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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体が載置される載置部と、
　前記載置部に載置された前記媒体に印刷する印刷部と、
　前記載置部に搭載され、前記載置部及び前記印刷部の少なくとも一方を他方に対して相
対的に移動させるときに駆動される電動機と、
　前記載置部に搭載され、交流電源から供給される電力に基づき前記電動機を駆動させる
インバーターと、
　前記載置部に搭載され、前記交流電源から供給される電力を前記印刷部に送電ケーブル
を介して供給する電源部とを備え、
　前記電源部は、交流電力を直流電力に変換して前記送電ケーブルに出力するＡＣ／ＤＣ
コンバーターを有する
　印刷装置。
【請求項２】
　前記印刷部は、前記送電ケーブルを介して供給された前記直流電力の電圧を変更可能な
ＤＣ／ＤＣコンバーターを有する
　請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記印刷部は、前記インバーターを制御するための制御信号を出力する制御回路を有し
、
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　前記制御回路と前記インバーターとは、前記制御信号を前記インバーターに送信する通
信ケーブルを介して接続されている
　請求項１または２に記載の印刷装置。
【請求項４】
　前記制御信号は、差動信号である
　請求項３に記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記送電ケーブル及び前記通信ケーブルを束ねてガイドするガイド部を備える
　請求項３または４に記載の印刷装置。
【請求項６】
　金属製の電装ボックスを備え、
　前記インバーターは、前記電装ボックスに収容されている
　請求項１～５のいずれか一項に記載の印刷装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、紙等の媒体を載置する載置台に対して、媒体にインクを噴射することで印刷
する印刷ヘッドが設けられた印刷部を相対移動させることにより、媒体に印刷を行うプリ
ンターが知られている。このようなプリンターの一例として、フラットベッド型のプリン
ターが挙げられる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このプリンターの載置台には、印刷部を載置台に対して相対移動させるときに駆動され
る駆動モーターと、この駆動モーターを駆動するためのモーター駆動部とが搭載されてい
る。また通常、モーター駆動部には、外部の商用電源からの供給電力を一旦交流から直流
に変換した後に再び交流に変換して駆動モーターに供給するインバーターが設けられてい
る。そして、このインバーターにより再び交流に変換された電力は、載置台と印刷部との
間を繋ぐフレキシブルガイド内に配線された送電ケーブルを介して、印刷部にも供給され
る。
【０００４】
　一方、印刷部には、印刷ヘッドの制御回路、駆動モーターの制御回路等の種々の回路と
、送電ケーブルを介して供給される交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコンバータ
ーと、ＡＣ／ＤＣコンバーターから出力される直流電力を降圧して種々の回路に供給する
ＤＣ／ＤＣコンバーターとが搭載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２９１９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、モーター駆動部のインバーターにおいてＦＥＴ（Field effect transistor
）等のスイッチング素子を有するインバーター回路部では、スイッチング素子のオンオフ
を高速に切り替えることによりノイズが発生する。このノイズは、送電ケーブルに伝播し
た場合、この送電ケーブルを介して電力が供給される印刷部における種々の回路に伝播す
