリン

ターの部材へのインクミスト付着量などを解析する

ことができる．なお，プリンターの部材に接触した

インクミストは部材に付着すると仮定し，インクミ

スト付着量は，部材に接触したインクミストの粒子

数として算出した．部材に接触後のインクミストは

粒子計算からは除外した． 

 

4. 結果と考察 

4-1章では，インク吐出領域におけるインクミス

ト挙動観察と気流計測によるインクミスト発生メカ

ニズムの検討結果について示す．4-2章では，イン

ク吐出領域で発生したインクミストがプリンター内

に拡散する挙動のシミュレーション結果を示す． 

4-1 インク吐出領域の気流速度場とインクミス

ト挙動 

プリントヘッドと紙との間のインク吐出領域では，

キャリッジ走査によって形成される気流と，インク

液滴の運動によって形成される気流が生じている．

これらの気流がインクミストの発生に及ぼす影響を

明らかにするため，インク吐出領域の気流に影響す

る因子として，キャリッジ走査速度とインク吐出間

隔が異なる場合について，黒のベタ画像印刷時のイ

ンクミスト付着量計測，インクミスト挙動観察およ

び気流計測を行った．4-1-1章でキャリッジ走査速

度の影響，4-1-2章でインク吐出間隔の影響につい

て説明する．なお，黒ベタ画像は1つのノズル列を

用いて印刷しており，本実験では1つのノズル列か

らインクが吐出する場合のインクミスト挙動や気流

を計測した． 

4-1-1 キャリッジ走査速度の影響 

最初に，インクミスト付着量とキャリッジ走査速

度Vcの関係について検討した．様々なVcについて，

ベタ画像 (L = 0.085 mm) を100枚連続で印刷した後，

キャリッジ側面に付着した単位面積 (1 mm2) 当た

りのインクミスト粒子数Nを計測した．Fig. 4に計測

結果を示す．Fig. 4に示すように，キャリッジ走査

速度の増加と共にインクミスト付着量が増加するこ

とがわかった． 

 

 
Fig. 4 Relationship between the number of ink mists 

adhering to the inkjet carriage and the scan speed 
of the inkjet carriage (L = 0.085 mm). 

そこで，キャリッジ走査速度の増加と共にインク

ミスト付着量が増加する原因を調査するため，イン

クミスト挙動を観察した．Vcが1016 mm/sと508 

mm/sの場合に，キャリッジが左から右に移動しな

がら吐出する際のインク液滴の挙動をFig. 5に示す．

大きな液滴（主滴）の後に，多数の小さな液滴（サ

テライト）が飛翔しており，サテライトの中の液滴

は，主滴やサテライトが紙に着弾した後も，紙に向

かって低速で下降していく．Vcが1016 mm/sの場合

は，この低速の液滴が紙に着弾せずに，浮遊した状

態で走査上流側に運ばれる．一方，Vcが508 mm/sの

場合は，上流側に運ばれずに紙面に付着している．

このように，キャリッジ走査が高速になるほど，低

速の液滴が走査上流側に運ばれてインクミストとな

り，インクミスト付着量が増加することがわかった． 
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Fig. 5 Ink mist behavior (L = 0.085 mm). 

 

Fig. 6 Velocity field of airflow between the print head 
and paper (Vc = 1016 mm/s, L = 0.085 mm). 

