
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チューブを介して記録ヘッドへインクを供給するインクジェット記録装置において、
　前記チューブ 前記記録ヘッドに着脱が可能なコネクタを介
して、前記記録ヘッドに接続され、
　前記記録ヘッドは、記録紙の搬送方向に交差する方向に往復移動するキャリッジに着脱
が可能に搭載されており、
　前記コネクタは、
　

　
ことを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項２】
　前記コネクタ及び記録ヘッドは弾性部材を介して接続し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記録装置。
【請求項３】
　前記記録ヘッドは、前記チューブの該記録ヘッドへの接続端部を嵌合させる嵌合孔を有
しており、前記コネクタは、前記チューブの前記接続端部を前記記録ヘッドの嵌合孔に嵌
合させ、前記弾性部材を介して、前記記録ヘッドに接続していることを特徴とする請求項
２に記載のインクジェット記録装置。

10

20

JP 3966729 B2 2007.8.29

を複数備え、各チューブは、

直方体状であり、
平面に、隣接する２側面にて各チューブの両端部を突出させるべく、略直角に屈曲し、

前記２側面夫々に開口端を有して設けられた嵌合溝を並設し、
前記記録ヘッドは、前記２側面のうちの該記録ヘッドに対向する１側面にて突出した各

チューブの端部を挿入する挿入孔を有する



【請求項４】
　前記コネクタは、前記嵌合溝の前記記録ヘッドとの接続端部に凹部を有しており、前記
記録ヘッドは、該凹部に対応する凸部を有しており、前記記録ヘッドの凸部は、前記コネ
クタの凹部に、該凹部に配された前記弾性部材を介して嵌合してあり、該弾性部材は、前
記記録ヘッドの嵌合孔と該嵌合孔に嵌合された前記チューブとの間のインクの流出を防止
すべくなしてあることを特徴とする請求項３に記載のインクジェット記録装置。
【請求項５】
　前記記録ヘッドは、該記録ヘッドを駆動させるための駆動用基板を備えており、前記コ
ネクタは、メイン基板と前記駆動用基板とを接続する信号線を保持していることを特徴と
する請求項１乃至４のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、チューブを介して記録ヘッドへインクを供給するインクジェット記録装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
プリンタ、ファクシミリ装置、複写機等の記録装置には、インク供給部がチューブを介し
て記録ヘッドへインクを供給し、記録ヘッドが供給されたインクを液滴として噴射するこ
とにより、記録紙に印字するインクジェット記録装置を用いたものがある。
インクジェット記録装置は、記録紙の搬送方向に直交してスライドシャフトが配置され、
このスライドシャフトに摺動自在に取り付けられたキャリッジに記録ヘッドが搭載されて
おり、キャリッジがスライドシャフトに沿って往復移動しながら、記録ヘッドがインクを
噴射する構成をなしている。
【０００３】
このようなインクジェット記録装置においては、インクの漏出を防止すべく、インク供給
部からチューブを介して記録ヘッドまでのインクの流路を、高い密封性にて構成する必要
があり、チューブの記録ヘッドへの接続部は、接着剤等により記録ヘッドへ接合されてい
る場合がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
記録ヘッドは、インクを噴射させるインク吐出口を、記録紙に対向させて備えており、こ
のインク吐出口は、紙くず、ほこり等が付着し、またインクの水分が蒸発してインクが増
粘することにより、目詰まりして、インクジェット記録装置の動作中にインクの吐出不良
