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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクが吐出されるように電圧が印加されるノズルと、
　前記ノズルの端部に設置されて、前記ノズルから吐出された前記インクを粒子サイズに
応じて噴霧するように端部には開口部が設けられ、噴霧されなかった前記インクを臨時保
存する液滴循環チャンバーと、
　前記ノズルとの間で電界を形成することによって、前記開口部から噴霧される前記イン
クが着弾される基板とを含み、
　前記ノズルは、
　前記インクを吐出する液体ノズルと、気体が噴射され、前記気体を前記インクの噴射経
路上で前記インクと衝突させて前記インクを１次的に微粒化する気体ノズルと、前記液体
ノズルと連結され、前記液体ノズルと前記基板との間に電界を発生させて前記インクが２
次的に微粒化するように、前記液体ノズルに電圧を印加する電圧印加部とを含み、
　前記液体ノズルおよび前記気体ノズルを内部に収容し、前記気体ノズルから噴射される
前記気体が前記インクの吐出経路上で前記インクと衝突するように、前記気体の流動方向
を案内する気体流路が形成されたケースをさらに含み、
　前記ケースの内部で前記気体を前記インクと衝突させることを特徴とする静電気力を用
いる噴霧およびパターニング装置。
【請求項２】
　前記液滴循環チャンバーと前記基板との間に配置され、前記インクが着弾される領域を
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調節できるように貫通部が設けられ、前記貫通部内に電界が集中できるように電圧が印加
されるマスクをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の静電気力を用いる噴霧およ
びパターニング装置。
【請求項３】
　一端は前記開口部と連結されて、他端は前記マスクと連結され、前記貫通部内に電界が
集中できるように電圧が印加される電界集束部をさらに含むことを特徴とする請求項２に
記載の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置。
【請求項４】
　前記基板は、電気的絶縁性を有する素材で設けられ、
　前記インクが着弾される面の反対側に設けられ、電圧が印加される対向電極をさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置。
【請求項５】
　前記インクが収容され、前記ノズルと連結されて前記インクを供給するインク供給部と
、
　一端は前記液滴循環チャンバーと連結され、他端は前記インク供給部と連結されて前記
液滴循環チャンバー内の前記インクを前記インク供給部に循環させる循環管とをさらに含
むことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の静電気力を用いる噴霧およびパ
ターニング装置。
【請求項６】
　前記ノズルに印加される電圧の大きさより小さく、前記基板に印加される電圧の大きさ
より大きい電圧を前記マスクに印加することにより、前記貫通部に前記インクが噴霧され
ることを特徴とする請求項２又は３に記載の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装
置。
【請求項７】
　前記ノズルは、前記液体ノズルの長さ方向が前記基板と並んで配置され、
　前記液滴循環チャンバーの端部には、前記開口部が形成されて、少なくとも一部は開口
部側に行くほど断面積が減少することを特徴とする請求項６に記載の静電気力を用いる噴
霧およびパターニング装置。
【請求項８】
　前記ノズルは、前記液体ノズルの長さ方向が前記基板と垂直になるように配置され、
　前記液滴循環チャンバーは、下端部に前記開口部を形成し、端部には噴霧されなかった
前記インクが臨時保存される空間を形成するように端部が下方から上側に折曲形成される
ことを特徴とする請求項６に記載の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置。
【請求項９】
　前記インクが前記液滴循環チャンバーから離脱しないように、前記ノズルと前記液滴循
環チャンバーを密封する密封部材をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の静電気
力を用いる噴霧およびパターニング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置に関し、より詳しくは、電圧
差を用いてノズルから基板まで電界（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｆｉｅｌｄ）を形成し、ノズル
を介する１次微粒化と電界による２次微粒化を経て液体が微粒化され、微粒化された噴霧
液滴のうち、電界に沿って挙動することができる大きさの液滴のみ開口部を介して噴霧さ
れて基板に着弾され、それ以上の大きさの液滴は、液滴循環チャンバーで回収され、マス
クまたは電界集束部を用いて、より精密に着弾領域を調節する静電気力を用いる噴霧およ
びパターニング装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電気流体力学（ｅｌｅｃｔｒｏｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｃ）噴霧装置は、ノズ