さらに，キャリッジ走査が高速になるほど低速の

液滴が走査上流側に運ばれるメカニズムを調査する

ため，インク吐出領域における気流計測を行った．

Vcが1016 mm/sにおける気流速度場の計測結果を

Fig. 6に示す．Fig. 6 (a)はプリントヘッドの端部が，

Fig. 6 (b)はノズルが，観察領域を通過する際の気流

速度場を示している．Fig.6 (a)に示すように，プリ

ントヘッドの近傍では空気の粘性によりキャリッジ

走査方向と同じ向きの気流が生じているが，紙側で

は走査方向と逆向きの気流が生じており，プリント

ヘッドと紙との間に走査下流側からの空気が流入し

ていることがわかる．また，Fig. 6 (b)に示すように，

ノズル近傍では，吐出されたインク液滴の運動に

よって形成される下降気流が生じている．プリント

ヘッドの近傍では，この下降気流に引かれて気流速

度が増加し，プリントヘッドと紙の中間領域では，

下降気流とキャリッジ走査による流入気流が合成さ

れて斜め下向きの気流になっていると考えられる．

紙の近傍では，下降気流が紙に当たって走査方向と

その逆方向に分岐し，ノズルの走査上流側ではこの

気流によって流入気流よりも気流速度が増加してい

ると推測される． 

サテライトから分離した低速の液滴は，紙に向

かって下降する間に，走査上流側の気流の作用力を

受ける．低速液滴が下降している位置における作用

力は，プリントヘッドの移動と共に変化する．そこ

で，気流速度場の時間変化を求め，低速液滴の挙動

との関係を検討した．Fig. 6 (b)において，気流速度

場の時間変化を求める位置（x軸）を固定し，低速

の液滴が動く領域であるプリントヘッドと紙の中間 

(y1) から紙 (y2) の範囲で，気流速度のx成分とy成

分の平均値Vx，Vyを求めた．Vcが1016 mm/sと508 

mm/sにおけるVx，Vyの時間変化をFig. 7に示す．な

お，ノズルが固定位置を通過した直後の時間を0sと

した．Fig. 7に示すように，ノズル通過直後はVyが

大きく，Vxは小さいため，低速の液滴は紙側に運

ばれる．時間経過と共にVyが低下し，Vxが増大す

るため，低速液滴の降下と共に走査方向上流側への

作用力が大きくなる．キャリッジが速いほど，Vx
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とVyの変化が速く，より早く走査方向上流側への作

用力が増大するので，低速の液滴は走査方向上流側

へ運ばれやすいと考えられる．このように，キャ

リッジ走査が高速になるほど，インク吐出領域への

流入気流によって走査方向上流側への速度成分が大

きくなり，かつ紙側への速度成分の低下と走査方向

上流側への速度成分の増大が短時間で起こるため，

低速の液滴が紙に付着する前に走査方向上流側へ運

ばれることで，インクミストが発生しやすくなって

いると考えられる． 

 

 

Fig. 7 Time dependence of velocity components (L = 
0.085 mm). 

4-1-2 インク吐出間隔の影響 

次に，インクミスト付着量とインク吐出間隔Lの

関係について検討した．Lは，吐出と吐出の間にノ

ズルが移動する距離で，画像の画素間隔によって変

更した．Vcが1016 mm/sと508 mm/sの場合に，イン

ク吐出間隔Lを変えて，キャリッジ側面に付着した

インクミスト粒子数Nを計測した結果をFig. 8に示す．

なお，1ページ当たりの吐出液滴数がLによって異

なるため，一定の吐出液滴数（Lが0.085 mmでの吐

出液滴数）で比較するように計測値を換算した．

Vcが1016 mm/sの場合，Lが0.169 mmでのNはLが

0.085 mmでのNの約9倍で，吐出間隔が長くなるに

従ってインクミスト付着量が大幅に増加することが

わかった．一方，Vcが508 mm/sの場合は，Lが0.169 

mmでのNはLが0.085 mmでのNの約2倍で，1016 

mm/sの場合ほど増加しないことがわかった． 

 

 

Fig. 8 Relationship between the number of ink mists 
adhering to the inkjet carriage and the ejecting 
pitch. 

 
Fig. 9 Ink mist behavior (L = 0.169 mm). 

そこで，吐出間隔が長いとインクミスト付着量が

増加する原因を調査するため，インク液滴の挙動を

観察した．Lが0.169 mmで，Vcが1016 mm/sと508 

mm/sでのインク液滴の挙動をFig. 9に示す．吐出間

隔が長いLが0.169 mmの場合は，サテライトの飛翔

速度が紙の近傍で急激に低下し，Fig. 9に示すよう

に紙近傍にサテライトが浮遊し（破線丸印），キャ

リッジ走査上流側に運ばれてインクミストとなって

いる．一方，吐出間隔が短いLが0.085 mmの場合は，

Fig. 5に示すように，サテライトは紙に着弾してお

り，浮遊していない．また，Fig. 9に示すように，
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Vcが1016 mm/sの方が，Vcが508 mm/sよりも浮遊し

ているサテライトが多く，この浮遊しているサテラ

イトがキャリッジ走査上流側に運ばれてインクミス

トとなるため，インクミスト付着量が多くなること

がわかる． 

さらに，吐出間隔が長いとサテライトの飛翔速度

が紙の近傍で低下するメカニズムを調査するため，

インク吐出領域における気流計測を行い，気流速度

場と液滴挙動の関係について検討した．Lが0.169 

mmで，Vcが1016 mm/sと508 mm/sの場合のVxとVyの

時間変化をFig. 10に示す．Lが0.085 mmの場合 (Fig. 

