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(57)【要約】
【課題】液体の吐出性能の低下を抑えること。
【解決手段】実施形態に係る液体吐出ヘッドは、第１面
および第１面の反対に位置する第２面を有する流路部材
と、第１面上に位置する加圧部と、流路部材に繋がる供
給部材と、を備え、流路部材は、第２面に位置する複数
の吐出孔を有し、供給部材は、供給口と、供給口に繋が
る第１供給流路と、第１供給流路に繋がるリザーバと、
リザーバおよび流路部材に繋がる第２供給流路と、を備
え、供給部材においてリザーバおよび第２供給流路は複
数であり、リザーバＡと、リザーバＡおよび流路部材に
繋がる第２供給流路Ａと、リザーバＢと、リザーバＢお
よび流路部材に繋がる第２供給流路Ｂと、を有し、第２
供給流路Ａおよび第２供給流路Ｂが重畳する第１重畳領
域を有する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面および前記第１面の反対に位置する第２面を有する流路部材と、
　前記第１面上に位置する加圧部と、
　前記流路部材に繋がる供給部材と、
　を備え、
　前記流路部材は、
　　前記第２面に位置する複数の吐出孔を有し、
　前記供給部材は、
　　供給口と、
　　前記供給口に繋がる第１供給流路と、
　　前記第１供給流路に繋がるリザーバと、
　　前記リザーバおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路と、を備え、
　前記供給部材において前記リザーバおよび前記第２供給流路は複数であり、
　　リザーバＡと、前記リザーバＡおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ａと、
　　リザーバＢと、前記リザーバＢおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ｂと、を有
し、
　前記第２供給流路Ａおよび前記第２供給流路Ｂが重畳する第１重畳領域を有する
　液体吐出ヘッド。
【請求項２】
　前記第２供給流路Ａは、分岐部Ａおよび前記分岐部Ａより下流に分岐流路Ａを有し、
　前記第２供給流路Ｂは、分岐部Ｂおよび前記分岐部Ｂより下流に分岐流路Ｂを有し、
　前記分岐流路Ａおよび前記分岐流路Ｂが重畳する第２重畳領域を有する
　請求項１に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項３】
　前記第２重畳領域に相当する、前記分岐流路Ａおよび前記分岐流路Ｂのそれぞれにおけ
る液体が並流である
　請求項２に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項４】
　前記第２重畳領域に相当する、前記分岐流路Ａおよび前記分岐流路Ｂのそれぞれにおけ
る液体が対向流である
　請求項２に記載の液体吐出ヘッド。
【請求項５】
　前記供給部材は、
　　前記リザーバＡおよび前記分岐流路Ａに繋がる接続流路Ａを有し、
　　前記接続流路Ａおよび前記分岐流路Ｂが重畳する第３重畳領域を有する
　請求項２～４のいずれか一つに記載の液体吐出ヘッド。
【請求項６】
　前記供給流路は、
　　前記リザーバＢおよび前記分岐流路Ｂに繋がる接続流路Ｂを有し、
　　前記接続流路Ｂおよび前記分岐流路Ａが重畳する第４重畳領域を有する
　請求項２～５のいずれか一つに記載の液体吐出ヘッド。
【請求項７】
　前記供給流路は、
　　前記リザーバＢおよび前記分岐流路Ｂに繋がる接続流路Ｂと、
　　前記接続流路Ｂおよび前記分岐流路Ａが重畳する第４重畳領域と、
　　前記リザーバＡの上流に、供給口Ａと、
　　前記リザーバＡおよび前記供給口Ａに繋がる第１供給流路Ａと、を有し、
　　前記第１供給流路Ａおよび前記接続流路Ｂが重畳する第５重畳領域を有する
　請求項５または６に記載の液体吐出ヘッド。
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【請求項８】
　前記供給流路は、
　　前記リザーバＡおよび前記分岐流路Ａに繋がる接続流路Ａと、
　　前記接続流路Ａおよび前記分岐流路Ｂが重畳する第３重畳領域と、
　　前記リザーバＢの上流に、供給口Ｂと、
　　前記リザーバＢおよび前記供給口Ｂに繋がる第１供給流路Ｂと、を有し、
　　前記第１供給流路Ｂおよび前記接続流路Ａが重畳する第６重畳領域を有する
　請求項５～７のいずれか一つに記載の液体吐出ヘッド。
【請求項９】
　回路基板をさらに備え、
　前記供給部材は、第１端から第２端に向かう第１方向に延びており、
　前記リザーバは、リザーバＡおよび前記リザーバＡに対して第１方向に並んでいるリザ
ーバＢの組み合わせによる第１リザーバ組と、
　前記リザーバＡに対して前記第１方向と直交する方向に間隔をあけて向かい合うリザー
バＣおよび前記リザーバＣに対して前記第１方向に並んでいるリザーバＤの組み合わせに
よる第２リザーバ組と、を有し、
　前記回路基板は、前記第１方向および前記第１方向と直交する方向のそれぞれに対して
直交する第３方向視において前記第１リザーバ組および前記第２リザーバ組の間に位置す
る
　請求項１～８のいずれか一つに記載の液体吐出ヘッド。
【請求項１０】
　第１面および前記第１面の反対に位置する第２面を有する流路部材と、
　前記第１面上に位置する加圧部と、
　前記流路部材に繋がる供給部材と、
　を備え、
　前記流路部材は、
　　前記第２面に位置する複数の吐出孔を有し、
　前記供給部材は、
　　供給口と、
　　前記供給口に繋がる第１供給流路と、
　　前記第１供給流路に繋がるリザーバと、
　　前記リザーバおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路と、を備え、
　前記供給部材において前記リザーバおよび前記第２供給流路は複数であり、
　　リザーバＡと、前記リザーバＡおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ａと、
　　リザーバＢと、前記リザーバＢおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ｂと、を有
し、
　前記第２供給流路Ａおよび前記第２供給流路Ｂが重畳する第１重畳領域を有する液体吐
出ヘッドと、
　前記液体吐出ヘッドに対して記録媒体を搬送する搬送部と、
　前記液体吐出ヘッドを制御する制御部と、を備える
　記録装置。
【請求項１１】
　第１面および前記第１面の反対に位置する第２面を有する流路部材と、
　前記第１面上に位置する加圧部と、
　前記流路部材に繋がる供給部材と、
　を備え、
　前記流路部材は、
　　前記第２面に位置する複数の吐出孔を有し、
　前記供給部材は、
　　供給口と、
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　　前記供給口に繋がる第１供給流路と、
　　前記第１供給流路に繋がるリザーバと、
　　前記リザーバおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路と、を備え、
　前記供給部材において前記リザーバおよび前記第２供給流路は複数であり、
　　リザーバＡと、前記リザーバＡおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ａと、
　　リザーバＢと、前記リザーバＢおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ｂと、を有
し、
　前記第２供給流路Ａおよび前記第２供給流路Ｂが重畳する第１重畳領域を有する液体吐
出ヘッドと、
　記録媒体にコーティング剤を塗付する塗布機と、を備える
　記録装置。
【請求項１２】
　第１面および前記第１面の反対に位置する第２面を有する流路部材と、
　前記第１面上に位置する加圧部と、
　前記流路部材に繋がる供給部材と、
　を備え、
　前記流路部材は、
　　前記第２面に位置する複数の吐出孔を有し、
　前記供給部材は、
　　供給口と、
　　前記供給口に繋がる第１供給流路と、
　　前記第１供給流路に繋がるリザーバと、
　　前記リザーバおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路と、を備え、
　前記供給部材において前記リザーバおよび前記第２供給流路は複数であり、
　　リザーバＡと、前記リザーバＡおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ａと、
　　リザーバＢと、前記リザーバＢおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ｂと、を有
