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(57)【要約】
【課題】好適なインクベース層加工を提供すること。
【解決手段】所望の厚さまで材料層を堆積させるために
、インクジェットプロセスが使用される。レイアウトデ
ータが、それぞれ局所的に送達されるインク体積を表す
、セルあたりのグレースケール値に変換される。グレー
スケール値は、可変インク体積（および厚さ）を基板に
送達するハーフトーンパターンを生成するために使用さ
れる。ハーフトーニングは、可変体積を提供しながら、
比較的連続的な層（例えば意図しない間隙や穴がない）
を提供し、したがって、所望の厚さを達成するように可
変インク／材料蓄積に寄与する。インクは、材料層を形
成するために使用される材料、例えば、フラットパネル
デバイスのためのカプセル化層を形成するために使用さ
れる有機材料を懸濁させる、液体またはエアロゾルとし
て噴出される。次いで、堆積層は、プロセスを完了する
ように、硬化させられるかまたは別様に仕上げられる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスの層を加工する方法であって、前記層は、一領域に及ぶものであり、前記
領域は、少なくとも１つの外側縁を有し、前記方法は、
　液体の液滴を堆積させるようにインクジェットプリンタを使用することであって、前記
液滴は、前記領域内で連続的な液体コーティングを形成するように合体するものである、
ことと、
　前記層を形成するように前記連続的な液体コーティングを硬化させるように硬化機構を
使用することと
　を含み、
　前記液体の液滴を堆積させるように前記インクジェットプリンタを使用することは、
　前記層に対するフレームを形成するように前記少なくとも１つの外側縁において第１の
液滴密度で液滴を堆積させることと、
　第２の液滴密度で前記フレーム内に液滴を堆積させることと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記層は、カプセル化層、または平坦化層、または障壁層のうちの少なくとも１つを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記電子デバイスは、発光要素を含み、前記少なくとも１つの各層は、前記発光要素に
及ぶものである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記液体は、第１の材料を含み、前記硬化機構は、放射の供給源を含み、前記方法は、
さらに、前記第１の材料を第２の材料に変換するように前記連続的な液体コーティングを
前記放射の供給源に暴露することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の材料は、単量体であり、前記第２の材料は、ポリマーである、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　前記方法は、さらに、前記層の所望の厚さを表す少なくとも１つの値を受信することを
含み、
　前記第２の液滴密度は、前記少なくとも１つの値に依存する、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つの値を受信することは、前記基板の異なる部分におけるそれぞれの所望
の厚さを表す値を受信することを含み、
　前記方法は、前記それぞれの所望の厚さを表す前記受信された値に従って変化するそれ
ぞれの密度で液滴を堆積させることを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、さらに、前記層の所望の厚さを表す少なくとも１つの値を受信することを
含み、
　前記第２の液滴密度で前記フレーム内に液滴を堆積させることは、前記少なくとも１つ
の値に依存する態様でノズル駆動波形を使用してプリントヘッドのノズルを駆動すること
を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの値を受信することは、前記基板の異なる部分におけるそれぞれの所望
の厚さを表す値を受信することを含み、前記方法は、前記それぞれの所望の厚さを表す前
記受信された値に従ってそれぞれ選択されたノズル駆動波形を使用して液滴を堆積させる
ことを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の液滴密度で前記液滴を堆積させることは、制御された雰囲気内で印刷するよ
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うに前記インクジェットプリンタを使用することを含み、前記第２の液滴密度で前記液滴
を堆積させることは、前記制御された雰囲気内で印刷するように前記インクジェットプリ
ンタを使用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の液滴密度で液滴を堆積させることは、印刷格子のノードに対応する場所で液
滴を発射することを含み、前記第２の液滴密度で液滴を堆積させることもまた、前記印刷
格子のノードに対応する場所で液滴を発射することを含み、前記第１の液滴密度は、前記
印刷格子の前記ノードと前記少なくとも１つの外側縁との間の位置オーバーラップに対す
る最小ピッチにおける液滴密度に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の密度で液滴を堆積させることは、少なくとも１つの直線を画定する態様で前
記液滴を堆積させることを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の密度で液滴を堆積させることは、少なくとも１つの直線を画定する態様で前
記液滴を堆積させることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２の液滴密度で前記フレーム内に液滴を堆積させることは、前記フレーム内の第
１の領域において実行され、前記方法は、さらに、前記フレーム内の第２の領域において
第３の液滴密度で前記フレーム内に液滴を堆積させることを含み、前記第２の領域は、前
記第１の領域と、前記少なくとも１つの外側縁の縁との中間にある、請求項１に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記方法は、さらに、前記第３の液滴密度を取得するように所定のアルゴリズムに従っ
て前記第２の液滴密度を調節することを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　一連の基板のうちのそれぞれの基板の各々に対して前記層を生成することと、前記それ
ぞれの基板の各々に対して共通ノズル発射パターンおよび共通スキャンパターンに従って
前記液体を印刷するように前記インクジェットプリンタを使用することとをさらに含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の液滴密度は、前記第２の液滴密度よりも大きい、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　電子デバイスの層を加工する装置であって、前記層は、一領域に及ぶものであり、前記
領域は、少なくとも１つの外側縁を有し、前記装置は、
　液体の液滴を堆積させるためのインクジェットプリンタであって、前記液滴は、前記領
域内で連続的な液体コーティングを形成するように合体するものである、インクジェット
プリンタと、
　前記層を形成するように前記連続的な液体コーティングを硬化させるための硬化機構と
　を含み、
　前記インクジェットプリンタは、
　前記層に対するフレームを形成するように前記少なくとも１つの外側縁において第１の
液滴密度で、および、
　第２の液滴密度で前記フレーム内に、
　前記液体の液滴を堆積させるものである、装置。
【請求項１９】
　前記層は、カプセル化層、または平坦化層、または障壁層のうちの少なくとも１つを含
む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記電子デバイスは、発光要素を含み、前記少なくとも１つの各層は、前記発光要素に
及ぶものである、請求項１９に記載の装置。
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【請求項２１】
　前記液体は、第１の材料を含み、前記硬化機構は、放射の供給源を含み、前記装置は、
前記第１の材料を第２の材料に変換するように前記連続的な液体コーティングを前記放射
の供給源に暴露するものである、請求項１８に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１の材料は、単量体であり、前記第２の材料は、ポリマーである、請求項２１に
記載の装置。
【請求項２３】
　前記装置は、前記層の所望の厚さを表す少なくとも１つの値を受信するものであり、
　前記第２の液滴密度は、前記少なくとも１つの値に依存する、請求項２１に記載の装置
。
【請求項２４】
　前記装置は、前記基板の異なる部分におけるそれぞれの所望の厚さを表す値を受信する
ものであり、
　前記インクジェットプリンタは、前記それぞれの所望の厚さを表す前記受信された値に
従って変化するそれぞれの密度で液滴を堆積させるものである、請求項２３に記載の装置
。
【請求項２５】
　前記装置は、前記層の所望の厚さを表す少なくとも１つの値を受信するものであり、
　前記装置は、前記第２の液滴密度で前記フレーム内に液滴を堆積させるために、前記少
なくとも１つの値に依存する態様でノズル駆動波形を使用してプリントヘッドのノズルを
駆動するものである、請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記装置は、前記基板の異なる部分におけるそれぞれの所望の厚さを表す値を受信する
ものであり、前記装置は、前記それぞれの所望の厚さを表す前記受信された値に従ってそ
れぞれ選択されたノズル駆動波形を使用して前記ノズルを駆動するものである、請求項２
５に記載の装置。
【請求項２７】
　制御された雰囲気のためのエンクロージャをさらに含み、前記インクジェットプリンタ
は、前記制御された雰囲気内で前記第１の液滴密度および前記第２の液滴密度の各々を使
用して印刷を実行するものである、請求項１８に記載の装置。
【請求項２８】
　前記インクジェットプリンタは、印刷格子のノードに対応する場所に従って前記第１の
液滴密度で液滴を堆積させるものであり、前記インクジェットプリンタは、前記印刷格子
のノードに対応する場所に前記第２の液滴密度での液滴も堆積させるものであり、前記第
１の液滴密度は、前記印刷格子の前記ノードと前記少なくとも１つの外側縁との間の位置
オーバーラップに対する最小ピッチにおける液滴密度に対応する、請求項１８に記載の装
置。
【請求項２９】
　前記インクジェットプリンタは、少なくとも１つの直線を表す態様で前記第１の密度で
液滴を堆積させるものである、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記インクジェットプリンタは、少なくとも１つの直線を表す態様で前記第１の密度で
液滴を堆積させるものである、請求項１８に記載の装置。
【請求項３１】
　前記インクジェットプリンタは、前記フレーム内の第１の領域において前記第２の液滴
密度で前記フレーム内に液滴を堆積させるものであり、前記インクジェットプリンタは、
さらに、前記フレーム内の第２の領域において第３の液滴密度で前記フレーム内に液滴を
堆積させるものであり、前記第２の領域は、前記第１の領域と、前記少なくとも１つの外
側縁の縁との中間にある、請求項１８に記載の装置。
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【請求項３２】
　前記装置は、さらに、前記第３の液滴密度を取得するように所定のアルゴリズムに従っ
て前記第２の液滴密度を調節するための回路を含む、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記装置は、一連の基板のうちのそれぞれの基板の各々に対して前記層を生成するため
のシステムとして具現化され、前記インクジェットプリンタは、前記それぞれの基板の各
々に対して共通ノズル発射パターンおよび共通スキャンパターンに従って前記液体を印刷
するものである、請求項１８に記載の装置。
【請求項３４】
　前記第１の液滴密度は、前記第２の液滴密度よりも大きい、請求項１８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本開示は、“Ｉｎｋ－Ｂａｓｅｄ　Ｌａｙｅｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ
　Ｈａｌｆｔｏｎｉｎｇ　ｔｏ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ”と題され、第１
発明者Ｅｌｉｙａｈｕ　Ｖｒｏｎｓｋｙを代理して、２０１４年６月３０日に出願された
、米国仮出願第６２／０１９０７６号、“Ｉｎｋ－Ｂａｓｅｄ　Ｌａｙｅｒ　Ｆａｂｒｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ｈａｌｆｔｏｎｉｎｇ　ｔｏ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｉｃｋ
ｎｅｓｓ”と題され、第１発明者Ｅｌｉｙａｈｕ　Ｖｒｏｎｓｋｙを代理して、２０１４
年５月３０日に出願された、米国仮出願第６２／００５０４４号、“Ｉｎｋ－Ｂａｓｅｄ
　Ｌａｙｅｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ｈａｌｆｔｏｎｉｎｇ　ｔｏ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ”と題され、第１発明者Ｅｌｉｙａｈｕ　Ｖｒｏｎｓ
ｋｙ　を代理して、２０１４年４月１０日に出願された、米国仮出願第６１／９７７９３
９号、および、“Ｉｎｋ－Ｂａｓｅｄ　Ｌａｙｅｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎ
ｇ　Ｈａｌｆｔｏｎｅ　Ｖａｒｉａｔｉｏｎ”と題され、第１発明者Ｅｌｉｙａｈｕ　Ｖ
ｒｏｎｓｋｙを代理して、２０１３年１２月１２日に出願された、米国仮出願第６１／９
１５，１４９号のそれぞれに対する優先権を主張するものである。上記出願は、参照によ
り本明細書中に援用される。
【０００２】
　基板を覆って材料を堆積させるために、種々の化学および物理堆積プロセスを使用する
ことができる。いくつかの堆積プロセスは、例えば、トランジスタ経路幅等の電子ナノス
ケール構造の寸法に合致する正確な許容差内で、ナノスケール特徴を作成するために、マ
スクまたは他の機構が使用される、パターン化された堆積に依拠する一方で、他の堆積プ
ロセスは、ブランケットベースのコーティング、もしくは数十ミクロンまたはそれを上回
る距離に及ぶ堆積等の比較的特徴のない大規模堆積を提供する。
【０００３】
　既存のプロセスが準最適である、加工用途群が存在している。より具体的には、ナノス
ケール特徴に対して基板の広い領域を覆って層を形成することを所望する用途について、
具体的には、有機材料堆積について、堆積層の一様性を制御することは困難である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本主題は、添付図面と併せて熟読されるべきである、以下の発明を実施するための形態
を参照することによって、さらに理解され得る。請求項によって記載される技術の種々の
実装を構築して使用することを可能にするために以下で立案される、１つまたはそれを上
回る特定の実施形態の本説明は、列挙された請求項を制限することを意図しないが、それ
らの用途を例示することを意図している。先述の内容を限定することなく、本開示は、堆
積層の所望の厚さを生じるであろう様式でインク液滴密度を制御するように、ハーフトー
ニングを使用して材料層を加工するための技法のいくつかの異なる実施例を提供する。こ
れらの技法は、これらの技法を行うためのソフトウェアとして、そのようなソフトウェア
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を実行するコンピュータ、プリンタ、または他のデバイスの形態で、材料層を形成するた
めの制御データ（例えば、印刷イメージ）の形態で、堆積機構として、またはこれらの技
法を使用して加工される電子もしくは他のデバイス（例えば、フラットパネルデバイスま
たは他の消費者最終製品）の形態で、具現化することができる。具体的実施例が提示され
ているが、本明細書で説明される原理は、他の方法、デバイス、およびシステムにも適用
され得る。
【０００５】
　本開示は、印刷プロセスを使用して基板上に層を加工するための技法を提供する。より
具体的には、層厚さを表すデータが受信され、インクジェット液滴パターンを生成するよ
うに、ハーフトーニングを使用して変換される。インクは、粘性材料であり、その結果、
液滴が限定された程度に拡散し、より多くの液滴が単位面積につき（すなわち、セル場所
につき）堆積させられるほど、結果として生じた層の厚さが大きくなる。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、層厚さは、最初に、各印刷セルが共通する厚さの値を有する
基板の単位面積を表す、いくつかの「印刷セル」のそれぞれに対するグレースケール値に
変換される。例えば、各印刷セルは、専用の厚さの値によって表すことが可能な最小単位
面積であり得る。次いで、グレースケール値は、所望の厚さを生じるインク液滴密度をも
たらすであろう様式で、ハーフトーニングを生成するために使用される。厚さを局所的に
表すために印刷セルを使用するという本中間ステップは、随意的であることに留意された
い。
【０００７】
　他の実施形態では、これらのプロセスは、酸素および水等の物質への基板の暴露を防止
するように障壁を提供するであろう、カプセル化層を生成するために使用される。ハーフ
トーニングは、可変インク体積（および関連する結果として生じた可変厚さ）を伴うが、
連続層を生じるように、選択することができる（すなわち、液滴拡散後に、問題になって
いる堆積面積が、穴または空隙を伴わずにインクで完全に覆われる）。ハーフトーニング
は、単一プリントヘッド通過、複数プリントヘッド通過、および／または堆積インクの凝
集体積を制御するためにそれぞれの液滴場所における複数の液滴を使用する任意の他の技
法を使用して、いくつかの様式で表現または適用できることに留意されたい。
【０００８】
　いくつかのさらなる随意的な実装変動を、上記で紹介される技法に適用することができ
る。第１に、異なる層厚さを異なるグレースケール値にマップするために、（例えば、イ
ンク粘度または他の要因の所与の変動を考慮して）較正プロセスを使用することができる
。初歩的な実施例を提供するために、５．０ミクロンの一様な厚さの層を堆積させること
が所望される場合、第１に、本厚さデータをグレースケール値（例えば、数「１０３」等
の０～２５５の範囲内の数）に変換することができ、数「１０３」は、印刷および任意の
関連硬化プロセスに続いて、問題になっているインクおよび他のプロセス詳細を考慮して
、厚さ５．０ミクロンの層を生成するであろう、所与のハーフトーン液滴密度と事前に関
連付けられる。一般的に言えば、ハーフトーニングは、問題になっている基板面積全体の
ための単一の動作として行われるが、本プロセスはまた、随意に、堆積層のそれぞれの「
タイル」に別々に行うこともでき、ハーフトーン選択は、隣接液滴パターンの「継ぎ目の
ない」ステッチを可能にするよう（すなわち、ムラ効果を回避するよう）、タイルが相補
的液滴パターンを有するような様式で各タイルに行われる。第２に、堆積層の一様性を確
保することに役立つように、いくつかの誤差補正プロセスのうちのいずれか１つを適用す
ることができる。これらの変形例を以下でさらに議論する。
【０００９】
　したがって、一実施形態では、所望の層厚さが、最初に入力として特定される。本厚さ
は、随意に、最初にグレースケール値、例えば、百分率等の値、例えば、「５０％」、ま
たは別の相対的インク体積尺度に変換することができる。例えば、１つの考慮される実装
では、適用されたインクの体積と所望の厚さとの間の相関は、事前に経験的に判定されて
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おり、したがって、そのような値を選択することは、所望の厚さを構築するであろうイン
クの体積の効果的な選択をもたらす。また、任意の所望の厚さと所望の厚さを最終的に生
成するであろうインクの体積との間の連携に達するために、フィードバックとともに周期
的較正または動的測定を使用することも可能である。変換ステップは、随意に、それぞれ
の印刷セルのグレースケール値の集約を表すグレースケールイメージを作成するように、
堆積面積の一部を形成するであろう複数の印刷セル場所のそれぞれに行うことができる（
例えば、以下の図６Ａおよび６Ｂの議論を参照）。次いで、これらの値に基づいて、ハー
フトーンパターンが選択または生成され、ハーフトーンパターンは、堆積材料のための任
意の硬化プロセス後に生じる、所望の層厚さをもたらすであろう。印刷セルは、特定の実
装に関連するハーフトーンブリッドに対して任意のサイズを有することができることに留
意されたい。例えば、一実施形態では、印刷セルは、ハーフトーン格子点につき（すなわ
ち、起こり得るハーフトーン液滴につき）１つまたはそれを上回る印刷セルを有して小型
である。別の実施形態では、印刷セルは、比較的大型であり、すなわち、印刷セルにつき
多くのハーフトーン格子点を伴う。例えば、比較的大きいドットゲインを有する液滴を伴
うが、ハーフトーン格子点を横断する比較的まばらな液滴放出を伴って、所望の厚さを生
じるであろう、液滴パターンを生成するように、ハーフトーニングアルゴリズムを起動す
ることができる。したがって、全印刷セルが（例えば、５．０ミクロンの仮説的な所望の