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ルと基板または電極で構成されており、ノズルと基板との間に電圧を印加して生じる電位
差（ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）による静電気力を用いてインクを噴霧
する装置である。
【０００３】
　電気流体力学噴霧は、液面を静電気力により引張る力を用いて、液滴または連続ジェッ
トを吐出するから、従来のインクジェットとは異なり、ナノスケールのパターニングも可
能であり、高粘度のインクも吐出することができ、均一な液滴の生成が可能であり、微細
流量の噴出が可能であるため、最近パターニング分野で盛んに研究が行われている。
【０００４】
　一方、従来の電気流体力学噴霧は、電気噴霧（ｅｌｅｃｔｒｏｓｐｒａｙ）法とも呼ば
れている。この際、電気噴霧法は、ノズルまたは毛細管などから吐出される液体の流量が
小さく、安定した噴霧を維持するための液体の電気伝導度および表面張力などの制限が多
いという問題点がある。
【０００５】
　また、噴霧される液滴をマスクを用いた電界の集束を用いてパターニングを行うことが
できるが、電気噴霧で生成される液滴の電荷密度が非常に大きいため、別途の電荷制御モ
ジュールを必要とする問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、このような従来の問題点を解決するためのものであって
、電圧差を用いてノズルから基板まで電界を形成し、ノズルを介する１次微粒化と電界に
よる２次微粒化を経て液体が微粒化され、微粒化された噴霧液滴のうち、電界に沿って挙
動することができる大きさの液滴のみ開口部を介して噴霧されて基板に着弾され、それ以
上の大きさの液滴は、液滴循環チャンバーで回収され、マスクまたは電界集束部を用いて
、より精密に着弾領域を調節する静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的は、本発明により、インクが吐出されるように電圧が印加されるノズルと、前
記ノズルの端部に設置されて、前記ノズルから吐出された前記インクを粒子サイズに応じ
て噴霧するように端部には開口部が設けられ、噴霧されなかった前記インクを臨時保存す
る液滴循環チャンバーと、前記ノズルとの間で電界を形成することによって、前記開口部
から噴霧される前記インクが着弾される基板とを含むことを特徴とする静電気力を用いる
噴霧およびパターニング装置によって達成される。
【０００８】
　また、前記液滴循環チャンバーと前記基板との間に配置され、前記インクが着弾される
領域を調節できるように貫通部が設けられ、前記貫通部内に電界が集中できるように電圧
が印加されるマスクをさらに含むことができる。
【０００９】
　また、一端は前記開口部と連結されて、他端は前記マスクと連結され、前記貫通部内に
電界が集中できるように電圧が印加される電界集束部をさらに含むことができる。
【００１０】
　また、前記ノズルは、前記インクを吐出する液体ノズルと、気体が噴射され、前記気体
を前記インクの噴射経路上で前記インクと衝突させて前記インクを１次的に微粒化する気
体ノズルと、前記液体ノズルと連結され、前記液体ノズルと前記基板との間に電界を発生
させて前記液体が２次的に微粒化するように、前記液体ノズルに電圧を印加する電圧印加
部とを含むことができる。
【００１１】
　また、前記液体ノズルおよび前記気体ノズルを内部に収容し、前記気体ノズルから噴射
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される前記気体が前記液体の吐出経路上で前記液体と衝突するように、前記気体の流動方
向を案内する気体流路が形成されたケースをさらに含み、前記ケースの内部で前記気体を
前記液体と衝突させることができる。
【００１２】
　また、前記基板は、電気的絶縁性を有する素材で設けられて、前記インクが着弾される
面の反対側に設けられ、電圧が印加される対向電極をさらに含むことができる。
【００１３】
　また、前記インクが収容され、前記ノズルと連結されて前記インクを供給するインク供
給部と、一端は前記液滴循環チャンバーと連結され、他端は前記インク供給部と連結され
て前記液滴循環チャンバー内の前記インクを前記インク供給部に循環させる循環管とをさ
らに含むことができる。
【００１４】
　また、前記ノズルに印加される電圧の大きさより小さく、前記基板に印加される電圧の
大きさより大きい電圧を前記マスクに印加することにより、前記貫通部に前記インクが噴
霧されることができる。
【００１５】
　また、前記ノズルは、前記液体ノズルの長さ方向が前記基板と並んで配置され、前記液
滴循環チャンバーの端部には、前記開口部が形成されて、少なくとも一部は開口部側に行
くほど断面積が減少することができる。
【００１６】
　また、前記ノズルは、前記液体ノズルの長さ方向が前記基板と垂直になるように配置さ
れ、前記液滴循環チャンバーは、下端部に前記開口部を形成し、端部には噴霧されなかっ
た前記インクが臨時保存される空間を形成するように端部が下方から上側に折曲形成され
ることができる。
【００１７】
　また、前記インクが前記液滴循環チャンバーから離脱しないように、前記ノズルと前記
液滴循環チャンバーを密封する密封部材をさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、液滴循環チャンバーによってノズルから微粒子形態のインクが基板に
噴霧されることができる。
【００１９】