し、
　前記第２供給流路Ａおよび前記第２供給流路Ｂが重畳する第１重畳領域を有する液体吐
出ヘッドと、
　記録媒体を乾燥させる乾燥機と、を備える
　記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の実施形態は、液体吐出ヘッドおよび記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　印刷装置として、インクジェット記録方式を利用したインクジェットプリンタやインク
ジェットプロッタが知られている。このようなインクジェット方式の印刷装置には、液体
を吐出させるための液体吐出ヘッドが搭載されている。
【０００３】
　液体吐出ヘッドは、複数の吐出孔を有する流路部材と、流路部材に繋がる供給部材とを
備える。このうち、供給部材には、供給流路と、供給流路からの液体を貯留するリザーバ
とを備え、たとえば、２系統の液体供給に対応する２つのリザーバが２層構造のものがあ
る（たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１４４５６１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記したような従来の液体吐出ヘッドでは、２系統のうち一方のみ使用
頻度が高い場合、使用頻度が低い他方の系統ではヒータによる長時間の過熱により使用頻
度が高い一方の系統よりもリザーバの液体の温度が高くなる。このように、２系統の間で
液体の温度にばらつきがあると、液体の吐出性能が低下することがある。
【０００６】
　実施形態の一態様は、上記に鑑みてなされたものであって、液体の吐出性能の低下を抑
えることができる液体吐出ヘッドおよび記録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】
　実施形態の一態様に係る液体吐出ヘッドは、第１面および前記第１面の反対に位置する
第２面を有する流路部材と、前記第１面上に位置する加圧部と、前記流路部材に繋がる供
給部材と、を備え、前記流路部材は、前記第２面に位置する複数の吐出孔を有し、前記供
給部材は、供給口と、前記供給口に繋がる第１供給流路と、前記第１供給流路に繋がるリ
ザーバと、前記リザーバおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路と、を備え、前記供給
部材において前記リザーバおよび前記第２供給流路は複数であり、リザーバＡと、前記リ
ザーバＡおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ａと、リザーバＢと、前記リザーバＢ
および前記流路部材に繋がる第２供給流路Ｂと、を有し、前記第２供給流路Ａおよび前記
第２供給流路Ｂが重畳する第１重畳領域を有する。
【０００８】
　実施形態の一態様に係る記録装置は、第１面および前記第１面の反対に位置する第２面
を有する流路部材と、前記第１面上に位置する加圧部と、前記流路部材に繋がる供給部材
と、を備え、前記流路部材は、前記第２面に位置する複数の吐出孔を有し、前記供給部材
は、供給口と、前記供給口に繋がる第１供給流路と、前記第１供給流路に繋がるリザーバ
と、前記リザーバおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路と、を備え、前記供給部材に
おいて前記リザーバおよび前記第２供給流路は複数であり、リザーバＡと、前記リザーバ
Ａおよび前記流路部材に繋がる第２供給流路Ａと、リザーバＢと、前記リザーバＢおよび
前記流路部材に繋がる第２供給流路Ｂと、を有し、前記第２供給流路Ａおよび前記第２供
給流路Ｂが重畳する第１重畳領域を有する液体吐出ヘッドと、前記液体吐出ヘッドに対し
て記録媒体を搬送する搬送部と、前記液体吐出ヘッドを制御する制御部と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　実施形態の一態様によれば、液体の吐出性能の低下を抑えることができる液体吐出ヘッ
ドおよび記録装置を提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施形態に係る記録装置の説明図（その１）である。
【図２】図２は、実施形態に係る記録装置の説明図（その２）である。
【図３】図３は、実施形態に係る液体吐出ヘッドの概略構成を示す分解斜視図である。
【図４】図４は、図３に示す液体吐出ヘッドの拡大平面図である。
【図５】図５は、図４に示す一点鎖線に囲まれた領域の拡大図である。
【図６】図６は、図４に示すＡ－Ａ線の断面図である。
【図７】図７は、第１実施形態に係る供給部材の流路構成を示す斜視図である。
【図８】図８は、図７における第１端側の拡大図である。
【図９】図９は、図７における第２端側の拡大図である。
【図１０】図１０は、図７に示すＢ１方向視の側面図である。
【図１１】図１１は、図７に示すＢ２方向視の側面図である。
【図１２】図１２は、基板配置の説明図である。
【図１３】図１３は、第２実施形態に係る供給部材の流路構成を示す斜視図である。
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【図１４】図１４は、図１３における第１端側の拡大図である。
【図１５】図１５は、図１３における第２端側の拡大図である。
【図１６】図１６は、図１５に示すＣ１－Ｃ１線の断面図である。
【図１７】図１７は、図１５に示すＣ２－Ｃ２線の断面図である。
【図１８】図１８は、図１３に示すＤ１方向視の側面図である。
【図１９】図１９は、図１３に示すＤ２方向視の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本願の開示する液体吐出ヘッドおよび記録装置の実施形態
を詳細に説明する。なお、以下に示す実施形態によりこの発明が限定されるものではない
。
【００１２】
＜プリンタの構成＞
　まず、図１および図２を参照して実施形態に係る記録装置の一例であるプリンタ１の概
要について説明する。図１および図２は、実施形態に係るプリンタ１の説明図である。具
体的には、図１は、プリンタ１の概略的な側面図であり、図２は、プリンタ１の概略的な
平面図である。実施形態に係るプリンタ１は、たとえば、カラーインクジェットプリンタ
である。
【００１３】
　図１に示すように、プリンタ１は、給紙ローラ２と、ガイドローラ３と、塗布機４と、
ヘッドケース５と、複数の搬送ローラ６と、複数のフレーム７と、複数の液体吐出ヘッド
８と、搬送ローラ９と、乾燥機１０と、搬送ローラ１１と、センサ部１２と、回収ローラ
１３とを備える。搬送ローラ６は、搬送部の一例である。
【００１４】
　さらに、プリンタ１は、給紙ローラ２、ガイドローラ３、塗布機４、ヘッドケース５、
複数の搬送ローラ６、複数のフレーム７、複数の液体吐出ヘッド８、搬送ローラ９、乾燥
機１０、搬送ローラ１１、センサ部１２および回収ローラ１３を制御する制御部１４を備
える。
【００１５】
　プリンタ１は、印刷用紙Ｐに液滴を着弾させることにより、印刷用紙Ｐに画像や文字の
記録を行う。印刷用紙Ｐは、記録媒体の一例である。印刷用紙Ｐは、使用前において給紙
ローラ２に巻かれた状態になっている。そして、プリンタ１は、印刷用紙Ｐを、給紙ロー
ラ２からガイドローラ３および塗布機４を介してヘッドケース５の内部に搬送する。
【００１６】
　塗布機４は、コーティング剤を印刷用紙Ｐに一様に塗布する。これにより、印刷用紙Ｐ
に表面処理を施すことができることから、プリンタ１の印刷品質を向上させることができ
る。
【００１７】
　ヘッドケース５は、複数の搬送ローラ６と、複数のフレーム７と、複数の液体吐出ヘッ
ド８とを収容する。ヘッドケース５の内部には、印刷用紙Ｐが出入りする部分などの一部
において外部と繋がっている他は、外部と隔離された空間が形成されている。
【００１８】
　ヘッドケース５の内部空間は、必要に応じて、温度、湿度、および気圧などの制御因子
のうち、少なくとも１つが制御部１４によって制御される。搬送ローラ６は、ヘッドケー
ス５の内部で印刷用紙Ｐを液体吐出ヘッド８の近傍に搬送する。
【００１９】
　フレーム７は、矩形状の平板であり、搬送ローラ６で搬送される印刷用紙Ｐの上方に近
接して位置している。また、図２に示すように、フレーム７は、長手方向が印刷用紙Ｐの
搬送方向に直交するように位置している。そして、ヘッドケース５の内部には、複数（た
とえば、４つ）のフレーム７が、印刷用紙Ｐの搬送方向に沿って位置している。
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【００２０】