層厚さに対応する）「１０３」というグレースケール値を有し得たとしても、全ての関連
ハーフトーン格子点が必ずしも液滴放出を特色とするわけではないであろう。
【００１０】
　それぞれ以下で議論される、２つの特定の非限定的用途は、有機発光ダイオードデバイ
ス（「ＯＬＥＤ」）およびソーラパネルのためのカプセル化層の厚さを調整するために、
これらの技法を使用する。これらの用途では、典型的には、カプセル化層が酸素および水
に対して不透過性であるべきことが所望される。したがって、このように議論された技法
は、随意に、その不透過性を提供するよう、カプセル化層を加工するために使用すること
ができる。一般的な技法はまた、有機および無機である他の種類の材料の堆積、ならびに
（例えば、カプセル化層以外の）他の種類の層および他の種類のデバイスの加工にも適用
できることに留意されたい。開示される技法は、（例えば、液体であろうと蒸気であろう
と、流体インクの形態で）液体または流体堆積プロセスによって堆積させられる材料の堆
積のために特に有用であり、例えば、これらの技法は、液体媒体中に懸濁させられた有機
材料の堆積に容易に適用されてもよい。また、典型的な堆積プロセスは、各層を構築する
ように１つだけのインクを堆積させる（例えば、層が事実上単色である）が、これは、全
ての実施形態に必要とされるわけではなく、また、複数のインクを使用することも可能で
ある（例えば、一部のテレビで使用されるようなＯＬＥＤディスプレイパネルの各画像ピ
クセルのための赤、緑、および青色成分光の生成と関連付けられる、３つのそれぞれの流
体的に単離された「ピクセルウェル」の中に異なる色生成材料を堆積させるために、記述
されたプロセスを使用することができる）ことにも留意されたい。また、「層」という用
語は、複数の意味で使用され、例えば、カプセル化層は、典型的には、１つまたはそれを
上回る構成フィルム層を含み、個々のフィルム層ならびに凝集体がそれぞれ、カプセル化
「層」であることも意味する。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　基板を覆って層を形成する方法であって、
　前記層の所望の厚さを識別するデータを受信するステップと、
　印刷機構が前記データに従ってインクの液滴を前記基板上に堆積させるための命令を生
成するために、プロセッサを使用するステップであって、前記インクは、前記層を形成す
る材料を担持する、ステップと、
　を含み、
　前記プロセッサを使用するステップは、前記所望の厚さに依存するハーフトーンパター
ンを選択するステップと、前記選択されたハーフトーンパターンに依存する前記命令を生
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成するステップとを含む、方法。
（項目２）
　前記データは、少なくとも１つの厚さの値を含み、前記命令を生成するステップは、前
記少なくとも１つの厚さの値を複数の印刷セルのうちの各セルに対するグレースケール値
に変換するステップと、前記複数の印刷セルに対する前記グレースケールに依存する前記
ハーフトーンパターンを選択するステップとを含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記命令を生成するステップはさらに、前記複数の印刷セルのうちの選択的なセルに対
する前記グレースケール値を調節するステップを含む、項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記複数の印刷セルのうちの選択的なセルに対する前記グレースケール値を調節するス
テップは、前記層の縁への近接性に依存してこれを行うステップを含む、項目３に記載の
方法。
（項目５）
　前記プロセッサを使用するステップは、基板堆積面積を複数の堆積領域に分割するステ
ップと、前記複数の堆積領域のそれぞれに対するハーフトーンパターンを選択するステッ
プとを含み、前記複数の堆積領域のうちの隣接する領域に対する前記ハーフトーンパター
ンは、相補的液滴パターンを有するように選択される、項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記方法はさらに、前記所望の厚さに影響を及ぼすように、可変空間周波数において実
質的に類似するサイズの液滴を噴出するステップを含む、液体の液滴を噴出して前記層を
堆積させるために、前記印刷機構を使用するステップを含む、項目１に記載の方法。
（項目７）
　前記層は、第１の層であり、
　前記基板は、少なくとも１つのアクティブ要素と、基礎的支持表面とを備え、
　前記少なくとも１つのアクティブ要素は、前記第１の層に隣接する第１の面、前記第１
の層の反対側の第２の層の側面上の第２の面、および外側縁を有する、第２の層を含み、
　前記方法はさらに、外部雰囲気に対して前記第２の層を取り囲むように、前記基礎的支
持表面に対して前記第１の面、前記第２の面、および前記外側縁を取り囲むカプセル化層
として、前記第１の層を堆積させるために、前記印刷機構を使用するステップを含む、項
目１に記載の方法。
（項目８）
　前記印刷機構を使用するステップは、前記カプセル化層の堆積中に前記基板を含有する
雰囲気を制御するステップを含む、項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記層は、カプセル化層であり、
　前記基板は、前記カプセル化層で覆われる標的領域と、前記カプセル化層で覆われない
露出領域とを備え、
　前記方法はさらに、前記ハーフトーンパターンに従って、前記露出領域ではなく前記標
的領域中で前記カプセル化層を堆積させるために、前記印刷機構を使用するステップを含
む、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記基板はさらに、前記露出領域に近接する前記標的領域の境界領域を備え、
　前記プロセッサを使用するステップは、印刷セルが前記境界領域に対応する、前記基板
の一部を表す前記印刷セルに対するグレースケール値を調節するステップを含む、項目９
に記載の方法。
（項目１１）
　前記基板はさらに、前記露出領域に近接する前記標的領域の境界領域を備え、
　前記プロセッサを使用するステップはさらに、前記露出領域に隣接する前記標的領域の
周囲における液滴の密度を強調する、前記境界領域に対応する少なくとも１つの印刷セル
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に対するハーフトーンパターンを選択するステップを含む、項目９に記載の方法。
（項目１２）
　デバイスを加工する方法として適用され、前記基板は、前記カプセル化層によってカプ
セル化される前記標的領域内のアクティブ電子要素、前記カプセル化層によってカプセル
化されない前記露出領域中の電気接点、および前記電気接点を前記アクティブ電子要素の
うちのそれぞれと連結する伝導性経路を支持する、項目９に記載の方法。
（項目１３）
　前記印刷機構を使用するステップは、前記カプセル化層の堆積中に前記基板を含有する
雰囲気を制御するステップを含み、
　前記方法はさらに、前記カプセル化層を堆積させるために前記印刷機構を使用するステ
ップに先立って、同様に制御された雰囲気の存在下で前記電子デバイスを形成するステッ
プを含み、前記形成するステップおよび前記使用するステップは、制御されていない雰囲
気への暴露によって中断されない様式で行われる、項目９に記載の方法。
（項目１４）
　前記堆積中の前記基板を含有する雰囲気および前記制御された雰囲気は、異なる、項目
１３に記載の方法。
（項目１５）
　前記カプセル化層は、有機カプセル化層であり、
　前記有機カプセル化層を堆積させるために前記印刷機構を使用するステップは、前記層
を形成する前記材料を堆積させるためにインクジェット印刷機構を使用するステップを含
み、前記材料は、液体単量体、液体ポリマー、またはその中に懸濁させられた有機材料を
有する溶媒のうちの少なくとも１つを含む、項目９に記載の方法。
（項目１６）
　前記方法はさらに、事前層形成を分析するステップと、前記事前層形成を標的層厚さと
比較するステップと、それに応答して、前記比較の結果に依存して前記複数の印刷セルに
対するグレースケール値または前記ハーフトーンパターンのうちの少なくとも１つを更新
するステップと、更新されたハーフトーンパターンを機械可読メモリに記憶するステップ
とを含む、項目１に記載の方法。
（項目１７）
　フラットパネルテレビを加工する方法として具現化される、項目１に記載の方法。
（項目１８）
　ソーラパネルを加工する方法として具現化される、項目１に記載の方法。
（項目１９）
　前記プロセッサを使用するステップは、
　前記基板を表す面積を印刷セルに分割するステップと、
　グレースケール値を前記印刷セルのそれぞれに割り当てるステップと、
　を含み、
　前記ハーフトーンパターンを選択するステップは、前記印刷セルのうちの複数のセルに
対する前記グレースケール値に依存する密度においてインクを堆積させるように、前記印
刷セルのうちの複数のセルに依存する前記ハーフトーンパターンを選択するステップを含
む、項目１に記載の方法。
（項目２０）
　機械可読メモリからノズル特有の液滴放出パラメータを読み出すステップと、前記読み
出されたノズル特有の液滴放出パラメータに依存する印刷パターンを調節するステップと
をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目２１）
　前記データを受信するステップはさらに、レイアウトデータを受信するステップを含み
、前記レイアウトデータは、前記所望の厚さを識別する前記データ、ならびに前記層の輪
郭を定義するデータを含む、項目１に記載の方法。
（項目２２）
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　フラットパネルディスプレイを形成する方法であって、
　基板を覆って堆積させられる層の所望の厚さを識別するデータを受信するステップであ
って、前記層は、前記フラットパネルディスプレイの一部を形成する、ステップと、
　前記所望の厚さに依存するハーフトーンパターンを選択するために、プロセッサを使用
するステップであって、前記ハーフトーンパターンは、比較的厚い層のための比較的高濃
度の液滴パターン、および比較的薄い層のための比較的低密度の液滴パターンを表す、ス
テップと、
　前記ハーフトーンパターンに従って、インクジェット印刷機構にインクの液滴を前記基
板上に堆積させるステップであって、前記インクは、前記層を形成する材料を担持する、
ステップと、
　を含む、方法。
（項目２３）
　前記インクは、有機材料を含む、項目２２に記載の方法。
（項目２４）
　前記インクジェット印刷機構にインクの液滴を堆積させるステップは、制御された雰囲
気の存在下で前記液滴を堆積させるように、前記インクジェット印刷機構を制御するステ
ップを含む、項目２２に記載の方法。
（項目２５）
　前記フラットパネルディスプレイは、有機発光ダイオード（「ＯＬＥＤ」）ディスプレ
イデバイス層であり、前記層は、前記ＯＬＥＤディスプレイデバイスのカプセル化層であ
る、項目２２に記載の方法。
（項目２６）
　フラットパネルテレビを加工する方法として具現化される、項目２５に記載の方法。
（項目２７）
　フラットパネル電子デバイスを形成する方法であって、
　基板の面積にわたって堆積させられる所望の層と関連付けられる、少なくとも１つの厚
さの値を受信するステップと、
　前記基板の前記面積と関連付けられる複数の印刷セルのうちの各セルに対するグレース
ケール値を生成するために、少なくとも１つのプロセッサを使用するステップであって、
各グレースケール値は、前記少なくとも１つの厚さの値のうちの厚さの値に依存する、ス
テップと、
　前記グレースケール値に依存する少なくとも１つのハーフトーンパターンを選択するた
めに、前記少なくとも１つのプロセッサを使用するステップと、
　前記少なくとも１つのハーフトーンパターンに従ってインク液滴を噴出することによっ
て、前記所望の層を加工するプリンタ制御命令を生成するために、前記少なくとも１つの
プロセッサを使用するステップであって、前記所望の層は、前記グレースケール値に依存
して選択される各ハーフトーンパターンに依存する厚さを有する、ステップと、
　を含む、方法。
（項目２８）
　非一過性の機械可読媒体上に記憶された実行可能命令を備える、装置であって、前記実
行可能命令は、実行された時に、少なくとも１つのプロセッサに、
　前記層の所望の厚さを識別するデータを受信することと、
　前記データに従って、印刷機構にインクの液滴を前記基板上に堆積させるための制御命
令を生成することであって、前記インクは、前記層を形成する材料を担持する、ことと
　を行わせ、
　前記実行可能命令は、実行されたときに、前記少なくとも１つのプロセッサに、前記所
望の厚さに依存するハーフトーンパターンを選択させ、および前記選択されたハーフトー
ンパターンに依存する前記制御命令を生成させる、装置。
（項目２９）
　前記データは、少なくとも１つの厚さの値を含み、前記実行可能命令は、実行されたと
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きに、前記少なくとも１つのプロセッサに、前記少なくとも１つの厚さの値を複数の印刷
セルのうちの各セルに対するグレースケール値に変換させ、および前記複数の印刷セルに
対する前記グレースケール値に依存する前記ハーフトーンパターンを選択させる、項目２
８に記載の装置。
（項目３０）
　前記実行可能命令は、実行されたときに、前記少なくとも１つのプロセッサに、前記層
の縁への近接性に依存する、前記複数の印刷セルのうちの選択的なセルに対する前記グレ
ースケール値を調節させる、項目２８に記載の装置。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】図１Ａは、所望の層の厚さデータが、所望の層を加工するために有用なハーフ
トーンパターンに変換される、開示される技法の実施形態を示す略図である。
【００１２】
【図１Ｂ】図１Ｂは、所望の層を表すレイアウトデータが生成または受信され、ハーフト
ーンパターンに変換され、所望の層になるであろうインクを堆積させるために使用される
、プロセスの説明図である。
【００１３】
【図１Ｃ】図１Ｃは、厚さデータがそれぞれの「印刷セル」に対するグレースケール値を
得るために使用され、次いで、グレースケール値がハーフトーンパターンを生成するため
に使用される、詳細な実施形態のブロック図である。
【００１４】
【図２Ａ】図２Ａは、本明細書で紹介される技法をそれぞれ独立して具現化することがで
きる、一連の随意的な段階、製品、またはサービスを示す、説明図を提供する。
【００１５】
【図２Ｂ】図２Ｂは、制御された大気環境の存在下で、構成要素、例えば、フラットパネ
ルデバイスを加工するために使用することができる、加工機構の平面図を提供する。
【００１６】
【図２Ｃ】図２Ｃは、図２Ｂの加工機構内のプリンタのレイアウトを示す平面図であり、
より具体的には、図２Ｃは、どのようにしてプリントヘッド２５９が基板２５３に対して
移動させられるかを示す。
【００１７】
【図２Ｄ】図２Ｄは、図２Ａの印刷モジュール内で関連付けられる種々のサブシステムの
ブロック図である。
【００１８】
【図３Ａ】図３Ａは、離散波形区画に従って、個別インク液滴を生成するために使用され
る波形を定義する方法を示す。
【００１９】
【図３Ｂ】図３Ｂは、異なるノズル発射波形に基づいて、異なるパラメータを有する液滴
を生成することができる、実施形態を示す。
【００２０】
【図３Ｃ】図３Ｃは、プログラムされた時間（または位置）で所望の波形を生成し、プリ
ントヘッドのノズルに適用することと関連付けられる回路を示し、本回路は、例えば、図
３Ｂからの回路３４３／３５１、３４４／３５２、および３４５／３５３のそれぞれの１
つの可能な実装を提供する。
【００２１】
【図４Ａ】図４Ａは、ハーフトーン画像への所望の層の厚さを表すデータの変換を説明す
るために使用される、フローチャートを提供する。
【００２２】
【図４Ｂ】図４Ｂは、ハーフトーン画像への所望の層の厚さを表すデータの変換を説明す
るために使用される、別のフローチャートを提供する。
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【００２３】
【図４Ｃ】図４Ｃは、ハーフトーニング較正と関連付けられるフロー図である。
【００２４】
【図４Ｄ】図４Ｄは、液滴測定および適格性と関連付けられるフロー図である。
【００２５】
【図５Ａ】図５Ａは、印刷セルのための特定のインク体積を表す、１つのハーフトーンパ
ターンを示す。
【００２６】
【図５Ｂ】図５Ｂは、特定のインク体積を表す別のハーフトーンパターンを示し、より具
体的には、図５Ｂは、周波数変調（「ＦＭ」）ハーフトーニングについて議論するために
、図５Ａのハーフトーンパターンに対して使用される。
【００２７】
【図５Ｃ】図５Ｃは、特定のインク体積を表す別のハーフトーンパターンを示し、より具
体的には、図５Ｃは、振幅変調（「ＡＭ」）ハーフトーニングについて議論するために、
図５Ａのハーフトーンパターンに対して使用される。
【００２８】
【図５Ｄ】図５Ｄは、隣接タイルのための相補的（または「ステッチ」）ハーフトーンパ
ターンの随意的な使用を示す。
【００２９】
【図５Ｅ】図５Ｅは、液滴径（または形状）が不発隣接ノズルを補償するように変動させ
られている、ハーフトーンパターンを示す。
【００３０】
【図５Ｆ】図５Ｆは、液滴が不発隣接ノズルを補償するように１つのノズルによって「借
用」されている、ハーフトーンパターンを示す。
【００３１】
【図６Ａ】図６Ａは、厚さデータに依存して異なる印刷セルに割り当てられたグレースケ
ール値を示すチャートである。
【００３２】
【図６Ｂ】図６Ｂは、厚さデータデータに依存して異なる印刷セルに割り当てられたグレ
ースケール値を示すが、結果として生じたフィルム厚さの誤差を軽減または補正するよう
にグレースケール補正が追加されている、別のチャートである。
【００３３】
【図７Ａ】図７Ａは、所望の層厚さを生成するように、どのようにして異なるハーフトー
ン液滴密度が異なるグレースケール値と関連付けられるかを説明するために使用される、
グラフを提供する。
【００３４】
【図７Ｂ】図７Ｂは、基板の１つまたはそれを上回る境界領域と、縁堆積を軽減するよう
に、どのようにしてハーフトーニングおよび／またはグレースケール選択を境界領域中で
変動させることができるかとを概略的に描写する。
【００３５】
【図７Ｃ】図７Ｃは、より具体的には、堆積層の角で使用するために、境界領域付近のハ
ーフトーニングのための１つの可能な方式を示す。
【００３６】
【図７Ｄ】図７Ｄは、一貫した層縁を提供するための印刷セルの縁強調を示す。
【００３７】
【図７Ｅ】図７Ｅは、縁堆積を回避するための境界隣接ハーフトーン変動および縁直線性
を向上させるための「フェンシング」の両方の使用を示す。
【００３８】
【図８Ａ】図８Ａは、複数のフラットパネル、例えば、複数の有機発光ダイオード（「Ｏ
ＬＥＤ」）ディスプレイパネル、ソーラパネル、または他の種類のパネルに配列されるで
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あろう、基板８０１を示す。
【００３９】
【図８Ｂ】図８Ｂは、アクティブ要素および電極が図８Ａの基板に追加された後の図８Ａ
の基板を示す。
【００４０】
【図８Ｃ】図８Ｃは、図８Ｂからの線Ｃ－Ｃに沿って得られた、図８Ｂの基板の断面図を
提供する。
【００４１】
【図８Ｄ】図８Ｄは、カプセル化（８４０）が追加された後の図８Ｃの基板を示し、図８
Ｄはまた、交互の有機および無機層等の多くの個々の層でカプセル化（８４０）を形成で
きることを示す、拡大図である。
【００４２】
【図８Ｅ】図８Ｅは、平面図で（すなわち、図８Ｂと同一の視点から）図８Ｄの基板を示
す。
【００４３】
【図９】図９は、有機カプセル化層を堆積させるための１つのプロセスのブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本明細書で使用されるように、「ハーフトーニング」という用語は、（例えば、印刷セ
ルあたり、基板あたり、または基板単位面積あたりの）単位面積のための所望の層厚さに
応答して、可変量のインクを適用するように、複数の液滴のパターンを生成または選択す
るプロセスを指し、「ハーフトーンパターン」は、そのプロセスによって作成されるパタ
ーンである。本明細書で議論される典型的な実施形態では、ハーフトーニングは、可変液
滴密度の液滴パターンを使用して（すなわち、局所グレースケール値またはグレースケー
ル値の局所加重関数に依存して）、層厚さを局所的に表すハーフトーンパターンを生成す
るように、１つまたはそれを上回るグレースケール値に基づいて行われ、ハーフトーン格
子内の各液滴位置は、ブール値（すなわち、１ビット）として表され、各ブール値（ビッ
ト）は、ノズルがその位置で液滴を放出するかどうかを示す。「ハーフトーン印刷イメー
ジ」は、印刷面積全体を表す、ハーフトーンパターンを表す。「グレースケール値」は、
色を指さない（例えば、白対グレー対黒）が、印刷を受容するものである基板の単位面積
に対する可変層厚さ尺度を表す値を指す。例えば、一実施形態では、「小さい」グレース
ケール値は、所与の印刷セルが、所与の印刷セルによって表される面積に対する比較的薄
い層厚さに対応する、比較的少量のインク（例えば、低密度の液滴）を受容するであろう
ことを示唆する一方で、「大きい」グレースケール値は、所与の印刷セルが、より厚い層
に対応する、より大量のインク（比較的高い密度の液滴）を受容するであろうことを示唆
する。層厚さが単位面積あたりのインク体積に等しいため、グレースケール値が、所与の
単位面積に対する層厚さを特定するために本明細書の多くの実施形態で使用される。各グ
レースケール値は、典型的には、マルチビット値、例えば、８または１６ビットであるが
、これは、全ての実施形態に当てはまる必要はない。「グレースケールパターン」が、い
ずれか１つまたはそれを上回るグレースケール値のパターンである一方で、「グレースケ
