
JP 6624372 B2 2019.12.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体に液体を吐出する液体吐出装置であって、
　該液体吐出装置全体の駆動を制御する制御部の少なくとも一部を構成する制御基板と、
　前記液体を吐出する吐出部と、
　前記制御基板及び前記吐出部と接続されるとともに前記吐出部を駆動する駆動基板と、
　負荷吸収部と、
を備えるキャリッジを備え、
　前記負荷吸収部は、前記吐出部と前記駆動基板とを電気的に接続するケーブルとは別に
、前記吐出部に対する前記駆動基板側からの物理的な負荷を吸収する弾性体を有すること
を特徴とする液体吐出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の液体吐出装置において、
　前記キャリッジは、
　　前記吐出部と前記駆動基板とを収容する吐出部及び駆動基板収容部と、
　　前記制御基板を収容する制御基板収容部と、
を備えることを特徴とする液体吐出装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の液体吐出装置において、
　前記キャリッジは、
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　　前記吐出部を収容する吐出部収容部と、
　　前記駆動基板と前記制御基板を収容する駆動基板及び制御基板収容部と、
を備えることを特徴とする液体吐出装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の液体吐出装置において、
　前記キャリッジは、
　　前記吐出部を収容する吐出部収容部と、
　　前記駆動基板を収容する駆動基板収容部と、
　　前記制御基板を収容する制御基板収容部と、
を備えることを特徴とする液体吐出装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の液体吐出装置において、
　前記負荷吸収部は、前記吐出部に対する前記駆動基板の所定の距離の接近及び離間を許
容するあそびが設けられた移動規制部を有することを特徴とする液体吐出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体吐出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、媒体にインクなどの液体を吐出して記録する記録装置のような液体吐出装置
が開示されている。このような液体吐出装置においては、液体の吐出部や該吐出部を駆動
するための駆動基板を備える。　
　例えば、特許文献１及び２には、液体の吐出部と該吐出部を駆動するための駆動基板と
を備える液体吐出装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－９４４５４号公報
【特許文献２】特開２００６－２０５６８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　駆動基板を駆動させると発熱する。一方、吐出部が昇温すると、液体を吐出するノズル
が詰まりやすくなる等、悪影響が出る場合がある。また、一般的に、駆動基板は吐出部の
近傍に設けられるので、駆動基板を駆動させることにより生じた熱が吐出部に伝わらない
ようにすることが望まれている。ここで、特許文献１及び２の構成では、駆動基板の熱が
吐出部に伝わりやすい配置となっているが、例えば駆動基板を吐出部に対して立てて配置
するなど、駆動基板の熱が吐出部に伝わりにくい配置とすると、吐出部に駆動基板側から
負荷がかかる構成になりやすい。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、吐出部に駆動基板側から負荷がかかることを抑制することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための本発明の第１の態様の液体吐出装置は、媒体に液体を吐出す
る液体吐出装置であって、該液体吐出装置全体の駆動を制御する制御部の少なくとも一部
を構成する制御基板と、前記液体を吐出する吐出部と、前記制御基板及び前記吐出部と接