るおそれがある。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みなされたものであり、その目的は、インバーターが設
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けられた載置部側で発生したノイズによる印刷部への影響を抑制することが可能な印刷装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
　上記課題を解決する印刷装置は、媒体が載置される載置部と、前記載置部に載置された
前記媒体に印刷する印刷部と、前記載置部に搭載され、前記載置部及び前記印刷部の少な
くとも一方を他方に対して相対的に移動させるときに駆動される電動機と、前記載置部に
搭載され、交流電源から供給される電力に基づき前記電動機を駆動させるインバーターと
、前記載置部に搭載され、前記交流電源から供給される電力を前記印刷部に送電ケーブル
を介して供給する電源部とを備え、前記電源部は、交流電力を直流電力に変換して前記送
電ケーブルに出力するＡＣ／ＤＣコンバーターを有する。
【０００９】
　上記構成によれば、交流電源から載置部の電源部に供給された交流電力は、電源部が有
するＡＣ／ＤＣコンバーターにより直流電力に変換された後、送電ケーブルを介して印刷
部に供給される。そのため、インバーターにより発生したノイズは、電源部から印刷部に
直流電力を供給する送電ケーブルに伝播することが抑制される。
【００１０】
　また、上記印刷装置において、前記印刷部は、前記送電ケーブルを介して供給された前
記直流電力の電圧を変更可能なＤＣ／ＤＣコンバーターを有することが好ましい。
　上記構成によれば、送電ケーブルを介して供給された直流電力の電圧がＤＣ／ＤＣコン
バーターにより変更可能であるため、印刷部において駆動電圧が異なる複数の回路がある
場合にも、各回路に対して電圧が調整された直流電力を供給することができる。
【００１１】
　また、上記印刷装置において、前記印刷部は、前記インバーターを制御するための制御
信号を出力する制御回路を有し、前記制御回路と前記インバーターとは、前記制御信号を
前記インバーターに送信する通信ケーブルを介して接続されていることが好ましい。
【００１２】
　上記構成によれば、インバーターにより発生したノイズが送電ケーブルに伝播すること
が抑制されるため、制御回路がノイズの影響を受けることが抑制される。
　また、上記印刷装置において、前記制御信号は、差動信号であることが好ましい。
【００１３】
　上記構成によれば、耐ノイズ性が高い伝送方式である差動信号を用いることにより、イ
ンバーターから電源ケーブルに伝播したノイズが通信ケーブルで送信される制御信号に伝
播することが一層抑制される。
【００１４】
　また、上記印刷装置においては、前記送電ケーブル及び前記通信ケーブルを束ねてガイ
ドするガイド部を備えることが好ましい。
　上記構成によれば、送電ケーブル専用のガイド部及び通信ケーブル専用のガイド部を有
する構成と比較して、ガイド部の個数が少なくなる。このため、印刷装置の構成が簡略化
される。
【００１５】
　また、上記印刷装置においては、金属製の電装ボックスを備え、前記インバーターは、
前記電装ボックスに収容されていることが好ましい。
　金属材料は、輻射ノイズを吸収する性質を持つ。そこで、上記構成では、金属製の電装
ボックス内にインバーターを収容するため、インバーターが発生する輻射ノイズが電装ボ
ックスにより吸収される。このため、電装ボックスの外部に輻射ノイズが漏れることが抑
制される。したがって、そのような輻射ノイズによる印刷部への影響を抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】一実施形態のプリンターの斜視図。
【図２】一実施形態のプリンターの側面図。
【図３】一実施形態のプリンターの回路図。
【図４】比較例のプリンターの回路図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、印刷装置をインクジェット式のプリンターに具体化した実施形態について図面を
