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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のノズル列に対応してそれぞれ設けられたインクに圧力を加える圧電素子を、プリン
タ本体に設けられたヘッド駆動回路から複数のフレキシブルフラットケーブルを介して供
給される駆動信号により、所定の印字タイミングで選択的に駆動し、対応するノズルから
インク滴を吐出させて記録を行なう、インクジェット式プリンタであって、前記複数のノ
ズル列の一のノズル列の駆動信号ラインとグランド信号ラインが対向するように、重ね合
わせた異なるフレキシブルフラットケーブルにそれぞれ設けられ、前記一のノズル列の駆
動信号ラインと前記複数のノズル列の他のノズル列の駆動信号ラインが対向しないことを
特徴とするインクジェット式プリンタ。
【請求項２】
各フレキシブルフラットケーブルにて、複数本の互いに隣接する信号ラインに関して、駆
動信号ラインとグランド信号ラインが交互に並ぶように配置されていることを特徴とする
請求項１に記載のインクジェット式プリンタ。
【請求項３】
各ノズル列毎の駆動信号ライン及びグランド信号ラインの少なくとも一部が、複数本の信
号ラインに分割されてい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式
プリンタ。
【請求項４】
互いに画質に影響を与える色のノズル列に関して、各ノズル列毎の駆動信号ライン及びグ
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ランド信号ラインが、それぞれ互いに対向するように異なるフレキシブルフラットケーブ
ルに設けられていることを特徴とする請求項１から３の何れかに記載のインクジェット式
プリンタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクジェット式プリンタに関し、特にプリンタ本体内に設けられたヘッド駆
動回路からプリンタヘッドまで駆動信号を供給するための複数のフレキシブルフラットケ
ーブルを備えたインクジェット式プリンタに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、コンピュータの出力装置として、数色のインクを記録ヘッドから吐出するタイ
プのインクジェット式カラープリンタが普及してきており、コンピュータ等が処理した画
像を多色多階調で印刷するために広く用いられている。
【０００３】
例えば、インク吐出のための駆動素子として圧電素子を用いたインクジェット式プリンタ
では、印刷ヘッドの複数のノズルに対応してそれぞれ設けられた複数個の圧電素子を選択
的に駆動することにより、各圧電素子の動圧に基づいてノズルからインク滴を吐出させ、
印刷用紙にインク滴を付着させることにより、印刷用紙にドットを形成して、印刷を行な
うようにしている。
ここで、各圧電素子は、インク滴を吐出するためのノズルに対応して設けられており、プ
リンタ内に搭載されたヘッド駆動回路から供給される駆動信号により駆動され、インク滴
を吐出させるようになっている。
【０００４】
ところで、ヘッド駆動回路からの駆動信号は、ヘッド回路からフレキシブルフラットケー
ブルを介してプリンタヘッドに送出されるようになっている。
即ち、図６に示すように、ヘッド駆動回路１からの駆動信号ＣＯＭは、各色のノズル列毎
に分岐されることにより、ヘッド駆動回路からプリンタヘッドに対して、各ノズル列Ａ列
，Ｂ例，Ｃ列及びＤ列毎に、駆動信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤ及びこれ
らの駆動信号のリターンとしてのグランド信号ＡＧＮＤＡ，ＡＧＮＤＢ，ＡＧＮＤＣ，Ａ
ＧＮＤＤが、フレキシブルフラットケーブルを介してプリンタヘッドに引き回されること
になる。
【０００５】
ここで、各列の駆動信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤ及びグランド信号ＡＧ
ＮＤＡ，ＡＧＮＤＢ，ＡＧＮＤＣ，ＡＧＮＤＤは、比較的大電流となることから、これら
に対応する信号ラインは、例えば図８に示すように、それぞれ複数、例えば二つに分割さ
れ、分割された二つのラインを介して並列に接続されると共に、フレキシブルフラットケ
ーブルに備えられ得る信号ライン数の関係から、図７に示すように、二枚のフレキシブル
フラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２が使用される。
【０００６】
プリンタヘッドの各色毎に設けられた各ノズル列Ａ列，Ｂ例，Ｃ列及びＤ列に関して、各
列の駆動信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤ及びこれらの駆動信号のリターン