続されるとともに前記吐出部を駆動する駆動基板と、を備えるキャリッジを備え、前記キ
ャリッジは、前記吐出部に対する前記駆動基板側からの物理的な負荷を吸収する負荷吸収
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部を備えることを特徴とする。
【０００７】
　本態様によれば、キャリッジは、吐出部に対する前記駆動基板側からの物理的な負荷を
吸収する負荷吸収部を備える。このため、吐出部に対して駆動基板が接近する方向及び離
間する方向に移動しても、吐出部が駆動基板に押し付けられる力及び引っ張られる力を低
減でき、吐出部に駆動基板側から負荷がかかることを抑制することができる。
【０００８】
　本発明の第２の態様の液体吐出装置は、前記第１の態様において、前記キャリッジは、
前記吐出部と前記駆動基板とを収容する吐出部及び駆動基板収容部と、前記制御基板を収
容する制御基板収容部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本態様によれば、キャリッジは、吐出部と駆動基板とを収容する吐出部及び駆動基板収
容部と、制御基板を収容する制御基板収容部と、を備える。このため、吐出部及び駆動基
板収容部と、制御基板収容部と、を備える構成のキャリッジにおいて、吐出部に駆動基板
側から負荷がかかることを抑制することができる。
【００１０】
　本発明の第３の態様の液体吐出装置は、前記第１の態様において、前記キャリッジは、
前記吐出部を収容する吐出部収容部と、前記駆動基板と前記制御基板を収容する駆動基板
及び制御基板収容部と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　本態様によれば、キャリッジは、吐出部を収容する吐出部収容部と、駆動基板と制御基
板を収容する駆動基板及び制御基板収容部と、を備える。このため、吐出部収容部と、駆
動基板及び制御基板収容部と、を備える構成のキャリッジにおいて、吐出部に駆動基板側
から負荷がかかることを抑制することができる。
【００１２】
　本発明の第４の態様の液体吐出装置は、前記第１の態様において、前記キャリッジは、
前記吐出部を収容する吐出部収容部と、前記駆動基板を収容する駆動基板収容部と、前記
制御基板を収容する制御基板収容部と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　本態様によれば、キャリッジは、吐出部を収容する吐出部収容部と、駆動基板を収容す
る駆動基板収容部と、制御基板を収容する制御基板収容部と、を備える。このため、吐出
部収容部と、駆動基板収容部と、制御基板収容部と、を備える構成のキャリッジにおいて
、吐出部に駆動基板側から負荷がかかることを抑制することができる。
【００１４】
　本発明の第５の態様の液体吐出装置は、前記第１から第４のいずれか１つの態様におい
て、前記負荷吸収部は、弾性体を有することを特徴とする。
【００１５】
　本態様によれば、負荷吸収部は、弾性体を有する。このため、キャリッジの構成などに
応じて適正な弾性力の弾性体を使用することにより、特に効果的に、吐出部に駆動基板側
から負荷がかかることを抑制することができる。
【００１６】
　本発明の第６の態様の液体吐出装置は、前記第１から第４のいずれか１つの態様におい
て、前記負荷吸収部は、前記吐出部に対する前記駆動基板の所定の距離の接近及び離間を
許容するあそびが設けられた移動規制部を有することを特徴とする。
【００１７】
　本態様によれば、負荷吸収部は、吐出部に対する駆動基板の所定の距離の接近及び離間
を許容するあそびが設けられた移動規制部を有する。このため、簡単な構成で負荷吸収部
を構成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本発明の実施例１の記録装置を表す概略斜視図。
【図２】本発明の実施例１の記録装置を表す概略平面図。
【図３】本発明の実施例１の記録装置を表す概略正面図。
【図４】本発明の実施例１の記録装置を表す概略側面図。
【図５】本発明の実施例１の記録装置を表す概略背面図。
【図６】本発明の実施例１の記録装置の要部を表す概略正面図。
【図７】本発明の実施例１の記録装置の要部を表す概略正面透視図。
【図８】本発明の実施例１の記録装置の要部を表す概略側面透視図。