　また、液滴循環チャンバー内部から噴霧されなかったインクは、インク供給部に循環さ
れてノズルを介して基板に再噴霧されることができる。
【００２０】
　また、電圧が印加されるマスクを含むことにより、電界が貫通部内に集中して、インク
がより精密に基板に着弾され、精巧なパターニングが可能である。
【００２１】
　また、電界集束部を採択することにより、開口部から基板まで電界を集束して、より精
巧なパターニングが可能である。
【００２２】
　また、マスクには、複数の貫通部が形成され、貫通部は特定の形状を有することによっ
て、大面積の基板に同時に特定の形状がパターニングされることができる。
【００２３】
　また、ノズルは、液体ノズルと気体ノズルとを含んで１次的にインクを微粒化すること
ができ、電界によって２次的にインクを微粒化することができ、より容易にインクがナノ
メートル～１０マイクロメートル以下の液滴で噴霧されることができる。
【００２４】
　また、液滴循環チャンバーは、ノズルの端部を内部に収容するように設置されることに
より、ノズル外部に気体が急に拡散されることによって、液滴が飛散する問題点を解決す
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ることができる。
【００２５】
　また、基板に対向電極を設置することにより、基板が非導電性素材で設けられもノズル
との間に電界を形成してインクが基板に着弾されることができる。
【００２６】
　また、インク供給部と液滴循環チャンバーに連結されて、噴霧されなかった比較的大き
い液滴を循環させることによって、インクがより容易にガス形態で噴霧されることができ
る。
【００２７】
　また、ノズルに印加される電圧の大きさより小さく、基板に印加される電圧の大きさよ
り大きい電圧をマスクまたは電界集束部に印加することにより、インクを基板に着弾させ
る電界が形成されることができる。
【００２８】
　また、ノズルと液滴循環チャンバーを密封する密封部材を採択することによって、より
容易に微粒子形態のインクが液滴循環チャンバーから離脱することを防止することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の斜
視図である。
【図２】図１の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の概略図である。
【図３】図１の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の作動を示す図である。
【図４】図１の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の作動を示す図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の概
略図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の概
略図である。
【図７】本発明の第４実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の概
略図である。
【図８】本発明の第５実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の概
略図である。
【図９】本発明の第６実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の概
略図である。
【図１０】本発明の第７実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の
概略図である。
【図１１】本発明の第７実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　説明に先立ち、様々な実施形態において、同一の構成を有する構成要素については、同
一の符号を使用して代表的に第１実施形態で説明し、その他の実施形態においては、第１
実施形態と異なる構成について説明することにする。
【００３１】
　以下、添付した図面を参照して本発明の第１実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およ
びパターニング装置について詳細に説明する。
【００３２】
　図１は、発明の第１実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の斜
視図であり、図２は、図１の静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置の概略図であ
る。
【００３３】
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　図１または図２に示すように、本発明の第１実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およ
びパターニング装置１００は、ノズル１１０と、ノズル１１０の一端に連結される液滴循
環チャンバー１２０と、ノズル１１０の長さ方向と並んで設置される基板１３０と、ノズ
ル１１０と基板１３０との間に設けられるマスク１４０と、ノズル１１０の他端に連結さ
れるインク供給部１５０と、液滴循環チャンバー１２０とインク供給部１５０とを相互連
結する循環管１６０と、ノズル１１０と基板１３０とマスク１４０に電圧を印加する電圧
印加部１７０およびノズル１１０と液滴循環チャンバー１２０との間に介在する密封部材
１８０を含む。
【００３４】