を生じる場合がある。
このような場合、記録ヘッドを交換しなければならないが、上述のようにチューブの記録
ヘッドへの接続部が、接着剤等により記録ヘッドに接合されているインクジェット記録装
置では、チューブの取り扱いが複雑となり、また各部材の交換作業が煩雑である。更に、
他の部材の交換と共に交換された使用可能な部材が無駄となるという問題があった。
【０００５】
本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、チューブを、記録ヘッドに着脱が可能
なコネクタを介して、記録ヘッドに接続することにより、記録ヘッドの交換時のチューブ
の取り扱いが容易であるインクジェット記録装置を提供することを目的とする。
【０００６】
本発明の他の目的は、記録ヘッドを、キャリッジに着脱が可能に搭載することにより、記
録ヘッド及びキャリッジを夫々単独で交換することができ、各部材の交換作業が簡素であ
るインクジェット記録装置を提供することにある。
【０００７】
本発明の更に他の目的は、コネクタが、１又は複数のチューブを記録ヘッドに接続するこ
とにより、コネクタと記録ヘッドとを接続するだけで、夫々のチューブを介したインク供
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給部から記録ヘッドへの複数のインクの流路を容易に構成することができるインクジェッ
ト記録装置を提供することにある。
【０００８】
本発明の更に他の目的は、コネクタが、チューブの記録ヘッドへの接続部近傍を嵌合させ
る嵌合溝を有することにより、チューブをコネクタに容易に嵌合させることができ、複数
のチューブを記録ヘッドに接続する場合であっても、各チューブの取り扱いが容易である
インクジェット記録装置を提供することにある。
【０００９】
本発明の更に他の目的は、コネクタ及び記録ヘッドを、弾性部材を介して接続することに
より、コネクタを通過して記録ヘッドへ供給されるインクの流路を、高い密封性にて構成
するインクジェット記録装置を提供することにある。
【００１０】
本発明の更に他の目的は、記録ヘッドが、チューブの該記録ヘッドへの接続端部を嵌合さ
せる嵌合孔を有することにより、コネクタが、チューブの前記接続端部を記録ヘッドの嵌
合孔に嵌合させて、チューブを記録ヘッドに容易に接続することができるインクジェット
記録装置を提供することにある。
【００１１】
本発明の更に他の目的は、コネクタが、嵌合溝の記録ヘッドとの接続端部に凹部を有し、
記録ヘッドが、該凹部に対応する凸部を有することにより、記録ヘッドの凸部を正しく位
置決めでき、対応するコネクタの凹部に容易に嵌合させることができるインクジェット記
録装置を提供することにある。
【００１２】
本発明の更に他の目的は、複数のチューブが記録ヘッドに接続されており、コネクタから
突出している各チューブの接続端部の突出量を略等しくなすことにより、チューブ夫々の
接続端部から記録ヘッドへの構造を同一に構成することができ、チューブ，コネクタ及び
記録ヘッドの接続作業が容易であるインクジェット記録装置を提供することにある。
【００１３】
本発明の更に他の目的は、記録ヘッドは、該記録ヘッドを駆動させるための駆動用基板を
備えており、コネクタが、メイン基板と前記駆動用基板とを接続する信号線を保持するこ
とにより、キャリッジに搭載されて往復運動を行う記録ヘッドに備える駆動用基板に接続
される信号線を確実に保持するインクジェット記録装置を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るインクジェット記録装置は、チューブを介して記録ヘッドへインクを供給
するインクジェット記録装置において、前記チューブ 前記記
録ヘッドに着脱が可能なコネクタを介して、前記記録ヘッドに接続され、前記記録ヘッド
は、記録紙の搬送方向に交差する方向に往復移動するキャリッジに着脱が可能に搭載され