【図９】本発明の実施例１の記録装置を表すブロック図。
【図１０】本発明の実施例２の記録装置の要部を表す概略正面透視図。
【図１１】本発明の実施例２の記録装置の要部を表す概略側面透視図。
【図１２】本発明の実施例２の記録装置に採用可能な要部を表す概略側面透視図。
【図１３】本発明の実施例２の記録装置の要部を表す概略斜視図。
【図１４】本発明の実施例３の記録装置の要部を表す概略側面透視図。
【図１５】本発明の実施例３の記録装置の要部を表す概略側面透視図。
【図１６】本発明の実施例４の記録装置の要部を表す概略側面透視図。
【図１７】本発明の実施例５の記録装置の要部を表す概略側面透視図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明の液体吐出装置としての一実施例に係る記録装置について、添付図面を
参照して詳細に説明する。　
　［実施例１］（図１から図９）　
　最初に、本発明の実施例１に係る記録装置１の概要について説明する。　
　図１は本実施例の記録装置１の概略斜視図である。また、図２は本実施例の記録装置１
の概略平面図である。また、図３は本実施例の記録装置１の概略正面図である。また、図
４は本実施例の記録装置１の概略側面図である。また、図５は本実施例の記録装置１の概
略背面図である。なお、図１から図５は、本実施例の記録装置１から構成部材の一部を取
り外した状態を表しており、例えば、キャリッジ６からサブキャリッジ５（図６参照）を
取り外した状態を表している。
【００２０】
　本実施例の記録装置１は、粘着剤が付着された支持面で被記録媒体（媒体）を支持する
粘着性ベルト２（無端ベルト）により被記録媒体を搬送方向Ａに搬送する搬送機構３を備
えている。また、ロール状の被記録媒体をセット可能であり、該被記録媒体を搬送機構３
に繰り出すことが可能な不図示の繰出部を備えている。また、搬送機構３による被記録媒
体の搬送領域に、吐出部としての記録ヘッド７を備えたキャリッジ６を被記録媒体の搬送
方向Ａと交差する往復移動方向Ｂに往復走査させて記録する記録機構４を備えている。さ
らに、記録機構４において記録がなされた被記録媒体を巻き取ることが可能な不図示の巻
取機構を備えている。
【００２１】
　本実施例の搬送機構３は、繰出部から繰り出された被記録媒体を載置して搬送する粘着
性ベルト２と、粘着性ベルト２を移動させる駆動ローラー８と、従動ローラー９と、を備
えている。被記録媒体は粘着性ベルト２の支持面に貼り付けられて載置される。　
　ただし、搬送ベルトとしての無端ベルトは粘着性ベルトに限定されない。例えば、静電
吸着式の無端ベルトを用いてもよい。　
　なお、本実施例の記録装置１は、このような構成の搬送機構３を備えているが、このよ
うな構成の搬送機構に限定されず、被記録媒体を移動式の支持トレイなどに支持させて搬
送する構成や、被記録媒体をローラー対などにより搬送させる構成などとしてもよい。さ
らには、被記録媒体を支持部に固定させ、固定された被記録媒体に対して記録ヘッド７を
移動させて記録する、所謂フラッドベッドタイプの記録装置としてもよい。
【００２２】
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　記録機構４は、インク（液体）を吐出可能な記録ヘッド７を備えるキャリッジ６を往復
移動方向Ｂに往復移動させるキャリッジモーター３０（図９参照）を有している。　
　本実施例の記録装置１は、記録の際、記録ヘッド７を備えるキャリッジ６を往復走査さ
せて記録するが、記録走査中（キャリッジ６の移動中）は、搬送機構３は被記録媒体の搬
送を停止させる。別の表現をすると、記録の際、キャリッジ６の往復走査と被記録媒体の
搬送は交互に行われる。すなわち、記録の際、キャリッジ６の往復走査に対応して、搬送
機構３は被記録媒体を間欠搬送（粘着性ベルト２を間欠移動）させている。　
　なお、本実施例の記録装置１は、往復移動しながら記録する記録ヘッド７を備えている
が、インクを吐出するノズルを搬送方向Ａと交差する交差方向に複数設けた所謂ラインヘ
ッドを備える記録装置でもよい。　
　ここで、「ラインヘッド」とは、被記録媒体の搬送方向Ａと交差する交差方向に形成さ
れたノズルの領域が、被記録媒体の交差方向全体をカバー可能なように設けられ、記録ヘ
