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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液滴が吐出される複数のノズル孔を有するノズル基板と、
　前記ノズル孔と連通する側壁により仕切られた複数の液室、前記各液室に充填された記
録液に対して前記ノズル孔から液滴として吐出させるための液滴吐出エネルギーを発生さ
せる複数の電気機械変換素子、前記各電気機械変換素子へ駆動電圧を印加する少なくとも
２つの駆動回路部材を有する液室基板とを備え、
　前記駆動回路部材の側面には、少なくとも向かい合う一対の長辺及び一対の短辺を有し
、前記一対の長辺近傍にその辺方向に沿って配置した複数の駆動電圧端子部から、該駆動
電圧端子部に接続された配線を介して前記駆動電圧を前記各電気機械変換素子へ印加する
液滴吐出ヘッドにおいて、
　前記少なくとも２つの駆動回路部材は、それぞれの短辺同士が向かい合うようにして直
列に配置して設けられており、前記各駆動回路部材の向かい合う一方側の駆動回路部材の
短辺付近にその辺方向に沿って配置した、複数の制御信号を入力するための複数の入力端
子部と、前記各駆動回路部材の向かい合う他方側の駆動回路部材の短辺付近にその辺方向
に沿って配置した、入力した全ての前記制御信号を出力するための複数の出力端子部とが
電気的に接続されており、
　前記各駆動回路部材の短辺付近にその辺方向に沿って配置された前記入力端子部と前記
出力端子部のうちの、両端側に位置する入力端子部と出力端子部は、前記駆動電圧端子部
が配置されている前記一対の長辺近傍まで設けられていることを特徴とする液滴吐出ヘッ
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ド。
【請求項２】
　前記駆動回路部材の一方の短辺側の端面付近に、その辺方向に沿って複数配置した前記
入力端子部を複数列に設けるとともに、前記駆動回路部材の他方の短辺側の端面付近に、
その辺方向に沿って複数配置した前記出力端子部を複数列に設け、前記駆動回路部材の内
側に設けた列の端子数をその外側に設けた列の端子数よりも少なくすることを特徴とする
請求項１に記載の液滴吐出ヘッド。
【請求項３】
　前記駆動回路部材の短辺側の内側に設けた列の前記入力端子部に、所定の間隔で配置さ
れた高電圧が流れる高電圧端子部を設け、前記高電圧端子部の配置間隔は、前記高電圧端
子部の周囲に配置された端子部間の間隔よりも大きく設定されていることを特徴とする請
求項２に記載の液滴吐出ヘッド。
【請求項４】
　前記駆動電圧の配線が、前記駆動回路部材を載せた基板に配されていることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか一項に記載の液滴吐出ヘッド。
【請求項５】
　前記少なくとも２つの駆動回路部材の向かい合った短辺側に設けた一方側の端子部と他
方側の端子部との間に、配線部材がワイヤボンディング方式で接続されてなることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の液滴吐出ヘッド。
【請求項６】
　前記少なくとも２つの駆動回路部材に設けた複数の端子部が、フリップチップボンディ
ング方式で前記駆動回路部材を載せた基板に接続され、前記少なくとも２つの駆動回路部
材の向かい合った短辺側に設けた一方側の端子部と他方側の端子部との間が前記基板上の
配線部材で接続されてなることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の液滴
吐出ヘッド。
【請求項７】
　前記駆動回路部材の一方の短辺側に設けた端子部の端子面積に対して、該駆動回路部材
の他方の短辺側に設けた端子部の端子面積を倍以上としていることを特徴とする請求項５
に記載の液滴吐出ヘッド。
【請求項８】
　端子面積が小さい側の端子部が前記入力端子部であり、端子面積が大きい側の端子部が
前記出力端子部であることを特徴とする請求項７に記載の液滴吐出ヘッド。
【請求項９】
　液滴をノズル孔から吐出する液滴吐出ヘッドを搭載した液滴吐出装置において、
　前記液滴吐出ヘッドが請求項１乃至８のいずれか一項に記載の液滴吐出ヘッドであるこ
とを特徴とする液滴吐出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液滴吐出ヘッド及び液滴吐出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェットプリンタ等のインクジェット記録装置（液滴吐出装置）には、液滴を用