　ノズル１１０は、基板１３０との間で発生する電界に影響を受けることによって、イン
ク供給部１５０から供給されて内部に収容されるインクを液滴循環チャンバー１２０側に
微粒子形態で吐出させるための部材である。
【００３５】
　ノズル１１０は、液体ノズル１１１と気体ノズル１１２とを含む。一方、本実施形態に
おいて、ノズル１１０には電圧印加部１７０によって電圧が印加される。
【００３６】
　液体ノズル１１１は、インクが流動する通路であって液滴循環チャンバー１２０に向け
てインクを吐出するものである。
【００３７】
　液体ノズル１１１は、流入部１１１ａと吐出部１１１ｂとを含む。ここで、流入部１１
１ａは、インク供給部１５０からインクが流入する領域である。吐出部１１１ｂは、液滴
循環チャンバー１２０側にインクを吐出する領域である。
【００３８】
　流入部１１１ａと吐出部１１１ｂは、液体ノズル１１１の両端部にそれぞれ形成される
。この際、液体ノズル１１１の吐出部１１１ｂが位置する端部は、液滴循環チャンバー１
２０内に収容されるように設置される。これにより、ノズル１１０の外部に気体が急に拡
散されることによって液滴が飛散する問題点を解決することができる。ただし、これは液
滴循環チャンバー１２０内にインクをより容易に吐出し、液滴が飛散する問題点を解決す
るためのものであって、必ずしもこのような設置方法に制限されるものではない。
【００３９】
　気体ノズル１１２は、気体が噴射されるものであって、気体ノズル１１２から噴射され
る気体をインクの吐出経路上でインクと衝突させてインクを１次的に微粒化させるもので
ある。気体ノズル１１２はインクと気体の衝突のとき、インクの吐出経路と気体が垂直を
形成して衝突するように気体を噴射することが好ましい。
【００４０】
　もう一度説明すると、インクの１次的な微粒化のために気体とインクの衝突が非常に重
要な要素であり、気体がインクの噴射経路と垂直を形成して衝突してこそ安定的にインク
を微粒化することができる。
【００４１】
　すなわち、気体が液体の噴射経路と垂直を形成できずに衝突した場合には、気体がイン
クの噴射方向またはインクの噴射方向の反対方向に影響を及ぼすことがあり得る。衝突に
よってインクの吐出方向に力を加える場合、微粒化された液滴が非常に強い速度で吐出さ
れる。また、衝突によってインクの吐出方向の反対方向に力を加える場合、気体によって
インクの吐出が妨害を受けて、吐出速度またはインクの吐出流量などに否定的な影響を及
ぼすことがあり得る。ただし、これはインクの噴射速度を調節して解決することができる
ので、必ずしもこれに制限されるものではない。
【００４２】
　また、液体ノズル１１１から吐出されて、気体ノズル１１２により１次的に微粒化され
たインクは、ノズル１１０と基板１３０との間に形成された電界によって２次的に微粒化
される。電界によって２次的に微粒化されたインクは、ナノメートル～１０マイクロメー
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トル以下の液滴として噴霧される。
【００４３】
　整理すると、前述したように、ノズル１１０は、噴射されるインクを気体と衝突させて
１次的に微粒化させ、１次的に微粒化された液体に電界を加えて２次的に微粒化させ、液
体を均一な大きさの微細液滴状態で噴射させることができる。
【００４４】
　本実施形態において、ノズル１１０は、液体ノズル１１１と気体ノズル１１２が別途に
設置されるものを用いたが、１つのケース内に液体ノズル１１１と気体ノズル１１２が収
容されてインクがケースの外部に吐出される場合、既に１次的な微粒化が完了するものな
ど、装置の構成などにより異なって設けられることができ、このような実施形態について
は後述する。
【００４５】
　一方、ノズル１１０は、液体ノズル１１１の長さ方向が後述する基板１３０と並んで配
置される。これにより、気体の撹乱によってパターニングが散る問題点を解決することが
できる。ただし、気体の撹乱によってパターニングが散らないならば、必ずしもこのよう
な配置に制限されるものではない。
【００４６】
　本実施形態において、ノズル１１０は、ピン形態であるものを用いたが、インクの性質
や装置の構成などに応じて、他の形態のものを使用することができ、必ずしもこれに制限
されるものではない。
【００４７】
　液滴循環チャンバー１２０は、ノズル１１０から吐出された微粒子形態のインクのうち
、電界に沿って挙動することができる大きさのインクは、基板１３０側に噴霧させ、噴霧
されなかったインクは、インク供給部１５０に循環させるためのものである。
【００４８】
　液滴循環チャンバー１２０は、開口部１２１と第１循環孔１２２とが設けられる。また
、液滴循環チャンバー１２０の内部には、空き空間が形成される。また、液滴循環チャン
バー１２０は、少なくとも一部が開口部１２１側に行くほど断面積が減少する形状に設け
られる。
【００４９】
　液滴循環チャンバー１２０には、ノズル１１０が連結される。本実施形態においては、
液体ノズル１１１の吐出部１１１ｂが液滴循環チャンバー１２０の内部に収容されるよう
に設置される。ただし、前述したように、必ずしもこのような設置方法に制限されるもの
ではない。この際、液滴循環チャンバー１２０は、ノズル１１０の端部を囲むように設置
されることにより、ノズル１１０の外部に気体が急に拡散することによって液滴が飛散す
る問題点を解決することができる。
【００５０】
　開口部１２１は、ノズル１１０と基板１３０との間に形成された電界の影響を受けて粒
子サイズに応じてインクを噴霧する領域である。開口部１２１は、液滴循環チャンバー１