ッド又は被記録媒体を相対的に移動させて画像を形成する記録装置に用いられる記録ヘッ
ドである。なお、ラインヘッドの交差方向のノズルの領域は、記録装置が対応している全
ての被記録媒体の交差方向全体をカバー可能でなくてもよい。　
　また、本発明における「キャリッジ」とは、吐出部を有し、媒体と吐出部とを相対的に
移動可能な構成で使用されるものを意味する。このため、ラインヘッド（或いはラインヘ
ッドを収容する収容部）も本発明におけるキャリッジに含まれる。
【００２３】
　なお、本実施例の記録装置１の骨格部を構成するパイプ１１ａには往復移動方向Ｂに延
設されるレール１０ａが構成され、本実施例の記録装置１の骨格部を構成するパイプ１１
ｂには往復移動方向Ｂに延設されるレール１０ｂが構成されている。そして、本実施例の
キャリッジ６は、レール１０ａ及びレール１０ｂに不図示の軸受部が受けられることで、
往復移動方向Ｂへの移動がレール１０ａ及びレール１０ｂにガイドされる。
【００２４】
　また、パイプ１１ｂの下部の位置には、往復移動方向Ｂに延設され、不図示の複数の送
風口から搬送方向Ａとは逆方向に送風する、送風部１２が設けられている。そして、パイ
プ１１ａの下部の位置には、往復移動方向Ｂに延設され、記録ヘッド７から吐出されたイ
ンクのミストを回収可能な、ミストの回収部１３が設けられている。なお、ミストの回収
部１３は、パイプ１１ａの下部の位置において往復移動方向Ｂに延設される回収口１６が
設けられている。　
　また、本実施例の記録装置１の搬送方向Ａにおける下流側には、図３で表されるように
、送風部１２による送風力を発生させる送風ファン１４が複数（３つ）設けられている。
送風ファン１４が発生させる送風力により、送風部１２は回収部１３の外部（搬送方向Ａ
における下流側の位置）から回収口１６に向けて送風することが可能になっている。そし
て、本実施例の記録装置１の搬送方向Ａにおける上流側には、図５で表されるように、回
収口１６から回収部１３の内部に向けて、さらに、回収部１３の内部から記録装置１の外
部に向けて、気流を発生させる吸引部としての吸引ファン１５が複数（３つ）設けられて
いる。
【００２５】
　次に、本実施例の記録装置１の要部であるキャリッジ６及び該キャリッジ６に搭載され
るサブキャリッジ５について説明する。　
　ここで、図６は、キャリッジ６の概略正面図である。また、図７は、サブキャリッジ５
の概略正面透視図である。また、図８は、サブキャリッジ５の概略側面透視図である。
【００２６】
　図６で表されるように、本実施例のキャリッジ６は、複数のサブキャリッジ５を搭載し
て往復移動方向Ｂに往復走査することが可能に構成されている。
【００２７】
　また、図７及び図８で表されるように、サブキャリッジ５は、記録装置１全体の駆動を
制御する制御部２３（図９参照）の一部を構成する制御基板４１を収容した制御基板収容
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部１９と、記録ヘッド７と該記録ヘッド７を駆動する駆動基板４０とを収容した吐出部及
び駆動基板収容部２０と、を有している。そして、制御基板収容部１９と吐出部及び駆動
基板収容部２０とは、制御基板収容部１９側の接続部３８（コネクター端子）と吐出部及
び駆動基板収容部２０側の接続部３９（コネクター端子）とで接続されている。さらに、
駆動基板４０と記録ヘッド７とは負荷吸収部４２を介して接続されている。
【００２８】
　また、図７及び図８で表されるように、制御基板収容部１９と吐出部及び駆動基板収容
部２０との間の吐出部及び駆動基板収容部２０における駆動基板４０の上部には、キャリ
ッジ６に接続され駆動基板４０を固定する固定部２１が設けられている。別の表現をする
と、キャリッジ６（サブキャリッジ５）には、記録ヘッド７の位置に対する駆動基板４０
の位置を固定する固定部２１が駆動基板４０の上方向（記録ヘッド７とは反対方向）に設
けられている。
【００２９】
　また、図７及び図８で表されるように、本実施例の駆動基板４０は、駆動基板４０に対
する記録ヘッド７の方向（鉛直上方向Ｃに沿う方向）に沿って設けられている。別の表現
をすると、本実施例の駆動基板４０は、記録ヘッド７に面しない配置で設けられている。