紙等の記録媒体に吐出させる液滴吐出ヘッドを備えている。
【０００３】
　液滴吐出ヘッドは、ノズル孔が形成されたノズル基板と、前記ノズル孔に連通する液室
、加圧エネルギーを発生する圧電素子等の電気機械変換素子、該電気機械変換素子を駆動
する駆動回路部材等を有する液室基板とを備えており、駆動回路部材から駆動電圧を電気
機械変換素子へ印加することにより液室内のインクを加圧する圧力が発生され、ノズル孔
からインク滴が吐出される。
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【０００４】
　ところで、近年、液滴吐出ヘッドの小型化、マルチノズル化等が進んでいる。このため
、電気機械変換素子を駆動する駆動回路部材の長辺側の端部付近に複数の駆動電圧出力端
子を設け、各駆動電圧出力端子を複数の電気機械変換素子にそれぞれ配線を介して接続す
る構成にして、ヘッド全体の小型化とマルチノズル化に対応できるようにした液滴吐出ヘ
ッド（インクジェットヘッド）が提案されている（例えば、特許文献１）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前記駆動回路部材（駆動ＩＣ）には、上位制御部から各種の制御信号が入力
される。このため、駆動回路部材の周囲に、上位制御部から制御信号を入力するための複
数の配線を設ける必要があるので、駆動回路部材の周囲に大きな配線スペースを確保する
必要があり、液滴吐出ヘッドの更なる小型化が難しかった。
【０００６】
　そこで、本発明は、駆動回路部材の周囲に制御信号を入力するための配線スペースを不
要にして、更なる小型化を図ることが可能な液滴吐出ヘッド及び液滴吐出装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、液滴が吐出される複数のノズル孔
を有するノズル基板と、前記ノズル孔と連通する側壁により仕切られた複数の液室、前記
各液室に充填された記録液に対して前記ノズル孔から液滴として吐出させるための液滴吐
出エネルギーを発生させる複数の電気機械変換素子、前記各電気機械変換素子へ駆動電圧
を印加する少なくとも２つの駆動回路部材を有する液室基板とを備え、前記駆動回路部材
の側面には、少なくとも向かい合う一対の長辺及び一対の短辺を有し、前記一対の長辺近
傍にその辺方向に沿って配置した複数の駆動電圧端子部から、該駆動電圧端子部に接続さ
れた配線を介して前記駆動電圧を前記各電気機械変換素子へ印加する液滴吐出ヘッドにお
いて、前記少なくとも２つの駆動回路部材は、それぞれの短辺同士が向かい合うようにし
て直列に配置して設けられており、前記各駆動回路部材の向かい合う一方側の駆動回路部
材の短辺付近にその辺方向に沿って配置した、複数の制御信号を入力するための複数の入
力端子部と、前記各駆動回路部材の向かい合う他方側の駆動回路部材の短辺付近にその辺
方向に沿って配置した、入力した全ての前記制御信号を出力するための複数の出力端子部
とが電気的に接続されており、前記各駆動回路部材の短辺付近にその辺方向に沿って配置
された前記入力端子部と前記出力端子部のうちの、両端側に位置する入力端子部と出力端
子部は、前記駆動電圧端子部が配置されている前記一対の長辺近傍まで設けられているこ
とを特徴としている。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、前記駆動回路部材の一方の短辺側の端面付近に、その辺方向
に沿って複数配置した前記入力端子部を複数列に設けるとともに、前記駆動回路部材の他
方の短辺側の端面付近に、その辺方向に沿って複数配置した前記出力端子部を複数列に設
け、前記駆動回路部材の内側に設けた列の端子数をその外側に設けた列の端子数よりも少
なくすることを特徴としている。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、前記駆動回路部材の短辺側の内側に設けた列の前記入力端子
部に、所定の間隔で配置された高電圧が流れる高電圧端子部を設け、前記高電圧端子部の
配置間隔は、前記高電圧端子部の周囲に配置された端子部間の間隔よりも大きく設定され
ていることを特徴としている。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、前記駆動電圧の配線が、前記駆動回路部材を載せた基板に配
されていることを特徴としている。