としてのグランド信号ＡＧＮＤＡ，ＡＧＮＤＢ，ＡＧＮＤＣ，ＡＧＮＤＤが、図８に示す
ように、列毎に駆動信号及びグランド信号を分けるようにして、各フレキシブルフラット
ケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の信号ラインに割り当てられている。
そして、これらのフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２は、図７に示すよう
に、互いに重ね合わされた状態でプリンタ本体内にセットされるようになっている。
【０００７】
このような構成のフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２を備えたインクジェ
ット式プリンタによれば、ヘッド駆動回路からフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，
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ＦＦＣ２の各信号ラインを介して、プリンタヘッドに対して各色のノズル列毎に、駆動信
号及びグランド信号が送出され、プリンタヘッドの各圧電素子が駆動信号により駆動され
て、各圧電素子に関連するノズルからインク滴が吐出されて、印刷が行なわれる。
【０００８】
この場合、駆動信号及びグランド信号のラインが各列毎に分けられていることにより、特
にＡ列とＢ列，そしてＣ列とＤ列が確実に離間されることになるので、これらの列間の駆
動信号及びグランド信号のクロストークが低減され、列間干渉が抑制されるようになって
いる。
従って、例えばＡ列が全オンまたは全オフとなったとき、フレキシブルフラットケーブル
ＦＦＣ１，ＦＦＣ２内でＡ列の信号ラインに隣接するＢ列の信号ラインを流れる信号波形
が変化することが回避され得る。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような構成のフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２によ
れば、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１の信号ラインが、フレキシブルフラットケ
ーブルＦＦＣ２の対応する信号ラインと接近した状態で対向している。
このため、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１の信号ラインとフレキシブルフラット
ケーブルＦＦＣ２の信号ラインが対向するような各列の組合せ、例えば図示の場合、Ａ列
とＣ列，Ｂ列とＤ列については、対向する信号ラインが互いに近接することになり、これ
らの列間では、列間のクロストークが発生するため、列間干渉が発生してしまう。
【００１０】
従って、例えばＡ列にて黄色のインクＹで印刷を行なっている途中で、Ｃ列でシアン色の
インクＣで印刷を行なおうとすると、列間干渉により、Ａ列に対応する駆動信号及びグラ
ンド信号に対して、Ｃ列に対応する駆動信号及びグランド信号が影響を及ぼして、駆動信
号及びグランド信号の波形を乱すことになる。このため、例えばＡ列のノズルによる黄色
のインクＹの吐出量が微妙に変化することになり、特に微小ドット印刷時に、この部分が
プリント用紙における印刷にて線状に現われて、印刷品質が損なわれてしまう。
【００１１】
そこで、本発明の課題は、簡単な構成により、ヘッド駆動回路からのフレキシブルフラッ
トケーブルにおける列間干渉の影響を受けず、印刷品質を向上させるようにした、インク
ジェット式プリンタを提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明では、同じ列の駆動信号及びグランド信号を、互いに異
なるフレキシブルフラットケーブルに振り分けて割り当てて、互いに対向するようにした
。
【００１３】
　即ち、請求項１記載のインクジェット式プリンタでは、複数のノズル列に対応してそれ
ぞれ設けられたインクに圧力を加える圧電素子を、プリンタ本体に設けられたヘッド駆動
回路から複数のフレキシブルフラットケーブルを介して供給される駆動信号により、所定
の印字タイミングで選択的に駆動し、対応するノズルからインク滴を吐出させて記録を行
なう、インクジェット式プリンタであって、前記複数のノズル列の一のノズル列の駆動信
号ラインとグランド信号ラインが対向するように、重ね合わせた異なるフレキシブルフラ
ットケーブルにそれぞれ設けられ、前記一のノズル列の駆動信号ラインと前記複数のノズ
ル列の他のノズル列の駆動信号ラインが対向しないことを特徴とする。
【００１４】
この構成によれば、同じ列の駆動信号ライン及びグランド信号ラインが、異なるフレキシ
ブルフラットケーブルに振り分けられて、互いに対向するように割り当てられることにな