このため、駆動基板４０により生じた熱が記録ヘッド７に伝わることを効率的に抑制する
構成になっている。
【００３０】
　次に、本実施例の記録装置１における電気的な構成について説明する。　
　図９は、本実施例の記録装置１のブロック図である。　
　本実施例の記録装置１全体の駆動を制御する制御部２３には、記録装置１の全体の制御
を司るＣＰＵ２４が設けられている。ＣＰＵ２４は、システムバス２５を介して、ＣＰＵ
２４が実行する各種制御プログラム等を格納したＲＯＭ２６と、データを一時的に格納可
能なＲＡＭ２７と接続されている。
【００３１】
　また、ＣＰＵ２４は、システムバス２５を介して、記録ヘッド７を駆動するためのヘッ
ド駆動部２８と接続されている。　
　また、ＣＰＵ２４は、システムバス２５を介して、キャリッジモーター３０、搬送モー
ター３１、繰出モーター３２、巻取モーター３３、送風ファンモーター１７及び吸引ファ
ンモーター１８を駆動させるためのモーター駆動部２９と接続されている。　
　ここで、キャリッジモーター３０は、記録ヘッド７を備えたキャリッジ６を移動させる
ためのモーターである。また、搬送モーター３１は、駆動ローラー８を駆動するためのモ
ーターである。また、繰出モーター３２は、不図示の繰出部にセットされた被記録媒体を
搬送機構３に送り出すための繰出部の駆動モーターである。また、巻取モーター３３は、
記録がなされた被記録媒体を巻き取るために不図示の巻取機構を駆動させるための駆動モ
ーターである。また、送風ファンモーター１７は、送風ファン１４を駆動するためのモー
ターである。そして、吸引ファンモーター１８は、吸引ファン１５を駆動するためのモー
ターである。　
　さらに、ＣＰＵ２４は、システムバス２５を介して、入出力部３４と接続されており、
入出力部３４は、記録データ等のデータ及び信号の送受信を行うためのＰＣ３５と接続さ
れている。
【００３２】
　上記のように、本実施例の記録装置１は、被記録媒体にインクを吐出する記録装置であ
って、該記録装置１全体の駆動を制御する制御部２３の少なくとも一部を構成する制御基
板４１と、インクを吐出する記録ヘッド７と、制御基板４１及び記録ヘッド７と接続され
るとともに記録ヘッド７を駆動する駆動基板４０と、を備えるキャリッジ６を備えている
。　
　そして、キャリッジ６は、記録ヘッド７の位置に対する駆動基板４０の位置を固定する
固定部２１を備えている。このため、記録ヘッド７に対して駆動基板４０が接近する方向
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及び離間する方向に移動すること、すなわち、記録ヘッド７が駆動基板４０に押し付けら
れること及び引っ張られることを抑制し、記録ヘッド７に駆動基板４０側から負荷がかか
ることを抑制している。
【００３３】
　また、上記のように、キャリッジ６は、記録ヘッド７に対する駆動基板４０側からの物
理的な負荷を吸収する負荷吸収部４２を備えている。このため、記録ヘッド７に対して駆
動基板４０が接近する方向及び離間する方向に移動しても、記録ヘッド７が駆動基板４０
に押し付けられる力及び引っ張られる力を低減し、記録ヘッド７に駆動基板４０側から負
荷がかかることを抑制している。
【００３４】
　また、上記のように、本実施例のキャリッジ６は、記録ヘッド７と駆動基板４０とを収
容する吐出部及び駆動基板収容部２０と、制御基板４１を収容する制御基板収容部１９と
、を備えている。このため、本実施例の記録装置１は、吐出部及び駆動基板収容部２０と
、制御基板収容部１９と、を備える構成のキャリッジ６において、記録ヘッド７に駆動基
板４０側から負荷がかかることを抑制していると表現できる。
【００３５】
　また、図７及び図８で表されるように、本実施例の固定部２１は、上方向から記録ヘッ
ド７の位置に対する駆動基板４０の位置を固定している。このように、本実施例の記録装
置１は、固定部２１により上方向（鉛直上方向Ｃ）から固定することで、該駆動基板４０
を収容し上下方向に長い収容部（吐出部及び駆動基板収容部２０）が倒れる（位置がずれ
る）ことを特に効果的に抑制できる構成になっている。　
　なお、本実施例の固定部２１は、鉛直上方向Ｃから記録ヘッド７の位置に対する駆動基
板４０の位置を固定しているが、厳密な意味での鉛直上方向Ｃからではなく、上側であっ