　液体吐出ヘッド８には、図示しない液体タンクから液体、たとえば、インクが供給され
る。液体吐出ヘッド８は、液体タンクから供給される液体を吐出する。
【００２１】
　制御部１４は、画像や文字などのデータに基づいて液体吐出ヘッド８を制御し、印刷用
紙Ｐに向けて液体を吐出させる。液体吐出ヘッド８と印刷用紙Ｐとの間の距離は、たとえ
ば、０．５～２０ｍｍ程度である。
【００２２】
　液体吐出ヘッド８は、フレーム７に固定されている。液体吐出ヘッド８は、長手方向が
印刷用紙Ｐの搬送方向に直交するように位置している。
【００２３】
　すなわち、実施形態に係るプリンタ１は、プリンタ１の内部に液体吐出ヘッド８が固定
されている、いわゆるラインプリンタである。なお、実施形態に係るプリンタ１は、ライ
ンプリンタに限られず、いわゆるシリアルプリンタであってもよい。
【００２４】
　シリアルプリンタとは、液体吐出ヘッド８を、印刷用紙Ｐの搬送方向に交差する方向、
たとえば、略直交する方向に往復させるなどして移動させながら記録する動作と、印刷用
紙Ｐの搬送とを交互に行う方式のプリンタである。
【００２５】
　図２に示すように、１つのフレーム７に複数（たとえば、５つ）の液体吐出ヘッド８が
固定されている。図２では、印刷用紙Ｐの搬送方向の前方に３つ、後方に２つの液体吐出
ヘッド８が位置している例を示しており、印刷用紙Ｐの搬送方向において、それぞれの液
体吐出ヘッド８の中心が重ならないように液体吐出ヘッド８が位置している。
【００２６】
　そして、１つのフレーム７に位置する複数の液体吐出ヘッド８によって、ヘッド群８Ａ
が構成されている。４つのヘッド群８Ａは、印刷用紙Ｐの搬送方向に沿って位置している
。同じヘッド群８Ａに属する液体吐出ヘッド８には、同じ色のインクが供給される。これ
により、プリンタ１は、４つのヘッド群８Ａを用いて４色のインクによる印刷を行うこと
ができる。
【００２７】
　各ヘッド群８Ａから吐出されるインクの色は、たとえば、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（
Ｙ）、シアン（Ｃ）およびブラック（Ｋ）である。制御部１４は、各ヘッド群８Ａを制御
して複数色のインクを印刷用紙Ｐに吐出することにより、印刷用紙Ｐにカラー画像を印刷
することができる。
【００２８】
　なお、印刷用紙Ｐの表面処理をするために、液体吐出ヘッド８からコーティング剤を印
刷用紙Ｐに吐出してもよい。
【００２９】
　また、１つのヘッド群８Ａに含まれる液体吐出ヘッド８の個数や、プリンタ１に搭載さ
れているヘッド群８Ａの個数は、印刷する対象や印刷条件に応じて適宜変更可能である。
たとえば、印刷用紙Ｐに印刷する色が単色で、かつ、１つの液体吐出ヘッド８で印刷可能
な範囲を印刷するのであれば、プリンタ１に搭載されている液体吐出ヘッド８の個数は１
つでもよい。
【００３０】
　ヘッドケース５の内部で印刷処理された印刷用紙Ｐは、搬送ローラ９によってヘッドケ
ース５の外部に搬送され、乾燥機１０の内部を通る。乾燥機１０は、印刷処理された印刷
用紙Ｐを乾燥する。乾燥機１０で乾燥された印刷用紙Ｐは、搬送ローラ１１で搬送されて
、回収ローラ１３で回収される。
【００３１】
　プリンタ１では、乾燥機１０で印刷用紙Ｐを乾燥することにより、回収ローラ１３にお



(8) JP 2020-163638 A 2020.10.8

10

20

30

40

50

いて、重なって巻き取られる印刷用紙Ｐ同士が接着したり、未乾燥の液体が擦れたりする
ことを抑制することができる。
【００３２】
　センサ部１２は、位置センサや速度センサ、温度センサなどにより構成されている。制
御部１４は、センサ部１２からの情報に基づいて、プリンタ１の各部における状態を判断
し、プリンタ１の各部を制御することができる。
【００３３】
　ここまで説明したプリンタ１では、印刷対象（すなわち、記録媒体）として印刷用紙Ｐ
を用いた場合について示したが、プリンタ１における印刷対象は印刷用紙Ｐに限られず、
ロール状の布などを印刷対象としてもよい。
【００３４】
　また、プリンタ１は、印刷用紙Ｐを直接搬送する代わりに、搬送ベルト上に載せて搬送
するものであってもよい。搬送ベルトを用いることで、プリンタ１は、枚葉紙や裁断され
た布、木材、タイルなどを印刷対象とすることができる。
【００３５】
　また、プリンタ１は、液体吐出ヘッド８から導電性の粒子を含む液体を吐出するように
して、電子機器の配線パターンなどを印刷してもよい。また、プリンタ１は、液体吐出ヘ
ッド８から反応容器などに向けて所定量の液体の化学薬剤や化学薬剤を含んだ液体を吐出
させて、化学薬品を作製してもよい。
【００３６】
　また、プリンタ１は、液体吐出ヘッド８をクリーニングするクリーニング部を備えてい
てもよい。クリーニング部は、たとえば、ワイピング処理やキャッピング処理によって液
体吐出ヘッド８の洗浄を行う。
【００３７】
　ワイピング処理とは、たとえば、柔軟性のあるワイパーで、液体が吐出される部位の面
、たとえば、流路部材２４（図３参照）の第２面２４ｂ（図３参照）を擦ることで、第２
面２４ｂに付着していた液体を取り除く処理である。
【００３８】
　また、キャッピング処理は、たとえば、次のように実施する。まず、液体を吐出される
部位、たとえば、流路部材２４の第２面２４ｂを覆うようにキャップを被せる（これをキ
ャッピングという）。これにより、第２面２４ｂとキャップとの間に、略密閉された空間
が形成される。
【００３９】
　次に、このような密閉された空間で液体の吐出を繰り返す。これにより、吐出孔２４３
（図６参照）に詰まっていた、標準状態よりも粘度が高い液体や異物などを取り除くこと
ができる。
【００４０】
＜液体吐出ヘッドの構成＞
　次に、図３を参照して実施形態に係る液体吐出ヘッド８の構成について説明する。図３
は、実施形態に係る液体吐出ヘッド８の概略構成を示す分解斜視図である。
【００４１】
　図３に示すように、液体吐出ヘッド８は、ヘッド本体２０と、供給部材２１と、回路基
板２２と、ヘッドカバー２３とを備える。また、ヘッド本体２０は、流路部材２４と、圧
電アクチュエータ基板２５と、信号伝達部２６と、駆動ＩＣ２７とを備える。
【００４２】
　ヘッド本体２０の流路部材２４は、略平板形状であり、１つの主面である第１面２４ａ
と、第１面２４ａの反対側に位置する第２面２４ｂとを有している。第１面２４ａは、開
口２４１ａ（図４参照）を有し、後述する供給部材２１から開口２４１ａを介して流路部
材２４の内部に液体が供給される。
【００４３】
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　第２面２４ｂには、印刷用紙Ｐに液体を吐出する複数の吐出孔２４３（図４参照）が位
置している。そして、流路部材２４の内部には、第１面２４ａから第２面２４ｂに液体を
流す流路が位置している。
【００４４】
　圧電アクチュエータ基板２５は、流路部材２４の第１面２４ａ上に位置している。圧電
アクチュエータ基板２５は、複数の変位素子３０（図６参照）を有している。変位素子３
０は、加圧部の一例である。変位素子３０は、流路部材２４の第１面２４ａ上に位置して
いる。なお、圧電アクチュエータ基板２５については、図６を用いて後述する。
【００４５】
　圧電アクチュエータ基板２５には、２つの信号伝達部２６が電気的に接続されている。
それぞれの信号伝達部２６は、複数の駆動ＩＣ（Integrated　Circuit）２７を含んでい
る。なお、図３では、理解の容易のため、信号伝達部２６のうち１つの図示を省略してい
る。
【００４６】
　信号伝達部２６は、圧電アクチュエータ基板２５の各変位素子３０に信号を供給する。
信号伝達部２６は、たとえば、ＦＰＣ（Flexible　Printed　Circuit）などを例示できる
。
【００４７】
　駆動ＩＣ２７は、信号伝達部２６に搭載されている。駆動ＩＣ２７は、圧電アクチュエ
ータ基板２５における各変位素子３０の駆動を制御する。
【００４８】
　なお、ヘッド本体２０は、液体を吐出する吐出面およびこの吐出面の反対側に位置する
反対面を有している。以下においては、吐出面を流路部材２４における第２面２４ｂ、反
対面を流路部材２４における第１面２４ａとして説明する。
【００４９】
　供給部材２１は、ヘッド本体２０の反対面側に位置している。供給部材２１は、内部に
後述するリザーバ４３（図７参照）を含む流路を有しており、外部から開口２１ａを介し
て液体が供給される。供給部材２１は、流路部材２４に液体を供給する機能および供給さ
れる液体を貯留する機能を有している。なお、図３（および図７）には、供給部材２１の
概略形状を示している。また、供給部材２１における流路の詳細については、図７などを