る。
これにより、互いに異なる列の駆動信号ライン及び／またはグランド信号ラインが、互い
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に対向するようなことが回避されるので、各ノズル列に関する駆動信号及びグランド信号
の列間干渉が低減されることになる。
従って、駆動信号及びグランド信号の波形が列間干渉によって乱れることがなく、印刷品
質が向上することになる。
【００１５】
請求項２記載のインクジェット式プリンタにおいては、各フレキシブルフラットケーブル
にて、複数本の互いに隣接する信号ラインに関して、駆動信号ラインとグランド信号ライ
ンが交互に並ぶように配置されていることを特徴とする。
【００１６】
この構成によれば、隣接する信号ラインにて、駆動信号ラインとグランド信号ラインが並
ぶことにより、それぞれ信号が流れることによって発生する磁界が互いに打ち消し合うの
で、インダクタンスが減少することになる。
【００１７】
請求項３記載のインクジェット式プリンタにおいては、各ノズル列毎の駆動信号ライン及
びグランド信号ラインの少なくとも一部が、複数本の信号ラインに分割されていることを
特徴とする。
【００１８】
この構成によれば、各列の駆動信号ライン及びグランド信号ラインが複数本の信号ライン
に分割されることによって、一つの信号ラインを流れる電流が低減されることになり、よ
り大きな駆動電流に対応することができる。
【００１９】
請求項４記載のインクジェット式プリンタにおいては、互いに画質に影響を与える色のノ
ズル列に関して、各ノズル列毎の駆動信号ライン及びグランド信号ラインが、それぞれ互
いに対向するように異なるフレキシブルフラットケーブルに設けられていることを特徴と
する。
【００２０】
この構成によれば、画質に影響を与える色のノズル列のみについて、各ノズル列毎の駆動
信号ライン及びグランド信号ラインを、それぞれ互いに対向するように異なるフレキシブ
ルフラットケーブルに設けると共に、画質に影響を与えない色のノズル列については、従
来と同様に、各ノズル列毎の駆動信号ライン及びグランド信号ラインをフレキシブルフラ
ットケーブルの信号ラインに割り当てる。これにより、画質に影響を与える色のノズル列
に関しては、同じ列の駆動信号ライン及びグランド信号ラインが、異なるフレキシブルフ
ラットケーブルに振り分けられて、互いに対向するように割り当てられることになる。
【００２１】
これにより、画質に影響を与える色のノズル列の駆動信号ライン及び／またはグランド信
号ラインが、互いに対向しないので、これらのノズル列に関する駆動信号及びグランド信
号の列間干渉が低減されることになる。
従って、駆動信号及びグランド信号の波形が列間干渉によって乱れることが実質的に排除
され、印刷品質が向上することになる。
【００２２】
　尚、各フレキシブルフラットケーブルの間の間隔が、適宜の距離に保持されているよう
にしても良い。また、各フレキシブルフラットケーブルの間に、干渉防止材が挟持されて
いるようにしても良い。
【００２３】
これらの構成によれば、各フレキシブルフラットケーブル間の干渉が確実に排除されるこ
とになり、駆動信号及びグランド信号の波形が列間干渉によって乱れることがなく、印刷
品質が向上することになる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
図面を参照して、本発明の実施の形態に係るインクジェット式プリンタについて説明する
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。
尚、以下に述べる実施形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々
の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨
の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００２５】
図１は、本発明によるインクジェット式プリンタの第一の実施形態の構成を示している。
図１において、インクジェット式プリンタ１０は、インクジェット式プリンタヘッドの例
えば４色のノズル列に対応してそれぞれ設けられた圧電素子１１と、各圧電素子１１の一
方の電極１１ａに対して駆動信号を供給するためヘッド駆動回路１２と、このヘッド駆動
回路１２と各圧電素子１１との間に設けられた電流増幅回路１３と、スイッチ回路１４と
、から構成されている。
【００２６】
ここで、図１においては、圧電素子１１は、実際にはインクジェット式プリンタのヘッド
にて、各色毎にそれぞれ一つのノズル列が設けられており、各ノズル列に対してそれぞれ
圧電素子が備えられている。
即ち、図１に示すように、ノズル列Ａに対しては、圧電素子１１Ａが、ノズル列Ｂには、