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【００１２】
　請求項５に記載の発明は、前記少なくとも２つの駆動回路部材の向かい合った短辺側に
設けた一方側の端子部と他方側の端子部との間に、配線部材がワイヤボンディング方式で
接続されてなることを特徴としている。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、前記少なくとも２つの駆動回路部材に設けた複数の端子部が
、フリップチップボンディング方式で前記駆動回路部材を載せた基板に接続され、前記少
なくとも２つの駆動回路部材の向かい合った短辺側に設けた一方側の端子部と他方側の端
子部との間が前記基板上の配線部材で接続されてなることを特徴としている。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、前記駆動回路部材の一方の短辺側に設けた端子部の端子面積
に対して、該駆動回路部材の他方の短辺側に設けた端子部の端子面積を倍以上としている
ことを特徴としている。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、端子面積が小さい側の端子部が前記入力端子部であり、端子
面積が大きい側の端子部が前記出力端子部であることを特徴としている。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は、液滴をノズル孔から吐出する液滴吐出ヘッドを搭載した液滴
吐出装置において、前記液滴吐出ヘッドが請求項１乃至８のいずれか一項に記載の液滴吐
出ヘッドであることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る液滴吐出ヘッドによれば、少なくとも２つの駆動回路部材は、それぞれの
短辺同士が向かい合うようにして直列に配置して設けられており、向かい合う各短辺付近
にその辺方向に沿ってそれぞれ設けた、複数の制御信号を入力するための複数の入力端子
部と、入力した全ての制御信号を出力するための複数の出力端子部とが電気的に接続され
ており、前記各駆動回路部材の短辺付近にその辺方向に沿って配置された前記入力端子部
と前記出力端子部のうちの、両端側に位置する入力端子部と出力端子部は、前記駆動電圧
端子部が配置されている前記一対の長辺近傍まで設けられている。よって、従来のように
駆動回路部材の周囲に制御信号を入力するための配線スペースが不要となるので、液滴吐
出ヘッドの更なる小型化を図ることができる。更に、液滴吐出ヘッドの更なる小型化によ
り、液滴吐出装置全体の小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態１に係る液滴吐出ヘッドの要部を示す概略断面図。
【図２】対向配置された圧電体素子の間に設置された駆動回路部材を示す平面図。
【図３】各駆動回路部材の端子部が配置された側を示す図。
【図４】本発明の実施形態２における、両短辺側に２列の端子部をそれぞれ配置した駆動
回路部材を示す平面図。
【図５】本発明の実施形態３における、内側に配置した端子部側に高電圧端子部を設けた
駆動回路部材を示す平面図。
【図６】本発明の実施形態４における、直列に配置されて向い合う短辺同士が配線部材で
接続された２つの駆動回路部材を示す平面図。
【図７】両短辺側に端子面積がそれぞれ異なる端子部を設けた駆動回路部材を示す平面図
。
【図８】本発明の実施形態５における、駆動回路部材を載せた基板側に設けた駆動電源の
配線パターンを示す図。
【図９】本発明の実施形態６に係るインクジェット記録装置内の要部の構成を示す概略斜
視図。
【図１０】本発明の実施形態６に係るインクジェット記録装置内の要部の構成を示す概略
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側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を図示の実施形態に基づいて説明する。
【００２０】
〈実施形態１〉
　図１は、本発明の実施形態１に係る液滴吐出ヘッドの要部を示す概略断面図である。な
お、本実施形態の液滴吐出ヘッドは、基板面部に設けたノズル孔から液滴を吐出させるサ
イドシュータータイプである。
【００２１】
（液滴吐出ヘッドの構成）
　図１に示すように、本実施形態の液滴吐出ヘッド１は、複数のノズル孔２ａが形成され
ノズル基板２と液室基板３と保護基板４とが接合されるようにして構成されている。ノズ