用いて後述する。
【００５０】
　供給部材２１におけるヘッド本体２０とは反対側の面には、回路基板２２が立設してい
る。回路基板２２における供給部材２１側の端部には、複数のコネクタ２８が位置してい
る。それぞれのコネクタ２８には、信号伝達部２６の端部が収容される。
【００５１】
　回路基板２２における供給部材２１とは反対側の端部には、給電用のコネクタ２９が位
置している。回路基板２２は、外部からコネクタ２９を介して供給された電流をコネクタ
２８に分配し、信号伝達部２６に電流を供給する。
【００５２】
　ヘッドカバー２３は、ヘッド本体２０の反対面側に位置しており、信号伝達部２６およ
び回路基板２２を覆っている。これにより、液体吐出ヘッド８は、信号伝達部２６および
回路基板２２を封止することができる。
【００５３】
　また、ヘッドカバー２３は、開口２３ａを有している。回路基板２２のコネクタ２９は
、開口２３ａから外部に露出するように挿通される。
【００５４】
　ヘッドカバー２３の内部側面には、駆動ＩＣ２７が接触している。駆動ＩＣ２７は、た
とえば、ヘッドカバー２３の内部側面に押し当てられている。これにより、駆動ＩＣ２７
で発生する熱を、ヘッドカバー２３の側面における接触部分から放散（放熱）することが
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できる。
【００５５】
　なお、液体吐出ヘッド８は、図３に示した部材以外の部材をさらに含んでもよい。
【００５６】
＜ヘッド本体の構成＞
　次に、図４～６を参照して実施形態に係るヘッド本体２０の構成について説明する。図
４は、実施形態に係るヘッド本体２０の拡大平面図である。図５は、図４に示す一点鎖線
に囲まれた領域の拡大図である。図６は、図４に示すＡ－Ａ線の断面図である。
【００５７】
　図４に示すように、ヘッド本体２０は、流路部材２４と圧電アクチュエータ基板２５と
を有している。流路部材２４は、供給マニホールド２４１と、複数の加圧室２４２と、複
数の吐出孔２４３とを有している。
【００５８】
　複数の加圧室２４２は、供給マニホールド２４１に繋がっている。複数の吐出孔２４３
は、複数の加圧室２４２にそれぞれ繋がっている。
【００５９】
　加圧室２４２は、流路部材２４の第１面２４ａ（図６参照）に開口している。また、流
路部材２４の第１面２４ａは、供給マニホールド２４１と繋がる開口２４１ａを有してい
る。そして、供給部材２１（図２参照）から、開口２４１ａを介して流路部材２４の内部
に液体が供給される。
【００６０】
　図４に示す例において、ヘッド本体２０は、流路部材２４の内部に４つの供給マニホー
ルド２４１を有している。供給マニホールド２４１は、流路部材２４の長手方向に沿って
延びる細長い形状であり、その両端において、流路部材２４の第１面２４ａに供給マニホ
ールド２４１の開口２４１ａが位置している。
【００６１】
　流路部材２４には、複数の加圧室２４２が２次元的に広がって位置している。加圧室２
４２は、角部にアールが施されたほぼ菱形の平面形状を有する中空の領域である。加圧室
２４２は、流路部材２４の第１面２４ａに開口しており、第１面２４ａに圧電アクチュエ
ータ基板２５が接合されることによって閉塞される。
【００６２】
　加圧室２４２は、長手方向に配列された加圧室行を構成する。加圧室行の加圧室２４２
は、近隣する２行の加圧室行の間において千鳥状に配置されている。１つの供給マニホー
ルド２４１に繋がっている４行の加圧室行によって、１つの加圧室群が構成されている。
図４に示す例では、流路部材２４が４つの加圧室群を有している。
【００６３】
　また、各加圧室群内における加圧室２４２の相対的な配置は同じになっており、各加圧
室群は長手方向にわずかにずれて配置されている。吐出孔２４３は、流路部材２４のうち
供給マニホールド２４１と対向する領域を避けた位置に配置されている。すなわち、流路
部材２４を第１面２４ａ側から透過視した場合に、吐出孔２４３は、供給マニホールド２
４１と重なっていない。
【００６４】
　さらに、平面視して、吐出孔２４３は、圧電アクチュエータ基板２５の搭載領域に収ま
るように配置されている。このような吐出孔２４３は、１つの群として圧電アクチュエー
タ基板２５と略同一の大きさおよび形状の領域を占有している。
【００６５】
　そして、対応する圧電アクチュエータ基板２５の加圧部である変位素子３０（図６参照
）を変位させることにより、吐出孔２４３から液滴が吐出される。
【００６６】
　なお、加圧室２４２および供給マニホールド２４１は、個別供給流路２４５（図６参照
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）を介して繋がっている。個別供給流路２４５は、他の部分よりも幅の狭いしぼり３６を
含んでいる。しぼり３６は、個別供給流路２４５の他の部分よりも幅が狭いため、流路抵
抗が高い。このように、しぼり３６の流路抵抗が高いとき、加圧室２４２に生じた圧力は
、供給マニホールド２４１に逃げにくい。
【００６７】
　図６に示すように、流路部材２４は、複数のプレートが積層された積層構造を有してい
る。これらのプレートは、流路部材２４の上面から順に、キャビティプレート２４Ａ、ベ
ースプレート２４Ｂ、アパーチャ（しぼり）プレート２４Ｃ、サプライプレート２４Ｄ、
マニホールドプレート２４Ｅ，２４Ｆ，２４Ｇ、カバープレート２４Ｈおよびノズルプレ
ート２４Ｉである。
【００６８】
　プレートには、多数の孔が位置している。プレートの厚さは、１０μｍ～３００μｍ程
度である。これにより、孔の形成精度を高くすることができる。プレートは、これらの孔
が互いに連通して個別流路２４４および供給マニホールド２４１を構成するように、位置
合わせして積層されている。
【００６９】
　ヘッド本体２０は、加圧室２４２が流路部材２４の上面に、供給マニホールド２４１が
内部の下面側に、吐出孔２４３が下面に、個別流路２４４を構成する各部分が異なる位置
に互いに近接して配設されている。ヘッド本体２０は、供給マニホールド２４１および吐
出孔２４３が加圧室２４２を介して繋がる構成を有している。
【００７０】
　圧電アクチュエータ基板２５は、圧電セラミック層２５ａ，２５ｂと、共通電極３１と
、個別電極３２と、接続電極３３と、ダミー接続電極３４と、表面電極３５（図４参照）
とを含んでいる。
【００７１】
　圧電アクチュエータ基板２５は、圧電セラミック層２５ａ、共通電極３１、圧電セラミ
ック層２５ｂおよび個別電極３２がこの順に積層されている。
【００７２】
　圧電セラミック層２５ａ，２５ｂは、それぞれ２０μｍ程度の厚さを有している。圧電
セラミック層２５ａ，２５ｂのいずれの層も複数の加圧室２４２を跨ぐように延在してい
る。圧電セラミック層２５ａ，２５ｂは、強誘電性を有するチタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺ
Ｔ）系のセラミックス材料を用いることができる。
【００７３】
　共通電極３１は、圧電セラミック層２５ａおよび圧電セラミック層２５ｂの間の領域に
面方向の略全面にわたって位置している。すなわち、共通電極３１は、圧電アクチュエー
タ基板２５に対向する領域内の全ての加圧室２４２と重なっている。共通電極３１の厚さ
は、２μｍ程度である。共通電極３１は、たとえば、Ａｇ－Ｐｄ系などの金属材料を用い
ることができる。
【００７４】
　個別電極３２は、個別電極本体３２ａと、引出電極３２ｂとを含んでいる。個別電極本
体３２ａは、圧電セラミック層２５ｂ上のうち加圧室２４２と対向する領域に位置してい
る。個別電極本体３２ａは、加圧室２４２より一回り小さく、加圧室２４２と略相似な形
状である。
【００７５】
　引出電極３２ｂは、個別電極本体３２ａから引き出されている。引出電極３２ｂの一端
における加圧室２４２と対向する領域外に引き出された部分には、接続電極３３が位置し
ている。個別電極３２は、たとえば、Ａｕ系などの金属材料を用いることができる。
【００７６】
　接続電極３３は、引出電極３２ｂ上に位置し、厚さが１５μｍ程度で凸状である。また
、接続電極３３は、信号伝達部２６（図３参照）に設けられた電極と電気的に接合されて
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いる。接続電極３３は、たとえば、ガラスフリットを含む銀－パラジウムを用いることが
できる。
【００７７】
　ダミー接続電極３４は、圧電セラミック層２５ｂ上に位置しており、個別電極３２など
の各種電極と重ならないように位置している。ダミー接続電極３４は、圧電アクチュエー