圧電素子１１Ｂが、またノズル列Ｃには、圧電素子１１Ｃが、さらにノズル列Ｄには、圧
電素子１１Ｄが、それぞれ設けられている。
そして、各圧電素子１１に対して、ヘッド駆動回路１２からの駆動信号ＣＯＭ即ち、駆動
信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤは、実際にはシフトレジスタ等を介して、
順次に出力されるようになっている。
【００２７】
圧電素子１１は、例えばピエゾ素子であって、双方の電極１１ａ，１１ｂ間に印加される
電圧により変位するように構成されている。
そして、圧電素子１１は、好ましくは常時中間電位付近に充電されており、ヘッド駆動回
路１２からの駆動信号に基づいて放電する際に対応するノズル内のインクに圧力を加える
ことにより、このノズルからインク滴を吐出するように構成されている。
【００２８】
ヘッド駆動回路１２は、ドライバＩＣとして構成されており、インクジェット式プリンタ
のプリンタヘッドへの駆動信号ＣＯＭを発生させるものであり、例えばプリンタ本体内に
配置されている。
【００２９】
電流増幅回路１３は、二つのトランジスタ１３ａ，１３ｂから構成されている。
このうち、第一のトランジスタ１３ａは、コレクタが定電圧電源に接続され、ベースがヘ
ッド駆動回路１２の出力に接続されると共に、エミッタが圧電素子１１の一方の電極１１
ａに接続されている。これにより、ヘッド駆動回路１２からの信号に基づいて導通して、
定電圧を圧電素子１１に供給する。
【００３０】
また、第二のトランジスタ１３ｂは、エミッタが圧電素子１１の一方の電極１１側に接続
され、ベースがヘッド駆動回路１２の出力に接続されると共に、コレクタが圧電素子１１
の他方の電極１１ｂに接続されている。これにより、ヘッド駆動回路１２からの信号に基
づいて導通して、圧電素子１１を放電させる。
【００３１】
スイッチ回路１４は、制御信号が入力されることにより、対応する各圧電素子１１の駆動
タイミングでオンされ、駆動信号ＣＯＭを圧電素子１１に出力するようになっている。
このスイッチ回路１４は、実際には、各圧電素子１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ，１１Ｄをそれ
ぞれオンオフするための所謂トランスミッションゲート１４Ａ，１４Ｂ，１４Ｃ，１４Ｄ
として構成されている。
【００３２】
ここで、ヘッド駆動回路１２及び電流増幅回路１３は、プリンタ本体内に設けられており
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、スイッチ回路１４及び圧電素子１１は、プリンタヘッドに搭載されている。
そして、電流増幅回路１３とスイッチ回路１４及び圧電素子１１との間の配線１５は、従
来と同様に、各列の駆動信号及びグランド信号がそれぞれ二つに分割されており、図２に
示すように、二枚のフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２が使用されている
。
ここで、これらのフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２は、図２に示すよう
に、互いに重ね合わされた状態でプリンタ本体内にセットされるようになっている。
【００３３】
以上の構成は、従来のインクジェット式プリンタにおけるヘッド駆動装置と同様の構成で
あるが、本発明実施形態によるインクジェット式プリンタ１０においては、上述したフレ
キシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の各信号ラインに対する駆動信号ＣＯＭＡ
，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤ及びグランド信号ＡＧＮＤＡ，ＡＧＮＤＢ，ＡＧＮＤＣ
，ＡＧＮＤＤの割り当てが異なっている。即ち、インクジェット式プリンタ１０において
は、図３に示すように、各ノズル列Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ毎の駆動信号及びグランド信号が、そ
れぞれ互いに対向するように異なるフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２に
設けられている。
さらに、各フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２において、順次に並んでい
る信号ラインに関して、駆動信号及びグランド信号が交互に並ぶように割り当てられてい
る。
【００３４】
本発明実施形態によるインクジェット式プリンタ１０は、以上のように構成されており、
以下のように動作する。
ヘッド駆動回路１２から駆動信号ＣＯＭが出力されると、この駆動信号ＣＯＭが電流増幅