参照して説明する。
　図１に示すように、プリンター１０は、床面に置かれる４本の脚１１を含んで構成され
る載置部の一例としての基台１２を備えている。基台１２の上面は、用紙などの媒体Ｐが
載置される載置面１３となっている。載置面１３は、載置される媒体Ｐの長さ方向Ｘに沿
う方向に長い長方形状をなし、その載置面１３には、複数の吸引孔１４が開口している。
なお、吸引孔１４は、図１では載置面１３の一部の領域にしか図示されていないが、実際
には、載置面１３の全面にわたり多数形成されている。
【００１８】
　基台１２において載置面１３よりも下部には、載置面１３の長さ方向に沿うガイド溝（
図示略）が形成されている。このガイド溝には、印刷部の一例として、ガイド溝の長さ方
向と直交する一方向（以下、「主走査方向」ともいう。）に長く延びる部分を有する液体
噴射ユニット２０が媒体Ｐの長さ方向Ｘ（以下、「副走査方向」ともいう。）に沿って往
復移動可能に嵌合されている。
【００１９】
　液体噴射ユニット２０は、その長手方向でもある主走査方向に沿う主軸２１及び副軸２
２を有している。そして、これらの軸２１，２２には、その長手方向に沿って摺動可能に
キャリッジ２３が支持されている。
【００２０】
　液体噴射ユニット２０における両軸２１，２２の両端部と対応する位置には、駆動プー
リー２４及び従動プーリー２５が回転自在に支持されている。駆動プーリー２４には、キ
ャリッジ２３を往復動させる際の駆動源となるキャリッジモーター２６の出力軸が連結さ
れている。駆動プーリー２４及び従動プーリー２５の間には、一部がキャリッジ２３に連
結された無端状のタイミングベルト２７が掛装されている。このような構成によれば、キ
ャリッジ２３は、両軸２１，２２にガイドされながら、キャリッジモーター２６の駆動力
によってタイミングベルト２７を介して両軸２１，２２の長手方向すなわち主走査方向に
沿って移動する。
【００２１】
　液体噴射ユニット２０は、それぞれ異なる種類（例えば色相や濃度など）のインクが収
容された４つのインクカートリッジ２８（例えば、イエロー、マゼンタ、シアン、クロの
各色インクを収容したインクカートリッジ２８）を有している。また、液体噴射ユニット
２０は、インクカートリッジ２８のインクを４本の供給路３１を介してキャリッジ２３に
搭載された印刷ヘッド２９に供給する供給ポンプ３０を有している。
【００２２】
　図２に示すように、基台１２における載置面１３よりも下部には、電動機の一例として
、液体噴射ユニット２０を副走査方向に沿って移動させる駆動源となるＡＣサーボモータ
ー１５が配置されている。ＡＣサーボモーター１５の出力軸には、この出力軸の回転に伴
い副走査方向に沿う軸線を中心に回転するボールねじ１６が連結されている。そして、そ
のボールねじ１６には、液体噴射ユニット２０の下部に固定されたナット（図示略）が螺
合されている。このような構成によれば、ＡＣサーボモーター１５の出力軸の回転により
ナットが副走査方向に移動するのにともない、液体噴射ユニット２０が載置面１３の上方
域を副走査方向に移動する。
【００２３】
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　基台１２の下部には、吸引ファン１７、電装ボックス１８、及びガイド部１９が取り付
けられている。吸引ファン１７は、駆動することにより吸引孔１４（図１参照）を介して
媒体Ｐ（図１参照）を載置面１３に吸着させる。電装ボックス１８は、鋼板等の金属材料
で箱状に形成され、吸引ファン１７及び基台１２の制御機器を収容している。
【００２４】
　ガイド部１９は、電装ボックス１８と液体噴射ユニット２０とを互いに接続している。
ガイド部１９は、中空状に形成され、液体噴射ユニット２０の移動にともない屈曲自在で
ある。ガイド部１９は、電装ボックス１８から液体噴射ユニット２０に電力を伝送する送
電ケーブル４４（図３参照）、及び液体噴射ユニット２０から電装ボックス１８に信号を
送信する通信ケーブル４５（図３参照）を束ねた状態で収容している。
【００２５】