タ基板２５と信号伝達部２６とを接続し、接続強度を高めている。
【００７８】
　また、ダミー接続電極３４は、圧電アクチュエータ基板２５と、圧電アクチュエータ基
板２５との接触位置の分布を均一化し、電気的な接続を安定させる。ダミー接続電極３４
は、接続電極３３と同等の材料、同等の工程により形成すればよい。
【００７９】
　表面電極３５は、圧電セラミック層２５ｂ上において、個別電極３２を避けて位置して
いる。表面電極３５は、圧電セラミック層２５ｂに位置するビアホールを介して共通電極
３１と繋がっている。このため、表面電極３５は、接地され、グランド電位に保持されて
いる。表面電極３５は、個別電極３２と同等の材料、同等の工程により形成すればよい。
【００８０】
　複数の個別電極３２は、個別に電位を制御するために、それぞれが信号伝達部２６およ
び配線を介して、個別に制御部１４（図１参照）に電気的に接続されている。個別電極３
２および共通電極３１に狭持された圧電セラミック層２５ｂは、個別電極３２および共通
電極３１を異なる電位にして、圧電セラミック層２５ｂに対してその分極方向に電界を印
加したとき、電界が印加された部分が圧電効果により歪む活性部として働く。
【００８１】
　これにより、加圧室２４２に対向する、個別電極３２と、圧電セラミック層２５ｂと、
共通電極３１とが変位素子３０として機能する。そして、変位素子３０がユニモルフ変形
することにより、加圧室２４２を押圧し、吐出孔２４３から液体が吐出される。
【００８２】
　ここで、本実施形態における駆動手順を説明する。まず、個別電極３２を予め共通電極
３１より高い電位（以下、高電位という）にしておく。次いで、吐出要求があるごとに個
別電極３２を共通電極３１と一旦同じ電位（以下、低電位という）とし、所定のタイミン
グで再び高電位とする。
【００８３】
　これにより、個別電極３２が低電位になるタイミングで、圧電セラミック層２５ａ，２
５ｂが元の形状に戻り、加圧室２４２の容積が初期状態（両電極の電位が異なる状態）よ
りも増加する。
【００８４】
　このとき、加圧室２４２内に負圧が与えられ、液体が供給マニホールド２４１側から加
圧室２４２内部に吸い込まれる。その後、再び個別電極３２を高電位にしたタイミングで
、圧電セラミック層２５ａ，２５ｂが加圧室２４５２側へ向けて凸となるように変形し、
加圧室２４２の容積減少により加圧室２４２内の圧力が正圧となる。
【００８５】
　この結果、加圧室２４２内部の液体に付与する圧力が上昇し、液滴が吐出される。つま
り、液滴を吐出させるため、高電位を基準とするパルスを含む駆動信号を個別電極３２に
供給することになる。
【００８６】
　このパルス幅は、圧力波がしぼり３６から吐出孔２４３まで伝播する時間の長さである
ＡＬ（Acoustic　Length）とすればよい。これによると、加圧室２４２の内部が負圧状態
から正圧状態に反転するときに両者の圧力が合わさり、より強い圧力で液滴を吐出させる
ことができる。
【００８７】
　また、階調印刷においては、吐出孔２４３から連続して吐出される液滴の数、すなわち
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、液滴吐出回数で調整される液滴量（体積）で階調表現が行われる。このため、指定され
た階調表現に対応する回数の液滴吐出を、指定されたドット領域に対応する吐出孔２４３
から連続して行う。
【００８８】
　一般に、液体吐出を連続して行う場合は、液滴を吐出させるために供給するパルスとパ
ルスとの間隔をＡＬとしてもよい。これにより、先に吐出された液滴を吐出させるときに
発生した圧力の残余圧力波と、後に吐出させる液滴を吐出させるときに発生する圧力の圧
力波との周期が一致する。このため、残余圧力波と圧力波とが重畳して液滴を吐出するた
めの圧力を増幅させることができる。なお、この場合、後から吐出される液滴の速度が速
くなり、複数の液滴の着弾点が近くなる。
【００８９】
＜第１実施形態に係る供給部材の流路構成＞
　次に、図７～１１を参照して第１実施形態に係る供給部材２１の流路（リザーバ４３に
おける上流側および下流側）構成について説明する。図７は、第１実施形態に係る供給部
材２１の流路構成を示す斜視図である。図８は、図７における第１端２１１側の拡大図で
ある。図９は、図７における第２端２１２側の拡大図である。
【００９０】
　また、図１０は、図７に示すＢ１方向視の側面図である。図１１は、図７に示すＢ２方
向視の側面図である。なお、図７～１１には、流路となる空間を示している。
【００９１】
　図７～９を参照して供給部材２１上流側の流路構成について説明する。供給部材２１は
、流路部材２４（図６参照）に繋がっている。図７に示すように、供給部材２１は、長手
方向における一方の端部である第１端２１１から他方の端部である第２端２１２に向かう
第１方向Ｘに延びている。供給部材２１は、第１供給流路４１と、第１接続流路４２と、
リザーバ４３とを備える。
【００９２】
　第１供給流路４１は、供給口４０からの液体が流れる。第１接続流路４２は、第１供給
流路４１に繋がっている。第１接続流路４２は、第１供給流路４１からの液体が流れる。
リザーバ４３は、第１接続流路４２からの液体を貯留し、流路部材２４に供給する。
【００９３】
　第１接続流路４２は、リザーバ４３における、流路部材２４の第２面２４ｂ（図６参照
）側の面（図７においては、リザーバ４３の下面）に繋がっている。
【００９４】
　図７に示すように、リザーバ４３は、第１方向Ｘに延びている。供給部材２１は、複数
のリザーバ４３を有している。本実施形態では、供給部材２１は、２つのリザーバ４３を
１組として、第１リザーバ組４３１および第２リザーバ組４３２の２組を有している。
【００９５】
　第１リザーバ組４３１は、リザーバＡ（リザーバ４３ａ）と、リザーバＢ（リザーバ４
３ｂ）とを有している。リザーバ４３ａおよびリザーバ４３ｂは、それぞれ同等の略矩形
状であり、長手方向が第１方向Ｘに沿って、第１方向Ｘに直列に並んでいる。リザーバ４
３ａは、第１端２１１側に位置し、リザーバ４３ｂは、第２端２１２側に位置している。
【００９６】
　図８に示すように、供給部材２１は、第１リザーバ組４３１として、第１端２１１側に
位置するリザーバ４３ａの他、供給口Ａ（供給口４０ａ）と、供給流路Ａ（第１供給流路
４１ａ）と、接続流路Ａ（第１接続流路４２ａ）とを有している。
【００９７】
　供給口４０ａは、液体の入り口であり、上流から液体が供給される。第１供給流路４１
ａは、供給口４０ａに繋がっている。第１供給流路４１ａは、第１方向Ｘに延びている部
分（延伸部４１１）を有している。
【００９８】
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　第１接続流路４２ａは、第１供給流路４１ａに繋がっている。そして、リザーバ４３ａ
は、第１接続流路４２ａに繋がっている。第１接続流路４２ａは、リザーバ４３ａにおけ
る第２面２４ｂ側に繋がっている。
【００９９】
　第１接続流路４２ａは、リザーバ４３ａの第２端２１２側に繋がっている。第１供給流
路４１ａは、第２端２１２側において第１方向Ｘに対して交差（たとえば、直交）する第
２方向Ｙに延びている部分（屈曲部４１２）を有している。第１供給流路４１ａは、屈曲
部４１２が第１接続流路４２ａに繋がっている。
【０１００】
　図９に示すように、供給部材２１は、第１リザーバ組４３１として、第２端２１２側に
位置するリザーバ４３ｂの他、供給口Ｂ（供給口４０ｂ）と、供給流路Ｂ（第１供給流路
４１ｂ）と、接続流路Ｂ（第１接続流路４２ｂ）とを有している。
【０１０１】
　供給口４０ｂは、液体の入り口であり、上流から液体が供給される。第１供給流路４１
ｂは、供給口４０ｂに繋がっている。
【０１０２】
　第１接続流路４２ｂは、第１供給流路４１ｂに繋がっている。そして、リザーバ４３ｂ
は、第１接続流路４２ｂに繋がっている。第１接続流路４２ｂは、リザーバ４３ｂにおけ
る第２面２４ｂ側に繋がっている。
【０１０３】
　第１接続流路４２ｂは、リザーバ４３ｂの第１端２１１側に繋がっている。第１供給流
路４１ｂは、第１方向Ｘに沿って延びている。
【０１０４】
　第１リザーバ組４３１においては、供給部材２１のインターフェースとなる供給口４０
ａおよび供給口４０ｂがそれぞれ第１端２１１側に位置している。
【０１０５】
　図７に示すように、第２リザーバ組４３２は、リザーバＣ（リザーバ４３ｃ）と、リザ
ーバＤ（リザーバ４３ｄ）とを有している。リザーバ４３ｃおよびリザーバ４３ｄは、リ
ザーバ４３ａおよびリザーバ４３ｂと同様、それぞれ同等の略矩形状であり、長手方向が
第１方向Ｘに沿って、第１方向Ｘに直列に並んでいる。リザーバ４３ｃは、第１端２１１