ール印刷イメージ」または「グレースケールイメージ」は、印刷面積、例えば、基板を表
す、グレースケールパターンである。グレースケール印刷イメージは、典型的には、それ
ぞれマルチビットである値（すなわち、グレースケール値）のアレイを特色とし、各値は
、対応する単位面積あたりの層厚さを表し、対照的に、ハーフトーン印刷イメージは、典
型的には、個別液滴が特定の位置で放出されるであろうかどうかをそれぞれ表す、単一ビ
ット値のアレイを特色とする。以下で議論される多くの実施形態、具体的には、一様な厚
さを伴う１つまたは複数の不透過性層を生成することに向けられた実施形態については、
印刷に使用されるハーフトーンパターンは、典型的には、穴または空隙を伴わないが、異
なるインク体積を伴う、連続層を生成するように選択される（ドットゲイン／インク拡散
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を与えられる）。そのような用途では、問題になっているインクは、典型的には、単量体
、ポリマー、または材料を懸濁させる溶媒を含み、恒久層として所望の層厚さを形成する
よう、堆積後にインクが乾燥させられ、硬化させられ、または別様に処理されることに留
意されたい。
【００４５】
　図１Ａ－１Ｃは、上記で紹介される技法のいくつかの実施形態を紹介するために使用さ
れる。
【００４６】
　図１Ａは、第１の実施形態１０１を図示する。数字１０３によって示されるように、基
板を覆って堆積させられる層を表す、データが受信される。基板は、以前に堆積させられ
た構造（例えば、電極、経路、または他の層もしくは要素等）を伴う、または伴わない、
任意の基礎的材料または支持表面、例えば、ガラスまたは別の表面であり得、基礎的基板
が平坦であることは要求されない。受信したデータは、典型的には、加工される回路また
は構造を表す電子ファイルの一部として提示され、堆積させられる層については、典型的
には、層のｘ－ｙ面境界を定義するデータと、所望の層を横断して、またはそのような層
の構造内で、例えば、ピクセルウェルの中で、種々の点における厚さを表すデータとを含
むことに留意されたい。非限定的実施例を提供するために、基礎的基板は、加工の中間状
態における有機発光デバイスまたは有機発光ダイオード（「ＯＬＥＤ」）ディスプレイパ
ネル等の有機デバイスであり得、受信したデータは、層が、酸素および水に対してＯＬＥ
Ｄディスプレイのアクティブ領域を密閉するであろう、その領域のカプセル化の一部とな
るものであることを示すことができる。そのようなカプセル化実施例における受信したデ
ータは、典型的には、特定のカプセル化層が開始および停止する場所（例えば、ｘおよび
ｙ縁座標）、および高さとしてのその厚さ（例えば、「５．０ミクロン」のｚ軸厚さ）を
示し、高さは、１つまたはそれを上回る種々の点の厚さとして表される。一実施例では、
本層データは、ｘ－ｙ格子システム上の各点に対する厚さの値を含むが、これは、全ての
実装に必要とされるわけではない（例えば、他の座標系を使用することができ、例えば、
厚さを単一の一様な値として、勾配として、または他の手段を使用して表すことができる
）。数字１０５によって示されるように、受信したデータは、本明細書で説明されるプロ
セスを使用して、所望の層厚さを生成するように、印刷プロセス、例えば、インクジェッ
ト印刷プロセスを使用して、層材料の堆積に影響を及ぼすために使用されるであろうハー
フトーンパターンに変換される。所望の層厚さが逐点的に提供されるかどうかにかかわら
ず、厚さデータは、印刷プロセスによって対処されるであろう各印刷セルのために導出さ
れ、次いで、結果として生じた液滴が問題になっている層を「構築する」、特定のハーフ
トーンパターンを選択するために使用される。印刷セルとハーフトーン格子との間の関係
（すなわち、液滴密度）は恣意的であることに留意されたい。一実施形態では、各印刷セ
ルは、特定の格子点に一致し、すなわち、１対１の関係がある。第２の実施形態では、各
印刷セルは、１つより多くの格子点（すなわち、整数または非整数の格子点）に対応する
。さらに第３の実施形態では、各格子点は、１つより多くの印刷セル（すなわち、整数ま
たは非整数の印刷セル）に対応する。鎖線ボックス１０６により、既述のように、一実施
形態では、ハーフトーンパターンは、随意に、局所的連続フィルムを常に生成するように
制約されるが、所望の層厚さに依存する可変インク体積を伴う。ハーフトーンパターンは
、随意に、例えば、パターン選択を変動させる能力を提供するよう、（例えば、グレース
ケール値またはグレースケール値の平均につき使用することができる１つから多くのハー
フトーンパターンを用いて）事前に判定することができる。別の実施形態では、液滴密度
は、平均グレースケール値の関数として較正され、グレースケール値のセットを表すハー
フトーンパターン化を判定するために「オンザフライで」使用される。一実施形態では、
それぞれマルチビットであるグレースケール値のセットは、入力をハーフトーン選択ソフ
トウェアに提供し、これは次いで、（例えば、ハーフトーン格子に対して位置付けられた
液滴とともに、および単一ビットとして表される所与の格子点において液滴を発射する、
または発射しない決定とともに）出力ハーフトーンパターンを返す。ハーフトーンパター
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ンは、プリンタ命令（例えば、特定の場所で液滴を印刷するようにプリンタを制御するた
めの印刷イメージ）として表すことができる。これらの命令は、応答して、より厚い層の
ためのより大きい総印刷セルインク体積、およびより薄い層のためのより小さい総印刷セ
ルインク体積を伴って、ハーフトーンパターンによって表される情報に従って局所的に変
動させられる単位面積あたりの体積において、インクジェット印刷プロセスにインクを堆
積させるであろう、情報を含有する。
【００４７】
　ボックス１１０および媒体グラフィック１１１は、一実施形態では、このように紹介さ
れたステップを、非一過性の機械可読媒体上に記憶された命令として、例えば、ソフトウ
ェアとして具現化できることを表す。「非一過性の機械可読媒体」は、その媒体上のデー
タがどのようにして記憶されるかにかかわらず、限定ではないが、後に命令が機械によっ
て読み出され得る、ランダムアクセスメモリ、ハードディスクメモリ、光学メモリ、フロ
ッピー（登録商標）ディスクまたはＣＤ、サーバ記憶装置、揮発性メモリ、および他の有
形機構を含む、任意の有形（すなわち、物理的）記憶媒体を意味する。機械可読媒体は、
独立型形態（例えば、プログラムディスク）であり得るか、またはより大型の機構、例え
ば、ラップトップコンピュータ、携帯用デバイス、サーバ、ネットワーク、プリンタ、も
しくは他の１つまたはそれを上回るデバイスのセットの一部として具現化することができ
る。命令は、異なる形式で、例えば、呼び出されたときにある動作を起動するために効果
的であるメタデータ、Ｊａｖａ（登録商標）コードまたはスクリプト記述、特定のプログ
ラミング言語で（例えば、Ｃ＋＋コードとして）書かれたコード、またはプロセッサ特有
の命令セットとして、もしくはある他の形態で実装することができ、命令はまた、実施形
態に応じて、同一のプロセッサまたは異なるプロセッサによって実行することもできる。
例えば、１つの実装では、非一過性の機械可読媒体上の命令は、単一のコンピュータによ
って実行することができ、記述されるような他の場合においては、例えば、１つまたはそ
れを上回るサーバ、ウェブクライアント、またはアプリケーション特有のデバイスを使用
して、分散型基準で記憶および／または実行することができる。
【００４８】
　ボックス１１０のプロセスによって生成されるハーフトーニングは、即時に採用する、
および／または後で使用するために記憶することができる。この趣旨で、図１Ａは、例え
ば、同様に非一過性の機械可読媒体１１３上に、ハーフトーニングをプリンタ制御ファイ
ル１０７（例えば、プリンタ制御命令）として記憶できることを示す。本媒体は、媒体グ
ラフィック１１１によって表されるものと同一の媒体、または異なる媒体、例えば、デス
クトップコンピュータまたはプリンタのＲＡＭまたはハードディスク、ディスク、または
フラッシュカードであり得る。非限定的実施例として、そのようなプリンタ制御命令は、
電子宛先へのダウンロードまたは伝送のために適合される、ネットワークに記憶された基
準設計として利用可能にすることができる。殆どの用途については、随意的なプロセスブ
ロック１０９によって示されるように、適用されたハーフトーニングは、最終的に、記述
されたインクジェット印刷プロセスを使用して層を堆積させるために使用されるであろう
。いったん層堆積ステップ（および任意の事後堆積硬化または他の仕上げステップ）が完
了すると、堆積の領域中の堆積層は、ハーフトーニングの関数として、意図した層厚さに
対応する厚さを有するであろう。
【００４９】
　図１Ｂは、図１Ａを参照してこのように議論された層等の層を加工するためのプロセス
およびハードウェアを示す、説明図である。プロセスおよびハードウェアは、概して、数
字１５１によって表され、（例えば、設計ファイルの一部として）材料の１つまたはそれ
を上回る層のレイアウトデータを受信することができる、１つまたはそれを上回るコンピ
ュータ１５３を含むことが分かる。本レイアウトデータおよび任意の関連設計ファイルは
、コンピュータ１５５、例えば、コンピュータ支援設計（「ＣＡＤ」）に使用されるコン
ピュータによって生成され、そこから受信される。受信したレイアウトデータ（任意の設
計ファイルを含む）は、機械可読媒体上に記憶された命令またはデータの一部であり得、
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データまたは命令は、所望の構成要素、例えば、消費者電子製品または別の製品を加工す
るために使用することができる。レイアウトデータは、随意に、ネットワーク１５７、例
えば、ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）または広域ネットワーク（インターネ
ットまたは企業のプライベートネットワーク等の「ＷＡＮ」）を経由して受信される。い
くつかの実施形態では、コンピュータ１５５は、随意に、それ自体が、１つまたはそれを
上回るコンピュータ１５３のうちの１つであり、すなわち、層の設計およびプリンタ制御
命令の生成は、随意に、１つのコンピュータ上で、または単一のローカルネットワーク内
で行うことができる。１つまたはそれを上回るコンピュータ１５３は、上記で紹介される
ような、つまり、層の厚さデータを少なくとも１つのハーフトーンパターンに変換するた
めの処理を適用する。ハーフトーニングの結果は、ローカルメモリ１５９に記憶され、随
意に、ネットワーク１６３を介してインクジェット印刷機構１６１に伝送される。１つま
たはそれを上回るコンピュータ１５３はまた、インクジェット印刷機構と組み合わせるこ
ともでき、例えば、これらの要素は、所望の層を形成するであろうインクジェットプリン
タを含む加工機構のための制御端末として、例えば、任意の硬化または仕上げ手順に続い
て、所望の層厚さを堆積させるように、基板の面積にわたる１回の通過としての各スキャ
ンである、層を印刷する１つまたはそれを上回るスキャンとして、具現化できることに留
意されたい。インクジェット印刷機構によって噴出されるインクは、典型的には、記述さ
れるように、流体として噴出される材料（例えば、有機材料）を含む。上記で紹介される
ように、かつ以下でさらに説明されるように、いくつかの実施形態では、基板の単位印刷
可能面積に対応する各印刷セルは、（例えば、グレースケール値の形態で）離散インク体
積を割り当てられる。印刷セルのサイズは、恣意的であり、典型的には、離散厚さ（すな
わち、グレースケール値）を割り当てることができるか、または割り当てられるであろう
、基板の最小単位面積を表す。各印刷セルは、ひいては、典型的には、格子上の１つまた
はそれを上回る点と関連付けられ、格子の点はそれぞれ、可能なそれぞれのインク液滴位
置を表す。各起こり得る液滴の発射は、適用されたハーフトーニングに応答して制御され
る。一実施形態では、それぞれのプリントヘッドノズル（または位置）からの液滴の発射
が、所望の層厚さに従って変動させられる特定の空間周波数において行われることを意味
する、「周波数変調」ハーフトーニングが使用される（例えば、図５Ａ参照）。別の実施
形態では、「振幅変調」ハーフトーニングが使用され、つまり、液滴発射は、クラスタあ
たりの液滴の数が所望の厚さに従って変動させられる、空間的に分離されたクラスタ中に
あり、したがって、より暗い画像（すなわち、より厚い層）は、より薄い層より大きい見
掛けの液滴によって表され、再度、本実施形態では、液滴が発射されない格子点にもかか
わらず、局所的連続フィルムを達成するために十分なドットゲインを伴う（例えば、図５
Ｃ参照）。なおも他の実施形態では、１つまたはそれを上回るインクジェットノズルを発
射するために使用される電気的パターンを変化させることによって、液滴径および／また
は形状を（例えば、円形または楕円形またはある他の形状から）変動させることができ、
代替として、または加えて、ハーフトーンパターンおよび／またはプリンタ命令は、イン
クジェットプリントヘッドによる特定のスキャン位置の複数の通過を命令することができ
る。最終的に、単独で、または上記の技法と組み合わせて、他の技法も使用することがで
きる。これらの随意的な特徴は、随意的なプロセスブロック１６５によって表される。
【００５０】
　入力されたレイアウトデータの処理は、層厚さデータを各印刷セルについて識別させ、
次いで、特定の印刷セルを表すグレースケール値に変換させる。例えば、一実施形態では
、グレースケール値は、２５６個の可能な値を有する、８ビットフィールドであり、層厚
さが１ミクロン～１１ミクロンに及んだ場合には、６ミクロン（すなわち、正確に範囲内
の中間厚さ）を表す厚さ尺度がグレースケール値「１２８」に変換され得る。次いで、（
例えば、局所的連続フィルムを表す）ハーフトーンパターンが、数字１６７により、割り
当てられたグレースケール値のうちの１つまたはそれを上回るものに依存して選択される
。再度、所望の層厚さとグレースケール値との間の関係は、直線的である必要がないこと
に留意されたい。例えば、特定の実施形態のための連続フィルムを達成するために、例え
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ば、「６７」という最小８ビット値が必要とされた場合には、割り当てられた厚さは、０
、６７～２５５の範囲内の数によって表され得る。
【００５１】
　図１Ｂはまた、ハーフトーニングに影響を及ぼすための誤差補正データ（または他のデ
ータ）の使用に関する、随意的な（鎖線）プロセス１６９も紹介する。これは、いくつか
の方法で適用することができるが、１つの初歩的な実施例を提供するために、特定の印刷
機構のための実践において、インクノズルの一部が動作不能であると判定された場合、随
意に、補償を提供するように、ハーフトーンパターンを調節することができ（例えば、パ
ターンを変動させることができる、またはＦＭハーフトーニングの代わりにＡＭハーフト
ーニングを適用することができる、もしくは別の方式を使用することができる）、または
（例えば、スキャン経路の随意的なオフセットとともに）異なるノズルを使用するように
プリントヘッドを命令することができ、そのような誤差データが、おそらく、基板にわた
る対象プリントヘッドの各通過に影響を及ぼすであろうため、随意に、修正されたパラメ
ータを使用して、将来の印刷または印刷計画を行うように、少なくとも対象プリントヘッ
ドについて、ハーフトーニングアルゴリズムを更新することができる。他の実施形態では
、特定のインクノズルのための駆動波形を変動または調節することができる。例えば、各
ノズルのためのプロセス変形例（ならびにノズル耐用期間／寿命等の他の要因、および粘
度、表面張力、および温度等のインクパラメータ）が、ノズルあたりの液滴体積に影響を
及ぼし得、本影響を軽減するために、ノズルのための駆動波形は、割り当てられた、また
は所望のハーフトーンパターンに寄与する、放出された液滴の体積、軌道、または速度を
調節するために変動させることができる。堆積機械の詳細、インク量、および他の要因に
応じて、類似補正／更新を供給することができる。誤差補正はまた、他の形態、例えば、
様々な液滴径または形状を成すことができ、または印刷セル内の液滴の空間的位置付けを
変化させることに留意されたい。２０１４年４月２３日に最初に名前が挙げられた発明者
Ｎａｈｉｄ　Ｈａｒｊｅｅの代理として出願された、「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　
Ｐｒｉｎｔ　Ｉｎｋ　Ｄｒｏｐｌｅｔ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｔｏ　Ｄｅｐｏｓｉｔ　Ｆｌｕｉｄｓ　ｗｉｔｈｉｎ　Ｐｒｅｃｉｓｅ　Ｔｏｌｅｒ
ａｎｃｅｓ」についての出願者の同時係属ＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ１４／３５１９
３号（ＫＴ　１３－０６１６ＣＰ）は、個別化された液滴体積、軌道および速度測定、使
用可能またはノズルが使用から除外されるべきである時点までの異常としての液滴の検証
、そのような問題を避けたプリントヘッドスキャン経路の計画、およびノズル駆動波形の
調節（および代替的なノズル駆動波形の提供）ならびにそのような挙動を補正する際に使
用するための他の補償のための技法を開示し、本記述される出願は、本明細書で記載され
るかのように、参照することにより本明細書に組み込まれる。誤差補正のための種々の技
法を以下で議論するが、随意的なプロセス１６９によって表されるように、適用される場
合、そのような技法は、堆積層の異常を補正するように、どのようにして個別パターンが
作成されるかを調節するために使用することができる。前述の同時係属ＰＣＴ特許出願（
ＫＴ　１３－０６１６ＣＰ）で説明される技法またはプロセスのうちのいずれかは、液滴
生成を調節して一様な液滴生成および／または誤差補償を助長するように適用することが
できる。
【００５２】
　図１Ｃは、上記で議論されるプロセスを紹介するために使用される、さらに別のフロー
図を提供する。これらのプロセスを実装する方法は、概して、数字１８１を使用して識別
される。第１に、例えば、所望の層のサイズおよび形状、ならびに所望の層の厚さを識別
する、層データが受信される（１８３）。一実施形態では、所望の層は、完成したフラッ
トパネルディスプレイ（例えば、テレビまたは他のディスプレイデバイス）の一部となり
、別の実施形態では、所望の層は、ソーラパネルの一部となるであろう。随意に、いくつ
かの実装では、所望の層は、酸素および／または水に対してそのようなデバイスのアクテ
ィブ要素を保護するであろう、カプセル化層である。鎖線ボックス１８４によって例示さ
れるように、層データは、随意に、幅、長さ、および高さ（例えば、描写されるように、
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ｘミクロン×ｙミクロン×ｚミクロン）の形態で表すことができる。ボックス１８５によ
り、次いで、厚さデータ（例えば、本実施例では「ｚミクロン」）は、随意に、マッピン
グ（１８６）に従って、複数の印刷セルのうちの各セルに１つずつ、グレースケール値に
変換される。例えば、５．０ミクロンの層厚さ（すなわち、ｚ＝５．０）が、ある単位面
積につきＭ個の液滴を発射することによって達成される、特定のインク体積に対応するこ
とが判定される場合には、（すなわち、マッピング１８６により）本インク液滴密度と相
関するグレースケール値が、例示的ボックス１８７で描写されるように、各印刷セルに割
り当てられる。本仮説では、ボックス１８７は、（本実施例では）インクの適用に続いて
厚さ５．０ミクロンの層を得るために必要とされる所望のインク密度を提供することがす
でに知られている、値「２０３」の格子を示す。数字１８９により、随意に、グレースケ
ール値または格子値を調節することができる。例えば、１つの考慮される実施形態では、
層縁における蓄積を回避するように、境界（例えば、堆積させられる層の周辺）を表すグ
レースケール値を調節することができる（以下の図７Ａ－７Ｅの議論を参照）。代替とし
て、堆積させられたインクが、特定のノズルまたは印刷セルに結び付けることができる非
一様性を有する場合には、そのような非一様性を軽減するよう、グレースケール値を調節
することができる。（下層のアクティブ要素により、堆積させられたインクの一様な厚さ
が、非一様な表面をもたらすように）基板が基礎的構造を有する実施形態では、次いで、
新しい層の堆積後表面を平らにするよう、グレースケール値を調節することができる。そ
のような調節は、プロセス１９１による、ハーフトーンパターンへのグレースケール値の
変換前または後に適用することができる（または別様に、随意にハーフトーニングプロセ
スに織り込まれる）。ハーフトーニングプロセスは、例示的ボックス１９２で例示される
ように、各格子交点が起こり得る液滴と関連付けられ、格子交点における個別格子値（例
えば、単一ビット値）が、対応する格子交点において液滴が発射されるものであるかどう
かを示す、ビットマップをもたらす。本プロセスの結果はまた、所望の層を印刷する際に
使用するため、以降のダウンロード、転送、使用、または操作のために記憶するため、も
しくはプリンタを前向きに制御するために修正可能である、プリンタ制御命令のセットで
もある。最終的な印刷動作は、図１Ｃの数字１９３によって指定される。
【００５３】
　いくつかの実施形態の主要な部分がこのようにして紹介されており、ここで、本説明は
、ある加工技法に関する付加的な詳細を提供する。図２Ａ－Ｄは、最初に、１つの可能な
堆積環境、例えば、フラットパネルデバイスの１つまたはそれを上回る恒久層を直接形成
するであろう材料を堆積させるためにインクジェット印刷を使用する、工業用加工機械の
詳細を説明するために使用されるであろう。次いで、図３Ａ－６Ｂは、層厚さを制御する