ル基板２は、例えばＳＵＳ基板によって形成されており、液室基板３は、例えば面方位（
１００）シリコン基板で形成されている。また、保護基板４は、例えばガラス基板によっ
て形成されている。
【００２２】
　液室基板３は、共通液室５と複数の加圧液室隔壁６と該加圧液室隔壁６で仕切られた複
数の液室７が形成され、液体吐出エネルギーを発生する圧電体素子８、振動板９、及び圧
電体素子８を駆動するための駆動回路部材１０等が配置されている。
【００２３】
　なお、図１に示した液滴吐出ヘッド１の要部では、２列に配置された各ノズル孔２ａに
対して１つの駆動回路部材１０が割り当てられているが、液滴吐出ヘッド１全体ではこの
ような構成が複数形成されている。よって、液滴吐出ヘッド１全体では、複数の駆動回路
部材１０が同様に配置されている。
【００２４】
　圧電体素子８と駆動回路部材１０は、保護基板４の内側に形成された凹状の開口部４ａ
に設けられている。振動板９は、液室基板３の各液室７と保護基板４との間に設けられて
いる。振動板９の保護基板４側の面に接続された圧電体素子８は、振動板９を介して液室
７と対向している。駆動回路部材１０は、保護基板４内の表面に接着剤１１によって接着
されている。なお、液室基板３の共通液室５と保護基板４の共通液体供給流路１２との連
通部分では、振動板９は開口している。
【００２５】
　振動板９の上面に配置された圧電体素子８は、圧電体（ＰＺＴ）１３と、該圧電体１３
の両面を挟むように接続された個別電極１４、共通電極１５とで構成されている。また、
各個別電極１４の一端側には、駆動回路部材１０と電気的に接合されたリード電極１６が
接続されている。本発明の特徴である駆動回路部材１０の詳細については後述する。
【００２６】
　図２に示すように、直方体状の駆動回路部材１０は、両方の長辺端面付近に前記リード
電極１６が接続されている。なお、図２では、保護基板４を取外した状態を示している。
【００２７】
（液滴吐出ヘッド１の動作）
　上記のように形成された液滴吐出ヘッド１においては、各液室７内にインク（記録液）
が満たされた状態で、図示しない制御部からの印字データに基づいて、インク滴の吐出を
行いたいノズル孔２ａに対応する圧電体素子８の個別電極１４に対して、駆動回路部材１
０より駆動電圧が印加される。
【００２８】
　この駆動電圧を個別電極１４に印加することにより、圧電体素子８の圧電体１３をその
厚み方向に変位させることで、振動板９を液室７側へ変形させる（撓ませる）。振動板９
の液室７側への変形により液室７内の圧力が急激に上昇して液室７内のインクが加圧され
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、液室７と連通するノズル孔２ａからインクの液滴が吐出（噴射）される。
【００２９】
　そして、駆動電圧の個別電極１４への印加をＯＦＦ状態にすることによって、変形した
振動板９が元の位置に戻るため、液室７内が共通液室５内に比べて負圧となる。これに伴
って、外部から供給されているインクが共通液体供給流路１２、共通液室５を通して液室
７に充填される。上記した動作を繰り返すことにより、ノズル孔２ａからインクの液滴が
連続的に吐出され、給紙される用紙等の記録媒体（不図示）に制御部（不図示）からの印
字データに基づいた画像（文字を含む）が形成される。
【００３０】
（駆動回路部材１０の構成）
　次に、前記駆動回路部材１０の構成について説明する。
【００３１】
　図３に示すように、実施形態１の駆動回路部材１０は、その長辺側の両端面１０ａ，１
０ｂ付近には、第１の端子部２０がその辺方向に沿って複数設けられている。また、駆動
回路部材１０の一方の短辺側の端面１０ｃ付近の表面には、第２の端子部２１がその辺方
向に沿って複数設けられ、駆動回路部材１０の他方の短辺側の端面１０ｄ付近の表面には
、第３の端子部２２がその辺方向に沿って複数設けられている。なお、図３に示した駆動
回路部材１０は、リード電極１６（図１参照）が接続される面側を示している。
【００３２】
　駆動回路部材１０内には駆動ＩＣ（不図示）が実装され、また、第１、第２、第３の各
端子部２０、２１、２２には所定の配線パターン（不図示）等が電気的に接続されている
。
【００３３】
　駆動回路部材１０の長辺側の両側に設けた各端面１０ａ、１０ｂ付近にそれぞれ配置さ
れた第１の端子部２０は、圧電体素子８側へ駆動電圧を出力するための出力端子部である
。図１に示した液滴吐出ヘッド１においては、駆動回路部材１０の長辺側の両端面１０ａ