側に位置し、リザーバ４３ｄは、第２端２１２側に位置している。
【０１０６】
　リザーバ４３ｃは、リザーバ４３ａに対して第１方向Ｘと直交する方向（第２方向Ｙ）
に間隔をあけて向かい合い、リザーバ４３ｄは、リザーバ４３ｂに対して第２方向Ｙに間
隔をあけて向かい合う。なお、第２リザーバ組４３２は、第１リザーバ組４３１と第２方
向Ｙについて対称であり、上記した第１リザーバ組４３１と同様、供給口４０、供給流路
（第１供給流路）４１、接続流路（第１接続流路）４２などを、リザーバ４３ｃおよびリ
ザーバ４３ｄごとにそれぞれ有している。
【０１０７】
　第２リザーバ組４３２においても、供給部材２１のインターフェースとなる供給口４０
ｃおよび供給口４０ｄがそれぞれ第１端２１１側に位置している。すなわち、供給部材２
１のインターフェースは、第１端２１１側に集約されている。
【０１０８】
　また、図７に示すように、供給部材２１は、第２接続流路４４と、第２供給流路４５と
を有している。第２接続流路４４および第２供給流路４５は、リザーバ４３から流路部材
２４（図６参照）に向けて液体が流れる流路であり、リザーバ４３から流路部材２４に向
かう順、すなわち、上流側から、第２接続流路４４、第２供給流路４５の順に並んでいる
。
【０１０９】
　第２接続流路４４は、リザーバ４３に繋がっている。第２接続流路４４は、たとえば、
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リザーバ４３における、流路部材２４の第２面２４ｂ側の面（図７においては、リザーバ
４３の下面）に繋がっている。第２供給流路４５は、第２接続流路４４に繋がっている。
第２供給流路４５は、流路部材２４に向けて液体を供給する。
【０１１０】
　図８および図９に示すように、供給部材２１は、フィルタ４６を有している。フィルタ
４６は、リザーバ４３および第２接続流路４４の間に位置している。
【０１１１】
　このような第１実施形態によれば、第１接続流路４２がリザーバ４３における第２面２
４ｂ側に繋がるため、第１供給流路４１に気泡が混入したとしても、リザーバ４３に供給
される液体の供給方向および気泡に作用する浮力の方向が同じ方向となる。これにより、
気泡が第１接続流路４２に滞留しにくくなり、気泡が液体の流れを妨げるのを抑えること
ができる。この結果、リザーバ４３に対する液体の供給不良を抑えることができる。
【０１１２】
　また、リザーバ４３ａの供給口４０ａおよびリザーバ４３ｂの供給口４０ｂが共に第１
端２１１側に位置するため、２つの供給口４０ａ，４０ｂのそれぞれの供給源に対する接
続を第１端２１１側から行うことができる。これにより、ヘッド本体２０をプリンタ１に
組み込む作業が容易となり、生産性を向上させることができる。
【０１１３】
　また、供給口４０ａに近い第１供給流路４１ａにおいて第２方向Ｙに延びている屈曲部
４１２があるため、第１供給流路４１ａおよび第１供給流路４１ｂの流路長を略同等の長
さにすることができ、リザーバ４３ａ，４３ｂまでの圧力損失を近似させることが可能と
なる。
【０１１４】
　また、供給口４０ｂから遠い第１供給流路４１ｂが第１方向Ｘに延びているため、第１
供給流路４１ｂの流路長を最短にすることができ、リザーバ４３ｂの圧力損失を低減させ
ることができる。
【０１１５】
　また、流路部材２４に向けて液体を供給する第２接続流路４４がリザーバ４３の第２面
２１ｂ側に繋がるため、リザーバ４３に入り込んだ気泡が第２接続流路４４や第２供給流
路４５などの下流側の流路に混入するのを抑えることができる。また、第２接続流路４４
や第２供給流路４５に気泡が混入しても、リザーバ４３に気泡を戻しやすくなり、下流側
の流路に気泡が残りにくい。
【０１１６】
　また、フィルタ４６がリザーバ４３および第２接続流路４４の間に位置するため、異物
を除去することができるとともに、第２接続流路４４や第２供給流路４５などの下流側の
流路に異物が混入するのを抑えることができる。
【０１１７】
　図１０および図１１を参照して供給部材２１下流側の流路構成について説明する。なお
、図１０および図１１においては、２つのリザーバ４３ａ，４３ｂのうち一方（リザーバ
４３ｂおよびリザーバ４３ｂ周辺の流路）に斜線を付している。図１０および図１１に示
すように、供給部材２１は、供給口４０と、第１供給流路４１と、リザーバ４３と、第２
供給流路４５とを備える。
【０１１８】
　そして、図１０に示すように、供給部材２１上にはヒータ３７が位置している。ヒータ
３７は、２つのリザーバ４３ａ，４３ｂに対応する供給部材２１の上面に位置しており、
２つのリザーバ４３ａ，４３ｂの内部の液体を温めている。なお、図示していないが、ヒ
ータ３７は、２つのリザーバ４３ｃ，４３ｄ上にも位置している。
【０１１９】
　第１供給流路４１は、供給口４０に繋がっており、リザーバ４３は、第１供給流路４１
に繋がっている。第２供給流路４５は、リザーバ４３および流路部材２４（図６参照）に
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繋がっている。
【０１２０】
　リザーバ４３および第２供給流路４５は、それぞれ複数である。供給部材２１は、リザ
ーバ４３ａ、第２供給流路Ａ（第２供給流路４５ａ）、リザーバ４３ｂ、第２供給流路Ｂ
（第２供給流路４５ｂ）を少なくとも有している。第２供給流路４５ａは、リザーバ４３
ａおよび流路部材２４に繋がっている。第２供給流路４５ｂは、リザーバ４３ｂおよび流
路部材２４に繋がっている。
【０１２１】
　供給部材２１は、リザーバ４３から下流側の流路において、第２供給流路４５ａおよび
第２供給流路４５ｂが重畳する第１重畳領域ＡＲ１を有している。第１重畳領域ＡＲ１に
おいては、第２供給流路４５ａおよび第２供給流路４５ｂが第３方向Ｚ視で重畳している
。
【０１２２】
　第２供給流路４５ａは、分岐部Ａ（分岐部４５１ａ）と、分岐流路Ａ（分岐流路４５２
ａ）とを有している。分岐流路４５２ａは、分岐部４５１ａよりも下流に位置している。
第２供給流路４５ｂは、分岐部Ｂ（分岐部４５１ｂ）と、分岐流路Ｂ（分岐流路４５２ｂ
）とを有している。分岐流路４５２ｂは、分岐部４５１ｂよりも下流に位置している。
【０１２３】
　供給部材２１は、リザーバ４３から下流側の流路において、分岐流路４５２ａおよび分
岐流路４５２ｂが重畳する第２重畳領域ＡＲ２を有している。第２重畳領域ＡＲ２におい
ては、分岐流路４５２ａおよび分岐流路４５２ｂが第３方向Ｚ視で重畳している。
【０１２４】
　第２重畳領域ＡＲ２においては、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉａと、分岐流路４５
２ｂを流れる液体Ｉｂとが並流である。並流とは、液体Ｉａ，Ｉｂが互いに同じ方向に流
れることをいう。図１０においては、液体Ｉａ，Ｉｂが第２方向Ｙ（図７参照）視で第１
方向Ｘについて同じ方向に流れる。
【０１２５】
　また、図示しないが、第２重畳領域ＡＲ２において、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉ
ａと、分岐流路４５２ｂを流れる液体Ｉｂとが対向流となるよう構成されてもよい。対向
流とは、液体Ｉａ，Ｉｂが相反する方向に流れることをいう。図１０においては、液体Ｉ
ａ，Ｉｂが第２方向Ｙ視で第１方向Ｘについて互いに異なる方向に流れる。
【０１２６】
　供給部材２１は、接続流路（第２接続流路）４４ａを有している。第２接続流路４４ａ
は、リザーバ４３ａに一端が繋がっており、分岐流路４５２ａに他端が繋がっている。供
給部材２１は、第１端２１１に位置するリザーバ４３ａから下流側の流路において、第２
接続流路４４ａおよび分岐流路４５２ｂが重畳する第３重畳領域ＡＲ３を有している。な
お、第３重畳領域ＡＲ３は、第３方向Ｚ視で重畳している。
【０１２７】
　また、供給部材２１は、第２接続流路４４ｂを有している。第２接続流路４４ｂは、リ
ザーバ４３ｂに一端が繋がっており、分岐流路４５２ｂに他端が繋がっている。供給部材
２１は、第２端２１２に位置するリザーバ４３ｂから下流側の流路において、第２接続流
路４４ｂおよび分岐流路４５２ａが重畳する第４重畳領域ＡＲ４を有している。なお、第
４重畳領域ＡＲ４は、第３方向Ｚ視で重畳している。
【０１２８】
　また、供給部材２１は、第１端２１１に位置するリザーバ４３ａから下流側の流路にお
いて、図１１に示すように、供給口４０ａに繋がる第１供給流路４１ａおよび第２接続流
路４４ｂが重畳する第５重畳領域ＡＲ５を有している。なお、第５重畳領域ＡＲ５は、第
３方向Ｚ視で重畳している。
【０１２９】
　また、供給部材２１は、第２端２１２に位置するリザーバ４３ｂから下流側の流路にお