ており、前記コネクタは、

ことを特徴とする。
　本発明による場合は、チューブを、記録ヘッドに着脱が可能なコネクタを介して、前記
記録ヘッドに接続することにより、記録ヘッドの交換時のチューブの取り扱いが容易とな
る。また、記録ヘッド及びチューブを夫々単独で交換することができ、各部材の交換作業
が簡素である。更に、交換する必要がある部材のみを交換することにより、部材の無駄が
ないインクジェット記録装置を実現することができる。
　本発明による場合は、記録ヘッドを、キャリッジに着脱が可能に搭載することにより、
記録ヘッド及びキャリッジを夫々単独で交換することができ、各部材の交換作業が簡素で
ある。また、交換する必要がある部材のみを交換することにより、部材の無駄がないイン
クジェット記録装置を実現することができる。
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を複数備え、各チューブは、

直方体状であり、平面に、隣接する２側面にて各チューブの両
端部を突出させるべく、略直角に屈曲し、前記２側面夫々に開口端を有して設けられた嵌
合溝を並設し、前記記録ヘッドは、前記２側面のうちの該記録ヘッドに対向する１側面に
て突出した各チューブの端部を挿入する挿入孔を有する



　本発明による場合は、コネクタが、１又は複数のチューブを記録ヘッドに接続すること
により、コネクタと記録ヘッドとを接続するだけで、夫々のチューブを介したインク供給
部から記録ヘッドへの複数のインクの流路を容易に構成することができ、カラー出力にも
対応できるインクジェット記録装置を実現することができる。
　本発明による場合は、コネクタが、チューブの記録ヘッドへの接続部近傍を嵌合させる
嵌合溝を有することにより、チューブをコネクタに容易に嵌合させることができ、複数の
チューブを記録ヘッドに接続する場合であっても、各チューブの取り扱いが容易である。
また、コネクタによるチューブの記録ヘッドへの取り付けも容易であり、各部材の交換作
業が簡素であるインクジェット記録装置を実現することができる。
【００１８】
本発明に係るインクジェット記録装置は、前記コネクタ及び記録ヘッドは弾性部材を介し
て接続していることを特徴とする。
本発明による場合は、コネクタ及び記録ヘッドを、弾性部材を介して接続することにより
、コネクタを通過して記録ヘッドへ供給されるインクの流路を、高い密封性にて構成する
インクジェット記録装置を実現することができる。
【００１９】
本発明に係るインクジェット記録装置は、前記記録ヘッドは、前記チューブの該記録ヘッ
ドへの接続端部を嵌合させる嵌合孔を有しており、前記コネクタは、前記チューブの前記
接続端部を前記記録ヘッドの嵌合孔に嵌合させ、前記弾性部材を介して、前記記録ヘッド
に接続していることを特徴とする。
本発明による場合は、記録ヘッドが、チューブの該記録ヘッドへの接続端部を嵌合させる
嵌合孔を有することにより、コネクタが、チューブの前記接続端部を記録ヘッドの嵌合孔
に嵌合させて、チューブを記録ヘッドに容易に接続することができる。また、前記コネク
タを、弾性部材を介して、記録ヘッドに接続することにより、コネクタを通過して記録ヘ
ッドへ供給されるインクの流路を、高い密封性にて構成するインクジェット記録装置を実
現することができる。
【００２０】
本発明に係るインクジェット記録装置は、前記コネクタは、前記嵌合溝の前記記録ヘッド
との接続端部に凹部を有しており、前記記録ヘッドは、該凹部に対応する凸部を有してお
り、前記記録ヘッドの凸部は、前記コネクタの凹部に、該凹部に配された前記弾性部材を
介して嵌合してあり、該弾性部材は、前記記録ヘッドの嵌合孔と該嵌合孔に嵌合された前
記チューブとの間のインクの流出を防止すべくなしてあることを特徴とする。
本発明による場合は、コネクタが、嵌合溝の記録ヘッドとの接続端部に凹部を有し、記録