回路１３により増幅された後、各列の駆動信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤ
を通して、それぞれスイッチ回路１４を介して圧電素子１１に供給される。
これにより各圧電素子１１が上記駆動信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤに基
づいて選択的に駆動され、その動圧によりノズル列の各ノズルからインク滴が吐出され、
印刷が行なわれる。
【００３５】
ここで、各圧電素子１１に供給される駆動信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤ
は、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の駆動信号ラインを通って圧電素
子１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ，１１Ｄに出力されると共に、そのリターンとしてのグランド
信号ＡＧＮＤＡ，ＡＧＮＤＢ，ＡＧＮＤＣ，ＡＧＮＤＤが、フレキシブルフラットケーブ
ルＦＦＣ１，ＦＦＣ２のグランド信号ラインを流れることになる。
【００３６】
その際、同じ列、例えばＡ列の駆動信号ＣＯＭＡ及びグランド信号ＡＧＮＤＡは、フレキ
シブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の互いに対向する信号ラインに割り当てられ
ているので、図４に示すように、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２が互
いに接近した状態においては、これら同列の駆動信号ＣＯＭＡ及びグランド信号ＡＧＮＤ
Ａにより発生する磁界が互いに相殺されることになるため、インダクタンスが減少するこ
とになる。
さらに、他の列に割り当てられた信号ラインが互いに対向することがないので、これらの
信号ラインの間の距離がある程度確保されることになって、列間干渉が低減される。
このようにして、列間干渉が低減されることにより、クロストークによるノイズが無くな
るので、駆動信号ＣＯＭの信号波形が列間干渉によって乱れるようなことがない。これに
より、他列の吐出ノズル数の大小による自列の吐出状態への影響が無くなり、乱れの無い
印刷結果が得られる。
【００３７】
図５は、本発明によるインクジェット式プリンタの第二の実施形態の要部の構成を示して
いる。
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図５において、インクジェット式プリンタ２０は、図１に示した第一の実施形態のインク
ジェット式プリンタ１０とほぼ同様の構成であり、以下の点でのみ異なる構成になってい
る。
即ち、インクジェット式プリンタ２０においては、電流増幅回路１３とスイッチ回路１４
及び圧電素子１１との間の配線１５は、各列の駆動信号及びグランド信号がそれぞれ三つ
に分割されており、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の各信号ラインに
対する駆動信号ＣＯＭＡ，ＣＯＭＢ，ＣＯＭＣ，ＣＯＭＤ及びグランド信号ＡＧＮＤＡ，
ＡＧＮＤＢ，ＡＧＮＤＣ，ＡＧＮＤＤの割り当てが異なっている。
【００３８】
ここで、各ノズル列Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ毎の駆動信号及びグランド信号が、それぞれ互いに対
向するように異なるフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２に設けられている
と共に、各フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２において、順次に並んでい
る信号ラインに関して、駆動信号及びグランド信号が交互に並ぶように割り当てられてい
る。
従って、一つの列の三つの駆動信号のうち、二つの駆動信号は一方のフレキシブルフラッ
トケーブルＦＦＣ１またはＦＦＣ２に、また他の一つの駆動信号は他方のフレキシブルフ
ラットケーブルＦＦＣ２またはＦＦＣ１に割り当てられるようになっている。
【００３９】
このような構成のインクジェット式プリンタ２０によれば、図１に示したインクジェット
式プリンタ１０と同様に作用することにより、印刷が行なわれると共に、フレキシブルフ
ラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２にて、同じ列、例えばＡ列の駆動信号ＣＯＭＡ及びグ
ランド信号ＡＧＮＤＡは、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の互いに対
向する信号ラインに割り当てられているので、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，