ためにどのようにしてハーフトーニングを使用することができるかを説明するために、使
用されるであろう。図７Ａ－７Ｅは、縁蓄積および境界制御について議論するために使用
されるであろう。図８Ａ－８Ｅは、仮説的加工プロセスを叙述するために使用されるであ
ろう。最終的に、図９は、ＯＬＥＤディスプレイデバイスを製造することのいくつかの加
工オプションについて議論するために使用されるであろう。これらの図および関連テキス
トは、実施例のみを提供すると理解されるべきであり、他の類似技法および実装が当業者
に想起されるであろうことは疑問の余地がない。説明された技法およびデバイスを使用す
ると、ハーフトーンパターンの使用および調節によって提供される層厚さに対する一様な
制御とともに、流体インクを使用して、ほぼあらゆる所望の層を堆積させるために、印刷
プロセス、より具体的には、インクジェット印刷プロセスを使用することができる。説明
された技法は、「ブランケット」堆積、つまり、堆積層の特徴サイズが任意の基礎的ナノ
スケール構造に対して大きい、堆積のために特に有用であるが、上記で説明される技法は
、そのように限定されない。
【００５４】
　図２Ａは、参照数字２０１によって集合的に指定される、いくつかの異なる実装段階を
表し、これらの段階のそれぞれ１つは、本明細書で紹介される技法の可能な離散実装を表
す。第１に、本開示で紹介されるようなハーフトーニング技法は、グラフィック２０３に
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よって表されるように、非一過性の機械可読媒体上に記憶された命令（例えば、コンピュ
ータまたはプリンタを制御するための実行可能命令またはソフトウェア）の形態を成すこ
とができる。第２に、コンピュータアイコン２０５により、これらの技法は、随意に、例
えば、販売または他の製品での使用のための構成要素を設計または製造する企業内で、コ
ンピュータまたはネットワークの一部として実装することができる。第３に、記憶媒体グ
ラフィック２０７を使用して例示されるように、上記で紹介される技法は、記憶されたプ
リンタ制御命令、例えば、上記の議論により、作用されたときに、異なるインク体積を表
す１つまたはそれを上回るハーフトーンパターンの使用に依存している構成要素の１つま
たはそれを上回る層をプリンタに加工させるであろう、ハーフトーン印刷イメージの形態
を成すことができる。プリンタ命令は、例えば、ＬＡＮを経由して、プリンタに直接伝送
することができ、このような状況において、記憶媒体グラフィックは、（限定ではないが
）コンピュータまたはプリンタの内側にあるか、またはそれにアクセス可能であるＲＡＭ
、もしくはフラッシュドライブ等の携帯用媒体を表すことができることに留意されたい。
第４に、加工デバイスアイコン２０９によって表されるように、上記で紹介される技法は
、加工装置または機械の一部として、もしくはそのような装置または機械内のプリンタの
形態で、実装することができる。加工デバイス２０９の特定の描写は、以下で図２Ｂに関
連して議論されるであろう、１つの例示的なプリンタデバイスを表すことが留意される。
上記で紹介される技法はまた、製造された構成要素のアセンブリとして具現化することも
でき、例えば、図２Ａでは、いくつかのそのような構成要素は、最終消費者製品に組み込
むために後に分離されて販売されるであろう、半分完成したフラットパネルデバイスのア
レイ２１１の形態で描写されている。描写されたデバイスは、例えば、１つまたはそれを
上回るカプセル化層、もしくは上記で紹介される方法に依存して加工される他の層を有し
てもよい。上記で紹介される技法はまた、参照されるような最終消費者製品の形態で、例
えば、携帯用デジタルデバイス２１３（例えば、電子パッドまたはスマートフォン等）用
の表示画面の形態で、テレビの表示画面２１５（例えば、ＯＬＥＤ　ＴＶ）、ソーラパネ
ル２１７、または他の種類のデバイスとして、具現化することもできる。
【００５５】
　図２Ｂは、本明細書で開示される技法を適用するために使用することができる、１つの
考慮される多重チャンバ加工装置２２１を示す。一般的に言えば、描写された装置２２１
は、移送モジュール２２３、印刷モジュール２２５、および処理モジュール２２７を含む
、いくつかの一般的なモジュールまたはサブシステムを含む。各モジュールは、例えば、
印刷を第１の制御された雰囲気中で印刷モジュール２２５によって行うことができ、他の
処理、例えば、無機カプセル化層堆積等の別の堆積プロセスまたは（例えば、印刷された
材料のための）硬化プロセスを第２の制御された雰囲気中で行うことができるように、制
御された環境を維持する。装置２２１は、基板を制御されていない雰囲気に暴露させるこ
となく、モジュールの間で基板を移動させるために、１つまたはそれを上回る機械ハンド
ラを使用する。任意の所与のモジュール内で、そのモジュールについて行われる処理に適
合される、他の基板取扱システムおよび／または特定のデバイスおよび制御システムを使
用することが可能である。
【００５６】
　移送モジュール２２３の種々の実施形態は、入力ロードロック２２９（すなわち、制御
された雰囲気を維持しながら異なる環境間で緩衝を提供するチャンバ）、移送チャンバ２
３１（基板を輸送するためのハンドラも有する）、および雰囲気緩衝チャンバ２３３を含
むことができる。印刷モジュール２２５内で、印刷プロセス中に基板の安定した支持のた
めの浮動テーブル等の他の基板取扱機構を使用することが可能である。加えて、分割軸ま
たはガントリ運動システム等のｘｙｚ運動システムを、基板に対する少なくとも１つのプ
リントヘッドの精密な位置付けに使用することができるとともに、印刷モジュール２２５
を通した基板の輸送のためのｙ軸運搬システムを提供する。また、例えば、２つの異なる
種類の堆積プロセスを制御された雰囲気中の印刷モジュール内で行うことができるように
、印刷チャンバ内で、例えば、それぞれのプリントヘッドアセンブリを使用して、印刷す
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るために複数のインクを使用することも可能である。印刷モジュール２２５は、不活性雰
囲気（例えば、窒素）を導入し、別様に、環境的調整（例えば、温度および圧力）、ガス
構成要素、および粒子状物質の存在について雰囲気を制御するための手段とともに、イン
クジェット印刷システムを収納するガスエンクロージャ２３５を備えることができる。
【００５７】
　処理モジュール２２７の種々の実施形態は、例えば、移送チャンバ２３６を含むことが
でき、本移送チャンバはまた、基板を輸送するためのハンドラも有する。加えて、処理モ
ジュールはまた、出力ロードロック２３７、窒素スタック緩衝器２３９、および硬化チャ
ンバ２４１を含むこともできる。いくつかの用途では、硬化チャンバは、例えば、熱また
は紫外線放射硬化プロセスを使用して、単量体フィルムを一様なポリマーフィルムに硬化
させるために使用することができる。
【００５８】
　ある用途では、装置２２１は、液晶表示画面またはＯＬＥＤ表示画面の大量生産、例え
ば、単一の大型基板上に１度に８枚の画面のアレイの加工に適合される。これらの画面は
、テレビに、および他の形態の電子デバイス用の表示画面として使用することができる。
第２の用途では、装置は、さらに類似する様式で、ソーラパネルの大量生産に使用するこ
とができる。
【００５９】
　上記で議論されるカプセル化実施例に適用され、上記で説明されるハーフトーンベース
の印刷技法を使用するように適合されると、印刷モジュール２２５は、有利なことには、
そのようなデバイスの感受性要素を保護することに役立つ有機カプセル化層を堆積させる
ために、そのような用途で使用することができる。例えば、描写された装置２２１は、基
板を装填されることができ、カプセル化プロセス中の制御されていない雰囲気への暴露に
よって中断されない様式で、種々のチャンバの間で基板を前後に移動させるように制御す
ることができる。基板は、入力ロードロック２２９を介して装填することができる。移送
モジュール２２３の中に位置付けられたハンドラは、入力ロードロック２２９から印刷モ
ジュール２２５へ基板を移動させることができ、印刷プロセスの完了に続いて、硬化のた
めに基板を処理モジュール２２７へ移動させることができる。後続の層の繰り返しの堆積
によって、制御された厚さ、総カプセル化のそれぞれを、任意の所望の用途に適するよう
に構築することができる。再度、上記で説明される技法は、カプセル化プロセスに限定さ
れず、また、多くの異なる種類のツールを使用できることに留意されたい。例えば、装置
２２１の構成は、異なる並置で種々のモジュール２２３、２２５、および２２７を配置す
るように変動させることができ、また、付加的な、より少ない、または異なるモジュール
も使用することができる。
【００６０】
　図２Ｂは、連結されたチャンバまたは加工構成要素のセットの一実施例を提供するが、
明確に多くの他の可能性が存在する。上記で紹介されるハーフトーニング技法は、図２Ｂ
で描写されるデバイスとともに、または実際には、任意の他の種類の堆積機器によって行
われる加工プロセスを制御するために、使用することができる。
【００６１】
　図２Ｃは、堆積プロセス中に出現し得るような基板およびプリンタの平面図を提供する
。印刷チャンバは、概して、参照数字２５１によって指定され、印刷される基板は、概し
て、数字２５３によって指定され、基板を輸送するために使用される支持テーブルは、概
して、数字２５５によって指定される。一般的に言えば、基板の任意のｘ－ｙ座標は、（
例えば、数字２５７によって示されるように、浮動支持を使用する）支持テーブルによる
基板のｘおよびｙ次元移動を含み、概して、矢印２６３によって表されるように、トラベ
ラ２６１に沿った１つまたはそれを上回るプリントヘッド２５９の「遅軸」ｘ次元移動を
使用する、移動の組み合わせによって到達される。記述されるように、浮動テーブルおよ
び基板取扱インフラストラクチャは、基板を移動させ、有利なことには、必要に応じて１
つまたはそれを上回る「高速軸」に沿ってデスキュー制御を提供するために使用される。
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プリントヘッドは、それぞれが、（例えば、プリントヘッドが「遅軸」に沿って左から右
へ、およびその逆も同様に移動させられるにつれて、印刷セルの列の印刷を達成するよう
に）ハーフトーン印刷イメージから導出される発射パターンによって別々に制御される、
複数のノズル２６５を有することが分かる。５つだけのノズルが図２Ｃで描写されている
が、任意の数のノズルを使用することができ、例えば、典型的な工業用印刷実装では、何
千ものノズルが存在する、複数のプリントヘッドがあり得ることに留意されたい。１つま
たはそれを上回るプリントヘッドと基板との間の相対運動が高速軸（すなわち、ｙ軸）の
方向へ提供されると、印刷は、印刷セルの個々の行を辿る帯状の場所を表す。プリントヘ
ッドはまた、有利なことには、（例えば、数字２６７による、１つまたはそれを上回るプ
リントヘッドの回転によって）有効ノズル間隔を変動させるように調節することもできる
。所望に応じて、相互に対してｘ次元、ｙ次元、および／またはｚ次元オフセットで配向
される、複数のそのようなプリントヘッドをともに使用できることに留意されたい（図２
Ｃの軸凡例２６９を参照）。印刷動作は、所望に応じて、標的領域（および任意の境界領
域）全体がインクで印刷されるまで継続する。必要な量のインクの堆積に続いて、基板は
、（例えば、熱プロセスを使用して）インクを乾燥させるように溶媒を蒸発させることに
よって、または紫外線硬化プロセス等の硬化プロセスの使用によってのいずれかで、仕上
げられる。
【００６２】
　図２Ｄは、本明細書で特定されるような１つまたはそれを上回る層を有するデバイスを
加工するために使用することができる、１つの装置（２７１）の種々のサブシステムを使
用する、ブロック図を提供する。種々のサブシステムにわたる協調は、ソフトウェア（図
２Ｄに示されていない）によって提供される命令の下で作用する、プロセッサ２７３によ
って提供される。加工プロセス中に、プロセッサは、ハーフトーン印刷イメージによって
提供される発射命令に応じて、プリントヘッドに種々の量のインクを放出させるように、
データをプリントヘッド２７５に供給する。プリントヘッド２７５は、典型的には、行ま
たはアレイに配列される複数のインクジェットノズルと、圧電または他の変換器の起動に
応答してインクの噴出を可能にする関連貯留部とを有し、そのような変換器は、対応する
圧電変換器に印加される電子発射波形信号によって統制される量において、それぞれのノ
ズルに制御された量のインクを放出させる。他の発射機構も使用することができる。プリ
ントヘッドは、ハーフトーン印刷イメージによって表されるように、種々の印刷セル内の
格子座標に対応する種々のｘ－ｙ位置でインクを基板２７７に適用する。位置の変動は、
プリントヘッド運動システム２７９および基板取扱システム２８１（例えば、基板を横断
する１つまたはそれを上回る帯状の場所を印刷に表させる）の両方によって達成される。
一実施形態では、プリントヘッド運動システム２７９が、トラベラに沿って前後にプリン
トヘッドを移動させる一方で、基板取扱システムは、例えば、整合またはデスキューのた
めに、安定した基板支持と、基板の「ｘ」および「ｙ」次元輸送（および回転）との両方
を提供し、印刷中に、基板取扱システムが、１つの次元（例えば、図２Ｃに対して「ｙ」
次元）で比較的速い輸送を提供する一方で、プリントヘッド運動システム２７９は、例え
ば、プリントヘッドオフセットのために、別の次元（例えば、図２Ｃに対して「ｘ」次元
）で比較的遅い輸送を提供する。別の実施形態では、複数のプリントヘッドを使用するこ
とができ、主要な輸送が基板取扱システム２８１によって取り扱われる。任意の基準を位
置付け、整合および／または誤差検出を支援するために、画像捕捉デバイス２８３を使用
することができる。
【００６３】
　本装置はまた、インク送達システム２８５と、印刷動作を支援するプリントヘッド維持
システム２８７とを備える。プリントヘッドは、周期的に較正するか、または維持プロセ
スを受けることができ、この目的を達成するために、維持シーケンス中に、プリントヘッ
ド維持システム２８７は、特定のプロセスに対して、適宜、適切な下準備、インクまたは
ガスのパージ、試験および較正、ならびに他の動作を行うために使用される。そのような
プロセスはまた、例えば、以前に参照された出願者の同時係属ＰＣＴ特許出願（第ＫＡＴ
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　１３－６１６ＣＰ号）で議論されるように、かつ数字２９１および２９２によって参照
されるように、液滴体積、速度、および軌道等のパラメータの個別測定を含むこともでき
る。
【００６４】
　以前に紹介されたように、印刷プロセスは、制御された環境で、つまり、堆積層の有効
性を劣化させ得る汚染物質のリスクの低減を提示する様式で、行うことができる。この趣
旨で、本装置は、機能ブロック２９０によって表されるように、チャンバ内の雰囲気を制
御するチャンバ制御サブシステム２８９を含む。随意的なプロセス変形例は、記述される
ように、周囲窒素ガス雰囲気の存在下で堆積材料の噴出を行うことを含むことができる（
または別の不活性環境では、不要な粒子状物質を除外するために、具体的に選択および／
または制御されたガス）。最終的に、数字２９３によって表されるように、本装置はまた
、ハーフトーンパターン情報またはハーフトーンパターン生成ソフトウェアを記憶するた
めに使用することができる、メモリシステムを含むことができ、すなわち、本装置は、各
液滴の（およびタイミングの）発射を制御する印刷制御命令を内部で生成するため、前述
の技術に従ってハーフトーン印刷イメージを得るために、レイアウトデータのレンダリン
グを直接装置に行うべきである。そのようなレンダリングが、他の場所で行われる場合、
装置のタスクは、受信されたプリンタ命令に従って、デバイス層を加工することであり、
次いで、ハーフトーン印刷イメージは、印刷プロセス中に使用するためのメモリサブシス
テム２９３内に記憶され得る。数字２９４によって表されるように、１つの随意的な実施
形態では、個々の液滴詳細は、任意の所与のノズルに対する発射波形の変動を通して（例
えば、ノズル異常を補正するために）変動することができる。一実施形態では、代替発射
波形のセットが、共有または専用ベースで、事前に選択され、各ノズルに利用可能にされ
ることができる。別の実施形態では、単一の波形が、事前に決定され（例えば、代替に対
して選択される）、特定のノズルに関連する無限使用に対してプログラムされる。
【００６５】
　ノズル発射詳細を修正または調節するための構造および技法が、図３Ａ－３Ｃを参照し
て説明される。一実施形態では、波形は、例えば、デジタルデータによって定義される、
一連の離散信号レベルとして事前定義することができ、駆動波形は、デジタル・アナログ
変換器（ＤＡＣ）によって生成される。図３Ａの数字３０１は、離散信号レベル３０４、
３０５、３０６、３０７、３０８、３０９、および３１０を有する、波形３０３のグラフ
を識別する。一実施形態では、各ノズルドライバは、各波形が可変電圧および持続時間の
一連の信号レベルとして定義される、複数の波形（例えば、最大１６または別の数）を受
信する回路を含むことができる。各波形は、それぞれマルチビット電圧およびマルチビッ
ト持続時間として表される、一連の最大１６個のそのような信号レベルとして表すことが
できる。すなわち、そのような実施形態では、１つまたはそれを上回る信号レベルに対す
る異なる持続時間を定義することによって、パルス幅を効果的に変動させることができ、
微妙な液滴径、速度、または軌道変動を提供するように選択される様式で、駆動電圧を波
形成形することができ、例えば、液滴体積は、０．０１ｐＬ単位等の特定の量漸進増分を
提供するように計測される。したがって、そのような実施形態では、波形成形は、理想値
に近くなるように液滴体積および飛行パラメータを調節する能力を提供する。これらの波
形成形技法はまた、ムラを低減または排除するための方策も促進し、例えば、１つの随意
的な実施形態では、全てのノズルが一様な液滴体積（例えば、可能な限り１０．００ｐＬ
に近い）を提供するように、単一の割り当てられたノズル駆動波形が、各ノズルに事前に
合わせられる。別の実施形態では、短期間に印加される代替的な所定の波形のうちの「特
定の１つ」を選択（例えば、プログラム）するために使用される動的較正（または別の較
正）を用いて、随意に、代替的な所定の波形が各ノズルに利用可能にされる。他の可能性
も存在する。
【００６６】
　典型的には、異なる駆動波形および結果として生じた液滴体積の効果は、事前に測定さ
れる。一実施形態では、各ノズルについて、最大１６個の異なる駆動波形は、後に、ソフ
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トウェアによって選択されるような離散体積変動を提供する際に選択的に使用するために
、ノズル特有の専用１ｋスタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）に記憶するこ
とができる。異なる駆動波形が手元にあると、次いで、各ノズルは、特定の駆動波形を達
成するデータのプログラミングを介して、どの波形を適用するかに関して液滴毎に指示さ
れる。
【００６７】
　図３Ｂは、概して、数字３２１によって指定される、そのような実施形態に使用するこ
とができる回路を示す略図である。具体的には、プロセッサ３２３が、印刷される特定の
材料の層を定義するデータを受信するために使用される。数字３２５によって表されるよ
うに、本データは、格子点または位置アドレスあたりの所望の厚さを定義する、レイアウ
トファイルまたはビットマップファイルであり得る。一連の圧電変換器３２７、３２８、
３２９は、それぞれ、ノズル駆動波形、ノズル間およびプリントヘッド間製造変動を含む
、多くの要因に依存する、関連するそれぞれの液滴体積３３１、３３２、および３３３を
生成する。較正動作中に、使用されるであろう特定のインクを考慮して、それぞれのノズ
ルのための１つまたはそれを上回る駆動波形を判定するように、ノズル間変動を含む変数
セットのそれぞれ１つを、液滴体積へのその影響について試験することができる。所望で
あれば、本較正動作は、例えば、温度、ノズルの詰まり、プリントヘッド寿命、または他
のパラメータの変化に応答するように、動的にさせることができる。本較正は、印刷計画
および次の印刷を管理する際に使用するために、測定データをプロセッサ３２３に提供す
る、液滴測定デバイス３３５によって表される。一実施形態では、本測定データは、（例
えば、何千個ものプリントヘッドノズルおよび潜在的に多数の可能なノズル発射波形の各
ノズルについて）数分、例えば、何千個ものノズルについてはわずか３０分、好ましくは
さらに少ない時間を要する、動作中に計算される。別の実施形態では、そのような測定は
、反復して、つまり、異なる時点でノズルの異なる一部を更新するように、行うことがで
きる。非撮像（例えば、干渉）技法を、随意に、例えば、前述の同時係属で同一出願人に
よるＰＣＴ特許出願で説明されるように、測定に使用することができ、これは潜在的に、
毎秒何十から何百ものノズルを対象とする、ノズルにつき何十回もの液滴測定をもたらす
。本データおよび任意の関連統計的モデル（および平均）は、受信されたときにレイアウ
トまたはビットマップデータ３２５を処理する際に使用するために、メモリ３３７に記憶
することができる。ある実装では、プロセッサ３２３が、実際のプリンタから遠隔にある
コンピュータの一部である一方で、第２の実装では、プロセッサ３２３は、加工機構（例
えば、ディスプレイを加工するためのシステム）またはプリンタのいずれか一方と統合さ
れる。
【００６８】
　液滴の発射を行うために、１つまたはそれを上回るタイミングまたは同期化信号３３９
のセットが、基準として使用するために受信され、これらは、特定の圧電変換器（それぞ
れ、３２７、３２８、および３２９）のために、すなわち、ノズルにつき専用の圧電変換