ヘッドが、該凹部に対応する凸部を有することにより、記録ヘッドの凸部を正しく位置決
めでき、対応するコネクタの凹部に容易に嵌合させることができる。また、記録ヘッドの
凸部を、コネクタの凹部に配された弾性部材を介して、該凹部に嵌合させることにより、
該弾性部材が、前記凸部及び凹部の嵌合部において変形し、記録ヘッドの嵌合孔と該嵌合
孔に嵌合されたチューブとの間のインクの流出を防止することができ、コネクタを通過し
て記録ヘッドへ供給されるインクの流路を高い密封性にて構成するインクジェット記録装
置を実現することができる。
【００２２】
本発明に係るインクジェット記録装置は、前記記録ヘッドは、該記録ヘッドを駆動させる
ための駆動用基板を備えており、前記コネクタは、メイン基板と前記駆動用基板とを接続
する信号線を保持していることを特徴とする。
本発明による場合は、記録ヘッドは、該記録ヘッドを駆動させるための駆動用基板を備え
ており、コネクタが、メイン基板と前記駆動用基板とを接続する信号線を保持することに
より、キャリッジに搭載されて往復移動を行う記録ヘッドに備える駆動用基板に接続され
る信号線を確実に保持することができる。また、前記信号線を、記録ヘッドに接続される
チューブと共に一括に保持するインクジェット記録装置を実現することができる。
【００２３】
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【発明の実施の形態】
以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。図１は本発明に係るインク
ジェット記録装置の構成を示す概略図である。図において１はキャリッジに記録ヘッドを
搭載したヘッドユニットであり、このヘッドユニット１は、図中に白抜矢符にて示す記録
紙８の搬送方向に直交して配置されたスライドシャフト７に摺動自在に取り付けられてい
る。また、インクカートリッジからなるインク供給部６とヘッドユニット１とは、チュー
ブ５を介して接続されており、インク供給部６からチューブ５を介してヘッドユニット１
へインクが供給され、供給されたインクをヘッドユニット１が噴射することにより、記録
紙８に印字を行っている。
尚、本実施の形態におけるインクジェット記録装置は、カラー出力に対応しており、イン
ク供給部６は、黒，シアン，マゼンダ，イエロー，ライトシアン及びライトマゼンダの６
色のインクカートリッジを備え、インク供給部６は、夫々に対応するチューブ５を介して
ヘッドユニット１にインクを供給する。
【００２４】
図２はヘッドユニット１の構成を示す説明図、図３はコネクタ２の構成を示す説明図、図
４はコネクタ２と記録ヘッド３との接続部を示す断面図、図５はヘッドユニット１の外観
斜視図である。
ヘッドユニット１は、スライドシャフト７に摺動自在に取り付けられるキャリッジ４と、
キャリッジ４に搭載される記録ヘッド３と、チューブ５を記録ヘッド３に取り付けるため
のコネクタ２とにより構成されている。コネクタ２、記録ヘッド３及びキャリッジ４は互
いに取り外しが可能に構成されており、キャリッジ４に取り付けられた記録ヘッド３から
のコネクタ２の取り外し、コネクタ２を取り付けられた記録ヘッド３のキャリッジ４から
の取り外しも容易に可能である。
【００２５】
コネクタ２は、６本のチューブ５を束ねて保持する保持部２１と、保持部２１が保持する
チューブ５を固定する蓋部２２とにより構成されている。
保持部２１は長板形状をなしており、一方の面に６本のチューブ５を夫々嵌合させる嵌合
溝２３が並設してある。この嵌合溝２３は、隣接する２側面にて夫々チューブ５を突出さ
せるべく、略直角に屈曲し、隣接する２側面夫々に開口端を有して設けてある。また、嵌
合溝２３の記録ヘッド３側の開口端部には、夫々凹部２４が設けてあり、６つの凹部２４
が並設された直線上の、嵌合溝２３の他方の開口端を有する一側面側に、鈎状の掛止部２