ＦＦＣ２が互いに接近した状態においては、これら同列の駆動信号ＣＯＭＡ及びグランド
信号ＡＧＮＤＡにより発生する磁界が互いに相殺されることになるため、インダクタンス
が減少することになる。
【００４０】
また、他の列に割り当てられた信号ラインが互いに対向することがないので、これらの信
号ラインの間の距離がある程度確保されることになって、列間干渉が低減される。
さらに、例えば隣接する列の駆動信号及びグランド信号、例えば図５においてＡ列の駆動
信号ＣＯＭＡとＢ列のグランド信号の信号ラインが互いに隣接するように割り当てられて
いることにより、全体として列間のインダクタンスが低減されることになる。
【００４１】
上述した実施形態においては、各ノズル列の駆動信号及びグランド信号が、それぞれ同数
、例えば二つまたは三つに分割されているが、これに限らず、互いに異なる数、例えば駆
動信号が二つに、またグランド信号が三つに分割されるようにしてもよい。
また、上述した実施形態においては、二枚のフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，Ｆ
ＦＣ２が使用されているが、これに限らず、三枚以上のフレキシブルフラットケーブルが
使用されてもよい。
【００４２】
さらに、上述した実施形態においては、すべての駆動信号及びグランド信号が、フレキシ
ブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の互いに対向する信号ラインに割り当てられて
いるが、これに限らず、駆動信号及びグランド信号の一部、例えば互いに画質に影響を与
える色のノズル列のみに関して、各ノズル列毎の駆動信号ライン及びグランド信号ライン
が、それぞれ互いに対向するように異なるフレキシブルフラットケーブルに割り当てられ
ていてもよい。
これにより、実質的に各ノズル列間の列間干渉によるノイズにより発生する印刷品質の低
下が実質的に排除され得ることになる。
【００４３】
また、上述した実施形態においては、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２
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よく、またフレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２の間に干渉防止材を挟持す
るようにしても良い。
これにより、フレキシブルフラットケーブルＦＦＣ１，ＦＦＣ２間における列間干渉がよ
り一層確実に排除され得ることになる。
【００４４】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、同じ列の駆動信号ライン及びグランド信号ラインが
、異なるフレキシブルフラットケーブルに振り分けられて、互いに対向するように割り当
てられることになる。
これにより、互いに異なる列の駆動信号ライン及び／またはグランド信号ラインが、互い
に対向するようなことが回避されるので、各ノズル列に関する駆動信号及びグランド信号
の列間干渉が低減されることになる。
従って、駆動信号及びグランド信号の波形が列間干渉によって乱れることがなく、印刷品
質が向上することになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるインクジェット式プリンタの第一の実施形態の構成を示すブロック
図である。
【図２】図１のインクジェット式プリンタにおけるフレキシブルフラットケーブルを示す
概略斜視図である。
【図３】図１のインクジェット式プリンタにおけるフレキシブルフラットケーブルの信号
ライン割り当てを示す図である。
【図４】図１のインクジェット式プリンタにおけるフレキシブルフラットケーブルの部分
拡大断面図である。
【図５】本発明によるインクジェット式プリンタの第二の実施形態におけるフレキシブル
フラットケーブルの信号ライン割り当てを示す図である。
【図６】従来のインクジェット式プリンタの一例の構成を示すブロック図である。
【図７】図６のインクジェット式プリンタにおけるフレキシブルフラットケーブルを示す
概略斜視図である。
【図８】図６のインクジェット式プリンタにおけるフレキシブルフラットケーブルの信号
ライン割り当てを示す図である。
【符号の説明】
１０，２０　　インクジェット式プリンタ
１１，１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ，１１Ｄ　　圧電素子
１１ａ，１１ｂ　　電極
１２　　ヘッド駆動回路
１３　　電流増幅回路
１４　　スイッチ回路
１５　　配線
ＦＦＣ１，ＦＦＣ２　　フレキシブルフラットケーブル
ＣＯＭ　　駆動信号
ＡＧＮＤ　　グランド信号
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