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いて、図１１に示すように、供給口４０ｂに繋がる第１供給流路４１ｂおよび第２接続流
路４４ａが重畳する第６重畳領域ＡＲ６を有している。なお、第６重畳領域ＡＲ６は、第
３方向Ｚ視で重畳している。
【０１３０】
　このような第１実施形態によれば、第２供給流路４５ａおよび第２供給流路４５ｂが重
畳する第１重畳領域ＡＲ１を有するため、少なくともリザーバ４３ａおよびリザーバ４３
ｂを有するような複数系統（２系統）の間で液体同士が互いに熱交換することができる。
これにより、リザーバ４３ａ，４３ｂから下流側において液体の温度を均一に近づけるこ
とができる。この結果、液体の吐出性能の低下を抑えることができる。
【０１３１】
　また、第２供給流路４５ａおよび第２供給流路４５ｂが重畳する第１重畳領域ＡＲ１を
有することにより、リザーバ４３ａ，４３ｂから下流側において液体の温度を均一に近づ
けることができるため、リザーバ４３ａ，４３ｂを重畳させる必要がない。これにより、
供給部材２１の第３方向Ｚの厚みが大きくなりにくい。
【０１３２】
　また、分岐流路４５２ａおよび分岐流路４５２ｂが重畳する第２重畳領域ＡＲ２を有す
るため、上記同様、複数系統（２系統）の間で液体同士が互いに熱交換することができ、
液体の温度を均一に近づけることができる。
【０１３３】
　また、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉａおよび分岐流路４５２ｂを流れる液体Ｉｂが
並流であるため、２つの分岐流路４５２ａ，４５２ｂを流れる液体Ｉａ，Ｉｂは熱交換し
ながら同じ方向に向かう。これにより、液体Ｉａ，Ｉｂの温度をより均一に近づけること
ができる。
【０１３４】
　また、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉａおよび分岐流路４５２ｂを流れる液体Ｉｂが
対向流であっても、並流の場合と同様、２つの分岐流路４５２ａ，４５２ｂを流れる液体
Ｉａ，Ｉｂは熱交換しながら流れるため、液体Ｉａ，Ｉｂの温度をより均一に近づけるこ
とができる。
【０１３５】
　また、第２接続流路４４ａおよび分岐流路４５２ｂが重畳する第３重畳領域ＡＲ３を有
することで、第２接続流路４４ａを流れる液体を、分岐流路４５２ｂを流れる液体の温度
で予備加熱することができる。これにより、液体の温度をより均一に近づけることができ
る。
【０１３６】
　また、第２接続流路４４ｂおよび分岐流路４５２ａが重畳する第４重畳領域ＡＲ４を有
することで、第２接続流路４４ｂを流れる液体を、分岐流路４５２ａを流れる液体の温度
で予備加熱することができる。これにより、液体の温度をより均一に近づけることができ
る。
【０１３７】
　また、第１供給流路４１ａおよび第２接続流路４４ｂが重畳する第５重畳領域ＡＲ５を
有することで、第１供給流路４１ａを流れる液体を、第２接続流路４４ｂを流れる液体の
温度で予備加熱することができ、液体の温度をより均一に近づけることができる。
【０１３８】
　さらに、第１供給流路４１ｂおよび第２接続流路４４ａが重畳する第６重畳領域ＡＲ６
を有することで、第１供給流路４１ｂを流れる液体を、第２接続流路４４ａを流れる液体
の温度で予備加熱することができ、液体の温度をより均一に近づけることができる。
【０１３９】
　なお、供給部材２１は、第１～６重畳領域ＡＲ１～ＡＲ６を有することにより、効率的
に熱交換を行っているが、熱交換の効率をさらに向上させるためには、第１～６重畳領域
ＡＲ１～ＡＲ６の重畳する面積を増加させればよい。たとえば、第２重畳領域ＡＲ２の重
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畳する面積を増加させるためには、分岐流路４５２ａおよび分岐流路４５２ｂが、第２方
向Ｙに互いに沿っていればよい。
【０１４０】
　また、それぞれ重畳する流路は、第３方向Ｚに隣り合っていてもよい。これにより、第
１～６重畳領域ＡＲ１～ＡＲ６により、効率的な熱交換を行うことができる。
【０１４１】
　供給部材２１は、金属、合金、あるいは熱硬化性の樹脂により作製される。金属材料と
しては、たとえば、ＳＵＳ４３０等のステンレスを例示することができる。熱硬化性の樹
脂としては、たとえば、ガラス繊維あるいは無機フィラーを含んだ熱硬化性エポキシ系樹
脂を例示することができる。ガラス繊維あるいは無機フィラーを含んだ熱硬化性エポキシ
系樹脂の熱伝導率は、０．３～０．７ｗ／ｍ・Ｋであればよい。なお、熱膨張率の測定は
、たとえば、ＪＩＳ　Ｋ７１９７に規定される、プラスチックの熱機械分析による線膨張
率試験方法により測定すればよい。
【０１４２】
　図１２は、基板配置の説明図である。図１２に示すように、回路基板２２は、第１方向
Ｘおよび第２方向Ｙのそれぞれに対して直交する第３方向Ｚ視（平面視）において，第１
リザーバ組４３１および第２リザーバ組４３２の間に位置している。
【０１４３】
　このように、回路基板２２が第１リザーバ組４３１および第２リザーバ組４３２の間に
位置することで、回路基板２２の直下にリザーバ４３ａ～４３ｄが位置しないこととなり
、リザーバ４３ａ～４３ｄが回路基板２２から熱の影響を受けにくい。すなわち、ヒータ
３７（図１０参照）以外の熱がリザーバ４３ａ～４３ｄに伝わりにくい。このため、液体
の温度を正確に制御することができる。
【０１４４】
＜第２実施形態に係る供給部材の流路構成＞
　次に、図１３～１９を参照して第２実施形態に係る供給部材２１０の流路構成について
説明する。図１３は、第２実施形態に係る供給部材２１０の流路構成を示す斜視図である
。図１４は、図１３における第１端２１１側の拡大図である。図１５は、図１３における
第２端２１２側の拡大図である。
【０１４５】
　また、図１６は、図１５に示すＣ１－Ｃ１線の断面図である。図１７は、図１５に示す
Ｃ２－Ｃ２線の断面図である。図１８は、図１３に示すＤ１方向視の側面図である。図１
９は、図１３に示すＤ２方向視の側面図である。なお、図１２～１５、図１８および図１
９には、流路となる空間を示している。
【０１４６】
　なお、以下の第２実施形態では、上記した第１実施形態と同一の部位には同一の符号を
付することにより重複する説明を省略する。
【０１４７】
　第２実施形態に係る供給部材２１０は、主に、気泡の排出流路４７および排出口４８を
有する点において上記した第１実施形態とは構成が異なる。図１３に示すように、供給部
材２１０は、リザーバ４３から気泡を排出する排出流路４７を有している。
【０１４８】
　排出流路４７は、第２面２４ｂ（図６参照）に対してリザーバ４３における第１面２４
ａ（図６参照）側に繋がっている。排出流路４７は、リザーバ４３の第１方向Ｘにおける
外側の面に接続されている。
【０１４９】
　排出流路４７ａ～４７ｄのうち、排出流路４７ａ，４７ｃは、リザーバ４３ａ，４３ｄ
から第１方向Ｘに沿って第１端２１１側に向けて突出している。排出流路４７ａ，４７ｃ
は、第３方向Ｚ視においてリザーバ４３ａ，４３ｃの第１端２１１側に繋がっている。
【０１５０】
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　また、排出流路４７ａ～４７ｄのうち、排出流路４７ｂ，４７ｄは、リザーバ４３から
第１方向Ｘに沿って第２端２１２側に向けて突出し、屈曲して第２方向Ｙに沿って延伸し
、再度屈曲して第１方向Ｘに沿って第１端２１１側に延びている。
【０１５１】
　図１４に示すように、排出流路４７ａ～４７ｄの下流側となる第１端２１１側の各端部
には、それぞれ排出口４８ａ～４８ｄが位置している。供給部材２１０においては、供給
口４０ａ～４０ｄおよび排出口４８ａ～４８ｄがそれぞれ第１端２１１側に位置すること
で、インターフェースが第１端２１１側に集約される。
【０１５２】
　図１５に示すように、供給部材２１は、フィルタ４６を有している。図１６に示すよう
に、フィルタ４６は、リザーバ４３（４３ｃ）および第２接続流路４４の間に位置してい
る。
【０１５３】
　また、図１７に示すように、排出流路４７は、リザーバ４３における、第１面２４ａ側
の面（図１５および図１６においては、上面）と同等または第１面２４ａ側の面よりも第
１面２４ａ側に位置している。すなわち、排出流路４７は、リザーバ４３の上面に対して
面一となるよう連続している。なお、排出流路４７は、リザーバ４３の上面に、この上面
よりも高くなるように繋がっていてもよい。
【０１５４】
　また、排出流路４７は、フィルタ４６上、すなわち、フィルタ４６のすぐ下流側に位置
している。