５を備えている。
また、保持部２１の他方の面には、長板状の固定部２６が突設され、この固定部２６には
長手方向の両端部に、コネクタ２を記録ヘッド３にビス２７，２７により固定すべく、貫
通孔２６ａ，２６ａが設けてある。
【００２６】
上述の構成の保持部２１には、結束部材５１により記録ヘッド３への接続部を束ねられた
チューブ５を、嵌合溝２３に、夫々適宜の長さの接続端部５ａを突出させて嵌合させ、接
続端部５ａ夫々に挿通させた適宜の大きさの０リング２９を凹部２４に嵌合してある。
また蓋部２２には、嵌合溝２３を避けて適宜の２箇所でビス２８，２８により保持部２１
に固定されるべく、適宜の位置に貫通孔２２ａ，２２ａが設けてあり、ビス２８，２８に
て蓋部２２を保持部２１に取り付けることにより、チューブ５を保持するコネクタ２を構
成している。
【００２７】
尚、夫々の嵌合溝２３の形状に合わせてチューブ５を屈曲させて成形することにより、チ
ューブ５を、その形状に対応した嵌合溝２３に容易に嵌合させることができ、夫々のチュ
ーブ５の記録ヘッド３への接続端部５ａを常に一定の長さで保持することができる。
【００２８】
記録ヘッド３は、インク供給部６から供給されたインクを一時的に蓄える６つのサブタン
ク（図示せず）と、各サブタンクに連設され、記録紙８に対向する６つのインク吐出口（
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図示せず）とを備えた箱体であり、上面の一辺部分を切り欠き、切り欠いた断面に、サブ
タンクに連通し、チューブ５の記録ヘッド３への接続端部５ａを挿入する挿入孔３１を、
コネクタ２から突出する接続端部５ａに対応する位置に６つ並設している。
また、記録ヘッド３の挿入孔３１夫々の開口端近傍には、コネクタ２の凹部２４に嵌合が
可能な凸部３４を設けている。
【００２９】
上述のような構成により、図４（ａ）に矢符で示すように、コネクタ２により保持された
チューブ５の接続端部５ａを、記録ヘッド３の挿入孔３１に挿入した場合、図４（ｂ）に
示すように、記録ヘッド３の凸部３４は、対応するコネクタ２の凹部２４に容易に嵌合す
ることができ、インク供給部６からサブタンクへのインクの流路を構成することができる
。また、コネクタ２の凹部２４に配されたＯリング２９が、記録ヘッド３の凸部３４と該
凹部２４との嵌合部において変形し、サブタンクから逆流するインクの流出を防止するこ
とができる。
【００３０】
記録ヘッド３は、コネクタ２を記録ヘッド３へ接続した場合に、コネクタ２に備える掛止
部２５が掛止できる位置に、凹部３２を設けており、上述のように、挿入孔３１にチュー
ブ５の接続端部５ａを夫々挿入して、コネクタ２と記録ヘッド３とを接続した場合に、凹
部３２にコネクタ２の掛止部２５を掛止させる。また、コネクタ２の固定部２６の貫通孔
２６ａ，２６ａに夫々ビス２７，２７を貫通させ、記録ヘッド３にねじ込むことにより、
記録ヘッド３の移動に伴いチューブ５が屈曲等する場合であっても、コネクタ２が記録ヘ
ッド３に確実に固定され、チューブ５を介してインク供給部６から記録ヘッド３への安定
したインクの流路を構成することができる。
また、記録ヘッド３は、凹部３２を有する側面及びその反対側の側面に、夫々Ｌ字状の凸
部３３，３３を備えている。
【００３１】
キャリッジ４は、記録ヘッド３を搭載できる箱体であり、一側面が他の三面よりも飛び出
した形状をなしており、該一側面には、スライドシャフト７に摺動自在に取り付けが可能
な取付孔４１が設けてある。この一側面に隣接する２つの側面には、記録ヘッド３を搭載
した場合に、記録ヘッド３の側面に備える２つの凸部３３，３３夫々が収まるように、切
欠部４３，４３が設けてあり、この切欠部４３，４３を隔てた位置に２つの凸部４４ａ，
４４ｂを夫々突設してある。
また、前記２つの側面の一方には、コネクタ２を介してチューブ５を取り付けられた記録