２０の端部に形成される。
【００５１】
　第１循環孔１２２は、循環管１６０が連結されて、液滴循環チャンバー１２０内の噴霧
されなかったインクが排出されるものである。第１循環孔１２２は、液滴循環チャンバー
１２０の下面に形成される。
【００５２】
　すなわち、液滴循環チャンバー１２０内で液滴が通過する過程において、電界によって
液滴が２次的に微粒化される。また、開口部１２１まで噴霧される過程において、重力お
よびノズル１１０を抜け出した気体の循環流動により、比較的に大きな液滴は、液滴循環
チャンバー１２０の下面に臨時保存される。
【００５３】
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　整理すると、電界に応じて挙動することができる数マイクロメートル以下の大きさの液
滴のみが開口部１２１を介して放出される。一方、それ以上の大きさの液滴は、液滴循環
チャンバー１２０の下面に臨時保存される。臨時保存された液滴は、循環管１６０を介し
てインク供給部１５０に再び循環される。
【００５４】
　基板１３０は、ノズル１１０から吐出されるインクが着弾、印刷される部材である。基
板１３０は、ノズル１１０または液体ノズル１１１の長さ方向と並んで位置する。
【００５５】
　ここで、前述したノズル１１０と基板１３０との間に電界が形成されるように、それぞ
れには電圧印加部１７０によって電圧が印加される。この際、ノズル１１０に印加される
電圧の大きさが基板１３０に印加される電圧の大きさよりさらに大きい。ただし、基板１
３０には、必ず電圧が印加されるべきものではなく、ノズル１１０との間で電界を形成で
きるように電気的に接地されることもできる。
【００５６】
　マスク１４０は、ノズル１１０から吐出されるインクの着弾精度を向上させるための用
途の部材である。マスク１４０は、インクを吐出するためにノズル１１０と基板１３０と
の間に形成される電界を貫通部１４１側に集中させる。
【００５７】
　マスク１４０は、ノズル１１０と基板１３０との間に設けられる。ここで、ノズル１１
０から吐出されるインクが基板１２０に到達できるようにインクの移動経路上には貫通部
１４１が形成される。
【００５８】
　貫通部１４１は複数が設けられることができる。複数の貫通部１４１によってマルチパ
ターニングが可能である。この際、貫通部１４１は、遮蔽部（図示せず）によって遮蔽さ
れて液滴が噴霧される貫通部１４１の個数が調節される。
【００５９】
　また、マスク１４０にノズル１１０に印加する電圧より大きい電圧を印加することによ
って、電界をノズル１１０方向に形成して貫通部１４１を介してパターニングがされない
ように制御することもできる。
【００６０】
　また、貫通部は、特定の形状を有するように形成することができる。これにより、大面
積の基板１３０に特定形状に同時にマルチパターニングが可能である。
【００６１】
　一方、形成される電界が貫通部１４１に集中できるようにマスク１４０には、電圧印加
部１７０によって電圧が印加される。貫通部１４１が複数の場合には、複数の貫通部１４
１に電界が集中する。この際、マスク１４０に印加される電圧の大きさは、ノズル１１０
に印加される電圧の大きさより小さく、基板１３０に印加される電圧の大きさより大きい
。これにより、ノズル１１０から貫通部１４０に向かう電界が形成される。ただし、必ず
マスク１４０に電圧が印加されるべきものではなく、電界集束部を設置する場合には、電
界集束部に電圧を印加して、マスク１４０は絶縁体で設けることもできる。このような実
施形態については後述する。
【００６２】
　一方、マスク１４０に印加される電圧がノズルの電圧より大きい場合には、斥力によっ
て電界がノズル１１０の方向に形成されて電気噴霧の形成が困難である。これにより、液
滴が通過する貫通部１４１の制御および本発明の作動の可否を決定することができる。
【００６３】
　インク供給部１５０は、ノズル１１０にインクを供給するためのものである。インク供
給部１５０はノズル１１０に連結される。インク供給部１５０には、内部にインクを収容
することができる空き空間が形成される。また、インク供給部１５０の一面には、循環管
１６０と連結されて液滴循環チャンバー１２０から循環された微粒子形態のインクが流入



(9) JP 5933654 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

するように第２循環孔１５１が設けられる。
【００６４】
　循環管１６０は、液滴循環チャンバー１２０内部の微粒子形態のインクをインク供給部
１５０に循環させるためのものである。本実施形態においては、３つの管を用いて循環管
１６０を形成したが、液滴循環チャンバー１２０内部の噴霧されなかったインクをインク
供給部１５０で循環することができれば、循環管１６０の形成方法は制限されない。
【００６５】
　電圧印加部１７０は、ノズル１１０と基板１３０とマスク１４０のそれぞれに電圧を印
加するための部材である。
【００６６】
　前述したように、マスク１４０に印加される電圧の大きさは、ノズル１１０に印加され
る電圧の大きさより小さく、基板１３０に印加される電圧の大きさより大きい。また、基
板１３０には、電圧が印加されずに接地されて、ノズル１１０と基板１３０に印加される
電圧の大きさをより容易に設定することができる。
【００６７】
　一方、本実施形態において、ノズル１１０と基板１３０とマスク１４０にそれぞれ電圧
を印加するために別途の電圧印加部１７０が設けられる。ただし、必ずしもこれに制限さ