器を用いて（３つだけが図３Ｂで図示されているが、典型的には、何千ものノズルが存在
する）、駆動波形を生成するように、各ノズルドライバ３４３、３４４、および３４５に
配信するためにクロックツリー３４１を通過させられる。各ノズルドライバは、それぞれ
、プロセッサ３２３からマルチビットプログラミングデータおよびタイミング情報を受信
する、１つまたはそれを上回るレジスタ３５１、３５２、および３５３を有する。各ノズ
ルドライバおよびその関連レジスタは、それぞれ、レジスタ３５１、３５２、および３５
３をプログラムする目的で、１つまたはそれを上回る専用書き込み許可信号（ｗｅｎ）を
受信する。一実施形態では、レジスタのそれぞれは、複数の所定の波形を記憶する１ｋ　
ＳＲＡＭを含む、かなりの量のメモリと、これらの波形の間で選択し、別様に波形生成を
制御するプログラム可能レジスタとを備える。プロセッサからのデータおよびタイミング
情報は、マルチビット情報として図３Ｂで描写されるが、本情報は、代わりに、（以下で
議論される図３Ｃで見られるように）各ノズルへの直列接続を介して提供することができ
る。
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【００６９】
　所与の堆積、プリントヘッド、またはインクについて、プロセッサは、液滴を生成する
ために選択的に（すなわち、「任意に」）選択することができる、１６個の事前配列され
た駆動波形のセットを各ノズルのために選択する。この数は、恣意的であり、例えば、あ
る設計では、４つの波形を使用することができる一方で、別の設計では、４０００個の波
形を使用できることに留意されたい。これらの波形は、有利なことには、各ノズルに対す
る出力液滴体積の所望の変動を提供するように、例えば、略理想的な液滴体積（例えば、
１０．００ｐＬの平均液滴体積）を生成する少なくとも１つの波形選択を各ノズルに行わ
せるように、および理想的な液滴径、放出速度、および飛行軌道を生成するために使用す
ることができる各ノズルのための意図的な体積変動の範囲に適応するように、選択される
。種々の実施形態では、１６個の駆動波形の同一のセットが、ノズルの全てに使用される
が、描写された実施形態では、１６個のおそらく一意の波形は、各ノズルについて別々に
事前に定義され、各波形は、それぞれの液滴体積（ならびに速度および軌道）特性を与え
る。
【００７０】
　印刷中に、各液滴の堆積を制御するために、次いで、事前定義された波形のうちの１つ
を選択するデータが、ノズル毎の基準で、各ノズルのそれぞれのレジスタ３５１、３５２
、または３５３にプログラムされる。例えば、１０．００ｐＬの標的液滴体積を考慮する
と、ノズルドライバ３４３は、レジスタ３５１へのデータの書き込みを通して、１６個の
異なる液滴体積のうちの１つに対応する、１６個の波形のうちの１つを設定するように構
成することができる。ノズル毎の（および波形毎の）液滴体積および関連分布がプロセッ
サ３２３によって登録され、メモリに記憶されると、各ノズルによって生成される体積は
、液滴測定デバイス３３５によって測定されているであろう。プロセッサは、レジスタ３
５１をプログラムすることによって、特定のノズルドライバ３４３に１６個の波形のうち
のプロセッサが選択した１つを出力させたいかどうかを定義することができる。加えて、
プロセッサは、所与のスキャン線のためのノズルの発射へのノズルあたりの遅延またはオ
フセットを有するように（例えば、随意に、基板傾斜を補正するように、速度または軌道
誤差を含む誤差を補正するように、および他の目的で）レジスタをプログラムすることが
でき、このオフセットは、各スキャンのためのプログラム可能な数のタイミングパルスに
よって特定のノズルの発射を遅延させる、カウンタによって達成される。実施例を提供す
るために、液滴測定の結果が、１つの特定のノズルの液滴が期待より低い速度を有する傾
向があることを示す場合には、対応するノズル波形をより早くトリガする（例えば、圧電
作動に使用されるアクティブ信号レベルの前の無駄時間を短縮することによって、時間的
に前進させる）ことができ、逆に、液滴測定の結果が、１つの特定のノズルの液滴が比較
的高い速度を有することを示す場合には、波形を後にトリガすることができる等である。
他の実施例が明確に可能であり、例えば、いくつかの実施形態では、駆動強度（すなわち
、所与のノズルの圧電アクチュエータを駆動するために使用される信号レベルおよび関連
電圧）を増加させることによって、遅い液滴速度を妨げることができる。一実施形態では
、全てのノズルに配信される同期信号は、同期化の目的で、定義された時間間隔（例えば
、１マイクロ秒）で生じ、別の実施形態では、同期信号は、例えば、プリントヘッドと基
板との間の１ミクロン毎の漸進的相対運動を発射するように、プリンタ運動および基板地
形に対して調整される。高速クロック（φｈｓ）が、例えば、１００メガヘルツ、３３メ
ガヘルツ等で、同期信号より何千倍も速く作動させられ、一実施形態では、複数の異なる
クロックまたは他のタイミング信号（例えば、ストロボ信号）を組み合わせて使用するこ
とができる。プロセッサはまた、随意に、印刷格子間隔（または同等にタイミング）を定
義または調節する値もプログラムし、１つの実装では、印刷格子間隔は、利用可能なノズ
ルの集合全体に共通し、ハーフトーン格子間隔に等しいが、これは各実装に当てはまる必
要はない。例えば、場合によっては、基板傾斜または他の要因を補償するよう、各ノズル
の液滴パターンのタイミング（例えば、位相）を調節する様式で、プリンタ格子を定義す
ることができる。したがって、１つの随意的な実施形態では、（例えば、適正な印刷のた
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めに必要に応じて、回転させる、またはプリンタ命令を調節するソフトウェアを用いて）
先験的に未知である基板地形に合致するようにハーフトーン格子を効果的に変換するため
に、ノズル発射パターンを変動させることができる。明確に、多くの設計代替案が可能で
ある。描写された実施形態におけるプロセッサ３２３はまた、動作中に各ノズルのレジス
タを動的に再プログラムすることもでき、すなわち、同期パルスは、そのレジスタの中で
設定される任意のプログラムされた波形パルスを起動するトリガとして適用され、新しい
データが（例えば、液滴波形、ならびに潜在的に、液滴タイミング、軌道および／または
体積を調節するように）次の同期パルスの前に描写された回路によって非同期的に受信さ
れる場合には、新しいデータが次の同期パルスとともに適用されるであろうことに留意さ
れたい。プロセッサ３２３はまた、同期パルス生成（３５６）のためのパラメータを設定
することに加えて、スキャン（３５５）の開始および速度を制御する。加えて、プロセッ
サは、上記で説明される種々の目的で、プリントヘッドの随意的な回転（３５７）を制御
する。このようにして、各ノズルは、任意の時間に（すなわち、任意の「次の」同期パル
スとともに）各ノズルに対する１６個の異なる波形のうちのいずれか１つを使用して、一
斉に（または同時に）発射することができ、選択された発射波形を、１回のスキャン中に
発射間で動的に、１６個の異なる波形のうちのいずれか他のものと挟むことができる。
【００７１】
　図３Ｃは、各ノズルに対する出力ノズル駆動波形を生成するためにそのような実施形態
で使用することができる、回路（３６１）の付加的な詳細を示し、出力波形は、図３Ｃで
「ｎｚｚｌ－ｄｒｖ．ｗｖｆｍ（ノズル駆動波形）」として表される。より具体的には、
回路３６１は、同期信号、シリアルデータ（「データ」）を搬送するシングルエンドまた
は差動線、専用書き込み許可信号（ｗｅ）、および高速クロック（φｈｓ）の入力を受信
する。レジスタファイル３６３は、それぞれ、初期オフセット、格子定義値、および駆動
波形ＩＤを伝える、少なくとも３つのレジスタのデータを提供する。初期オフセットは、
印刷格子の開始と整合するように各ノズルを調節する、プログラム可能な値である。例え
ば、複数のプリントヘッド、ノズルの複数の行、異なるプリントヘッド回転、ノズル発射
速度およびパターン、ならびに他の要因等の実装変数を考慮すると、初期オフセットは、
遅延、傾斜、および他の要因を考慮するように、各ノズルの液滴パターンを印刷格子の開
始と整合させるために使用することができる。オフセットは、例えば、基板地形に対して
格子またはハーフトーンパターンを回転させるように、もしくは基板の不整合を補正する
ように、複数のノズルにわたって異なる方法で適用することができる。有利には、これら
の機能は、ソフトウェア、すなわち、非一過性の機械可読媒体上に記憶される命令によっ
て、行うことができる。同様に、オフセットはまた、異常な速度または他の効果を補正す
るために使用することもできる。格子定義値は、（例えば、発射周波数を表す）プログラ
ムされた波形がトリガされる前に「数えられる」同期パルスの数を表す数であり、フラッ
トパネルディスプレイ（例えば、ＯＬＥＤパネル）を印刷する実装の場合に、ハーフトー
ン格子発射点は、おそらく、規則的な（一定の間隔）または不規則的な（複数の間隔）格
子に対応する、異なるプリントヘッドノズルに対して１つまたはそれを上回る規則的な間
隔を有する。したがって、格子間隔値が２（例えば、２ミクロン毎）に設定された場合に
は、各ノズルをこの間隔で発射することができる。駆動波形ＩＤは、各ノズルに対する事
前に記憶された駆動波形のうちの１つの選択を表し、実施形態に応じて、多くの様式でプ
ログラムして記憶することができる。一実施形態では、駆動波形ＩＤは、４ビット選択値
であり、各ノズルは、１６×１６×４Ｂエントリとして記憶される、最大１６個の所定の
ノズル駆動波形を記憶するように、独自の専用１ｋバイトＳＲＡＭを有する。簡潔には、
各波形に対する１６個のエントリのそれぞれは、プログラム可能な信号レベルを表す４バ
イトを含有し、これらの４バイトは、高速クロックのパルスの数を数えるために使用され
る、２バイトの分解能電圧レベルおよび２バイトのプログラム可能な持続時間を表す。し
たがって、各プログラム可能な波形は、それぞれプログラム可能な電圧および持続時間の
（例えば、３３メガヘルツクロックの０～２５５個のパルスに等しい持続時間の）最大１
６個までの離散パルスから成ることができる。
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【００７２】
　数字３６５、３６６、および３６７は、どのようにして所与のノズルに対して特定波形
を生成することができるかを示す、回路の一実施形態を指定する。第１のカウンタ３６５
は、新しい線スキャンの開始によってトリガされる、初期オフセットのカウントダウンを
開始するように、同期パルスを受信する。第１のカウンタ３６５は、ミクロン増分でカウ
ントダウンし、ゼロに達するとき、トリガ信号が第１のカウンタ３６５から第２のカウン
タ３６６に出力される。このトリガ信号は、本質的に、各スキャン線に対する各ノズルの
発射プロセスを開始する。次いで、第２のカウンタ３６６は、ミクロンの増分でプログラ
ム可能な格子間隔を実装する。第１のカウンタ３６５が、新しいスキャン線と併せてリセ
ットされる一方で、第２のカウンタ３６６は、その出力トリガに続いて、高速クロックの
次のエッジを使用してリセットされる。第２のカウンタ３６６は、トリガされたとき、特
定のノズルに対する選択された駆動波形形状を生成する、波形回路発生器３６７を起動す
る。発生器回路の下で見られる、鎖線のボックス３６８－３７０によって表されるように
、この後者の回路は、高速クロック（φｈｓ）に従って時期を決定される、高速デジタル
・アナログ変換器３６８、カウンタ３６９、および高電圧増幅器３７０に基づく。第２の
カウンタ３６６からのトリガが受信されると、波形発生器回路は、駆動波形ＩＤ値によっ
て表される数のペア（信号レベルおよび持続時間）を取り出し、信号レベル値に従って所
与のアナログ出力電圧を生成し、カウンタ３６９は、カウンタに従って持続時間のＤＡＣ
出力を保持するために効果的である。次いで、関連出力電圧レベルが、高電圧増幅器３７
０に適用され、ノズル・駆動波形として出力される。次いで、次の数のペアが、次の信号
レベル値／持続時間等を定義するように、レジスタ３６３からラッチされる。
【００７３】
　描写された回路は、図３Ｂからのプロセッサ３２３によって提供されるデータに従って
、任意の所望の波形を定義する効果的な手段を提供する。ソフトウェアは、印刷命令を受
信し、格子幾何学形状に準拠するか、または異常な速度もしくは飛行角度を伴うノズルを
補正するように、必要に応じて、これらの命令を調節するか、それらと相互作用する。任
意の特定の信号レベル（同期に対するオフセットを効果的に定義する、０ボルトの第１の
「遅延」信号レベルを含む）と関連付けられる持続時間および/または電圧レベルを、こ
の目的を達成するために調節することができる。記述されるように、一実施形態では、プ
ロセッサは、事前に波形のセット（例えば、ノズルあたり１６個の可能な波形）を決定し
、次いで、これらの選択された波形のそれぞれの定義を、各ノズルのドライバ回路用のＳ
ＲＡＭに書き込み、次いで、プログラム可能な波形の「発射時間」決定が、４ビット駆動
波形ＩＤを各ノズルレジスタに書き込むことによって達成される。
【００７４】
　個々の液滴（すなわち、ノズルあたりの液滴）を生成するための随意的な回路がこのよ
うにして説明されており、ここで、本開示は、ハーフトーン生成技法および関連誤差補正
技法についてさらに議論する。理解されるはずであるように、例えば、ノズルあたりの液
滴平均体積（および予期される体積分布）の適格な理解、ならびに液滴飛行および軌道の
類似理解とともに、ノズルあたりの波形、液滴タイミング、液滴体積、および他の詳細を
変動させるための随意的な回路を用いた、ノズルあたりの液滴体積に対する精密制御は、
上記で説明される技法を使用して、非常に正確なインク液滴の堆積を可能にする。
【００７５】
　図４Ａは、ハーフトーニングを使用して層厚さを制御するための方法図４０１を提供す
る。これらの技法は、随意に、上記で説明される波形調節技法および回路とともに使用す
ることができる。より具体的には、数字４０３によって描写されるように、レイアウトデ
ータ４０３が、最初に受信され、所望の格子を定義するために使用される（４０５）。本
格子は、プリンタによって使用されるノズル間隔との関係を持ち（４０７）、したがって
、ソフトウェアが、本関係を判定し、プリンタ制御命令を作成するように、スキャン経路
等のハーフトーニングおよび印刷パラメータを計画するために本関係を使用する。ソフト
ウェアはまた、例えば、所望の層厚さを達成するために必要とされる単位面積あたりのイ
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ンクの量を識別する、インク量データ（４０９）も受信する。一実施形態では、体積と厚
さとの間の相関が、試験層形成後に（例えば、硬化または乾燥後に）測定されることに留
意されたい。変形例では、相関は、１回またはそれを上回るプリントヘッド通過に続いて
、湿潤インクの厚さに基づいて測定される。一実施形態では、次いで、ソフトウェアは、
例えば、鎖線ボックス４１２内でも見られるような以下の式を使用して、液滴密度を格子
ピッチにマップする（４１１）。
【数１】

インスキャンピッチは、プリントヘッドと基板との間の相対運動の第１の方向への落下機
会の間の間隔を表し、クロススキャンピッチは、本第１の方向と略垂直な（または別様に
独立した）方向への落下機会の間の間隔を表し、パラメータｈ（×１００）は、百分率に
おけるグレースケール値である。一実施形態では、本関係は、経時的に変動することがで
き、したがって、プロセスまたは温度等の動的要因のため、特定の機械またはインク詳細
のため、ノズル寿命のため、または他の要因のための経験的データ（４１３）を作成する
ために再測定することができる。
【００７６】
　所望の液滴密度が識別されると、次いで、ソフトウェアが、数字４１５によって表され
るように、ハーフトーンパターン生成サブルーチン（または別個のソフトウェア計画プロ
セス）を起動する。一実施形態では、本計画を遠隔コンピュータによって行うことができ
る一方で、別の実施形態では、本プロセスは、プリンタと統合される。ハーフトーンパタ
ーン生成機能は、ハーフトーン格子上の点の選択に従って、各液滴が実質的に一様な体積
を有する、液滴パターンを生成するよう、液滴堆積パターンを計画する。別の実施形態で
は、液滴変動は、必ずしも一様ではなく、むしろ、すなわち、液滴発射のための選択され
た格子点が、これらの点におけるノズル発射と関連付けられる特定の液滴体積（または軌
道もしくは速度）を考慮し、ハーフトーニング生成がノズル間変動に適応する（かつそれ
を織り込む）ように、液滴測定がハーフトーンパターン生成に織り込まれる。理想的には
、パターンは、インクの拡散が均質な厚さの材料の局所的連続層を生成するように定義さ
れる。（基板上に堆積させられる）層全体の面積を覆う単一のプロセスとして計画される
と、目的とする堆積面積に及ぶ単一のハーフトーン格子に従って、インクは、理想的には
、継ぎ目のない（４１６）様式で、すなわち、ムラを回避するように、堆積させられる。
前述のように、一実施形態では、所望の層厚さは、各印刷セルに適用される厚さまたはグ
レースケール値を伴う異なる「印刷セル」に分配され、ハーフトーン生成ソフトウェアは
、グレースケールイメージ（すなわち、グレースケール値のアレイ）を受信し、（例えば
、個々の印刷セル値によって制御される局所インク体積変動を伴って、かつ所望の均質性
を達成するように適宜依拠される誤差拡散を伴って）本グレースケールイメージに基づく
ハーフトーンパターンを作成する。記述されるように、別の実施形態では、ハーフトーン
パターンを、隣接堆積面積の複数の「タイル」のそれぞれのために別々に（独立して）計
画することができ（４１７）、各タイルのためのハーフトーン液滴パターンが計画される
が、再度、ムラを回避するために、液滴パターンが共通格子上で「ともにステッチされる
」ように、ハーフトーニングが相補的に行われる（４１８）。これは、図５Ｄに関連して
以下で議論される。連続格子（４２０）の使用を通して、継ぎ目のないパターンインター
フェース（例えば、「ステッチ」）を増進できることに留意されたい。そのような実施形
態では、１つまたはそれを上回る印刷セル（例えば、「ｍ」個の印刷セル）のグループは
、プロセス４１９により、１つまたはそれを上回るタイル（例えば、「ｎ」個のタイル）
のグループと同等と見なし、各タイルのためのハーフトーンパターンを生成するために使
用することができる。
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【００７７】
　図４Ｂは、これらのプロセスと関連付けられる別のフロー図４２１を提供する。以前の
実施例と同様に、数字４２３により、所望の層のレイアウトを表すデータが最初に受信さ
れる。本データは、堆積させられる層の境界を特定し、層の全体を通した厚さを定義する
ために十分な情報を提供する。本データは、プロセス４２１が行われる同一の機械または
デバイス上で生成することができ、または異なる機械によって生成することができる。一
実施形態では、受信したデータは、ｘ－ｙ座標系に従って定義され、提供された情報は、
例えば、随意に、以前に紹介されたｘミクロン×ｙミクロン×ｚミクロン実施例と一致す
る、層の全体を通して適用される単一の高さまたは厚さを特定する、任意の表されたｘ－
ｙ座標点における所望の層厚さを計算するために十分である。数字４２５により、本デー
タは、層を受容するであろう堆積面積中の各印刷セルに対するグレースケール値に変換す
ることができる。印刷セル面積が、レイアウトデータに合致するｘ－ｙ座標系に本質的に
対応しない場合には、レイアウトデータは、各印刷セルに対するグレースケール値を得る
ように（例えば、複数の座標点の厚さデータを平均化すること、および／または補間を使
用することによって）変換される。本変換は、例えば、上記で議論されるもの等の関係ま
たは方程式を使用して生成される、所定のマッピング情報に基づき得る。数字４２７によ
り、均質な層を最終的に生成するために（または他の所望の効果のために）、随意に、補
正をこの段階でグレースケール値に行うことができる。（以下でさらに議論されるであろ
う）一実施例を提供するために、所望の層の下に位置するであろう微小構造の様々な高さ
を補償することが所望される場合、随意的な技法が、堆積層の頂面を効果的に平坦化する
ように、特定の場所における目的とする層を「強化する」グレースケール値を選択するた
めに、オフセットを追加する。例えば、所望の厚さ５．０ミクロンのカプセル化層が、堆
積領域にわたって所望され、基礎的基板を定義する構造が、例えば、１ミクロンだけ厚さ
を変動させ、次いで、カプセル化層の最上面を生成しようとして、いくつかの面積中で厚
さ６．０ミクロンのカプセル化を堆積させるように、グレースケール値を操作することが
できる。他の技法も可能である。一実施形態では、そのようなグレースケール値操作は、
より多くのインク（例えば、特定のノズルまたはノズルのセットが不十分なインク体積を
生成する場合）またはより少ないインク（例えば、特定のノズルまたはノズルのセットが
過剰なインク体積を生成する場合）を堆積させるように、（例えば、インスキャン方向へ
）ノズル発射異常を補正するために使用することもできる。そのような随意的なプロセス
は、機能ブロック４３４により、較正プロセスおよび／または経験的に判定されたデータ
を前提とすることができる。次いで、グレースケール値は、数字４２９のように、局在的
な層均質性を確保することに役立つように依拠される、ハーフトーン格子にわたる誤差拡
散を伴って、ハーフトーンパターンに変換される。次いで、本ハーフトーニングプロセス
に基づいて、数字４３０により、印刷イメージ（または他のプリンタ制御命令）が生成さ
れる。
【００７８】
　図４Ｂはまた、堆積層内の一様性を確保することに役立つように適用される、いくつか
の随意的な誤差補正プロセス４３３の使用も示す。水／酸素障壁を生成するための十分な
カプセル化の作成を確保するためであろうと、またはディスプレイパネルの高品質光生成
もしくは光誘導要素を提供するためであろうと、または他の目的もしくは効果のためであ