ヘッド３を搭載した場合に、コネクタ２に備える掛止部２５及びコネクタ２を介してイン
ク供給部６に接続されるチューブ５を挿通させるための切欠部４２も設けてある。
【００３２】
コネクタ２を介してチューブ５を接続された記録ヘッド３は、コネクタ２の掛止部２５と
、コネクタ２を介してインク供給部６に接続されるチューブ５とを、切欠部４２に挿通さ
せ、凸部３３，３３を夫々切欠部４３，４３に収めて、キャリッジ４に搭載される。
次いで、図５に示すように、記録ヘッド３の凸部３３，３３を夫々中心とし、キャリッジ
４の側面に備える凸部４４ａ，４４ｂに、板ばね５３を略Ｗ字状に取り付ける。これによ
り、板ばね５３の反力にて記録ヘッド３がキャリッジ４に固定される。
【００３３】
一方、記録ヘッド３は、上面に、該記録ヘッド３を駆動させるための電子部品を実装した
駆動用基板５５を備えている。また、チューブ５を束ねる結束部材５１は、メイン基板と
駆動用基板５５とを接続する信号線を備えたフラットケーブル５２を保持する構成も有し
ており、結束部材５１にて保持されたフラットケーブル５２は、コネクタ２の蓋部２２に
接着剤等により固定され、接続端５２ａを駆動用基板５５に備える接続部５４に接続する
ことにより、メイン基板と駆動用基板５５とを接続している。
【００３４】
上述のような構成により、インクジェット記録装置の動作時にスライドシャフト７に沿っ
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てキャリッジ４が往復移動を行った場合でも、コネクタ２の掛止部２５が記録ヘッド３の
凹部３２に掛止し、また板ばね５３の反力が記録ヘッド３をキャリッジ４に固定すること
により、コネクタ２，記録ヘッド３及びキャリッジ４が確実に固定される。
また、チューブ５，コネクタ２，記録ヘッド３及びキャリッジ４夫々が互いに着脱が可能
であることにより、交換する必要がある部材のみの交換が可能であり、部材の無駄を防止
することができ、交換作業が簡素である。更に、コネクタ２に、チューブ５を嵌合させる
ための嵌合溝２３を設けることにより、ヘッドユニット１を構成する各部材の交換の際の
チューブ５の取り扱いが容易となる。
【００３５】
上述した実施の形態では、コネクタ２と記録ヘッド３とは、コネクタ２の凹部２４に嵌合
させたＯリング２９を介して接続している例を示しているが、Ｏリング２９に限られず、
他の弾性部材を用いてもよく、コネクタ２と記録ヘッド３とを安定して接続でき、記録ヘ
ッド３内のサブタンクからのインクの流出を防止するものであればよい。
また、記録ヘッド３とキャリッジ４とを略Ｗ字状の板ばね５３により固定しているが、こ
の形状の板ばねに限られず、また、板ばねにも限られず、他の弾性部材等を用いてもよい
。
【００３６】
【発明の効果】
本発明による場合は、チューブを、記録ヘッドに着脱が可能なコネクタを介して、前記記
録ヘッドに接続することにより、記録ヘッドの交換時のチューブの取り扱いが容易となる
。また、記録ヘッド及びチューブを夫々単独で交換することができ、各部材の交換作業が
簡素である。更に、交換する必要がある部材のみを交換することにより、部材の無駄がな
いインクジェット記録装置を実現することができる。
【００３７】
本発明による場合は、記録ヘッドを、キャリッジに着脱が可能に搭載することにより、記
録ヘッド及びキャリッジを夫々単独で交換することができ、各部材の交換作業が簡素であ
る。また、交換する必要がある部材のみを交換することにより、部材の無駄がないインク
ジェット記録装置を実現することができる。
【００３８】
本発明による場合は、コネクタが、１又は複数のチューブを記録ヘッドに接続することに
より、コネクタと記録ヘッドとを接続するだけで、夫々のチューブを介したインク供給部
から記録ヘッドへの複数のインクの流路を容易に構成することができ、カラー出力にも対