れるものではなく、１つの電圧印加部１７０で別途の制御によって電圧を印加することも
できる。
【００６８】
　密封部材１８０は、液滴循環チャンバー１２０内部のインクが液滴循環チャンバー１２
０から離脱しないようにする部材である。密封部材１８０は、ノズル１１０と液滴循環チ
ャンバー１２０との間に介在する。
【００６９】
　これはノズル１１０の吐出部１１１ｂが液滴循環チャンバー１２０の内に収容されるよ
うに設置することにより、液滴循環チャンバー１２０から離脱しないようにできるが、密
封部材１８０で密封することによって、より容易にインクが液滴循環チャンバー１２０か
ら離脱することを防止することができる。
【００７０】
　本実施形態において、密封部材１８０は、Ｏリングを使用したが、必ずしもこれに制限
されるものではなく、液滴循環チャンバー１２０からインクが離脱しないようにするなら
、ノズル１１０と液滴循環チャンバー１２０の形状または材質などに応じて、他の部材を
使用することができる。
【００７１】
　ここからは、本発明の第１実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装
置の作動について説明する。
【００７２】
　図３および図４は、本発明の第１実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニ
ング装置の作動を示す図である。
【００７３】
　まず、基板１３０上にインクが着弾される領域を設定する。この後、マスク１４０の貫
通部１４１が基板１３０上のインクが着弾される領域に位置することができるように整列
する。
【００７４】
　この後、電圧印加部１７０は、ノズル１１０と基板１３０とマスク１４０に電圧を印加
する。この際、前述したように、ノズル１１０には、マスク１４０に印加される電圧の大
きさよりさらに大きい電圧を印加する。また、マスク１４０には、基板１３０に印加され
る電圧の大きさよりさらに大きい電圧を印加する。ただし、基板１３０に電圧を印加せず
に電気的に接地させることもできる。
【００７５】



(10) JP 5933654 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

　電圧印加部１７０によってノズル１１０と基板１３０に電圧が印加されると、ノズル１
１０から基板１２０側の方向に電界が形成される。また、マスク１４０に電圧が印加され
ることによって、電界は、マスク１４０の貫通部１３１側に集中して形成される。すなわ
ち、ノズル１１０と基板１３０との間に形成される電界のうち、マスク１４０に形成され
る電界は、貫通部１４１に集中して形成される。
【００７６】
　一方、流入部１１１ａを介してインク供給部１５０からインクの供給を受けたノズル１
１０は、基板１３０との間で形成される電界によってインクを吐出する。吐出部１１１ｂ
に位置するインクの表面張力より電界の電気力が大きさがより大きいため、吐出部１１１
ｂから微粒子形態のインクが液滴循環チャンバー１２０の内部に吐出される。
【００７７】
　図３を参照してみると、吐出部１１１ｂから液滴循環チャンバー１２０の内部に吐出さ
れたインクは、まず、気体ノズル１１２から噴射された気体によって１次的に微粒化され
る。また、ノズル１１０と基板１３０との間に形成された電界によって２次的に微粒化さ
れる。この結果、インクは、ナノメートル～１０マイクロメートル以下の液滴に微粒化さ
れる。
【００７８】
　液滴循環チャンバー１２０の開口部１２１まで噴霧される過程において、重力およびノ
ズル１１０を抜け出した気体の循環流動によって大きな液滴は、液滴循環チャンバー１２
０の底面に集まる。
【００７９】
　すなわち、電界に沿って挙動することができる数マイクロメートル以下の大きさの液滴
のみが開口部１２１に噴霧される。それ以上の液滴は、液滴循環チャンバー１２０の底面
に臨時保存される。臨時保存された液滴は、循環管１６０を介してインク供給部１５０に
再び循環される。
【００８０】
　この際、貫通部１４１に集中した電界によって開口部１２１を介して噴霧されたインク
は、基板１３０上の正確な位置に着弾される。これにより、印刷精度を高めることができ
、マスク１４０が汚染されることを防止することができる。
【００８１】
　また、貫通部１４１の幅を調節することによって、より精密にインクを基板１３０上に
着弾させることができる。
【００８２】
　一方、図４を参照してみると、液滴循環チャンバー１２０内部の噴霧されなかったイン
クは、第１循環孔１２１および第２循環孔１５１を介してインク供給部１２０側に循環さ
れ、再び一連の段階を経る。この後、微粒子形態で再び噴霧される。
【００８３】
　この際、ノズル１１０とマスク１４０とを一体に移動させることによって、ジェットプ
リンタのようなパターニングも可能である。また、後述するように、電界集束部７９０が
設置される場合には、ノズル１１０と電界集束部７９０を一体に移動させることによって
、プリンタのようなパターニングを具現することができる。これは、基板１３０と電界集
束部７９０とを一体に移動させることによっても具現することができる。
【００８４】
　次に、本発明の第２実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置につ
いて説明する。
【００８５】
　図５は、本発明の第２実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置を
示す概略図である。
【００８６】