ろうと、そのような一様性は、デバイス品質にとって重要であり得る。上記のように、数
字４３４のように、ノズル液滴変動または他の要因に起因するグレースケール値を補正す
るために、較正プロセスまたは経験的に判定された（推測された）データを使用すること
ができる。代替として、数字４３５によって表されるように、誤差を補正するように、個
々のノズル駆動波形を計画または調節することができる。さらに別の実施形態では、ノズ
ルの正当性を立証するか、またはノズルを適格とすることができ（４３９）、各ノズルは
、最小液滴生成閾値を満たすように判定されるか、または使用に不適格と見なされるかの
いずれかである。特定のノズルが不適格と見なされる場合には、所望のハーフトーンパタ
ーンを生成するために、数字４３６により、そうでなければ不適格と見なされたノズルに
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よって印刷されたであろう液滴を堆積させるために、異なるノズル（または容認可能なノ
ズルの繰り返しの通過）を使用することができる。例えば、一実施形態では、１つのノズ
ルが異常な場合、特定の格子点のために所望される液滴を堆積させるために、異なる冗長
ノズルを使用することができるように、プリントヘッドは、行および列の両方に配列され
たノズルを有する。随意に、また、そのような問題を考慮し、例えば、（これを可能にす
るようプリントヘッドが定位置に調節されている）異なるノズルを使用して、所望の液滴
を堆積させることができるような様式でプリントヘッドをオフセットする、スキャン経路
を調節するために使用することができる。これは、図４Ｂの数字４３７によって表される
。代替として、誤差を生成し（４３８）、（例えば、異なるノズルに依拠する）異なるハ
ーフトーンパターンを選択するようにソフトウェアを促すために使用することができる。
多くのそのような代替案が可能である。数字４４０および４４１によって表されるように
、一実施形態では、各ノズルが、（ノズルあたりまたは駆動波形あたりの測定の分布を作
成するように）液滴パラメータを繰り返し測定する液滴測定デバイス（４４０）を使用し
て、事前に較正され、次いで、ソフトウェアが、体積、速度、および軌道のためのノズル
液滴手段を理解し、かつこれらのパラメータのそれぞれに対する予期されるノズルあたり
の分散を理解して、各ノズルのための統計的モデル（４４１）を構築する。本データは、
記述されるように特定のノズル（および／または液滴）を適格とする／正当性を立証する
ために、もしくは各個別液滴を生成するために使用されるであろうノズルまたはノズル波
形を選択するために使用することができる。それぞれのそのような測定／誤差補正プロセ
スは、すなわち、所望の層の性質を確保しながら印刷プロセスを最適化するよう、プリン
タデータ（または印刷制御命令）が生成および／または更新されるように、スキャン経路
計画を含む、印刷計画（４３１）に織り込むことができる。最終的に、数字４４５により
、次いで、最終プリンタデータ（例えば、最終印刷イメージまたは他のプリンタ制御命令
）が、加工時間にプリンタに送信するために生成される。
【００７９】
　記述されるように、誤差補正の必要性を査定するために、所望の材料の層を形成するた
めに使用されるであろう、インク、機械、および、プロセスに特有の較正プロセスを行う
ことができる。したがって、一実施形態では、本明細書で紹介される技法は、液滴および
／またはハーフトーンパラメータを試験するように、およびハーフトーンパターンまたは
最終印刷イメージに最終的に影響を及ぼす入力を提供するように、適用することができる
。例えば、そのような較正は、グレースケール値を計測するために（例えば、どのグレー
スケール値を特定の所望の厚さに適用するかを判定するために）、または生成されたハー
フトーンパターンが割り当てられたグレースケール値を所望の厚さに確実にマップするよ
うに、ハーフトーン生成を較正するために、使用することができる。他の代替案も可能で
ある。パターンに基づく例示的な技法が、概して、図４Ｃの数字４５１によって指定され
る一方で、個別液滴測定およびノズル適格性に基づく例示的な技法は、図４Ｄを参照して
説明される。
【００８０】
　較正プロセスの一部として、層を表す印刷イメージ４５３を生成するように、ハーフト
ーンパターン（または関連ハーフトーニングパラメータ）を、厚さデータ（４５２）に割
り当てることができる。層は、例えば、平坦な基板上の上に一様な層厚さを提供するよう
に選択される、試験実行の一部であり得るが、代替として、予期される結果と事前に相関
されるデータであり得る。一実施形態では、データは、「ライブ」印刷プロセスまたは生
産実行で適用される規格を表すことができる。以前のように、印刷イメージは、複数の印
刷セルのそれぞれに対する所望の層厚さを関連グレースケール値に変換することによって
（すなわち、各印刷セルに対するグレースケール値を用いて）形成される。各印刷セルあ
たりのグレースケール値は、ハーフトーンパターンを選択するために使用される。本実施
形態でも、ハーフトーンパターンは、随意に、（例えば、水または酸素による浸透に対し
て不浸透性であるか、または耐性を示す層を生成するよう）肉眼的連続フィルムを生成す
るように選択される。代替的なフロー経路４５５および４５７によって表されるように、
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ハーフトーン印刷イメージは、実際の堆積プロセスにおいてプリンタを制御するために使
用することができるか、または任意の他の関連プロセスパラメータ（例えば、特定のイン
ク調合のためのドットゲイン、測定された液滴体積等）を考慮して、仕上がった層の品質
を模倣／推定する（すなわち、ソフトウェアプログラムによる）シミュレーションプロセ
スに適用することができるかのいずれかである。例えば、試験堆積では、スタイラス表面
形状測定装置、光学干渉計、またはカメラを用いて、結果として生じたデバイスを測定す
ることができ、結果が層品質を査定するために使用される。例えば、以下の図７Ａおよび
７Ｄの議論を参照されたい。次いで、一様性、および欠陥、穴、または空隙の存在を査定
するように、数字４５９により、任意の結果が分析される。より一般的には、結果は、偏
差を判定するように、誤差プロセス（４６１）によって、予期される結果（４６２）と比
較される。例えば、加工または模倣された層は、他の面積中よりいくつかの面積中で、よ
り薄くあり得、これは、一様に平坦な層が予期された場合、ノズル発射パターンの不具合
を表し得る。誤差プロセス４６１は、そのような偏差を検出し、偏差を特定の種類の誤差
と相関させる。いかなる偏差も検出されず、層が正確に正しい厚さを有する場合、本プロ
セスは、数字４６３および４６５により、選択されたグレースケール値を特定の厚さと暫
定的に関連付け、適宜、記憶されたデータまたは他の設定を更新する。本関連は、構成方
法４５１の別のループまたは通過を介して、必要に応じて後に調節／更新できることに留
意されたい。次いで、方法４５１は、異なる選択可能なグレースケール値と所望の厚さと
の間の包括的マッピングを完全に作成するために、他の所望の層厚さおよび／または勾配
について繰り返すことができる（４６６）。数字４６７により、模倣または物理層と予期
されるデータとの間の偏差が検出される場合、それに応答して、関連プロセスパラメータ
が調節される。数字４６８－４７２によって反映されるように、調節することができるパ
ラメータの内のいくつかは、選択されたグレースケール値（例えば、試験層が厚すぎる、
または薄すぎる場合、厚さに対するグレースケール値の関係が変更される）、ドットゲイ
ン（例えば、インク粘度、表面張力、または他の要因）または液滴被覆（例えば、液滴形
状、サイズ、ドライバ波形等）に影響を及ぼす要因、格子間隔またはマッピング、または
任意の他の所望のパラメータを含む。本プロセスは、各設定を漸増的に調節（例えば、漸
増または漸減）し、適宜、更新された調節データを記憶し（４７３）、随意に、新しい設
定を試験するように方法４５１を繰り返すことができる。いったん任意の調節された設定
が正しいと判定されると（すなわち、誤差プロセス４６１がいかなる誤差も検出しないと
き）、参照数字４６５により、設定および任意の調節データが記憶される。（必ずしも全
てではない）いくつかの用途では、少数（例えば、２）のみのデータ点を使用して、本較
正プロセスを行うことができるように、所望の厚さまでのグレースケール値の拡大縮小が
直線的であろうことに留意されたい。いったん本プロセスが完了すると、各許容グレース
ケール値を特定の層厚さに結び付ける、完全なマッピングが利用可能となるはずである。
この時点で、本方法が終了する。例えば、複数の特定の機械またはプリントヘッドのそれ
ぞれに適用されるハーフトーンパターンを得るように、複数の機械またはプリントヘッド
にわたって全般的に使用するために、各異なる種類のインクまたは層材料のために、また
は堆積プロセスに影響を及ぼす任意の変数にプロセスをカスタマイズするように、方法４
５１を複数回行うことができることに留意されたい。
【００８１】
　いくつかの用途では、電気的経路、トランジスタ、および他のデバイス等の基礎的構造
にわたって材料の層を堆積させることが所望され得る。これは、所望の用途が、非限定的
実施例として、ソーラパネルまたはＯＬＥＤ加工であり、材料層がこれらの構造を「覆う
」ものである場合であり得る。例えば、上記で議論される技法は、例えば、交互の有機／
無機障壁層ペアを含むカプセル化層スタックの一部として、１つまたはそれを上回る有機
障壁またはカプセル化層を堆積させるように適用することができる。そのような場合にお
いて、基礎的構造によって作成される様々な地形にもかかわらず、そのようなカプセル化
に比較的平坦な堆積後表面を生じさせることが所望され得る。この趣旨で、方法４５１は
また、随意に、プロセスブロック４７５によって表されるように、噴出されたインクを調
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節して基礎的構造の高さの変動に対処するように、印刷セル毎にカプセル化層の厚さを調
節するために使用されるであろう、印刷セルレベル（例えば、グレースケール値）補正デ
ータを作成するように、所与の設計に行うこともできる。そのような補正データは、随意
に、特定の設計のための所望の層厚さを調節するために使用することができる、補正イメ
ージを作成するために、または代替として、堆積前にグレースケール値を修正することに
よって、もしくは第２の堆積を行うことによって、元の厚さデータを更新する／上書きす
るために、使用される。代替案として、多くの実施形態では、目的とする層を受容する前
に基板を効果的に平らにするよう、従来の技法を使用したカプセル化に先立って、平滑化
または障壁層も堆積させることができる。例えば、基板の頂面層を「埋め」て効果的に平
らにするために、堆積プロセスを使用することができ、後に、本明細書で議論される印刷
プロセスおよび関連データ変換を使用して、カプセル化を追加することができる。さらに
別の変形例では、１つの誤差プロセスにおいて、あるノズルセットまたはグレースケール
値が標的外である体積を生成すると判定される場合、本誤差も補正するように、元のグレ
ースケール値をグレースケール印刷イメージのレベルで調節することができる。別の実施
形態では、補正をビットマップ（すなわち、印刷イメージ）レベルで適用することができ
る。これらのプロセスは、概して、例えば、堆積層の表面の任意の偏差を平らにするよう
に、基板レベル「マップ」または補正値のセットの適用を介して、図４Ｃで表される。動
機が何であろうと、数字４７５は、層の均質性を得るようデータを調節するように（すな
わち、正規化するように）、補正を、インクを堆積させるための命令に、または付加的な
堆積後プロセスを介してのいずれかで、適用できることを表す。
【００８２】
　図４Ｄは、液滴測定およびノズル適格性に関するフロー図４８１を提供する。一実施形
態では、液滴測定が、各ノズルのため、および任意の所与のノズルに適用される各波形の
ため、液滴体積、速度、および軌道のそれぞれのための統計的モデル（例えば、分布およ
び平均）を得るように、液滴測定デバイスを使用して、プリンタ内で行われる。つまり、
前述のように、液滴体積および他の液滴パラメータは、ノズル間だけでなく、経時的にも
変動し得、各液滴は統計的パラメータに従って変動する。したがって、液滴をモデル化し
、統計的偏差に対処するために、繰り返しの測定が行われ、各ノズルに対するこれらのパ
ラメータのそれぞれの平均（μ）および標準偏差（σ）の理解を深めるために使用される
。例えば、較正動作（または保守動作）中に、所与のノズルからの液滴のいくつかの測定
（例えば、６、１２、１８、または２４回の測定）を行い、液滴の予期される体積、速度
、および軌道の信頼できる指標を得るために使用することができる。そのような測定は、
随意に、動的に、例えば、毎時間、毎日、または別の断続的もしくは周期的プロセスで行
うことができる。上記で参照されるように、いくつかの実施形態は、各ノズルからわずか
に異なるパラメータの液滴を生成する際に使用するための異なる波形を割り当てることが
できることに留意されたい（例えば、上記で議論される図３Ａ－３Ｃを参照）。したがっ
て、例えば、１２個のノズルのそれぞれのための波形の３つの選択がある場合、最大３６
個の波形・ノズルの組み合わせまたは対合、もしくはノズルの所与のセットから得ること
ができる、予期される液滴特性の３６個の異なるセットがある。一実施形態では、各対合
のためのロバストな統計的モデルを作成するために十分であり、かつ液滴値の高信頼の狭
い分布を有するために十分である、各波形・ノズル対合に対する各パラメータについて、
測定が行われる。計画にもかかわらず、所与のノズルまたはノズル・波形対合が、例外的
に広い分布、または十分に異常であるため特別に扱われるべきである平均を生じ得ること
が概念的に可能である。一実施形態で適用される、そのような処置が、図４Ｄによって概
念的に表される。
【００８３】
　より具体的には、参照数字４８１を使用して、一般的な方法が表される。液滴測定デバ
イス４８３によって記憶されたデータは、後に使用するためにメモリ４８４に記憶される
。方法４８１の適用中に、このデータは、メモリから回収され、各ノズルまたはノズル・
波形対合のデータは、抽出されて個別に処理されることができる（４８５）。一実施形態
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では、正規無作為分布が、平均、標準偏差、および測定される液滴の数（ｎ）によって表
されるように、または同等の尺度を使用して、各変数のために構築される。他の分布形式
（例えば、スチューデントのＴ、ポアソン等）を使用できることに留意されたい。測定さ
れたパラメータは、関連液滴を実践で使用することができるかどうかを判定するように、
１つまたはそれを上回る範囲と比較される（４８７）。一実施形態では、使用から液滴を
不適格と見なすように、少なくとも１つの範囲が適用される（例えば、液滴が所望の標的
に対して十分に多いまたは少ない量を有する場合には、そのノズルまたはノズル・波形対
合を短期間の使用から除外することができる）。実施例を提供するために、１０．００ｐ
Ｌの液滴が所望または予期される場合には、例えば、この標的から１．５％より多く離れ
た（例えば、＜９．８５ｐＬまたは＞１０．１５ｐＬ）液滴平均に結び付けられるノズル
またはノズル・波形を、使用から除外することができる。また、もしくは代わりに、範囲
、標準偏差、分散、または別の拡散尺度を使用することができる。例えば、狭い分布（例
えば、３σ＜平均の±０．５％）を伴う液滴の統計的モデルを有することが所望される場
合には、この基準を満たさない測定値を伴う特定のノズルまたはノズル・波形対合からの
液滴を除外することができる。また、複数の要因を考慮する、精巧／複雑な基準のセット
を使用することも可能である。例えば、非常に狭い分布と組み合わせられた異常な平均が
適切であり得、例えば、１０．００ｐＬ±０．１ｐＬ以内の３σ量を伴う液滴を使用する
ことが所望される場合には、±０．０８ｐＬの３σ値を伴う９．９６ｐＬ平均を生成する
ノズル・波形対合が除外され得るが、±０．０３ｐＬの３σ値を伴う９．９３ｐＬ平均を
生成するノズル・波形対合は、容認可能であり得る。明確に、任意の所望の拒否／異常基
準（４８９）に従って、多くの可能性が可能である。同一の種類の処理を、液滴あたりの
飛行角度および速度に適用することができ、すなわち、ノズル・波形対合あたりの飛行角
度および速度が、統計的分布を呈し、液滴測定デバイスから導出される測定および統計的
モデルに応じて、いくつかの液滴を除外できることが期待されることに留意されたい。例
えば、正規の５％外である平均速度または飛行軌道、もしくは特定の標的外の速度の分散
を有する液滴を、仮定的に使用から除外することができる。異なる範囲および／または評
価基準を、記憶装置４８４によって測定および提供される各液滴パラメータに適用するこ
とができる。
【００８４】
　拒否／異常基準４８９に応じて、液滴（およびノズル・波形の組み合わせ）を異なる様
式で処理および／または処置できる。例えば、記述されるように、所望の規範を満たさな
い特定の液滴を拒否することができる（４９１）。代替として、特定のノズル・波形対合
の次の測定反復のために付加的な測定（４９２）を選択的に行うことが可能であり、実施
例として、統計的分布が測定誤差の関数として広すぎる場合、平均値の信頼を向上させる
よう、特定のノズル・波形の付加的な測定を行うことが可能である（例えば、分散および
標準偏差は、測定されたデータ点の数に依存する）。数字４９３により、例えば、より高
いまたは低い電圧レベルを使用するために（例えば、より大きいまたは小さい速度、もし
くはより一貫した飛行角度を提供するために）、または特定規範を満たす調節されたノズ
ル・波形対合を生成するよう、波形を成形するために、ノズル駆動波形を調節することも
可能である。数字４９４により、（例えば、特定のノズル・波形対合と関連付けられる異
常な平均速度または液滴体積を補償するように）波形のタイミングも調節することができ
る。実施例として、前述のように、他のノズルに対して早い時間に、遅い液滴を発射する
ことができ、より速い飛行時間を補償するように、速い液滴を後の時間に発射することが
できる。多くのそのような代替案が可能である。数字４９６により、印刷スキャン計画中
に使用するために、任意の調節されたパラメータ（例えば、発射時間、波形電圧レベルま
たは形状）を記憶することができる。随意に、所望であれば、１つまたはそれを上回る関
連液滴を再測定する（例えば、正当性を立証する）ように、調節されたパラメータを適用
することができる。（修正された、または別様な）各ノズル・波形対合が適格と見なされ
た（合格した、または拒否された）後に、次いで、本方法は、数字４９７により、次のノ
ズル・波形対合に進む。
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【００８５】
　図５Ａは、ハーフトーンパターンおよび関連する仮説的格子の第１の実施例５０９を示
す。図５Ａでは、格子は、（例えば、軸５１１によって表される）５つの垂直に分離され
た、または「ｙ」座標と、（例えば、軸５１３によって表される）５つの水平に分離され
た、または「ｘ」座標とを有することが分かる。典型的には、格子は、はるかに大きく、
格子交差点の５×５アレイは、単純に例証目的で描写されていることに留意されたい。垂
直軸と水平軸との間の各交差は、点５１５等の格子点を定義する。したがって、各点は、
図５Ａでｐ（ｘ，ｙ，ｎ）として表される、それと関連付けられる座標セットを有する。
本実施例における値「ｎ」は、プリントヘッドのｎ回目の通過を指し、すなわち、随意に
、格子点を印刷プロセス中に繰り返すことができるか、または異なるプリントヘッドもし
くはプリントヘッド通過に対して個別にすることができる。本座標系を考慮して、本実施
例における格子の一番上の線の上で見られる点は、座標ｐ（ｘ，ｙ，ｎ）、ｐ（ｘ＋１，
ｙ，ｎ）、ｐ（ｘ＋２，ｙ，ｎ）、ｐ（ｘ＋３，ｙ，ｎ）、およびｐ（ｘ＋４，ｙ，ｎ）
を有し、したがって、本実施例における各描写された点は、単一のプリントヘッドの１回
の通過と関連付けられる可能な液滴座標である。当然ながら、本座標系は、例示的にすぎ
ず、任意の種類の座標系を使用することができる。図５Ａでは、（点５１５における等の
）特定の格子点における黒いドットは、選択または計算されたハーフトーンパターンに従
って、インクジェット液滴がその点で分注されるものであることを示す一方で、（点５１
７における等の）格子点における白い丸は、いかなるインク液滴もその点で分注されない
ものであることを示す。図５Ａによって表されるハーフトーンパターンについて、例えば
、インクは、点５１７ではなく、点５１５で分注されるであろう。記述されるように、一
実施形態では、点５１５等の各格子点は、個別印刷セルに対応し、他の実施形態では、こ
れが当てはまる必要はない。描写された格子座標および「ドット」システムは、基板の印
刷可能表面上のインクからの面積被覆の最終的な範囲と混同されるべきではない。つまり
、流体としてのインクが拡散し、図５Ａで見られるドット５１５および５１７によって表
されるよりも広い表面積を覆い、その結果は、「ドットゲイン」と称される。ドットゲイ
ンが大きくなるほど、各インク液滴の拡散が大きくなる。図５Ａによって提示される実施
例では、一貫した格子間隔を仮定すると、最小ドットゲインは、少なくとも、（例えば、
インク粘度、製造業者の格子仕様、および他の詳細を考慮して）連続フィルムを生成する
最小ハーフトーン液滴密度を可能にするために十分となるはずである。実践では、連続フ
ィルムが所望される場合、ドットゲインは、典型的には、最も近い格子点の間の距離より
はるかに大きく、例えば、印刷セルの圧倒的多数において印刷されたインクがないことに
対処するために十分となり、仕上がった層において均質性を提供するように依拠される（
インク粘度を考慮した）誤差拡散を伴うであろう。例えば、全ての格子点がそれぞれの印