応できるインクジェット記録装置を実現することができる。
【００３９】
本発明による場合は、コネクタが、チューブの記録ヘッドへの接続部近傍を嵌合させる嵌
合溝を有することにより、チューブをコネクタに容易に嵌合させることができ、複数のチ
ューブを記録ヘッドに接続する場合であっても、各チューブの取り扱いが容易である。ま
た、コネクタによるチューブの記録ヘッドへの取り付けも容易であり、各部材の交換作業
が簡素であるインクジェット記録装置を実現することができる。
【００４０】
本発明による場合は、コネクタ及び記録ヘッドを、弾性部材を介して接続することにより
、コネクタを通過して記録ヘッドへ供給されるインクの流路を、高い密封性にて構成する
インクジェット記録装置を実現することができる。
【００４１】
本発明による場合は、記録ヘッドが、チューブの該記録ヘッドへの接続端部を嵌合させる
嵌合孔を有することにより、コネクタが、チューブの前記接続端部を記録ヘッドの嵌合孔
に嵌合させて、チューブを記録ヘッドに容易に接続することができる。また、前記コネク
タを、弾性部材を介して、記録ヘッドに接続することにより、コネクタを通過して記録ヘ
ッドへ供給されるインクの流路を、高い密封性にて構成するインクジェット記録装置を実
現することができる。
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【００４２】
本発明による場合は、コネクタが、嵌合溝の記録ヘッドとの接続端部に凹部を有し、記録
ヘッドが、該凹部に対応する凸部を有することにより、記録ヘッドの凸部を正しく位置決
めでき、対応するコネクタの凹部に容易に嵌合させることができる。また、記録ヘッドの
凸部を、コネクタの凹部に配された弾性部材を介して、該凹部に嵌合させることにより、
該弾性部材が、前記凸部及び凹部の嵌合部において変形し、記録ヘッドの嵌合孔と該嵌合
孔に嵌合されたチューブとの間のインクの流出を防止することができ、コネクタを通過し
て記録ヘッドへ供給されるインクの流路を高い密封性にて構成するインクジェット記録装
置を実現することができる。
【００４３】
本発明による場合は、複数のチューブが記録ヘッドに接続されており、記録ヘッドの嵌合
孔に夫々嵌合すべく、コネクタから突出している各チューブの接続端部の突出量を略等し
くなすことにより、チューブ夫々の接続端部から記録ヘッドへの構造を同一に構成するこ
とができ、チューブ，コネクタ及び記録ヘッドの接続作業が容易であるインクジェット記
録装置を実現することができる。
【００４４】
本発明による場合は、記録ヘッドは、該記録ヘッドを駆動させるための駆動用基板を備え
ており、コネクタが、メイン基板と前記駆動用基板とを接続する信号線を保持することに
より、キャリッジに搭載されて往復移動を行う記録ヘッドに備える駆動用基板に接続され
る信号線を確実に保持することができる。また、前記信号線を、記録ヘッドに接続される
チューブと共に一括に保持するインクジェット記録装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るインクジェット記録装置の構成を示す概略図である。
【図２】ヘッドユニットの構成を示す説明図である。
【図３】コネクタの構成を示す説明図である。
【図４】コネクタと記録ヘッドとの接続部を示す断面図である。
【図５】ヘッドユニットの外観斜視図である。
【符号の説明】
１　ヘッドユニット
２　コネクタ
３　記録ヘッド
４　キャリッジ
５　チューブ
５ａ　接続端部
６　インク供給部
８　記録紙
２３　嵌合溝
２４　凹部
２９　Ｏリング
３１　挿入孔
３４　凸部
５２　フラットケーブル
５５　駆動用基板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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