　図５を参照してみると、本発明の第２実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパタ
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ーニング装置２００は、ノズル１１０と、ノズル１１０の一端に連結される液滴循環チャ
ンバー１２０と、ノズル１１０の長さ方向と並んで設置される基板２３０と、ノズル１１
０と基板１３０との間に設けられるマスク１４０と、ノズル１１０の他端に連結されるイ
ンク供給部１５０と、液滴循環チャンバー１２０とインク供給部１５０を相互連結する循
環管１６０と、ノズル１１０とマスク１４０とに電圧を印加する電圧印加部１７０と、ノ
ズル１１０と液滴循環チャンバー１２０との間に介在する密封部材１８０および基板２３
０に設置される対向電極２９０を含む。
【００８７】
　ただし、本実施形態におけるノズル１１０と液滴循環チャンバー１２０とマスク１４０
とインク供給部１５０と循環管１６０と電圧印加部１７０と密封部材１８０は、第１実施
形態と同一であるため、詳しい説明は省略する。
【００８８】
　基板２３０は、第１実施形態とは異なり、電気的に絶縁特性を有する素材で設けられる
。すなわち、フィルム、セラミック、ガラスなどの非導電性素材で設けられる。基板２３
０には、対向電極２９０が設置される。したがって、本実施形態においては、後述するよ
うに、電圧印加部１７０は基板２３０に別途の電圧を印加しない。
【００８９】
　この際、対向電極２９０は、基板２３０のインクが着弾される面の反対側に設けられる
。対向電極２９０には、電気的絶縁特性を有する基板２３０の代わりに電圧が印加される
。すなわち、本実施形態においては、基板２３０が電気的絶縁特性を有するが、基板２３
０のインクが着弾される面の反対側に設置された対向電極２９０に電圧が印加されること
によってノズル１１０との間に電界が形成される。
【００９０】
　したがって、本実施形態は、第１実施形態とは異なり、非導電性素材で設けられた基板
２３０にも静電気力を用いてインクを着弾させることができる。
【００９１】
　次に、本発明の第３実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置につ
いて説明する。
【００９２】
　図６は、本発明の第３実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置を
示す概略図である。
【００９３】
　図６を参照してみると、本発明の第２実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパタ
ーニング装置３００は、ノズル３１０と、ノズル３１０の一端に連結される液滴循環チャ
ンバー３２０と、ノズル３１０の長さ方向と垂直に設置される基板１３０と、ノズル３１
０と基板１３０との間に設けられるマスク１４０と、ノズル３１０の他端に連結されるイ
ンク供給部１５０と、液滴循環チャンバー３２０とインク供給部１５０を相互連結する循
環管１６０と、ノズル３１０と基板１３０とマスク１４０に電圧を印加する電圧印加部１
７０と、ノズル３１０と液滴循環チャンバー３２０との間に介在する密封部材１８０を含
む。
【００９４】
　ただし、本実施形態における基板１３０とマスク１４０とインク供給部１５０と循環管
１６０と電圧印加部１７０と密封部材１８０は、第１実施形態と同一であるため、詳しい
説明は省略する。
【００９５】
　ノズル３１０は、基板１３０との間で発生する電界に影響を受けることによって、イン
ク供給部１５０から供給されて、内部に収容されるインクを微粒子形態で液滴循環チャン
バー３２０側に吐出させるための部材である。
【００９６】
　ノズル３１０は、液体ノズル３１１と気体ノズル３１２とを含む。一方、本実施形態で



(12) JP 5933654 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

は、ノズル３１０には電圧印加部１７０によって電圧が印加される。
【００９７】
　液体ノズル３１１は、インクが流動する通路であって、液滴循環チャンバー３２０に向
けてインクを吐出するものである。液体ノズル３１１は、流入部３１１ａと吐出部３１１
ｂとを含む。気体ノズル３１２は、気体が噴射されるものであって、気体ノズル３１２か
ら噴射される気体をインクの吐出経路上でインクと衝突させてインクを１次的に微粒化さ
せるものである。すなわち、ノズル３１０の役割は、第１実施形態と同様に、噴射される
インクを気体と衝突させて１次的に微粒化することである。
【００９８】
　この際、液体ノズル３１１の吐出部３１１ｂが位置する端部は、液滴循環チャンバー３
２０内に収容されるように設置される。これにより、ノズル３１０の外部に気体が急に拡
散されることによって液滴が飛散する問題点を解決することができる。ただし、これは液
滴が飛散する問題点を解決するためのものであって、必ずしもこのような設置方法に制限
されるものではない。
【００９９】
　一方、ノズル３１０は、液体ノズル３１１の長さ方向が後述する基板１３０と垂直にな
るように配置される。
【０１００】
　本実施形態において、ノズル３１０は、インクを微粒子形態で吐出することができるピ
ン形態であるものを用いたが、インクの性質や装置の構成などに応じて、他の形態のもの
を使用することができ、これに制限されるものではない。
【０１０１】
　液滴循環チャンバー３２０は、ノズル３１０から吐出されたインクのうち、微粒子形態