　次に、図３を参照して、プリンター１０の回路構成について説明する。
　基台１２の電装ボックス１８内には、基台１２の制御機器として、サーボ制御装置４２
、ファン制御装置４３、及び電源部５０が収容されている。また、電装ボックス１８には
、電源ケーブル４１の一端側及び送電ケーブル４４の一端側が挿入されている。また、液
体噴射ユニット２０内には、ＤＣ／ＤＣコンバーター４６～４８及び制御回路４９が収容
されている。
【００２６】
　電源ケーブル４１は、電装ボックス１８の外部に設けられた商用電源としての交流電源
ＡＣと、電装ボックス１８内のサーボ制御装置４２、ファン制御装置４３、及び電源部５
０とを電気的に接続している。電源ケーブル４１は、交流電源ＡＣから供給される電源周
波数の交流電力をサーボ制御装置４２、ファン制御装置４３、及び電源部５０のそれぞれ
に供給している。なお、電源周波数は、例えば、５０Ｈｚまたは６０Ｈｚである。
【００２７】
　サーボ制御装置４２は、交流電源ＡＣからの交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣ
コンバーター回路部、及び直流電力を電源周波数よりも高周波となる第１周波数の交番電
力に変換するインバーター回路部を含むインバーター４２Ａを有している。インバーター
４２Ａは、ＡＣサーボモーター１５の回転位置を検出するエンコーダー（図示略）の信号
に基づくフィードバック制御によりＡＣサーボモーター１５の回転位置及び回転速度を制
御する。
【００２８】
　ファン制御装置４３は、交流電源ＡＣからの交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣ
コンバーター回路部、及び直流電力を電源周波数よりも高周波となる第２周波数の交番電
力に変換するインバーター回路部を含むインバーター４３Ａを有している。インバーター
４３Ａは、吸引ファン１７の駆動を制御する。
【００２９】
　送電ケーブル４４の他端側は、液体噴射ユニット２０に挿入されている。送電ケーブル
４４は、基台１２側の電源部５０と液体噴射ユニット２０側のＤＣ／ＤＣコンバーター４
６～４８とを電気的に接続している。
【００３０】
　電源部５０は、交流電源ＡＣからの交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコンバー
ター５１を有している。ＡＣ／ＤＣコンバーター５１は、電圧Ｖｄｃ１を送電ケーブル４
４に印加する。ＡＣ／ＤＣコンバーター５１は、特定周波数を含む所定の周波数帯以外を
カットするフィルター機能（図示略）を有している。この特定周波数は、第１周波数及び
第１周波数の倍数、並びに第２周波数及び第２周波数の倍数とは異なる周波数である。特
定周波数は、例えば電源周波数と等しい５０Ｈｚまたは６０Ｈｚである。
【００３１】
　ＤＣ／ＤＣコンバーター４６は、ＡＣ／ＤＣコンバーター５１から送電ケーブル４４を
介して送電された電圧Ｖｄｃ１の直流電力を電圧Ｖｄｃ１よりも低い電圧Ｖｄｃ２に降圧
する。電圧Ｖｄｃ２の一例は、４２Ｖである。ＤＣ／ＤＣコンバーター４７は、ＡＣ／Ｄ
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Ｃコンバーター５１の電圧Ｖｄｃ１を電圧Ｖｄｃ２よりも低い電圧Ｖｄｃ３に降圧する。
電圧Ｖｄｃ３の一例は、２４Ｖである。ＤＣ／ＤＣコンバーター４８は、ＡＣ／ＤＣコン
バーター５１の電圧Ｖｄｃ１を電圧Ｖｄｃ３よりも低い電圧Ｖｄｃ４に降圧する。電圧Ｖ
ｄｃ４の一例は、５Ｖである。
【００３２】
　制御回路４９は、ＤＣ／ＤＣコンバーター４６～４８と電気的に接続されている。制御
回路４９は、印刷ヘッド２９を制御するヘッド駆動制御部４９Ａ、及び供給ポンプ３０を
制御するポンプ駆動制御部４９Ｂを有している。また制御回路４９は、サーボ制御装置４
２を制御するサーボ制御回路４９Ｃ、及びファン制御装置４３を制御するファン制御回路
４９Ｄを有している。
【００３３】
　ヘッド駆動制御部４９Ａは、ヘッド駆動回路及びヘッド制御回路（ともに図示略）を有