て鉛直上方向Ｃから多少ずれた方向から固定する構成であってもよい。
【００３６】
　また、図７及び図８で表されるように、本実施例の記録装置１は、キャリッジ６に、複
数の記録ヘッド７と、制御基板４１接続されるとともに複数の記録ヘッド７と１つずつ対
応して接続される複数の駆動基板４０と、を備えている。そして、制御基板４１に対して
駆動基板４０が複数接続されている。本実施例の記録装置１は、このような構成により、
記録ヘッド７を交換する際、例えば、複数の駆動基板４０から制御基板４１を一括して外
し（すなわち、吐出部及び駆動基板収容部２０から制御基板収容部１９を取り外し）、ス
ペースを空けたうえで、交換する記録ヘッド７に対応する駆動基板４０を個別に記録ヘッ
ド７から外して、記録ヘッド７を交換することができる。したがって、記録ヘッド７を交
換する際の作業性が向上した構成になっている。
【００３７】
　さらに詳細には、本実施例のキャリッジ６は、異なる種類のインクに対応する、１又は
複数のサブキャリッジ５毎のグループに分かれている。そして、サブキャリッジ５毎に１
つの制御基板４１が複数の駆動基板４０に対して一括して接続されている（図６、図７及
び図８参照）。　
　別の表現をすると、複数の記録ヘッド７は、グループ毎に異なる種類のインクを吐出可
能な構成になっており、制御基板４１は、グループ毎に、駆動基板４０に対して一括して
接続されている。グループ毎に異なる種類のインクを吐出可能な構成においては、一般的
に、グループ毎に記録ヘッド７を交換するので、グループ毎に異なる種類のインクを吐出
可能な構成において、記録ヘッド７を交換する際の作業性を向上した構成になっている。
また、制御基板４１と駆動基板４０との接続を外す回数を減少できる構成（制御基板４１
に対して交換しないグループの駆動基板４０まで取り外す必要のない構成）になっている
ので、制御基板４１と駆動基板４０との接続を外すことに伴う接続部３８及び３９の損傷
を抑制できる構成になっている。
【００３８】
　一方、制御基板４１は、全ての駆動基板４０に対して一括して接続されていてもよい。
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そのような構成とすることで、例えば数多くの記録ヘッド７を交換する際などにおいて、
特に効果的に、記録ヘッド７を交換する際の作業性を向上することができるためである。
【００３９】
　また、本実施例の記録装置１は、吐出部及び駆動基板収容部２０と制御基板収容部１９
とはコネクター端子である接続部３８及び３９で接続されている。このため、吐出部及び
駆動基板収容部２０と制御基板収容部１９との接合及び取り外しの際の作業性が向上した
構成になっている。
【００４０】
　［実施例２］（図１０から図１３）　
　次に、本発明の実施例２に係る記録装置について説明する。　
　図１０は本実施例のサブキャリッジ５の概略正面透視図であり、実施例１のサブキャリ
ッジ５を表す図７に対応している。また、図１１は本実施例のサブキャリッジ５の概略側
面透視図であり、実施例１の記録装置１のサブキャリッジ５を表す図８に対応している。
また、図１２は本実施例のキャリッジ６に採用可能な固定部４３を備えたキャリッジ６の
概略側面透視図である。そして、図１３は本実施例のサブキャリッジ５の一部の概略斜視
図である。　
　なお、上記実施例１と共通する構成部材は同じ符号で示しており、詳細な説明は省略す
る。　
　本実施例の記録装置１は、キャリッジ６の構成のみが実施例１の記録装置１と相違する
。
【００４１】
　上記のように、実施例１のキャリッジ６（サブキャリッジ５）は、記録ヘッド７と駆動
基板４０とを収容する吐出部及び駆動基板収容部２０と、制御基板４１を収容する制御基
板収容部１９と、を備えていた。　
　一方、本実施例のキャリッジ６（サブキャリッジ５）は、図１０及び図１１で表される
ように、記録ヘッド７を収容する吐出部収容部３７と、駆動基板４０と制御基板４１を収
容する駆動基板及び制御基板収容部３６と、を備えている。そして、実施例１のキャリッ
ジ６と同様、固定部２１と負荷吸収部４２とを備えている。このため、本実施例の記録装
置１は、吐出部収容部３７と、駆動基板及び制御基板収容部３６と、を備える構成のキャ
