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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持部に支持された被記録媒体に記録を行う記録ヘッドと、
　前記支持部と対向する部位に開口部を有し、前記開口部から該記録ヘッドの液体吐出面
が前記支持部に臨む状態で前記記録ヘッドが取り付けられるキャリッジと、
　前記キャリッジの前記開口部における前記支持部に対向する側とは反対側に設けられる
とともに、前記記録ヘッドが前記キャリッジに取り付けられる際に前記記録ヘッドに接触
することで前記記録ヘッドをアースするように設けられたアース部材と、を備え、
　前記キャリッジにアース機構を備える機能ユニットが設けられており、
　前記アース部材は前記アース機構に接続されていることを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載された記録装置において、
　前記機能ユニットは回路基板を備え、該回路基板はネジで前記キャリッジに固定され、
　前記アース部材も前記ネジで固定されて前記アース機構に接続されていることを特徴と
する記録装置。
【請求項３】
　支持部に支持された被記録媒体に記録を行う記録ヘッドと、
　前記支持部と対向する部位に開口部を有し、前記開口部から該記録ヘッドの液体吐出面
が前記支持部に臨む状態で前記記録ヘッドが取り付けられるキャリッジと、
　前記キャリッジの前記開口部における前記支持部に対向する側とは反対側に設けられる
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とともに、前記記録ヘッドが前記キャリッジに取り付けられる際に前記記録ヘッドに接触
することで前記記録ヘッドをアースするように設けられたアース部材と、を備え、
　前記記録ヘッドは前記液体吐出面の周囲の一部又は全部に導電性部材を備え、
　前記アース部材は、前記導電性部材であって前記液体吐出面より後退した段差部に接触
することを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載された記録装置において、
　前記アース部材は、一方の端部は前記キャリッジに固定される基端部であり、他方の端
部は自由端部であり、該自由端部側が前記開口部の内側の空間まで延設されることで該自
由端部が前記記録ヘッドと接触することを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項４に記載された記録装置において、
　前記アース部材は前記自由端が複数設けられ、前記記録ヘッドと多点接触可能であるこ
とを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載された記録装置において、
　前記アース部材は、前記記録ヘッドと弾性的に接触するばねであり、
　該ばねは、前記記録ヘッドに弾性力が作用する状態で設けられていることを特徴とする
記録装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばインクジェットプリンター等、記録ヘッドがキャリッジに取り付けら
れている記録装置に関し、特に記録ヘッドのアース構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録装置において記録ヘッドは、動作の安定性、ノイズの影響を低減する等の観点から
通常アースが取られている（例えば特許文献１）。このアース構造は記録ヘッドの周囲に
配置された信号線を利用して行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開７－２６６６６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の記録装置は、前記アース構造の組立てが容易ではなく、構造も複雑であり、高コ
スト化の一因となっていた。
【０００５】
◆◆◆　目的　◆◆◆
　本発明は、組立てが容易であり、コンパクトなアース構造の記録ヘッドを備える記録装
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】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る記録装置は、記録ヘッドと、開口を有し前記記録ヘッドが前
記開口に該記録ヘッドの液体吐出面が臨む状態で取り付けられるキャリッジと、前記キャ
リッジに設けられ前記記録ヘッドをアースするためのアース部材とを備え、前記アース部
材は、前記開口に取り付けられた前記記録ヘッドと接触する位置に設けられていることを
特徴とする。
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【０００７】
◆◆◆　作用の説明　◆◆◆