7) と比較すると，Vyが小さく，液滴の運動による

下降気流が低速になっていることがわかる．主滴に

較べて粒径が小さいサテライトは，空気抵抗によっ

て飛翔速度が低下しやすいが，下降気流が作用する

と飛翔速度が低下しにくいと考えられる．吐出間隔

が長いほどサテライトに作用する下降気流が低速に

なるため，サテライトの飛翔速度が低下すると推測

される．吐出間隔が長いと下降気流が低速になる原

因としては，吐出液滴の運動による下降気流の重ね

合わせの効果が小さくなるためと考えられる．また，

吐出間隔が長い場合に，キャリッジ走査が高速にな

るほど浮遊しているサテライトが多くなるのは，

キャリッジ走査が速いとVyの低下が速く，下降気流

がサテライトへ作用する時間が短くなり，キャリッ

ジ走査が遅い場合よりもサテライトの飛翔速度が低

下しやすいためと考えられる． 

以上，インクミスト発生に対するキャリッジ走査

速度および吐出間隔の影響から，プリントヘッドと

紙との間への流入気流が高速で，吐出液滴の運動に

よる下降気流が低速なほどインクミスト発生量が多

いことを明らかにした．このため，インクミストの

発生を抑制するには，プリントヘッドと紙との間へ

の流入気流の抑制が有効と考えられる． 

 

 

Fig. 10 Time dependence of velocity components (L = 
0.169 mm). 

4-2 プリンター内のインクミスト挙動 

次に，インク吐出領域で発生したインクミストの

プリンター内での挙動を把握するため，インクミス

ト挙動シミュレーションを行った．最初に，プリン

ター内の気流計測との比較により，気流計算の妥当

性を検証した．次に，インクミスト挙動シミュレー

ションによって，プリンター内のインクミスト挙動

を明らかにした．最後に，本シミュレーションでモ

デル化した可とう性移動体がインクミスト挙動に及

ぼす影響について検討した． 

4-2-1 気流計算と気流計測の比較によるシミュレー

ションの妥当性評価 

気流計算の妥当性を確認するため，プリンター内

の気流計測結果との比較を行った．実験と計算は，

キャリッジ走査速度が1016 mm/sで，インクを吐出

しない条件で行った． 

Fig. 2で示したA領域におけるキャリッジ走査方向

前方および後方の気流速度場の計測結果を，それぞ

れFig. 11，Fig. 12に示す．さらに，B領域における

キャリッジ走査方向前方の気流速度場をFig. 13に示

す．特徴的な気流として，Fig. 11ではキャリッジ上

で走査方向と逆向きの気流が見られ，Fig. 12では

キャリッジから走査方向後方のやや離れた位置で気

流の向きが反転する現象が見られる．さらに，Fig. 
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13では印刷領域からエンコーダ側へキャリッジ移動

と直交する方向の気流が見られ，これらの現象は計

算で概ね再現されている．しかし，Fig. 12における

気流反転領域上部の気流速度分布や，Fig. 13におけ

るキャリッジガイド上の気流速度の違いなど，再現

が不十分な事象がある．これらの要因の1つとして

は，計測と計算に用いたプリンター構成部材の違い

が考えられる．気流計測では，キャリッジ上部のプ

リンター構成部材を，プリンター本来のやや傾斜の

ある構成部材からガラスの平板に変更しているが，

計算では本来の構成部材を用いている．このように，

気流計測結果と気流計算結果は一部に一致していな

い事象があるものの，特徴的な気流は再現されてお

り，計算の妥当性を確認することができた． 

ここで，気流計測を実施できなかった，キャリッ

ジ走査方向に平行なxy平面（C断面）における気流

速度場の計算結果をFig. 14に示す．キャリッジに押

された前方の空気が，キャリッジ上を通過して走査

方向上流側に流れ，キャリッジからやや離れた位置

で下降し，渦状の流れが生じている．Fig. 12におけ

る気流反転領域は，この下降気流に対応しているこ

とがわかる．また，キャリッジに押された空気は，

プリントヘッドと紙との間にも流入しており，4-1

章で示した流入気流に対応している．このように，

気流計測で見られた特徴的な気流の発生要因を気流

計算によって説明することができており，気流計算

の妥当性を確認することができた． 

 

 
Fig. 11 Velocity field of airflow in front of the inkjet 

carriage in area A. 

 
Fig. 12 Velocity field of airflow behind the inkjet carriage 

in area A. 

 
Fig. 13 Velocity field of airflow in front of the inkjet 

carriage in area B. 

 

Fig. 14 Velocity field of airflow in cross section C. 

4-2-2 インクミスト挙動 

次に，プリンター内のインクミスト挙動計算の結

果を示す．キャリッジ走査速度は1016 m/s，インク

ミストは直径を5 μm，吐出速度を7 m/sとし，最初

のキャリッジ移動時にインクミストを吐出させて，

2往復動作までの挙動を計算した．計算結果をFig. 