リッジ６において、記録ヘッド７に駆動基板４０側から負荷がかかることを抑制している
と表現できる。
【００４２】
　図１０及び図１１で表されるように、駆動基板及び制御基板収容部３６の内部において
、本実施例の駆動基板４０と制御基板４１とは、ＦＦＣ（ヘレキシブルフラットケーブル
）２２で接続されている。そして、駆動基板及び制御基板収容部３６と吐出部収容部３７
とは、駆動基板及び制御基板収容部３６側の接続部４４（コネクター端子）と吐出部収容
部３７側の接続部４５（コネクター端子）とで接続されている。
【００４３】
　また、図１０で表されるように、本実施例の固定部２１は、駆動基板及び制御基板収容
部３６を吐出部収容部３７にネジ止めすることで、記録ヘッド７の位置に対する駆動基板
４０の位置を固定する構成である。一方、図１２で表されるように、本実施例の固定部２
１を使用する構成の代わりに、キャリッジ６の吐出部収容部３７以外の一部に駆動基板及
び制御基板収容部３６を固定部４３で固定することで、記録ヘッド７の位置に対する駆動
基板４０の位置を固定する構成としてもよい。
【００４４】
　また、図１３で表されるように、本実施例の吐出部収容部３７においては、固定部２１
に孔部４８が形成されている。そして、図１３で表されるように、孔部４８に記録ヘッド
７を通し、該記録ヘッド７の下面側と吐出部収容部３７の下面側４９と、並びに、該記録
ヘッド７の上面側に設けられた中継基板４６と吐出部収容部３７の上面側５１と、をネジ
４７で固定することで、記録ヘッド７は吐出部収容部３７に固定される構成となっている
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。
【００４５】
　［実施例３］（図１４及び図１５）
　次に、本発明の実施例２に係る記録装置について説明する。　
　図１４は本実施例のサブキャリッジ５の概略側面透視図であり、実施例１の記録装置１
のサブキャリッジ５を表す図８、実施例２の記録装置１のサブキャリッジ５を表す図１１
に対応している。そして、図１５は本実施例のサブキャリッジ５の一部である負荷吸収部
４２の周辺部分の概略側面図である。　
　なお、上記実施例１及び２と共通する構成部材は同じ符号で示しており、詳細な説明は
省略する。　
　本実施例の記録装置１は、キャリッジ６の構成のみが実施例１及び２の記録装置１と相
違する。
【００４６】
　上記のように、実施例１のキャリッジ６（サブキャリッジ５）は、記録ヘッド７と駆動
基板４０とを収容する吐出部及び駆動基板収容部２０と、制御基板４１を収容する制御基
板収容部１９と、を備えていた。また、実施例２のキャリッジ６（サブキャリッジ５）は
、記録ヘッド７を収容する吐出部収容部３７と、駆動基板４０と制御基板４１を収容する
駆動基板及び制御基板収容部３６と、を備えていた。　
　一方、図１４で表されるように、本実施例のキャリッジ６（サブキャリッジ５）は、記
録ヘッド７を収容する吐出部収容部３７と、駆動基板４０を収容する駆動基板収容部５０
と、制御基板４１を収容する制御基板収容部１９と、を備えている。そして、実施例１及
び２のキャリッジ６と同様、固定部２１と負荷吸収部４２とを備えている。このため、本
実施例の記録装置１は、吐出部収容部３７と、駆動基板収容部５０と、制御基板収容部１
９と、を備える構成のキャリッジ６において、記録ヘッド７に駆動基板４０側から負荷が
かかることを抑制していると表現できる
【００４７】
　図１４で表されるように、駆動基板収容部５０の内部において、本実施例の駆動基板４
０と接続部５２及び５３（共にコネクター端子）とは、ＦＦＣ２２で接続されている。ま
た、制御基板収容部１９の内部において、本実施例の制御基板４１と接続部３８（コネク
ター端子）とは、ＦＦＣ２２で接続されている。そして、制御基板収容部１９と駆動基板
収容部５０とは、制御基板収容部１９側の接続部３８と駆動基板収容部５０側の接続部５
２とで接続されており、駆動基板収容部５０と吐出部収容部３７とは、駆動基板収容部５
０側の接続部５３と吐出部収容部３７側の接続部４５とで接続されている。
【００４８】
　また、図１５で表されるように、本実施例の吐出部収容部３７（負荷吸収部４２の周辺
部分）は、記録ヘッド７と接続部４５とを接続するＦＦＣ２２と、弾性体５４とを有する