　通常、記録ヘッドはキャリッジに設けられた開口にインク等の液体吐出面が臨む状態で
取り付けられる。　
　本態様によれば、前記アース部材は、前記開口に取り付けられた前記記録ヘッドと接触
する位置に設けられている。従って、記録ヘッドを前記開口に取り付けることで該記録ヘ
ッドと前記アース部材との接触状態を実現することが可能であり、記録ヘッドのアース構
造の組立てが容易である。また、コンパクトなアース構造を実現することができる。
【０００８】
　本発明の第２の態様に係る記録装置は、第１の態様において、前記アース部材は、自由
端側が前記開口の内側に延設されており、該自由端が前記記録ヘッドと接触することを特
徴とする。
【０００９】
　本態様によれば、板ばね等のアース部材の自由端側が前記開口の内側に延設されている
だけの簡単な構造で、記録ヘッドを開口部に取り付けることで該記録ヘッドが前記自由端
部分と接触し、アース構造が出来上がる。従って、アース構造の組立てが一層容易となり
、また一層コンパクト化を実現することができる。
【００１０】
　本発明の第３の態様に係る記録装置は、第１の態様又は第２の態様において、前記アー
ス部材は、前記記録ヘッドと弾性的に接触するばねであり、該ばねは、前記記録ヘッドに
弾性力が作用する状態で設けられていることを特徴とする。　
　ここで、「ばね」は、板ばね、コイルばね等が挙げられ、それ自身が導電性を有するも
のである。板ばねを用いるとアース構造を一層単純化しやすい。
【００１１】
　本態様によれば、該ばねは、前記記録ヘッドに弾性力が作用する状態で設けられている
ので、前記記録ヘッドが前記キャリッジに対して液体吐出方向に移動しても当該ばねの弾
性変形によってその移動変位を吸収し、当該記録ヘッドのアースのための前記接触の状態
は自動的に維持される。
【００１２】
　本発明の第４の態様に係る記録装置は、第１の態様から第３の態様のいずれか一つの態
様において、前記キャリッジにアース機構を備える機能ユニットが設けられており、前記
アース部材は前記アース機構に接続されていることを特徴とする。
【００１３】
　ここで、「機能ユニット」とは、例えば用紙幅等の被記録媒体の情報を検出するための
光学式のセンサーユニット等、一つ以上の機能を有して設けられているユニットの意味で
ある。　
　また「アース機構」とは、接地するための導線を含む機構の意味である。例えば、セン
サーユニットは、回路基板がフレキシブルフラットケーブル（以下「ＦＦＣ」とも言う）
と接続されることで、信号線が接続されると共に、アース用の導線とも接続されて当該ア
ース機構が構成される。
【００１４】
　本態様によれば、キャリッジに設けられているセンサーユニット等の機能ユニットが有
するアース機構を利用して記録ヘッドのアースを取るので、専用のアース機構が不要であ
り、アース構造も単純化できる。そして、アース構造の組立ても容易である。
【００１５】
　本発明の第５の態様に係る記録装置は、第４の態様において、前記機能ユニットは回路
基板を備え、該回路基板はネジで前記キャリッジに固定され、前記アース部材も前記ネジ
で固定されて前記アース機構に接続されていることを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、板ばね等のアース部材の固定の仕方として、前記機能ユニットを成す
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回路基板を固定するネジを兼用している。即ち、当該アース部材を固定するために専用の
固定ネジを必要とせず、他部材用のネジを利用している。従って、部品点数を低減でき、
組立て工数も低減できる。
【００１７】
　本発明の第６の態様に係る記録装置は、第１の態様から第５の態様のいずれか一つの態
様において、前記アース部材は前記自由端が複数設けられ、前記記録ヘッドと多点接触可
能であることを特徴とする記録装置。
【００１８】
　本態様によれば、アース部材は多点接触可能であるので、記録ヘッドとの接触の確実性
を向上することができる。
【００１９】
　本発明の第７の態様に係る記録装置は、第１の態様から第６の態様のいずれか一つの態
様において、前記開口と前記アース部材はキャリッジの底部に設けられていることを特徴
とする。
【００２０】
　本態様によれば、前記開口に取り付けられる記録ヘッドと前記アース部材が、いずれも
キャリッジの底部に設けられるので、記録ヘッドのアース構造の組立てが容易である。ま
た、コンパクトなアース構造を実現することができる。
【００２１】
　本発明の第８の態様に係る記録装置は、第１の態様から第７の態様のいずれか一つの態
様において、前記記録ヘッドは液体吐出面の周囲の一部又は全部に導電性部材を備え、前
記アース部材は、前記導電性部材であって前液体吐出面より後退した段差部に接触するこ
とを特徴とする。
【００２２】
　本態様によれば、前記アース部材は、記録ヘッドの前液体吐出面より後退した段差部に