刷セルに正確に対応する、仮説的な場合において、全ての印刷セルが同一のグレースケー
ル値（例えば、「５０％」）を割り当てられた場合には、均質な層厚さをもたらす誤差拡
散（およびインク液滴拡散）を伴って、印刷セルの半分が印刷されたインクを受容し、半
分が受容しないであろう。
【００８６】
　図５Ａのハーフトーンパターン５０９を図５Ｂで見られるハーフトーンパターン５１９
と比較することによって、ＦＭハーフトーニングの相対的効果を観察することができる。
これらの図の場合において、放出された液滴が全て同一のサイズで描写されているため、
より厚い層については、より高密度の液滴パターンが使用され（例えば、格子交差点にお
けるより多くの黒いドット）、より薄い層については、より低密度の液滴パターンが使用
される（例えば、格子交差点におけるより少ない黒いドット）。図５Ａが、この効果を達
成するであろう液滴の約５０％密度を示す一方で、図５Ｂは、（点５１５における等の）
全ての格子座標が、特定の格子座標における液滴発射を示す、白い丸を有することを示す
。したがって、図５Ａおよび５Ｂにおける描写は、（２５６個の可能な値を有するシステ
ムにおいて）それぞれ、１２７および２５５というそれぞれのグレースケール値、または
（百分率ベースのシステムにおいて）５０％および１００％に対応し得る。再度、他の番
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号付け方式も可能であり、層厚さと液滴密度との間の対応が、ドットゲインに依存し得る
、および／または非直線的であり得ることを理解されたい。例えば、連続被覆を得るため
に必要とされる、描写された２５個の格子点のための液滴の最小数が「５」である場合、
図５Ａのハーフトーンパターンは、４０％のグレースケール値に対応し得る（（１３－５
）／２０）。
【００８７】
　「格子」は、典型的には、インクジェットノズル群の全ての可能な発射位置を表し、ハ
ーフトーン印刷イメージ内の各格子点は、液滴が放出されるものであるかどうかを示す、
正確に１ビットを使用し、したがって、実施形態に応じた、異なる「ｘ」分離が、異なる
ノズル発射時間および／または異なるプリントヘッドならびに／もしくは異なるプリント
ヘッド通過からの発射を表すであろうことに留意されたい。ノズル誤差（例えば、発射で
きないこと）は、規則的なパターンとして出現し、堆積層における誤差を通して検出する
ことができる。誤差補正に関係付けられる、以前の議論を振り返ると、特定のノズルが動
作しないことが実践において判定される場合、描写された格子は、堆積層の厚さ変動とし
て観察されるであろう誤差を伴って印刷され得る。本誤差を軽減するために、隣接格子位
置のための放出されたインク体積を増加させるか、または別様に液滴形状、頻度、もしく
は発射時間を変更するよう、ハーフトーンパターン（またはグレースケール値）を調節す
ることができる。例えば、（隣接稼動ノズルからの）液滴５３５が、欠陥があるノズルに
よって印刷されたはずである欠落した液滴５３３に対処するように意図的により大きいこ
とが留意される、図５Ｅで、軽減が見られる。代替として、図５Ｆにより、（例えば、図
５Ａの実施例により）比較的まばらな液滴パターンが適用されるが、ノズルが不発であり
、したがって、位置５３７において液滴を放出することができない場合、局所液滴密度を
維持するように、稼働ノズルによって印刷される隣接線（５３９／５４１）の中へ液滴を
移動させることができる。他の実施例も可能である。随意に、記述された技法のうちのい
ずれか、例えば、液滴径を増大または縮小させること、局所面積中の液滴を移動させるこ
と、ノズルのための電気発射パターンを調節すること、プリントヘッド通過を追加する、
選択された液滴のサイズまたは形状を増大させること等を使用して、補正を適用すること
ができる。
【００８８】
　図５Ｃは、第３の例示的ハーフトーンパターン実施例５２１を提供する。図５Ａで見ら
れるパターン５０９と総合すると、図５Ｃは、グレースケール値に応じて、液滴の可変濃
度（またはクラスタ）を提供することによって、見掛けの液滴径が変動させられる、振幅
変調（「ＡＭ」）ハーフトーニングの実施例を提供する。例えば、点５２５を中心とする
ドットの集中は、再度、個々の液滴が二分決定基準で発射されるが、液滴の相対濃度が局
部的に変動させられている、図５Ａからのパターンと同一のインク体積を表す。したがっ
て、ＡＭハーフトーニングはまた、随意に、基板の面積にわたる層厚さを変動させるため
に使用することもできる。以前の実施例と同様に、所望の層の厚さデータをグレースケー
ル値に変換することができ、次いで、グレースケール値をハーフトーンパターンにマップ
することができ、ＡＭハーフトーニングが使用される場合、より大きいグレースケール値
は、より大きい見掛けの液滴を受容する、基板の略対応する面積をもたらす。
【００８９】
　図５Ｄは、ムラ効果を回避するように、基板の隣接タイルをともに「ステッチ」するハ
ーフトーンパターンの随意的な変形例を図示するために使用される、格子の描写を提供す
る。そのような随意的な実施形態では、タイルを横断して継ぎ目のない液滴密度を提供す
るように隣接タイルのために選択されるパターンに依存して、複数の「タイル」のそれぞ
れのためのハーフトーンパターンを作製することができる。例えば、図５Ｄは、第１の領
域５４３が、図５Ａのパターン（約５０％ハーフトーニング）に対応することが分かり、
第２の領域５４５が、同様に５０％密度を提供する類似ハーフトーンパターンを有する、
仮説的液滴堆積パターン５４１を示す。一般的に言えば、本図は、基板の異なる領域が、
独立して生成されたハーフトーンパターンを受容し、相補的である様式で、すなわち、ム
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ラを回避するように、隣接パターンをともに「ステッチ」することが所望される、状況を
表す。したがって、領域または「タイル」５４５について、ハーフトーンパターンは、タ
イル５４３および５４５の間の継ぎ目のない混合が起こるように、変動させられ（例えば
、この場合は逆転させられ）、選択されることが分かる。実施例を提供するために、図５
Ａからのパターンが両方の印刷領域またはタイル（すなわち、５４３および５４５）のた
めに選択された場合には、液滴密度の局所増加に対応する、黒く塗りつぶされた丸を使用
して、隣接格子座標ペアｐ（ｘ＋４，ｙ，ｎ）およびｐ（ｘ＋５，ｙ，ｎ）、ｐ（ｘ＋４
，ｙ＋３，ｎ）およびｐ（ｘ＋５，ｙ＋３，ｎ）、およびｐ（ｘ＋４，ｙ＋５，ｎ）、ｐ
（ｘ＋５，ｙ＋５，ｎ）のそれぞれが表されるであろう。タイル５４３のために選択され
るパターンに依存する様式で、タイル５４５のためのハーフトーンパターンを選択するこ
とによって、タイルの間の液滴パターンの継ぎ目のない遷移を提供する、適切なパターン
を選択することができる。また、（例えば、図３Ａ－Ｃに関連して上記で議論される技法
を使用した）ハーフトーンパターンの回転等の変動を達成するための他の技法もある。図
５Ｄで描写されるように、両方のタイルが、共通水平軸５１１によって表されるような共
通格子を使用し、これは、タイルの間の欠陥の存在を回避するよう、継ぎ目のないステッ
チを促進することに留意されたい。タイル（すなわち、異なる隣接基板領域のための独立
したハーフトーンパターン選択）は、一実施形態で使用することができるが、一般的に言
えば、本明細書で説明される技法を実装するために必要とはされない。
【００９０】
　図５Ａ－５Ｆについて上記で紹介される種々のハーフトーンパターンは、ハーフトーン
パターン化の例証的実施例のみとして提供される。多くの付加的なパターンを、所与のグ
レースケール値（またはインク体積）のために構想することができる。誤差を補正し、加
工された層において一様性を別様に助長するように、任意の特定のハーフトーンパターン
（またはそれぞれのタイルのための複数のパターン）を調節することができる。
【００９１】
　図６Ａは、印刷セル６０３等のいくつかの印刷セルを例示する表６０１を提供する。各
セルが印刷セル６０３内で描写された値「２０３」等の「グレースケール」値を含有する
ことに留意されたい。非ゼロ値を有する全ての印刷セルは、噴出される層材料を受容する
ものである堆積面積を表し、すなわち、各数値は、厚さがグレースケール値に変換されて
いる、対応する印刷セルのｘ－ｙ位置に対応する基板領域の層厚さを表す。本値は、所望
の厚さに経験的に事前にマップする（仮説的実施例として１．０ミクロンの厚さを１０％
または「２５．５」グレースケール値に）ことができ、そのようなマッピングは、おそら
く、インク、プリンタ、温度、プロセス、および他のパラメータに依存して変動する。代
替として、最終目標として、割り当てられたハーフトーンパターンが、所望の厚さに対応
するであろうインク体積を提供するはずであるため、割り当てられたグレースケール値と
ハーフトーンパターン選択との間に可変マッピングを提供することができる。したがって
、一実施形態では、種々の厚さに割り当てられたグレースケール値が固定される（例えば
、このように提示されている仮説に従って、１ミクロンの厚さにつき最大値の１０％）が
、各グレースケール値とハーフトーンパターン選択との間に可変マッピングを伴う。他の
変形例も可能である。
【００９２】
　以前に示唆したように、（すなわち、個々のノズル詳細の調節以外に）代替的な誤差補
正技法が存在することに留意されたい。したがって、図６Ｂは、図６Ａに類似するが、（
すなわち、印刷セル６０３によって表される）最後の行が、すなわち、本仮説的実施では
「５」だけ、そのグレースケール値を増加させている、グレースケールイメージ６１１を
示す。図６Ｂの配向に対する左から右のスキャン運動を仮定すると、本最後の行に対応す
るノズルが低体積液滴を生成する傾向があることが（例えば、経験的または自動的に）判
定された場合、印刷されたときに層厚さの任意の異常が補正されるように、影響を受けた
印刷セルについて、グレースケールデータを増加させることができる。逆に、印刷セルの
特定の行が高い液滴体積を特色とした場合、結果として生じた層を平らにするよう、影響
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を受けた印刷セルに関するグレースケール値を人工的に減少させることが可能であろう。
そのような技法は、印刷セルサイズがハーフトーン／印刷格子の各点に対応する場合に特
に有用である。そのような調節は、行または列別に、またはスキャン経路別に行われる必
要はなく、すなわち、印刷セルを選択するために割り当てられたグレースケール値を調節
するように、印刷基板の全体または一部を表すマップに基づいて誤差調節を適用すること
が可能であることに留意されたい。以下および本明細書の他の場所で議論されるように、
そのような技法はまた、縁蓄積を変動させるため、すなわち、堆積層の境界または縁に至
るまで一様性を助長するために採用することもできる。
【００９３】
　図７Ａは、図４Ｃで見られる較正プロセスに関連して有用なスタイラス表面形状測定装
置を用いて得られた加工フィルムの厚さプロファイルを示す、概して数字７０１によって
指定されるグラフを提供する。材料の実際の試験層の生成、またはこれらの層のシミュレ
ーションに続いて、インク体積に対応するグレースケール値を層厚さの異なる段階と相関
させることができる。例えば、厚さ１．０ミクロン層を表す第１の曲線７０３は、８％充
填（または所与の通過または動作に対する最大印刷セルインク体積の８％）を表すグレー
スケール値と関連付けられる。フィルムが連続的である、すなわち、実質的に一様な厚さ
を有することが分かる、曲線７０３によって表される層の中心に間隙がないことに留意さ
れたい。後続の加工プロセスについて、１．０ミクロンの層厚さが、堆積層の受信したレ
イアウトデータによって割り当てられた場合、この１．０ミクロンの量は、適宜、各印刷
セルに対するグレースケール値に変換され、次いで、局所における印刷セルに対するグレ
ースケール値は、（液滴拡散に続いて）一様な堆積層を達成するために、その局所と関係
付けられる種々のハーフトーン格子点に液滴を分配するであろう、ハーフトーンパターン
を選択するように適用されるであろう。同様に、第２の曲線７０５は、１６％充填に対応
する、一様な厚さ２．０ミクロンの層を表すことが分かる。特定のプロセスのそのような
試験または較正データに基づいて、厚さ２．０ミクロンの層を生成するように、特定の基
板領域のための１６％インク体積に相関したハーフトーンパターンが生成されるであろう
。本プロセスを使用して、層厚さの値および／またはグレースケール値および／またはハ
ーフトーンパターン選択の間のマッピングも推定することができ、実施例として、レイア
ウトデータが厚さ１．５のミクロンのカプセル化層を要求した場合、これら２つの値のほ
ぼ間の点に対応するように選択されるグレースケール値（１２％）を適用することができ
る（例えば、８％と１６％との中間）。それぞれ、厚さ３．０、４．０、５．０、および
６．０ミクロンの層に対応する、他の図示された曲線７０７、７０９、７１１、および７
１３は、それぞれ、２４％、３２％、４０％、および５０％のグレースケール値と関連付
けられる。異なるグレースケール値をそれぞれの層厚さに特異的に合致させ、対応する量
のインクを印刷セルに送達するために使用されるハーフトーンパターン化を関連付けるこ
とによって、設計者は、予測可能な結果につながるであろう様式でインク堆積を任意の所
望の厚さにカスタマイズすることができ、これは、流体インクを介して堆積させられる材
料の厚さに対する高い程度の制御を提供する。
【００９４】
　多くの用途では、境界領域において鮮明でまっすぐな縁を提供することも望ましい。例
えば、低液滴密度を表すハーフトーンパターンが境界領域のために選択される場合には、
インクおよび堆積性質を考慮して、堆積層が波形、先細、または断続縁を有するであろう
可能性がある。本可能性を軽減するために、一実施形態では、ソフトウェアが、そのよう
な縁を生成するであろう印刷セルを検出し、実際には堆積層を構成する鮮明でまっすぐな
縁を提供するように（すなわち、グレースケール値勾配の関数として）ハーフトーニング
を調節する。例えば、図７Ｂは、格子点が示されていない、堆積層の角を表すボックス７
２５を提供する。薄いフィルムを生成するために、ハーフトーンパターン化を領域７２７
中で比較的まばらにすることができる。境界領域７２９、７３１、および７３３で使用さ
れた場合、本密度は、波形の縁を生成し得る。したがって、領域７２９、７３１、および
７３３中の液滴の密度は、縁の直線性を向上させるように故意に増加させることができる
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。ボックス７２５が堆積層の中間の左縁に沿った印刷セルを表す場合、領域７２９中の密
度を増加させることが十分であろう。
【００９５】
　境界領域に対するグレースケール値を調節することに加えて、そのような領域に適用さ
れるハーフトーニングを調節することも可能であることに留意されたい。例えば、図７Ｃ
は、（図７Ｂのボックス７３３の場合のように）領域が堆積フィルムの角を表す、使用す
ることができる例示的ハーフトーンパターン７４１を示す。図７Ｃは、その格子および液
滴放出点を表す黒く塗りつぶされた丸の使用が図５Ａ－５Ｆに類似することに留意された
い。図７Ｃで表される特定のハーフトーンパターンは、図５Ａで見られるパターンと同一
のインク体積を表す（すなわち、２５個のうちの１３個の可能な液滴が放出される）。し
かしながら、図７Ｃのパターンが、基板の上縁７４３およびフィルムの左縁７４５に沿っ
た液滴の比較的高密度の使用を特色とする一方で、内部領域７４７は、すなわち、比較的
鮮明な左縁および上縁を生成するように、比較的まばらに残される。
【００９６】
　そのようなフレーミングまたは「フェンシング」技法の使用は、全ての実施形態に必要
とされるわけではなく、特定の用途、インク、およびプロセス技術のための最良な方策を
判定する当業者の能力内であることに留意されたい。
【００９７】
　図７Ｄは、層縁を成形するために、どのようにしてグレースケールイメージ調節を使用
することができるかを図示する、グラフ７５１を表す。より具体的には、加工された６．
０ミクロンのカプセル化層のスタイラス表面形状測定装置の測定を使用して得られた、３
つの曲線７５３、７５５、および７５７が図７Ｄで提示されている。これらの曲線の間の
差異は、縁に隣接する印刷セルに適用されるグレースケール値を変動させることによって
生成された。曲線７５３によって表される基線に対して、曲線７５５は、グレースケール
値（および印刷セルのための関連インク体積）が、（例えば、カプセル化層周辺の前の）
カプセル化層内の境界に接近すると減少させられる、プロセスを表す。対照的に、曲線７
５７は、グレースケール値が同一の境界に隣接する印刷セルについて増加させられる、プ
ロセスを表し、層厚さは、実際には、例えば、２０００μおよび１７０００μのｘ位置に
おいて、境界の直前でわずかに増加することに留意されたい。境界領域に対するグレース
ケール値を調節することによって、設計者は、一様な層厚さまたは表面を提供する、また
は遷移を円滑化もしくは増進する目的を含む、所望の様式で、層境界における縁蓄積を調
節することができる。層縁に隣接するインク蓄積の量は、大部分が表面張力（およびその
温度への依存性）等のインク性質に依存するであろうことに留意されたい。例えば、いく
つかのインクは、穴縁、またはいわゆる毛細管隆起（例えば、曲線７５７の点７５９で表
されるような）を自然に形成し得る。そのような場合、本穴縁を除去するよう、例えば、
恒久層の外形が曲線７５３により密接に合致するように、層縁に隣接する印刷セルに対す
るグレースケール値を減少させることによって、最終的な層の厚さを調整することに役立
つように、このように説明されているグレースケール調節プロセスを適用することができ
る。
【００９８】
　縁強化の議論に簡潔に戻って（上記の図７Ｃの議論を参照）、層の縁プロファイルを調
整するために複数のプロセスを採用することも可能である。図７Ｅは、一様な層厚さの中
心領域７６３、（例えば、縁蓄積を回避するよう選択される）「調節された」液滴密度の
境界領域７６５、および縁の一様性を提供するように選択されるフェンシングクラスタの
セット７６７を有するものである基板７６１の一部分を示す。おそらく別様に記述すると
、中心領域７６３は、実質的に一様なインク体積密度の領域を表し、境界領域７６５は、
中心領域に対する調節されたインク密度（例えば、低減した密度）の領域を表し、フェン
シングクラスタ７６７は、鮮明な明確に定義された層縁を提供するように選択される比較
的高密度のインク密度を表す。提示された実施例では、ハーフトーニングは、（例えば、
実施形態に応じて、おそらくノズル誤差補正または基礎的基板地形補正を受ける）中心領
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域中の一様なグレースケール値、および（例えば、図７Ａで見られる縁蓄積の「角状部分
」７１５を回避するよう選択される）境界領域中の調節されたグレースケール値に基づい
て行われ得る。ハーフトーニングは、収集全体、または例えば、中心および境界領域のみ
に基づき得る（すなわち、ハーフトーニングプロセスに続いて、かつハーフトーニングプ
ロセスにかかわらず、フェンシングが実施される）。本実施例によって理解されるはずで
あるように、縁蓄積を調整する、および／または所望の縁特性を提供するために、グレー
スケールおよび／またはハーフトーン変形例に依拠する、多くの変形例が可能である。
【００９９】
　当然ながら、本実施例はカプセル化層に関して議論されているが、これらの同一の原理
を任意の所望の層の形成に適用することができる。例えば、例証として、それぞれの印刷
ウェルを用いて、または別のパターン化もしくは非パターン化基準で、例えば、ＯＬＥＤ
デバイスのＨＩＬ、ＨＴＬ、ＥＭＬ、ＥＴＬ、または他の層のうちのいずれかを加工する
ために、説明された印刷原理を使用できることが明示的に考慮される。そのような実施例
について以下でさらに議論する。
【０１００】
　図８Ａ－８Ｅは、例示的な加工プロセスを叙述するために使用される。図８Ａによって
示唆されるように、本叙述について、フラットパネルデバイスのアレイを加工することが
所望されると仮定されたい。共通の基板が、数字８０１によって表され、ボックス８０３
等の鎖線ボックスのセットは、各フラットパネルデバイスの幾何学形状を表す。好ましく
は２次元特性を伴う基準が、基板上で形成され、種々の加工プロセスを位置付けて整合さ
せるために使用される。これらのプロセスの最終的な完了に続いて、切断または類似プロ
セスを使用して、各パネル（８０３）が共通基板から分離されるであろう。パネルのアレ
イがそれぞれのＯＬＥＤディスプレイを表す場合、共通基板８０１は、典型的には、構造
がガラスの上に堆積させられ、その後に１つまたはそれを上回るカプセル化層が続く、ガ
ラスであろう。発光が、（設計に応じて）ガラスまたはカプセル化層を通して起こり得る
。いくつかの用途については、他の基板材料、例えば、透明または不透明の可撓性材料を
使用することができる。記述されるように、説明された技法に従って、多くの他の種類の
デバイスを製造することができる。
【０１０１】
　図８Ｂは、ＯＬＥＤパネルの加工を図示することに役立つために使用される。具体的に
は、図８Ｂは、構造が基板に追加された後の加工プロセスの後期における基板を示す。ア
センブリは、概して、数字８１１によって表され、共通基板上のパネルのアレイを依然と
して特色とすることが分かる。１枚のパネルに特有の特徴は、それぞれの文字、例えば、
第１のパネルには文字「Ａ」、第２のパネルには「Ｂ」等が続く、数字を使用して指定さ
れるであろう。各パネルは、例えば、基板のそれぞれの部分８１２Ａ／８１２Ｂと、発光
層を含有するアクティブ領域８１３Ａ／８１３Ｂとを有する。一般的に言えば、それぞれ
のアクティブ領域は、ピクセレーション、ならびに制御および電力のため等の電気信号の
関連ルーティングを提供するために必要な電極および発光層を含むであろう。本ルーティ