，１０ｂ付近に配置された各第１の端子部２０にリード電極１６（図１、図２参照）が接
合され、個別電極１４を介して圧電体素子８へ駆動電圧が出力される。
【００３４】
　駆動回路部材１０の一方の短辺側の端面１０ｃ付近に配置された各第２の端子部２１は
、上位制御部（不図示）からデータ、ラッチ、クロック、モード切替、出力許可信号など
の各種制御信号をそれぞれ入力するための端子部（制御信号入力端子部）、及び電源部（
不図示）から駆動電源、低圧電源、高圧電源などの電源（電力）の入力とグランドを繋ぐ
端子部（電力端子部、グランド端子部）である。
【００３５】
　また、駆動回路部材１０の他方の短辺側の端面１０ｄ付近に配置された各第３の端子部
２２は、端面１０ｃ付近に配置された第２の端子部２１に入力された前記各種制御信号を
、出力するための端子部（制御信号出力端子部）、及び電力端子部やグランド端子部であ
る。
【００３６】
　このように、この駆動回路部材１０では、一方の短辺側の端面１０ｃ付近に配置された
第２の端子部２１を全ての制御信号が入力される入力端子部とし、他方の短辺側の端面１
０ｄ付近に配置された第３の端子部２２を各第２の端子部２１に入力した全ての制御信号
を出力する出力端子部とした構成である。
【００３７】
　これにより、駆動回路部材１０の周囲に制御信号を通すための配線を設ける必要がなく
なるので、駆動回路部材１０の周囲に制御信号を通すための配線スペースが不要となり、
液滴吐出ヘッド１全体の小型化を図ることが可能となる。
【００３８】
　なお、本実施形態では、駆動回路部材１０の両短辺側に配置された第２、第３の各端子
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部２１，２２の両方に、電源関係の入力とグランドを繋ぐ端子部を設けているが、この電
源関係の入力とグランドを繋ぐ端子に関しては、第２、第３の各端子部２１，２２の両方
に備えている必要はなく、いずれか一方側の端子部に設けるだけでもよい。
【００３９】
　また、第３の端子部２２側を全ての制御信号が入力される入力端子部とし、第２の端子
部２１を第３の端子部２２に入力した全ての制御信号を出力する出力端子部としてもよい
。
【００４０】
〈実施形態２〉
　本実施形態では、図４に示すように、駆動回路部材１０の一方の短辺側の端面１０ｃ付
近にはその辺方向に沿って２列に入力端子部としての第２の端子部２１ａ，２１ｂを複数
設け、他方の短辺側の端面１０ｄ付近にはその辺方向に沿って２列に出力端子部として第
３の端子部２２ａ，２２ｂを複数設けた構成である。駆動回路部材１０の他の構成及び液
滴吐出ヘッドの構成は、実施形態１と同様である。
【００４１】
　第２の端子部２１ａは、第２の端子部２１ｂよりも端面１０ｃに近い側に配置されてい
る。また、第２の端子部２１ｂの数は、第２の端子部２１ａの数よりも少なく設定されて
いる。
【００４２】
　第３の端子部２２ａは、第３の端子部２２ｂよりも端面１０ｄに近い側に配置されてい
る。また、第３の端子部２２ｂの数は、第３の端子部２２ａの数よりも少なく設定されて
いる。
【００４３】
　ところで、第２の端子部２１ａ，２１ｂ、及び第３の端子部２２ａ，２２ｂにそれぞれ
配線をワイヤボンディング方式で接続するときに、内側の第２、第３の各端子部２１ｂ、
２２ｂに接続される配線は、外側の第２、第３の各端子部２１ａ，２２ｂに接続される配
線よりも長いため、内側の第２、第３の各端子部２１ｂ、２２ｂに配線をワイヤボンディ
ングする場合の方が作業性が低下し、ワイヤボンディングの作業時間がより長くなる。
【００４４】
　このため、本実施形態では、両短辺側の各端面１０ｃ，１０ｄ付近にその辺方向に沿っ
て、２列に第２の端子部２１ａ，２１ｂと第３の端子部２２ａ，２２ｂをそれぞれ配置し
、かつ外側（端面側）の第２、第３の各端子部２１ａ、２２ａの数よりも内側の第２、第
３の各端子部２１ｂ、２２ｂの数を少なくしている。よって、内側の第２、第３の各端子
部２１ｂ、２２ｂに配線をワイヤボンディングするための作業時間を短縮することができ
、コストの低減を図ることができる。
【００４５】
〈実施形態３〉
　本実施形態では、図５に示すように、実施形態２と同様に駆動回路部材１０の両短辺側
の各端面１０ｃ，１０ｄ付近にその辺方向に沿って、２列に第２の端子部２１ａ，２１ｂ
と第３の端子部２２ａ，２２ｂをそれぞれ設け、かつ外側（端面側）の第２、第３の各端
子部２１ａ、２２ａの数よりも内側の第２、第３の各端子部２１ｂ、２２ｂの数を少なく
している。
【００４６】