。このように、本実施例の負荷吸収部４２は、弾性体５４を有し、キャリッジ６の構成に
応じた適正な弾性力の弾性体を使用していることにより、特に効果的に、記録ヘッド７に
駆動基板４０側から負荷がかかることを抑制することができる構成になっている。　
　なお、実施例１及び２の負荷吸収部４２も本実施例の負荷吸収部４２と同様の構成であ
るが、負荷吸収部４２の構成に特に限定はない。
【００４９】
　［実施例４］（図１６）及び［実施例５］（図１７）
　次に、本発明の実施例４及び５に係る記録装置について説明する。　
　図１６は実施例４の負荷吸収部４２の周辺部分の概略側面図であり、図１７は実施例５
の負荷吸収部４２の周辺部分の概略側面図である。図１６及び図１７は、実施例３の負荷
吸収部４２の周辺部分を表す図１５に対応している。　
　なお、上記実施例１から３と共通する構成部材は同じ符号で示しており、詳細な説明は
省略する。　
　本実施例の記録装置１は、負荷吸収部４２の周辺部分の構成のみが実施例３の記録装置
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１と相違する。
【００５０】
　図１６で表されるように、実施例４のサブキャリッジ５の負荷吸収部４２の周辺部分は
、記録ヘッド７と、駆動基板４０を収容する駆動基板収容部５０とが、ＦＦＣ２２で接続
されている。そして、記録ヘッド７と駆動基板収容部５０との間に、弾性体５４が形成さ
れ、記録ヘッド７に駆動基板収容部５０側（駆動基板４０側）から負荷がかかることを抑
制することができる構成になっている。
【００５１】
　また、図１７で表されるように、実施例５のサブキャリッジ５の負荷吸収部４２は、記
録ヘッド７に対する駆動基板４０の所定の距離Ｌ１の接近及び離間を許容するあそび５６
が設けられた移動規制部５５を有している。本実施例の負荷吸収部４２は、あそび５６に
より記録ヘッド７に対する駆動基板４０の位置的な変動に伴う物理的な負荷を吸収するこ
とが可能になっている。このため、このような簡単な構成で負荷吸収部４２を構成してい
る。
【００５２】
　なお、本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範
囲内で種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれることは言うまでもな
い。
【符号の説明】
【００５３】
　１…記録装置（液体吐出装置）、２…粘着性ベルト、３…搬送機構、
　４…記録機構、５…サブキャリッジ、６…キャリッジ、７…記録ヘッド（吐出部）、
　８…駆動ローラー、９…従動ローラー、１０ａ、１０ｂ…レール、
　１１ａ、１１ｂ…パイプ、１２…送風部、１３…回収部、１４…送風ファン、
　１５…吸引ファン、１６…回収口、１７…送風ファンモーター、
　１８…吸引ファンモーター、１９…制御基板収容部、
　２０…吐出部及び駆動基板収容部、２１…固定部、２２…ＦＦＣ、２３…制御部、
　２４…ＣＰＵ、２５…システムバス、２６…ＲＯＭ、２７…ＲＡＭ、
　２８…ヘッド駆動部、２９…モーター駆動部、３０…キャリッジモーター、
　３１…搬送モーター、３２…繰出モーター、３３…巻取モーター、３４…入出力部、
　３５…ＰＣ、３６…駆動基板及び制御基板収容部、３７…吐出部収容部、
　３８…制御基板収容部１９側の接続部（コネクター端子）、
　３９…吐出部及び駆動基板収容部２０側の接続部（コネクター端子）、４０…駆動基板
、
　４１…制御基板、４２…負荷吸収部、４３…固定部、
　４４…駆動基板及び制御基板収容部３６側の接続部（コネクター端子）、
　４５…吐出部収容部３７側の接続部（コネクター端子）、４６…中継基板、４７…ネジ
、
　４８…孔部、４９…吐出部収容部３７の下面側、５０…駆動基板収容部、
　５１…吐出部収容部３７の上面側、
　５２…駆動基板収容部５０側の接続部（コネクター端子）、
　５３…駆動基板収容部５０側の接続部（コネクター端子）、５４…弾性体、
　５５…移動規制部、５６…あそび
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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