15に示す．なお，インクミスト挙動がわかりやすい

ように，Fig. 15におけるプリンターの向きはFig. 1

やFig. 14と逆向きにしている． 
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Fig. 15 Ink mist behavior in the inkjet printer. 

Fig. 15 (a)は最初のキャリッジ移動時のインクミ

スト挙動を示しており，インクミストがプリント

ヘッドと紙との間からキャリッジ走査方向上流側に

紙と平行に運ばれ，Fig. 14で示されている走査方向

上流側の渦状の気流によって，紙から舞い上がって

いる．さらに，Fig. 15 (b)に示すように，キャリッ

ジが移動する間に，インクミストは舞い上がりなが

ら広がっている．キャリッジが走査範囲端部に移動

して走査方向が反転すると，Fig. 15 (c)に示すよう

に，この広がったインクミストが，キャリッジ走査

方向と逆向きの気流によって，キャリッジの上や横

を通過している．さらに，Fig. 15 (d)に示すように，

キャリッジ走査方向上流側に運ばれたインクミスト

は，走査方向上流側の渦状の気流によって紙側に運

ばれる．Fig. 15 (e)はキャリッジ走査方向が再度反

転してきた際のインクミスト挙動を示しており，

Fig. 13で示されている印刷領域からエンコーダ側へ

の気流によってインクミストがエンコーダ側に広

がっていることがわかる． 

4-2-3 可とう性移動体の影響 

次に，本シミュレーションでモデル化した可とう

性移動体がインクミスト挙動に及ぼす影響について

の検討結果を示す． 

まず，本シミュレーションの結果を検証するため

に，キャリッジ走査速度が1016 mm/s，インク吐出

間隔が0.085 mmのベタ画像を100枚連続で印刷した

後のプリンター内のインクミスト付着粒子数を計測

した．側面Dと側面Eの付着粒子数の比をFig. 16 (a)

に示す．Fig. 16 (a)に示すように，側面Dへの接触粒

子数NDと側面Eへの接触粒子数NEの比ND/NEは約0.5

であった． 

シミュレーションでは，可とう性移動体がある場

合について，2往復動作までのインクミスト挙動を

計算し，計測と同様に側面Dと側面Eに接触したイ

ンクミスト粒子数の比を求めた．結果をFig. 16 (b)

に示す．Fig. 16 (b)に示すように，ND/NEは約0.5で，

計測結果とよく一致していることから，シミュレー

ション結果が妥当であることを確認した． 
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Fig. 16 Ratio of the number of ink mists adhering on side 
D and side E. 

次に，可とう性移動体がない場合についてのシ

ミュレーション結果をFig. 16 (c)に示す．Fig. 16 (c)

に示すように，ND/NEは1に近く，両側面のインクミ

スト付着量の差が小さい．一方，可とう性移動体が

ある場合は，インクミストが側面E側に集まりやす

い．これは，キャリッジのみが移動している場合は，

プリンター内の気流速度場が走査方向に依存しない

が，キャリッジと可とう性移動体が移動する場合は，

可とう性移動体の動きの影響で気流速度場がキャ

リッジの走査方向によって異なるためと推測される． 

 

5. おわりに 

インク吐出領域におけるインクミスト挙動観察と

時系列の気流速度場計測およびミスト付着量計測を

行い，プリンター内の気流がインクミストの発生に

及ぼす影響に関する以下の知見を得た． 

・ キャリッジ走査速度の増加と共に，走査上流方

向への気流速度成分が短時間で増大し，微小液

滴が紙に付着する前に走査上流方向へ搬送され

るために，インクミスト発生量が増加する． 

・ インク吐出間隔の増加と共に，紙側への気流速

度成分が低下し，飛翔速度の低下した微小液滴

が増えるため，インクミスト発生量が増加する． 

 

また，気流計算と粒子計算を組み合わせたインク

ミスト挙動シミュレーションを行い，インク吐出領

域で発生したインクミストがプリンター内に拡散す

る過程を明らかにした．なお，気流計算については，

プリンター内の気流速度場計測との比較により妥当

性を検証した．また，可とう性移動体がプリンター

内のインクミスト付着量分布に及ぼす影響を明らか

にし，計測結果と対応していることを確認した．こ

れにより，従来の実験的なトライ＆エラーの繰り返

しによるインクミスト汚れ対策に対して，インクミ

スト挙動シミュレーションを利用して設計段階から

対策を検討することにより，効率的にインクミスト

汚れを低減していくことが可能となった． 

今後は，インクミストの発生メカニズムに関して，

吐出時の微小液滴の発生に関するメカニズムについ

て検討していく． 
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