　更に、内側の第２、第３の各端子部２１ｂ、２２ｂのうちの両側側（長辺側）に設けた
２個ずつの第２、第３の端子部２１ｂ’、２２ｂ’を高電圧（高圧電源）と接続される高
電圧端子部とした構成である。駆動回路部材１０の他の構成及び液滴吐出ヘッドの構成は
、実施形態１と同様である。
【００４７】
　そして、本実施形態では、高電圧端子部としての第２、第３の各端子部２１ｂ’、２２
ｂ’の配置間隔を、その周囲に配置された端子部間の間隔よりも大きく設定している。こ
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れにより、高電圧（高圧電源）と接続される第２、第３の各端子部２１ｂ’、２２ｂ’は
、隣接する周囲の端子部から十分な絶縁距離をとることができるので、駆動回路部材１０
を大型化することなく、高電圧（高圧電源）と接続される第２、第３の各端子部２１ｂ’
、２２ｂ’の絶縁耐圧を良好に確保することができる。
【００４８】
〈実施形態４〉
　本実施形態では、図６に示すように、２つの駆動回路部材１０，１０Ａを直列に配置し
て、駆動回路部材１０の一方の短辺１０ｄ側に設けた第３の端子部２２ａ，２２ｂと駆動
回路部材１０Ａの一方の短辺１０ｃ側に設けた第２の端子部２１ａ，２１ｂとの間を配線
部材２３で接続した構成である。なお、２つの駆動回路部材１０，１０Ａは、実施形態２
の駆動回路部材１０と同様の構成である。
【００４９】
　駆動回路部材１０の短辺１０ｃ側に設けた第２の端子部２１ａ，２１ｂには、接続され
た配線部材２４を通して上位制御部（不図示）からの制御信号が入力される。そして、配
線部材２４を通して駆動回路部材１０の第２の端子部２１ａ，２１ｂに入力された制御信
号は、駆動回路部材１０の中で分岐され、駆動回路部材１０の短辺１０ｄ側に設けた第３
の端子部２２ａ，２２ｂへ出力される。
【００５０】
　そして、駆動回路部材１０の第３の端子部２２ａ，２２ｂから配線部材２３を通して、
駆動回路部材１０Ａの短辺１０ｃ側に設けた第２の端子部２１ａ，２１ｂへ制御信号が入
力される。
【００５１】
　なお、駆動回路部材１０の第３の端子部２２ａ，２２ｂと駆動回路部材１０Ａの第２の
端子部２１ａ，２１ｂの接続は基本的に一対一であり、全ての制御信号が駆動回路部材１
０側から駆動回路部材１０Ａへ出力される。図６において、２つの駆動回路部材１０，１
０Ａ間で配線部材２３が接続されていない端子部は、駆動電源、低圧電源、高圧電源など
の電源（電力）系の端子部やグランド端子などである。
【００５２】
　このように、駆動回路部材１０の一方の短辺側の端面１０ｄ付近に設けた第３の端子部
２２ａ，２２ｂからそれぞれ出力される全ての制御信号を、配線部材２３を介して駆動回
路部材１０Ａの一方の短辺側の端面１０ｃ付近に設けた対応する第２の端子部２１ａ，２
１ｂに入力することができる。よって、従来のように各駆動回路部材の周囲に制御信号を
入力するための配線スペースが不要となるので、液滴吐出ヘッド全体の小型化を図ること
ができる。
【００５３】
　なお、本実施形態では、２個の駆動回路部材１０，１０Ａを直列に配置した構成であっ
たが、３個以上の駆動回路部材が配置される場合でも同様に、配線部材を介して接続する
ことができる。
【００５４】
　ところで、図６のように、２つの駆動回路部材１０，１０Ａ間を配線部材２３で接続す
る場合に、周知のワイヤボンディング方式やフリップチップボンディング方式で実装する
ことができる。
【００５５】
　ワイヤボンディング方式の場合は、図６に示した配線部材２３は導電性のワイヤであり
、２個の駆動回路部材１０，１０Ａの端部同士を直接接続できるため、これらの駆動回路
部材１０，１０Ａを載せた基板（不図示）に駆動電源の配線パターン等を自由に配線する
ことができる利点がある。
【００５６】
　また、第２の端子部２１ａ，２１ｂ、及び第３の端子部２２ａ，２２ｂにそれぞれ配線
部材をワイヤボンディング方式で接続する場合、図７に示すように、第２の端子部２１ａ
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，２１ｂの端子面積に対して、反対側の第３の端子部２２ａ，２２ｂの端子面積は倍程度
以上に形成し、端子面積が小さい方の第２の端子部２１ａ，２１ｂに１stボンディングを
行い、端子面積が大きい方の第３の端子部２２ａ，２２ｂに２ndボンディングを行うのが
望ましい。このような構成とすることで、ワイヤボンディングの安定性が増す利点がある
。
【００５７】