する。ヘッド駆動回路は、ＤＣ／ＤＣコンバーター４６と印刷ヘッド２９内の圧電素子（
図示略）とを電気的に接続し、ＤＣ／ＤＣコンバーター４６の直流電力を交番電力に変換
して圧電素子に供給する。ヘッド制御回路は、ＤＣ／ＤＣコンバーター４８とヘッド駆動
回路とを電気的に接続し、ヘッド駆動回路の動作を制御する。
【００３４】
　ポンプ駆動制御部４９Ｂは、ポンプ駆動回路及びポンプ制御回路（ともに図示略）を有
する。ポンプ駆動回路は、ＤＣ／ＤＣコンバーター４７と供給ポンプ３０とを電気的に接
続し、ＤＣ／ＤＣコンバーター４７の直流電力を交番電力に変換して供給ポンプ３０に供
給する。ポンプ制御回路は、ＤＣ／ＤＣコンバーター４８とポンプ駆動回路とを電気的に
接続し、ポンプ駆動回路の動作を制御する。
【００３５】
　サーボ制御回路４９Ｃ及びファン制御回路４９Ｄは、ＤＣ／ＤＣコンバーター４８及び
通信ケーブル４５に電気的に接続されている。サーボ制御回路４９Ｃは、サーボ制御装置
４２のインバーター４２Ａの動作を指令する制御信号をインバーター４２Ａに通信ケーブ
ル４５を介して送信する。ファン制御回路４９Ｄは、ファン制御装置４３のインバーター
４３Ａの動作を指令する制御信号をインバーター４３Ａに通信ケーブル４５を介して送信
する。なお、サーボ制御回路４９Ｃ及びファン制御回路４９Ｄの制御信号は、差動信号に
より送信される。
【００３６】
　次に、上記のように構成されたプリンター１０の作用について、比較回路構成を用いて
説明する。なお、比較回路構成の説明において、便宜上、プリンター１０の構成要素と共
通する構成要素について同一符号を付し、その説明を省略する。
【００３７】
　比較回路構成は、図４に示すように、電装ボックス１８内の電源部５０及び液体噴射ユ
ニット２０のＤＣ／ＤＣコンバーター４６を省略し、液体噴射ユニット２０に電源部１０
０を追加した構成を示す。比較回路構成において、電源部１００は、基台１２側の電源ケ
ーブル４１から分岐した送電ケーブル４４を介して供給される交流電力を直流電力に変換
するＡＣ／ＤＣコンバーター１０１を有し、ＤＣ／ＤＣコンバーター４７，４８に直流電
力を供給する。
【００３８】
　ところで、図３及び図４に示すように、本実施形態の各制御装置４２，４３及び比較回
路構成の各制御装置４２，４３ともにインバーター４２Ａ，４３Ａを有している。インバ
ーター４２Ａ，４３Ａのそれぞれは、ＦＥＴ等のスイッチング素子（図示略）が高速にス
イッチングするときにノイズを発生させる。このノイズは、第１周波数及び第１周波数の
倍数、並びに第２周波数及び第２周波数の倍数で電源ケーブル４１に伝播する。
【００３９】
　図４に示すように、比較回路構成によれば、ＡＣ／ＤＣコンバーター１０１が液体噴射
ユニット２０側に配置されるため、インバーター４２Ａ，４３Ａが発生するノイズは、図
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４中の破線矢印により示すように電源ケーブル４１及び送電ケーブル４４を経て液体噴射
ユニット２０内に伝播する。このため、ノイズが制御回路４９に影響を与える場合がある
。このため、ヘッド制御回路、ポンプ制御回路、サーボ制御回路４９Ｃ、及びファン制御
回路４９Ｄが生成する制御信号にノイズが混ざってしまう。その結果、印刷ヘッド２９、
供給ポンプ３０、ＡＣサーボモーター１５、及び吸引ファン１７の制御が不安定になるお
それがある。
【００４０】
　特に、ガイド部１９により電源ケーブル４１と通信ケーブル４５とが束ねられた状態と
なるため、送電ケーブル４４のノイズが通信ケーブル４５に影響を与えやすい。これによ
り、通信ケーブル４５におけるサーボ制御回路４９Ｃ及びファン制御回路４９Ｄの制御信
号にノイズが混ざりやすくなる。その結果、ＡＣサーボモーター１５及び吸引ファン１７
の制御が不安定になりやすい。
【００４１】
　一方、図３に示すように、本実施形態のプリンター１０は、ＡＣ／ＤＣコンバーター５
１が基台１２側に配置されている。ＡＣ／ＤＣコンバーター５１がそのフィルター機能に
よりノイズの周波数及びその倍数とは異なる所定の周波数帯のみを通すため、電源ケーブ