【０１５５】
　このような第２実施形態によれば、上記した第１実施形態と同様の作用効果に加え、気
泡を排出する排出流路４７によって、リザーバ４３の内部の気泡を外部に排出することが
できる。
【０１５６】
　また、排出流路４７がリザーバ４３における第１面２４ａ側に繋がり、排出流路４７が
リザーバ４３における第１面２４ａ側の面と同等または第１面２４ａ側の面よりも第１面
２４ａ側に位置するため、リザーバ４３の気泡がスムーズに排出される。
【０１５７】
　また、排出流路４７がフィルタ４６のすぐ下流側に位置するため、リザーバ４３の気泡
がフィルタ４６にトラップされても、トラップされた気泡を効率良く回収および排出する
ことができる。
【０１５８】
　図１８および図１９を参照して供給部材２１下流側の流路構成について説明する。なお
、図１８および図１９においては、２つのリザーバ４３ａ，４３ｂのうち一方（リザーバ
４３ｂおよびリザーバ４３ｂ周辺の流路）に斜線を付している。図１８および図１９に示
すように、供給部材２１０は、リザーバ４３から下流側の流路において、第２供給流路４
５ａおよび第２供給流路４５ｂが重畳する第１重畳領域ＡＲ１を有している。
【０１５９】
　供給部材２１０は、リザーバ４３から下流側の流路において、分岐流路４５２ａおよび
分岐流路４５２ｂが重畳する第２重畳領域ＡＲ２を有している。
【０１６０】
　第２重畳領域ＡＲ２においては、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉａと、分岐流路４５
２ｂを流れる液体Ｉｂとが並流である。また、図示しないが、第２重畳領域ＡＲ２におい
て、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉａと、分岐流路４５２ｂを流れる液体Ｉｂとが対向
流となるよう構成されてもよい。
【０１６１】
　供給部材２１０は、第１端２１１に位置するリザーバ４３ａから下流側の流路において
、第２接続流路４４ａおよび分岐流路４５２ｂが重畳する第３重畳領域ＡＲ３を有してい
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る。
【０１６２】
　また、供給部材２１０は、第２端２１２に位置するリザーバ４３ｂから下流側の流路に
おいて、第２接続流路４４ｂおよび分岐流路４５２ａが重畳する第４重畳領域ＡＲ４を有
している。
【０１６３】
　また、供給部材２１０は、第１端２１１に位置するリザーバ４３ａから下流側の流路に
おいて、図１９に示すように、供給口４０ａに繋がる第１供給流路４１ａおよび第２接続
流路４４ｂが重畳する第５重畳領域ＡＲ５を有している。
【０１６４】
　また、供給部材２１０は、第２端２１２に位置するリザーバ４３ｂから下流側の流路に
おいて、図１９に示すように、供給口４０ｂに繋がる第１供給流路４１ｂおよび第２接続
流路４４ａが重畳する第６重畳領域ＡＲ６を有している。
【０１６５】
　このような第２実施形態によれば、上記した第１実施形態と同様、第２供給流路４５ａ
および第２供給流路４５ｂが重畳する第１重畳領域ＡＲ１を有するため、複数系統（２系
統）の間で液体同士が互いに熱交換することができる。これにより、リザーバ４３ａ，４
３ｂの下流側において液体の温度を均一に近づけることができる。この結果、液体の吐出
性能の低下を抑えることができる。
【０１６６】
　また、第２供給流路４５ａおよび第２供給流路４５ｂが重畳する第１重畳領域ＡＲ１を
有することにより、リザーバ４３ａ，４３ｂから下流側において液体の温度を均一に近づ
けることができるため、リザーバ４３ａ，４３ｂを重畳させる必要がない。これにより、
供給部材２１の第３方向Ｚの厚みが大きくなりにくい。
【０１６７】
　また、第２重畳領域ＡＲ２を有するため、上記同様、複数系統（２系統）の間で液体同
士が互いに熱交換することができ、液体の温度を均一に近づけることができる。
【０１６８】
　また、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉａおよび分岐流路４５２ｂを流れる液体Ｉｂが
並流であるため、２つの分岐流路４５２ａ，４５２ｂを流れる液体Ｉａ，Ｉｂは熱交換し
ながら同じ方向に向かい、液体Ｉａ，Ｉｂの温度をより均一に近づけることができる。
【０１６９】
　また、分岐流路４５２ａを流れる液体Ｉａおよび分岐流路４５２ｂを流れる液体Ｉｂが
対向流であっても、並流の場合と同様、２つの分岐流路４５２ａ，４５２ｂを流れる液体
Ｉａ，Ｉｂは熱交換しながら流れ、液体Ｉａ，Ｉｂの温度をより均一に近づけることがで
きる。
【０１７０】
　また、第３重畳領域ＡＲ３を有することで、第２接続流路４４ａを流れる液体を、分岐
流路４５２ｂを流れる液体の温度で予備加熱することができる。これにより、液体の温度
をより均一に近づけることができる。
【０１７１】
　また、第４重畳領域ＡＲ４を有することで、第２接続流路４４ｂを流れる液体を、分岐
流路４５２ａを流れる液体の温度で予備加熱することができる。これにより、液体の温度
をより均一に近づけることができる。
【０１７２】
　また、第５重畳領域ＡＲ５を有することで、第１供給流路４１ａを流れる液体を、第２
接続流路４４ｂを流れる液体の温度で予備加熱することができ、液体の温度をより均一に
近づけることができる。
【０１７３】
　さらに、第６重畳領域ＡＲ６を有することで、第１供給流路４１ｂを流れる液体を、第
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２接続流路４４ａを流れる液体の温度で予備加熱することができ、液体の温度をより均一
に近づけることができる。
【０１７４】
　また、実施形態に係る記録装置（プリンタ１）は、上記した液体吐出ヘッド８と、記録
媒体（印刷用紙Ｐ）を液体吐出ヘッド８に搬送する搬送部（搬送ローラ６）と、液体吐出
ヘッド８を制御する制御部１４とを備える。これにより、リザーバ４３に対する液体の供
給不良を抑えることができる。また、液体の吐出性能の低下を抑えることができる。
【０１７５】
　また、実施形態に係る記録装置（プリンタ１）は、上記した液体吐出ヘッド８と、記録
媒体（印刷用紙Ｐ）にコーティング剤を塗布する塗布機４と、を備える。これにより、プ
リンタ１の印刷品質を向上させることができる。
【０１７６】
　また、実施形態に係る記録装置（プリンタ１）は、上記した液体吐出ヘッド８と、記録
媒体（印刷用紙Ｐ）を乾燥させる乾燥機１０と、を備える。これにより、回収ローラ１３
において、重なって巻き取られる印刷用紙Ｐ同士が接着したり、未乾燥の液体が擦れたり
するのを抑制することができる。
【０１７７】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。このため、本
発明のより広範な態様は、以上のように表しかつ記述した特定の詳細および代表的な実施
形態に限定されるものではない。したがって、添付の特許請求の範囲およびその均等物に
よって定義される総括的な発明の概念の精神または範囲から逸脱することなく、様々な変
更が可能である。
【符号の説明】
【０１７８】
　　　１　　記録装置
　　　４　　塗布機
　　　６　　搬送部
　　　８　　液体吐出ヘッド
　　１０　　乾燥機
　　１４　　制御部
　　２１　　供給部材
　２１１　　第１端
　２１２　　第２端
　　２２　　回路基板
　　２４　　流路部材
　　２４ａ　第１面
　　２４ｂ　第２面
　２４３　　吐出孔
　　３０　　加圧部
　　４０ａ　供給口Ａ
　　４０ｂ　供給口Ｂ
　　４１　　第１供給流路
　　４１ａ　供給流路Ａ
　　４１ｂ　供給流路Ｂ
　　４２　　第１接続流路
　　４２ａ　接続流路Ａ
　　４２ｂ　接続流路Ｂ
　　４４　　第２接続流路
　　４５　　第２供給流路
　　４５ａ　第２供給流路Ａ



(22) JP 2020-163638 A 2020.10.8

10

20

　　４５ｂ　第２供給流路Ｂ
　４５１ａ　分岐部Ａ
　４５１ｂ　分岐部Ｂ
　４５２ａ　分岐流路Ａ
　４５２ｂ　分岐流路Ｂ
　　４６　　フィルタ
　　４３　　リザーバ
　　４３ａ　リザーバＡ
　　４３ｂ　リザーバＢ
　　４３ｃ　リザーバＣ
　　４３ｄ　リザーバＤ
　　ＡＲ１　第１重畳領域
　　ＡＲ２　第２重畳領域
　　ＡＲ３　第３重畳領域
　　ＡＲ４　第４重畳領域
　　ＡＲ５　第５重畳領域
　　ＡＲ６　第６重畳領域
　　　Ｘ　　第１方向
　　　Ｙ　　第２方向
　　　Ｚ　　第３方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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