　更に、図７のように、端子面積の小さい方の第２の端子部２１ａ，２１ｂを制御信号の
入力側とし、端子面積の大きい方の第３の端子部２２ａ，２２ｂを制御信号の出力側に割
り当てることが望ましい。このような構成とすることで、駆動回路部材１０の短辺側端部
と基板間のボンディングが正ボンディング（位置の高い端子に１stボンディングを行い、
位置の低い端子に２ndボンディングで打ち下げる一般的な方式）となるため、ボンディン
グの安定性が増す利点がある。
【００５８】
　また、フリップチップボンディング方式の場合は、図６に示した配線部材２３は駆動回
路部材１０，１０Ａを載せた基板上の配線であるため、ワイヤボンディング方式の場合よ
りも接続工程を効率よく行うことが可能となり、接続コストを低減できる利点がある。
【００５９】
〈実施形態５〉
　本実施形態では、図８に示すように、２つの駆動回路部材１０，１０Ａ間が配線部材２
３で接続された構成の場合に、これらの駆動回路部材１０，１０Ａを載せた基板（不図示
）へ、電流容量を大きくとる必要がある駆動電源の配線パターン３０ａ，３０ｂ，３０ｃ
（斜線部分）を、これらの駆動回路部材１０，１０Ａの第２の端子部２１ａ，２１ｂ、及
び第３の端子部２２ａ，２２ｂが配置された面と同じ側に配線するようにした。なお、２
つの駆動回路部材１０，１０Ａの構成は、実施形態４と同様である。
【００６０】
　そして、本実施形態では、駆動回路モジュール１０を載置した基板（不図示）に、電流
容量を大きくとる必要がある駆動電源の配線パターン３０ａ，３０ｂ（斜線部分）を該駆
動回路モジュール１０の背面（第２の端子部２１ａ，２１ｂと第３の端子部２２ａ，２２
ｂが配置された面と反対側の面）側に位置するようにして大きく設けている。
【００６１】
　なお、図８に示したように、例えば中央の配線パターン３０ｃのように、駆動回路部材
１０，１０Ａの下に対応する位置に電源やグランドなどを配線するのは構わないが、制御
信号の配線パターンは駆動回路部材１０，１０Ａの下に対応する位置には配線しない。
【００６２】
　このような構成とすることにより、電気容量を大きくとる必要のある駆動電源の配線パ
ターンを、駆動回路部材１０，１０Ａを載せた基板（不図示）上に大きくとることができ
るので、駆動回路部材１０，１０Ａの内部の駆動電源パターンを小さく抑えることができ
る。よって、駆動回路部材１０，１０Ａ全体の小型化を図ることができる。
【００６３】
〈実施形態６〉
　図９は、本実施形態に係る液滴吐出装置としてのインクジェット記録装置内の要部の構
成を示す概略斜視図、図１０は、このインクジェット記録装置内の要部の構成を示す概略
縦断面図である。このインクジェット記録装置には、前記実施形態１～５のいずれかの構
成を有する液滴吐出ヘッドが搭載されている。
【００６４】
　これらの図に示すように、このインクジェット記録装置４０は、装置本体４１の内部に
、走査方向に移動可能なキャリッジ４２、キャリッジ４２に搭載した前記液滴吐出ヘッド
１、液滴吐出ヘッド１へインクを供給するインクカートリッジ４３等で構成される印字機
構部４４等が収納されている。また、装置本体４１の下方部には、記録媒体としての多数
枚の用紙Ｐを積載可能な給紙カセット４５が装着されている。
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【００６５】
　更に、用紙を手差しで給紙するために開かれる手差しトレイ４６を有し、給紙カセット
４５（或いは手差しトレイ４６）から給送される用紙Ｐを取り込み、印字機構部４４によ
って所要の画像を記録した後、排紙トレイ４７に排紙する。
【００６６】
　キャリッジ４２には、イエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンダ(Ｍ）、ブラック(Ｂｋ
）の各色のインク滴を吐出する前記液滴吐出ヘッド１を、複数のノズル孔（インク吐出口
）を主走査方向と交差する方向に配列してインク滴吐出方向が図９の下方側に向くように
して装着している。また、キャリッジ４２には、液滴吐出ヘッド１に各色のインクを供給
するための各インクカートリッジ４３を交換可能に装着している。
【００６７】
　インクカートリッジ４３は、上方に大気と連通する大気口、下方には液滴吐出ヘッド１
へインクを供給する供給口が設けられ、内部にはインクが充填された多孔質体を有してお
り、多孔質体の毛管力により液滴吐出ヘッド１へ供給されるインクをわずかな負圧に維持
している。なお、本実施形態では、各色のインク滴をそれぞれ吐出する４個の液滴吐出ヘ