ル４１のノイズはＡＣ／ＤＣコンバーター５１により取り除かれる。このため、図３中の
破線矢印により示すように、ノイズは、電源ケーブル４１を介して電源部５０に伝播する
がＡＣ／ＤＣコンバーター５１の出力側である送電ケーブル４４に伝播することが抑制さ
れる。これにより、液体噴射ユニット２０の制御回路４９へのノイズの影響が低減される
。そして、ガイド部１９内において送電ケーブル４４及び通信ケーブル４５が束ねられて
いても通信ケーブル４５にノイズが影響を与えることが抑制される。したがって、印刷ヘ
ッド２９、供給ポンプ３０、ＡＣサーボモーター１５、及び吸引ファン１７の制御が不安
定になることが抑制される。
【００４２】
　上記実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）ＡＣ／ＤＣコンバーター５１が基台１２側に配置されるため、ＡＣ／ＤＣコンバ
ーター５１に接続された送電ケーブル４４にサーボ制御装置４２及びファン制御装置４３
において発生したノイズが伝播することが抑制される。したがって、上記ノイズが液体噴
射ユニット２０の制御回路４９に影響を与えることが抑制されるため、印刷ヘッド２９及
び供給ポンプ３０等の液体噴射ユニット２０側の機器の制御が不安定になることが抑制さ
れる。したがって、基台１２側で発生したノイズによる液体噴射ユニット２０への影響を
抑制することができる。
【００４３】
　また、インバーター４２Ａ，４３ＡのノイズがＡＣ／ＤＣコンバーター５１により制御
回路４９に伝播することが抑制されるため、このノイズがサーボ制御回路４９Ｃ及びファ
ン制御回路４９Ｄを経て通信ケーブル４５に伝播することが抑制される。このため、サー
ボ制御回路４９Ｃの制御信号に基づいてＡＣサーボモーター１５の制御が不安定となるこ
とが抑制される。また、ファン制御回路４９Ｄの制御信号に基づいて吸引ファン１７の制
御が不安定となることが抑制される。したがって、このようなノイズが制御回路４９を経
て通信ケーブル４５に伝播することが抑制されるため、制御回路４９からの制御信号に基
づくインバーター４２Ａ，４３Ａの制御が不安定となることが抑制される。
【００４４】
　（２）ＤＣ／ＤＣコンバーター４６～４８により電圧調整された電圧Ｖｄｃ２～Ｖｄｃ
４にて制御回路４９に印加するため、制御回路４９内の駆動電圧が異なる複数の回路を駆
動させることができる。
【００４５】
　（３）差動信号は、シングルエンド信号と比較して、耐ノイズ性が高い。そこで、本実
施形態のサーボ制御回路４９Ｃ及びファン制御回路４９Ｄのそれぞれは、差動信号により
制御信号をサーボアンプ及びファン制御装置４３に送信する。このため、通信ケーブル４
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５により送信される制御信号にノイズが混ざりにくくなる。したがって、制御回路４９か
らの制御信号に基づくインバーター４２Ａ，４３Ａの制御が不安定となることが一層抑制
される。
【００４６】
　（４）送電ケーブル４４及び通信ケーブル４５が束ねられた状態でガイド部１９に収容
されているため、送電ケーブル４４専用のガイド部材及び通信ケーブル４５専用のガイド
部材を有する構成と比較して、プリンターの構成を簡略化することができる。
【００４７】
　一方、ガイド部１９が送電ケーブル４４及び通信ケーブル４５を束ねて収容する構成で
は、送電ケーブル４４及び通信ケーブル４５の距離が近い。このため、送電ケーブル４４
及び通信ケーブル４５の一方にノイズが伝播した場合、他方のケーブルにノイズの影響を
与えやすい。
【００４８】
　しかし、本実施形態のプリンター１０は、ＡＣ／ＤＣコンバーター５１が介在すること
により送電ケーブル４４に電源ケーブル４１のノイズが伝播しにくいため、通信ケーブル
４５にノイズが伝播することが抑制される。さらに、ノイズが制御回路４９に伝播するこ
とが抑制されるため、制御回路４９から通信ケーブル４５にノイズが伝播することが抑制
される。したがって、通信ケーブル４５から送電ケーブル４４にノイズが伝播することが
抑制される。
【００４９】