接触するので、アース部材が液体吐出面に接触して破損する虞を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施例に係るインクジェット記録装置のキャリッジの記録ヘッドを取り
付ける前の要部拡大斜視図。
【図２】同実施例に係るキャリッジの機能ユニットを外した状態の要部拡大斜視図。
【図３】同実施例に係るアース部材の板ばねの斜視図。
【図４】同実施例に係る機能ユニットの斜視図。
【図５】同実施例に係るキャリッジの記録ヘッドが取り付けられた状態の液体吐出面側か
ら見た平面図。
【図６】図５の要部拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面に基づいて本発明の実施例を詳細に説明する。　
　図１に示したように、インクジェットプリンターのキャリッジ１の底部２には、機能ユ
ニットとしての光学式のセンサーユニット３が設けられている。該センサーユニット３は
、被記録媒体の幅を検出するためのものである。該センサーユニット３は、キャリッジ１
が被記録媒体の幅方向に往復移動する際に、被記録媒体の幅を反射率の変化情報から演算
して求める。
【００２５】
　前記センサーユニット３は、回路基板８と受発光素子９を備える公知のものである。図
６において、符号１２は受発光素子９の発光部、符号１３は受発光素子９の受光部を示す
。キャリッジ１が前記幅方向に移動する際に、発光部１２から射光された光の反射光を受
光部１３で検出して前記演算を行う。
【００２６】
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　前記回路基板８は、ネジ１０で前記底部２に固定される。図４において、符号１１は前
記ネジ１０を通すための孔である。また、図２において、符号２０は前記ネジ１０が螺合
されるネジ穴を示し、該ネジ穴２０は前記底部２に設けられている。また図２において、
符号２１は前記受発光素子９が臨む孔である。
【００２７】
　前記センサーユニット３は動作を安定させる等のためにアース機構７を備えている。該
アース機構７は公知の構造のものであり、例えば回路基板８がＦＦＣ（図示せず）に接続
され、該ＦＦＣ中のアース用の導線と接続されて当該アース機構７が構成されている。　
　尚、本発明で用いる機能ユニットとしては、前記光学式のセンサーユニット３に限定さ
れない。キャリッジ１に設けられ、アース機構を備える他のユニットも利用可能である。
【００２８】
　本実施例においては、キャリッジ１の底部２のほぼ中央部には、開口４が設けられてい
る。そして、図５に示したように、前記記録ヘッド５は、前記開口４に当該記録ヘッド５
の液体吐出面６が臨む状態で取り付けられる。前記液体吐出面６は、周囲に導電性部材で
ある金属製の枠体１４が設けられている。該枠体１４は前記液体吐出面６より後退した段
差部２３を備えている。
【００２９】
　尚、上記説明では、キャリッジ１の底部２のほぼ中央部に開口４が設けられている構造
であるが、それに限定されず、該開口４は中央から偏倚した位置に設けられていてもよい
。　
　また、前記底部２と記録ヘッド５が一体化され、キャリッジ１の底部全体が開口されて
いるキャリッジ構造であってもよい。この構造の場合は、記録ヘッド５がキャリッジ１に
取り付けられた状態でキャリッジ１の底部２が存在することになる。この構造においても
、当該底部２に或いは当該キャリッジ１に設けられている機能ユニットを利用することで
前記構成と同様に実施することができる。
【００３０】
　図１と図５及び図６に示したように、記録ヘッド５はアース部材１５によって前記セン
サーユニット３のセンサー機構７に接続されている。該アース部材１５は、前記開口４に
取り付けられた前記記録ヘッド５と接触する位置に設けられている。
【００３１】
　本実施例では、アース部材１５は板ばね１６で構成されている。図３に示したように、
該板ばね１６は、基端部１７と自由端１８を備えている。　
　基端部１７には前記ネジ１０を通す孔１９が設けられている。　
　前記自由端１８は、本実施例では２本のバネ片で構成され、記録ヘッド５と多点接触可
能に構成されている。尚、該自由端１８は、前記２本に限定されない。１本或いは３本以
上であってもよい。
【００３２】
　前記板ばね１６は、基端部１７が前記ネジ１０により前記回路基板８と一緒に固定され
て前記アース機構７との接続状態が実現されている。即ち、該板ばね１６は専用の固定用
ネジを必要としないで固定されている。　
　図２に示したように、アース部材１５はキャリッジ１の底部２の開口４を作る周縁部に
形成された取付用の凹部２４にセットされて取り付けられる。尚、図１においては前記凹
部２４の図示が省略されている。
【００３３】
　前記板ばね１６は、自由端１８側が前記開口４の内側にまで延設されている。　
　図６に示したように、この延設構造によって、当該板ばね１６は、前記記録ヘッド５を
前記開口部に取り付けることによって自由端１８が該記録ヘッド５の前記枠体１４の段差