ングは、端子ブロック８１７Ａ／８１７Ｂと関連付けられるそれぞれの端子（例えば、８
１５Ａ／Ｂ、８１６Ａ／Ｂ）とそれぞれのパネルのためのアクティブ領域との間で電力お
よび制御情報を伝える。典型的には、カプセル化層は、端子ブロック８１７Ａ／Ｂへの妨
げられていない外部アクセスを可能にしながら、アクティブ領域のみを覆う（すなわち、
電解発光材料を密閉するように）保護「ブランケット」を提供するはずである。したがっ
て、印刷プロセスは、同時に端子ブロック８１７Ａ／８１７Ｂを確実かつ一様に覆わずに
、間隙、穴、または他の欠陥を伴わずにアクティブ領域（８１３Ａ／８１３Ｂ）を確実か
つ一様に覆う様式で、液体インクを堆積させるはずである。したがって、アクティブ領域
は、所望の層を形成するように堆積インクを受容するであろう「標的領域」を形成すると
言われる一方で、端子ブロックは、インクを受容しないであろう「露出領域」の一部を形
成する。図８Ｂでは、アレイのｘおよびｙ次元で複製される任意の数のパネルの存在を示
すためのｘｙｚ座標系を表す数字８１８の使用および楕円のそれぞれのセットを参照する
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数字８１９の使用に留意されたい。
【０１０２】
　図８Ｃは、図８Ｂからの線Ｃ－Ｃに沿って得られたアセンブリ８１１の断面図を示す。
具体的には、本図は、パネルＡの基板８１２Ａ、パネルＡのアクティブ領域８１３Ａ、お
よびアクティブ領域への電子接続を達成するために使用されるパネルＡの伝導性端子（８
１５Ａ）を示す。図の小さい楕円形領域８２１は、基板８１２Ａの上方のアクティブ領域
中の層を図示するように、図の右側で拡大されて見られる。これらの層は、それぞれ、ア
ノード層８２９と、正孔注入層（「ＨＩＬ」）８３１と、正孔輸送層（「ＨＴＬ」）８３
３と、放射または発光層（「ＥＭＬ」）８３５と、電子輸送層（「ＥＴＬ」）８３７と、
カソード層８３８とを含む。偏光板、障壁層、プライマー、および他の材料等の付加的な
層を含むこともできる。描写されたスタックが、製造に続いて最終的に操作されるとき、
電流がＥＭＬから電子を除去し、発光を引き起こすように、カソードからこれらの電子を
再供給する。アノード層８２９は、典型的には、電子を引き付け、除去するように、いく
つかの色成分および／またはピクセルに共通する１つまたはそれを上回る透明電極を備え
、例えば、アノードは、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）から形成することができる。Ｈ
ＩＬ８３１は、典型的には、意図しない漏出電流への障壁を形成するであろう、透明な高
仕事関数材料である。ＨＴＬ８３３は、ＥＭＬに電気「正孔」を残しながら、電子をＥＭ
Ｌからアノードへ渡す別の透明な層である。ＯＬＥＤによって生成される光は、電子およ
びＥＭＬ材料８３５内の正孔の再結合から生じ、典型的には、ＥＭＬは、ディスプレイの
各ピクセルのための３原色、すなわち、赤、緑、および青のそれぞれのための別々に制御
されたアクティブ材料から成る。ひいては、ＥＴＬ８３７は、カソード層から各アクティ
ブ要素（例えば、各赤、緑、および青色成分）にＥＭＬへの電子を供給する。最終的に、
カソード層８３８は、典型的には、各ピクセルのための色成分に選択的制御を提供するよ
うに、パターン化電極から成る。ディスプレイの後部に位置すると、本層は、典型的には
、透明ではなく、任意の好適な電極材料から作製することができる。
【０１０３】
　記述されるように、アクティブ領域中の層は、酸素および／または湿気への暴露を通し
て劣化され得る。したがって、基板の反対側のこれらの層の面または側面（８２２）、な
らびに数字８２３によって指定される外側縁上の両方で、これらの層をカプセル化するこ
とによって、ＯＬＥＤの寿命を増進することが所望される。カプセル化の目的は、記述さ
れるように、耐酸素および／または湿性障壁を提供することである。
【０１０４】
　図８Ｄは、カプセル化８４０が基板に追加されている、凝集構造８３９を示す。ここで
、カプセル化８４０は、基板８１２Ａに対して面８２２および外側縁８２３を取り囲んで
おり、カプセル化は、基礎的アクティブ層より広い堆積面積を占有するように横方向に延
在し、本面積の終端において、カプセル化は、アクティブ領域８１３Ａの外側縁を取り囲
む／密閉することに役立つように勾配または境界領域を形成することに留意されたい。こ
れは、拡大楕円形領域８４１内で図８Ｄの左側において詳細に観察される。本拡大図で見
られるように、カプセル化は、いくつかの薄い層、例えば、湿気および酸素に対する障壁
を提供する、交互の有機および無機層を備える。有機カプセル化層は、有利なことには、
上記で紹介される技法を使用して堆積させることができ、各個別層の厚さが、記述された
技法を使用して調整される。特定の有機カプセル化層８４２に対して、第１の領域８４３
は、記述された電極および上記で議論される他のＯＬＥＤ層等の基礎的構造の上を覆う。
第２の領域８４５は、緩衝領域として、すなわち、第１の領域８４３とともに平面的であ
る実質的に一様な表面８４６を維持するように動作する。随意に、堆積させられた厚さは
、領域８４３および８４５の両方の中で同一であり得るが、これは全ての堆積プロセスに
当てはまる必要はない。領域にかかわらず、層厚さを変換するためにハーフトーニングを
使用する、インクジェット印刷プロセスは、厚さを制御し、特定のカプセル化層８４２の
一様性を助長するために使用することができる。最終的に、第３の勾配または境界領域８
４７は、（例えば、アクティブ領域のための電気端子を提供するように）基礎的基板の露
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出面積への遷移を表す。数字８４９は、露出基板へ遷移する際のカプセル化表面内の関連
先細部を示す。
【０１０５】
　図８Ｅは、ＯＬＥＤパネルとの関連で層縁における材料厚さを調節する処理の使用を例
証することに役立つために使用される。これらのプロセスは、概して、図７Ｂ－７Ｅに関
連して以前に紹介された。例えば、議論されるもの等のカプセル化プロセスでは、任意の
基礎的感受性材料層の信頼できる縁密閉を提供するために、計画されたカプセル化周辺ま
で一貫した層厚さを確保することが望ましくあり得る。図７Ｅで見られたような「フェン
シング」の使用は、本図で別々に見られないが、同一のフェンシングプロセスをここで使
用できることに留意されたい。図８Ｅでは、基板は、平面図で、つまり、（電気端子の描
写が省略されているが）図８Ａおよび８Ｂで見られるものと同一の視点から、再度観察さ
れる。有機カプセル化層が基礎的基板にわたって正しく印刷されるようにプロセスを整合
させるための基準８５１の使用に留意されたい。（カプセル化層が堆積させられるもので
ある面積を表す）標的領域は、図８Ｄからの領域８４３および８４５を備えることが分か
る。堆積させられたインクの拡散、およびそのインクの表面エネルギー／張力の効果を考
慮して、望ましくない縁効果を有するよりもむしろ、層の縁に沿った個々の印刷セルに対
するグレースケール値を変更し、その際に、層周辺における縁プロファイルを変更するよ
う、（すなわち、印刷前に）グレースケールイメージを調節することができる。例えば、
随意に、境界に接近する面積中のインク体積を増加させるよう、領域８４５内のグレース
ケール値を図８Ｅで描写されるように増加させることができる。この点に関して、標的領
域は、最初に、例えば、本実施例では仮説的グレースケール値「２２０」によって表され
る、特定の厚さと関連付けることができることに留意されたい。インク拡散により、（例
えば、領域８４５および８４７の間の境界における）遷移が、不十分な被覆を提供するこ
とが経験的に判定される場合、例えば、層周辺を表す印刷セルの１つまたはそれを上回る
行または列に対するグレースケール値を（例えば、図８Ｅの「２２０」から「２３２」に
）増加させることによって、軽減を提供するように、その面積中のグレースケール値を選
択的に増加させることができる。以前に参照されたように、（例えば、補正が、用途に応
じて、プロセス、温度、インク、および他の要因の関数として変動し得るため）補正を補
正イメージとして記憶することができ、または随意に、レイアウトデータ、グレースケー
ルイメージ、または他の記憶されたデータに組み込むことができる。複数の境界条件、例
えば、２つの境界の交差が存在する場合、角の印刷セル８６３に対する「２４０」という
描写されたグレースケール値等のさらなる調節を提供することが所望され得ることに留意
されたい。明確に、多くの可能性が存在する。これらの境界領域中の液滴密度を調節する
ことによって、上記で紹介される技法は、例えば、フラットパネルデバイスの縁密閉を促
進するよう、問題になっている特定の堆積プロセスに好適な任意の様式で、層縁に対する
カスタマイズされた制御を可能にする。また、ソフトウェアが層縁からの定義された距離
内で印刷セルを検出するときはいつでも、選択された倍率に従って、ソフトウェアが調節
された印刷セル充填を自動的に提供する（すなわち、グレースケール値を調節する）こと
も可能であることに留意されたい。所望の実施形態または効果に応じて、グレースケール
イメージがハーフトーン生成のために送信される前または後にフェンシングを追加するこ
とができる。
【０１０６】
　図９は、概して数字９０１によって表される方法を提示する。本実施例では、フラット
パネルディスプレイまたはソーラパネル等のデバイスのカプセル化プロセスの一部として
層を堆積させることが所望されると仮定されたい。カプセル化は、湿気または酸素への暴
露からデバイスの内部材料を保護し、したがって、デバイスの耐用年数を延長することに
役立つために使用される。本用途は、開示される技法のための１つの用途にすぎず、材料
の印刷層を受容するものである、ほぼあらゆる種類のデバイスのためのほぼあらゆる種類
の層（有機または無機）が、本明細書の教示から利益を得ることができる。
【０１０７】
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　本議論について、層は、交互の有機および無機材料層の繰り返しスタックの一部として
、基板を覆って堆積させられる有機材料となり、そのような層の多くのペアが構築される
と、本スタックは、基板の特定の層に対して感受性材料をカプセル化するであろうことが
仮定されるであろう。例えば、ＯＬＥＤデバイスでは、電極、１つまたはそれを上回る放
射層、第２の電極、および交互の有機／無機カプセル化層ペアを、ガラスの層を覆って堆
積させることができ、（いったん完成すると）カプセル化は、ガラス層に対して放射層（
放射層の外側縁を含む）を密閉する。典型的には、カプセル化が完了するまで、加工プロ
セス中の汚染物質へのアセンブリの暴露を最小限にすることが所望される。この趣旨で、
以下で説明されるプロセスでは、種々の層が追加されている間に、基板は、カプセル化が
完了するまで１つまたはそれを上回る制御された環境内で保たれる。カプセル化は、基板
が有機および無機層ペアを形成するように交互堆積プロセスを受ける、多重チャンバプロ
セスを使用して形成することができる。本実施例では、上記で紹介される技法がカプセル
化スタック内で有機層を堆積させるように適用され、本層が、典型的には、液体形態で堆
積させられ、次いで、次の（無機）層の追加に先立って、恒久層を形成するように硬質化
または別様に硬化させられることが仮定される。有利なことには、上記で紹介される原理
に従って本有機層を堆積させるために、インクジェット印刷プロセスを使用することがで
きる。
【０１０８】
　本明細書で使用されるような「制御された雰囲気」または「制御された環境」とは、周
囲空気以外のものを指し、すなわち、堆積雰囲気の組成または圧力のうちの少なくとも１
つが、汚染物質の導入を阻止するよう制御され、「制御されていない環境」は、不要な粒
子状物質を除外する手段がない、通常の空気を意味することに留意されたい。図９によっ
て描写されるプロセスに関連して、不要な粒子状物質を含まず、特定圧力において、窒素
ガス等の不活性物質の存在下で、堆積が起こるように、雰囲気および圧力の両方を制御す
ることができる。一実施形態では、例えば、異なるプロセスを使用して、感受性材料のカ
プセル化の有機および無機層を交互に堆積させるために、マルチツール堆積機構を使用す
ることができる。別の実施形態では、本明細書で紹介される原理を使用する印刷プロセス
が異なるチャンバで適用されている間に、ある処理（例えば、アクティブ層または無機カ
プセル化層堆積）が１つのチャンバで起こるように、マルチチャンバ加工機構が使用され
、以下で議論されるように、制御されていない環境に基板を暴露することなく、１つのチ
ャンバから次のチャンバへの基板の輸送を自動化するために、機械的ハンドラを使用する
ことができる。なおも別の実施形態では、制御された環境の連続性が中断され、すなわち
、他の層が他の場所で加工され、基板が堆積チャンバの中へ装填され、制御された雰囲気
が導入され、基板が清掃または浄化され、次いで、所望の層が追加される。他の代替案も
可能である。これらの異なる実施形態は、図９によって様々に表される。図９は、（例え
ば、制御されていない雰囲気に暴露されていない）安全な環境内の有機カプセル化層の堆
積との無機カプセル化層（および／またはアクティブ層等の１つまたはそれを上回る他の
層）の加工の統合（９０３）、および／または有機カプセル化層を凝固させ、恒久構造と
して層を別様に仕上げるための後続の乾燥、硬化、または他のプロセスとの有機カプセル
化層の堆積の統合（９０４）を含む、２つの随意的なプロセス統合を明示的に示す。各随
意的統合プロセスについては、制御されていない環境（例えば、周囲空気）への暴露によ
って中断されていない１つまたはそれを上回る制御された環境内で、記述されたステップ
を行うことができる。例えば、記述されるように、堆積環境を制御するための手段を伴う
マルチチャンバ加工デバイスを使用することができる。
【０１０９】
　実施形態にかかわらず、基板は、適宜、パターン化および／または印刷のために位置付
けられる。したがって、最初に、基板上の基準（または認識可能なパターン）を使用して
、位置合わせが行われる（９０５）。典型的には、基準は、印刷されるものである各領域
を識別する、１つまたはそれを上回る整合マークから成るであろう。実施例として、以前
に紹介されたように（例えば、図８Ａからの要素８０５を参照）、いくつかのフラットパ
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ネルをともに加工し、１つの金型または共通基板から切断することができ、そのような場
合、印刷機構および関連プロセスを各パネルのための任意の事前パターン化構造と正確に
整合させることができるように位置付けられる、各パネルのための別個の基準があり得る
。しかしながら、単一のパネルが加工されるものである場合でさえも、その基準を使用で
きることに留意されたい。以下でさらに議論されるように、堆積システムは、印刷機構に
対して既知の位置関係を有する、撮像システムを含むことができ、基板のデジタル画像が
プロセッサまたはＣＰＵに供給され、基準を正確に識別するように画像分析ソフトウェア
を使用して分析される。１つの随意的な変形例では、基板に追加された特別なマークがな
く、すなわち、印刷システムは、単純に、任意の既存の構造（１つまたは複数の任意の以
前に堆積させられた特定の電極等）を識別することによって、その標的を認識し、本パタ
ーンに整合する。また、有利なことには、各基準が、堆積に先立って位置および任意の基
板傾斜の補正を可能にする、２次元パターンを表すことにも留意されたい。
【０１１０】
　次いで、例えば、１つまたはそれを上回る放射層、電極層、電荷輸送層、無機カプセル
化層、障壁層、および／または他の層もしくは材料から成る、１つまたはそれを上回る層
が基板に追加される（９０６）。記述されるように、堆積は、一実施形態では、制御され
た環境（９０７）内で、随意に、窒素ガスまたは希ガス等の不活性雰囲気（９０９）中で
行われる。本処理に続いて、有機カプセル化層が、数字９１１によって表されるように、
液体インクとして堆積させられる。（例えば、マスク層を追加するために使用される）他
の可能なプロセスと対比して、インクは、本実施形態では、硬化、硬質化等に続いて所望
の層を形成するであろう材料を直接提供する。また、印刷プロセスはまた、有利なことに
は、不活性雰囲気中（９０９）等の制御された環境（９０７）内でも行われ、本プロセス
は、接続矢印が双方向性であるという事実によって示されるように、繰り返して交互にす
ることができ、例えば、以前に紹介されたように、無機および有機カプセル化層ペアのス
タックを構築できることにも留意されたい。
【０１１１】
　図９はまた、プロセスボックス９１１の右側に種々のプロセスオプションも示す。これ
らのオプションは、図７Ａ－７Ｅに関連して上記で議論されるように、多重雰囲気プロセ
スの使用（９１３）、液体インクとしての有機カプセル化層の堆積（９１５）、非平面的
基板の上の有機カプセル化層の堆積（９１７）、（カプセル化層を受容するであろう）基
板の標的堆積領域および（カプセル化層によって取り囲まれないであろう）基板の露出領
域の使用（９１９）、および（例えば、境界領域に特有のハーフトーニングまたは勾配フ
ィルタリング９２１からの）任意の基礎的層の外側縁を密閉するであろう境界領域（また
は勾配領域）の生成を含む。
【０１１２】
　上記で議論されるように、いったん各有機カプセル化層が堆積させられると、層は、層
を恒久的にするように乾燥させられるか、または別様に硬化させられる（９２５）。一実
施形態では、有機カプセル化層は、液体単量体またはポリマーとして堆積させられ、堆積
に続いて、材料を硬化させ、それを硬質化して所望の厚さの層を形成するように、堆積さ
れたインクに紫外線が印加される。別の可能なプロセスでは、基板は、懸濁材料のための
任意の溶媒または担体を蒸発させるように加熱され、これが順に、所望の厚さを有する恒
久層を形成する。他の仕上げプロセスも可能である。
【０１１３】
　最終的に、いったん全てのカプセル化プロセス（所望の数の有機および無機層ペアを含
む）が完了すると、数字９２７により、基板全体を制御された環境から除去することがで
きる。
【０１１４】
　説明されたプロセスは、上記で議論されるように、感受性材料のためのカプセル化を堆
積させるために使用することができるが、無機層および非電子デバイスのための層を含む
、多くの異なる他の種類の層も堆積させるために、同一のプロセスを使用することもでき
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【０１１５】
　上記の説明によって示されるように、有利なことには、インク密度に対する印刷セル間
および／またはノズル間制御を使用して、制御された厚さの層を加工するために、ハーフ
トーニングプロセスを使用することができる。より具体的には、説明された技法は、所望
の厚さの層材料を堆積させるために液体インクが使用される場合に特に有用である。グレ
ースケール値を選択し、（つまり、欠陥または穴を回避するために十分な密度の層を堆積
させるように）完全な被覆を提供するハーフトーンパターンを生成することによって、例
えば、液体堆積媒体および任意の後続の硬化プロセスにもかかわらず、厚さおよび一様性
に対する局在的制御を用いて、安価で効率的に層を適用することができる。開示される技
法は、ブランケットコーティング、カプセル化層、および任意の基礎的電子経路の幅およ
び特徴定義と比較して、特徴サイズが比較的大きい（例えば、数十ミクロンまたはそれを
上回る）、他の層等の均質な層の堆積のために特に有用である。また、上記のように、開
示される技法は、異なる形態で、例えば、ソフトウェア（非一過性の機械可読媒体上に記
憶された命令）として、コンピュータ、プリンタ、または加工機構として、そのような層
の加工を命令する際に有用な（非一過性の機械可読媒体上に記憶された）情報ファイルと
して、または説明された技法の使用に依存して作製される製品（例えば、フラットパネル
）で具現化することができる。随意に、また、個々のノズルからの液滴収差を補正するた
め、（例えば、隣接タイルのための）隣接ハーフトーンパターンを混合するため、堆積層
を平らにするようにグレースケール値を補正するため、または他の効果のために、誤差補
正技法を使用することができる。いくつかの実施形態は、層の均質性を確保し、隣接印刷
セルに対するグレースケール値を平均化する様式で液滴パターンを分配するように、誤差
拡散に依拠する。再度、多くの他の用途が当業者に想起されるであろう。
【０１１６】
　前述の説明および添付の図面では、特定の用語および図面の記号が、開示された実施形
態の徹底的な理解を提供するように記載されている。場合によっては、用語および記号は
、これらの実施形態を実践するために必要とされない、具体的詳細を示唆し得る。「例示
的な」および「実施形態」という用語は、選好または要件ではなく実施例を表すために使
用される。上記で説明されるいくつかの要素は、特定の機能を果たす「ための手段」とし
て説明できることに留意されたい。概して、そのような「手段」は、適用可能である場合
、実行されたときに、少なくとも１つのプロセッサに特定の機能を果たさせるであろう様
式で書かれる、非一過性の機械可読媒体上に記憶された命令（例えば、ソフトウェアまた
は実行可能命令）を含む、上記で説明される構造を含む。限定ではないが、特定機能はま
た、特殊用途アナログまたはデジタル機械等の専用機器によって果たすこともできる。
【０１１７】
　示されるように、本開示のより広義の精神および範囲から逸脱することなく、本明細書
で提示される実施形態に種々の修正および変更が行われ得る。例えば、実施形態のうちの
いずれかの特徴または側面は、少なくとも実用的である場合、実施形態のうちのいずれか
他方と組み合わせて、またはその対応特徴または側面の代わりに適用され得る。したがっ
て、本明細書および図面は、制限的な意味よりもむしろ例証的な意味で見なされるもので
ある。
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