　（５）サーボ制御装置４２及びファン制御装置４３が鋼板により構成された電装ボック
ス１８内に収容されているため、各制御装置４２，４３のインバーター４２Ａ，４３Ａか
ら発生する輻射ノイズが電装ボックス１８の外部に漏れることが抑制される。このため、
輻射ノイズが液体噴射ユニット２０側の制御回路４９に影響を与えることが抑制される。
【００５０】
　なお、上記実施形態は、以下のような別の実施形態に変更してもよい。
　・上記実施形態において、電装ボックス１８を省略してもよい。この構成によれば、上
記実施形態の（１）～（４）の効果を得ることができる。
【００５１】
　・上記実施形態において、複数のガイド部１９を有してもよい。この構成によれば、例
えば、１つのガイド部１９には送電ケーブル４４が収容され、別の１つのガイド部１９に
は通信ケーブル４５が収容される。
【００５２】
　・上記実施形態において、液体噴射ユニット２０内のＤＣ／ＤＣコンバーターの数は、
１個、２個、又は４個以上でもよい。
　・上記実施形態において、サーボ制御回路４９Ｃ及びファン制御回路４９Ｄの制御信号
は、シングルエンド信号を用いてもよい。この構成によれば、上記実施形態の（１）、（
２）、（４）、及び（５）の効果を得ることができる。
【００５３】
　・上記実施形態において、サーボ制御回路４９Ｃ及びファン制御回路４９Ｄの少なくと
も一方が基台１２側に配置されてもよい。この場合、基台１２には、サーボ制御回路４９
Ｃ及びファン制御回路４９Ｄの少なくとも一方と電源部５０とを互いに電気的に接続する
ＤＣ／ＤＣコンバーター（図示略）が設けられる。このＤＣ／ＤＣコンバーターは、ＡＣ
／ＤＣコンバーター５１の電圧Ｖｄｃ１を電圧Ｖｄｃ４に降圧する。なお、サーボ制御回
路４９Ｃ及びファン制御回路４９Ｄの両方が基台１２側に配置された場合、通信ケーブル
４５を省略してもよい。
【００５４】
　・上記実施形態において、制御回路４９がヘッド駆動制御部４９Ａ、ポンプ駆動制御部
４９Ｂ、サーボ制御回路４９Ｃ、及びファン制御回路４９Ｄのうちの１～３個を省略して
もよい。要するに、上記実施形態の制御回路４９は、液体噴射ユニット２０内の機器を制
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御するための回路、及び基台１２内の機器を制御するための回路の少なくとも一方を有し
ていればよい。
【００５５】
　・上記実施形態において、液体噴射ユニット２０に対して基台１２が移動してもよい。
また、液体噴射ユニット２０及び基台１２の両方が移動することにより、液体噴射ユニッ
ト２０及び基台１２が相対的に移動してもよい。
【００５６】
　・印刷装置は、用紙等の媒体に印刷することのできるものであれば、ドットインパクト
プリンターやレーザープリンターであってもよい。また、印刷装置は、印刷機能だけを備
えたプリンターに限定されず、複合機であってもよい。さらに、印刷装置は、シリアルプ
リンターに限らず、ラインプリンター又はページプリンターであってもよい。
【００５７】
　・媒体は用紙に限定されず、樹脂製のフィルム、金属箔、金属フィルム、樹脂と金属の
複合体フィルム（ラミネートフィルム）、織物、不織布、セラミックシートなどであって
もよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１０…印刷装置の一例としてのプリンター、１２…載置部の一例としての基台、１５…
電動機の一例としてのＡＣサーボモーター、１８…電装ボックス、１９…ガイド部、２０
…印刷部の一例としての液体噴射ユニット、４１…電源ケーブル、４２Ａ…インバーター
、４４…送電ケーブル、４５…通信ケーブル、４６…ＤＣ／ＤＣコンバーター、４７…Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバーター、４８…ＤＣ／ＤＣコンバーター、４９…制御回路、５０…電源部
、５１…ＡＣ／ＤＣコンバーター、Ｐ…媒体。

【図１】 【図２】
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