ッド１を用いているが、各色のインク滴を吐出するノズルを有する１個の液滴吐出ヘッド
でもよい。
【００６８】
　キャリッジ４２は、後方側（用紙搬送下流側)を主ガイドロッド４８に摺動自在に嵌装
し、前方側（用紙搬送上流側)を従ガイドロッド４９に摺動自在に載置している。そして
、このキャリッジ４２を主走査方向に移動走査するために、モータ５０で回転駆動される
駆動プーリ５１と従動プーリ５２との間にタイミングベルト５３を張装し、このタイミン
グベルト５３をキャリッジ４２に固定している。モータ５０の正逆回転によりキャリッジ
４２が往復駆動される。
【００６９】
　一方、給紙カセット４５にセットした用紙Ｐを液滴吐出ヘッド１の下方側に搬送するた
めに、給紙カセット４５から用紙Ｐを分離給送する給紙ローラ５４及びフリクションパッ
ド５５と、用紙Ｐを案内するガイド部材５６と、給紙された用紙Ｐを反転させて搬送する
搬送ローラ５７と、この搬送ローラ５７の周面に押し付けられる搬送コロ５８、及び搬送
ローラ５７からの用紙Ｐの送り出し角度を規定する先端コロ５９とを有している。搬送ロ
ーラ５７は、ギア列が連結されたモータ（不図示）によって回転駆動される。
【００７０】
　また、液滴吐出ヘッド１のノズル孔側と対向する位置には、搬送される用紙Ｐを案内す
るため用紙ガイド部材６０を設けている。この用紙ガイド部材６０の用紙搬送方向下流側
には、用紙を排紙方向へ送り出すための搬送コロ６１と拍車６２が設けられており、更に
用紙を排紙トレイ４７に送り出す排紙ローラ６３と拍車６４と、排紙経路を形成するガイ
ド部材６５，６６とが設けられている。
【００７１】
　そして、上記したインクジェット記録装置４０による記録時には、キャリッジ４２を移
動させながら入力される画像信号に応じて液滴吐出ヘッド１を駆動することにより、給紙
された用紙Ｐにインクを吐出して1行分を記録し、その後、用紙Ｐを所定量搬送後、次の
行の記録を行う。記録終了信号又は用紙後端が記録領域に到達した信号を受けることによ
り記録動作を終了し、排紙トレイ４７に用紙Ｐを排紙する。
【００７２】
　また、キャリッジ４２の移動方向右端側の記録領域を外れた位置には、液滴吐出ヘッド
１の吐出不良を回復するための回復装置６７を配置している。この回復装置６７は、キャ
ッピング手段と吸引手段とクリーニング手段を有している。キャリッジ４２は、印字待機
中にはこの回復装置６７側に移動されて、キャッピング手段で液滴吐出ヘッド１をキャッ
ピングしてノズル孔を湿潤状態に保つことにより、インク乾燥による吐出不良を防止する
。また、記録途中などに記録と関係ないインクを吐出することにより、全てのノズル孔の
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インク粘度を一定にし、安定した吐出状態を維持する。
【００７３】
　更に、インクの吐出不良が発生した場合等には、キャッピング手段で液滴吐出ヘッド１
のノズル孔を密封し、チューブを通して吸引手段でノズル孔からインクとともの気泡等を
吸出し、ノズル孔に付着したインクやゴミ等はクリーニング手段により除去され、吐出不
良が回復される。また、吸引されたインクは、装置本体４１の下部に設置された廃インク
溜（不図示）に排出され、廃インク溜内部のインク吸収体に吸収保持される。
【００７４】
　このように、本実施形態に係るインクジェット記録装置４０は、前記したようにより小
型化が可能な液滴吐出ヘッド１を備えているので、インクジェット記録装置４０全体の小
型化を図ることができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１　　　　液滴吐出ヘッド
　２　　　　ノズル基板
　２ａ　　　ノズル孔
　３　　　　液室基板
　４　　　　保護基板
　７　　　　液室
　８　　　　圧電体素子（電気機械変換素子）
　９　　　　振動板
　１０，１０Ａ　　　駆動回路部材
　１６　　　リード電極
　２０　　　第１の端子部（駆動電圧端子部）
　２１、２１ａ，２１ｂ　　　第２の端子部（入力端子部）
　２２、２２ａ，２２ｂ　　　第３の端子部（出力端子部）
　４０　　　インクジェット記録装置（液滴吐出装置）
　４２　　　キャリッジ
　４３　　　インクカートリッジ
　４４　　　印字機構部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７６】
【特許文献１】特開２００６－１１６７６７号公報
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