部２３と接触し、当該アースのための接触が実現する。　
　ここで、該板ばね１６は、前記記録ヘッド５の段差部２３に弾性力が作用する状態で設
けられている。即ち、該板ばね１６の自由端１８が前記段差部２３に弾性的に押し付けら
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れる状態で当該板ばね１６が設けられている。
【００３４】
　板ばね１６の自由端１８は、記録ヘッド５の前記段差部２３に接触するので、該板ばね
１６が記録ヘッド５の液体吐出面６に接触して破損する虞を低減される。　
　また、前記板ばね１６の自由端１８の先端部２２は、記録ヘッド５の液体吐出面６から
離れる方向に折曲されている。この先端折曲構造によって、記録ヘッド５を前記開口４に
取り付ける際に、液体吐出面６に前記自由端１８の先端部が当接して破損する虞を低減し
ている。
【００３５】
　本実施例によれば、前記アース部材１５は、前記開口４に取り付けられた前記記録ヘッ
ド５と接触する位置に設けられている。従って、記録ヘッド５を前記開口４に取り付ける
ことで該記録ヘッド５と前記アース部材１５との接触状態を実現することが可能であり、
記録ヘッド５のアース構造の組立てが容易である。また、コンパクトなアース構造を実現
することができる。
【００３６】
　また、本実施例によれば、板ばね１６等のアース部材１５の自由端１８側が前記開口４
の内側に延設されているだけの簡単な構造で、記録ヘッド５を開口４に取り付けることで
該記録ヘッド５が前記自由端１８部分と接触し、アース構造が出来上がる。従って、アー
ス構造の組立てが一層容易となり、また一層コンパクト化を実現することができる。
【００３７】
　また本実施例によれば、アース部材１５を成すばね１６は、前記記録ヘッド５に弾性力
が作用する状態で設けられているので、前記記録ヘッド５が前記キャリッジ１に対して液
体吐出方向に移動しても当該ばね１６の弾性変形によってその移動変位を吸収し、当該記
録ヘッド５のアースのための前記接触の状態は自動的に維持される。　
　例えば、記録ヘッド５をキャリッジ１の開口４に取り付けるに際して、両者の相対位置
の調整で前記記録ヘッド５が前記キャリッジ１に対して液体吐出方向に移動しても、当該
ばね１６が弾性変形してその移動変位を吸収する。即ち、当該記録ヘッド５のアース部材
１５との接触状態は自動的に維持される。従って、当該アース構造及び記録ヘッドのキャ
リッジへの組み付けが容易となる。
【００３８】
　また、記録ヘッド５の液体吐出面６とプラテン（図示せず）に支持された被記録材（図
示せず）との間隔（いわゆるペーパーギャップ）を、被記録材の厚みが異なっても一定に
するための間隔調整機構を備える記録装置がある。この間隔調整機構を、前記記録ヘッド
５をキャリッジ１に対して液体吐出方向に移動させる機構によって構成することが可能で
ある。　
　本実施例によれば、このような間隔調整機構を備える記録装置において、該間隔調整機
構が作動しても、当該ばね１６の弾性変形によって記録ヘッド５とアース部材１５との接
触状態が自動的に維持される。
【００３９】
　また本実施例によれば、前記アース部材１５は、記録ヘッド５の前液体吐出面６より後
退した段差部２３に接触するので、アース部材１５が液体吐出面６に接触して破損する虞
を低減することができる。
【００４０】
［他の実施例］
　本発明に係る記録装置１は、以上述べた構成を有することを基本とするものであるが、
本願発明の要旨を逸脱しない範囲内の部分的構成の変更や省略等を行うことも勿論可能で
ある。
【００４１】
　例えば、アース部材１５の板ばね１６の形状は、前記実施例の平坦形状に限定されない
。湾曲形状やＳ字形状など、適宜採用可能である。　
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　又機能ユニットが複数設けられている場合、各機能ユニットに対してアース部材を設け
てもよい。
【００４２】
　また、前記「ばね」は、板ばね１６に限定されず、コイルばね等でもよい。　
　また、導電性部材の段差部は、前記記録ヘッドの液体吐出面の周囲の一部であっても又
は全部であっても適宜設定することができる、
【符号の説明】
【００４３】
１　キャリッジ、　２　底部、　３　センサー（機能ユニット）、　４　開口、
５　記録ヘッド、　６　液体吐出面、　７　アース機構、　８　回路基板、
９　受発光素子、　１０　ネジ、　１１　孔、　１２　発光部、　１３　受光部、
１４　枠体、　１５　アース部材、　１６　板ばね、　１７　基端部、　１８　自由端、
１９　孔、　２０　ネジ穴、　２１　孔、　２２　先端部、２３　段差部、２４　凹部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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