のインクは基板１３０側に噴霧させ、噴霧されなかったインクは、インク供給部１５０に
循環させるためのものである。
【０１０２】
　液滴循環チャンバー３２０には、開口部と第１循環孔が設けられて内部に空き空間が形
成される。液滴循環チャンバー３２０にはノズル３１０が連結される。具体的には、ノズ
ル３１０の一部が液滴循環チャンバー３２０の内部に収容され、吐出部３１１ｂが液滴循
環チャンバー３２０の内部に収容されるように設置される。
【０１０３】
　この際、液滴循環チャンバー３２０は、ノズル３１０の端部が収容されるように設置さ
れることによって、気体ノズル３１２に注入される気体の撹乱によってパターニングが散
る問題点を解決することができる。
【０１０４】
　開口部は、ノズル３１０と基板１３０との間に形成された電界の影響を受けて、粒子サ
イズに応じてインクを噴霧する領域である。本実施形態において、開口部は、微粒子形態
で噴霧されたインクが基板１３０上に垂直に着弾されるように液滴循環チャンバー３２０
の下端部に形成される。この際、液滴循環チャンバー３２０の下端部の開口部を除いた領
域は、噴霧されなかったインクが臨時保存されるように下方から上側に折曲形成される。
ここで、インクが臨時保存される空間に、第１循環孔が形成されてインク供給部１５０に
微粒子形態のインクが循環されることができる。
【０１０５】
　すなわち、本実施形態は、第１実施形態または第２実施形態とは異なり、ノズル３１０
が基板１３０と垂直になるように配置されても下方から上側に折曲形成された液滴循環チ
ャンバー３２０からインク供給部１５０に微粒子形態のインクが循環されることができる
。
【０１０６】
　次に、本発明の第４実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置につ
いて説明する。
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【０１０７】
　図７は、本発明の第４実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置を
示す概略図である。
【０１０８】
　図７を参照してみると、本発明の第４実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパタ
ーニング装置４００は、ノズル３１０と、ノズル３１０の一端に連結される液滴循環チャ
ンバー３２０と、ノズル３１０の長さ方向と垂直に設置される基板４３０と、ノズル３１
０と基板４３０との間に設けられるマスク１４０と、ノズル３１０の他端に連結されるイ
ンク供給部１５０と、液滴循環チャンバー３２０とインク供給部１５０を相互連結する循
環管１６０と、ノズル３１０とマスク１４０に電圧を印加する電圧印加部１７０と、ノズ
ル３１０と液滴循環チャンバー３２０との間に介在する密封部材１８０および基板４３０
に設置される対向電極４９０を含む。
【０１０９】
　ただし、本実施形態におけるノズル３１０と液滴循環チャンバー３２０とマスク１４０
とインク供給部１５０と循環管１６０と電圧印加部１７０と密封部材１８０は、第３実施
形態と同一であるため、詳しい説明は省略する。
【０１１０】
　基板４３０は、第３実施形態とは異なり、電気的に絶縁特性を有する素材で設けられる
。すなわち、フィルム、セラミック、ガラスなどの非導電性素材で設けられる。基板４３
０には、対向電極４９０が設置される。したがって、本実施形態においては、後述するよ
うに電圧印加部１７０は、基板４３０に別途の電圧を印加しない。
【０１１１】
　この際、対向電極４９０は、基板４３０のインクが着弾される面の反対側に設けられる
。対向電極４９０には、電気的絶縁特性を有する基板４３０の代わりに電圧が印加される
。すなわち、本実施形態においては、基板４３０が電気的絶縁特性を有するが、基板４３
０のインクが着弾される面の反対側に設置された対向電極４９０に電圧が印加されること
によって、ノズル３１０との間に電界が形成される。
【０１１２】
　したがって、本実施形態は、第３実施形態とは異なり、非導電性素材で設けられた基板
４３０にも静電気力を用いてインクを着弾させることができる。
【０１１３】
　次に、本発明の第５実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置につ
いて説明する。
【０１１４】
　図８は、本発明の第５実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置を
示す概略図である。
【０１１５】
　図８を参照してみると、本発明の第５実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパタ
ーニング装置５００は、ノズル５１０と、ノズル５１０の一端に連結される液滴循環チャ
ンバー１２０と、ノズル５１０の長さ方向と並んで設置される基板１３０、２３０と、ノ
ズル５１０と基板１３０、２３０との間に設けられるマスク１４０と、ノズル５１０の他
端に連結されるインク供給部１５０と、液滴循環チャンバー１２０とインク供給部１５０
を相互連結する循環管１６０と、ノズル５１０と基板１３０とマスク１４０に電圧を印加
する電圧印加部１７０と、ノズル５１０と液滴循環チャンバー１２０との間に介在する密
封部材１８０および液体ノズル１１１と気体ノズル１１２を収容するケース５９０を含む
。
【０１１６】
　ただし、本実施形態におけるノズル１１０と液滴循環チャンバー１２０とマスク１４０
とインク供給部１５０と循環管１６０と電圧印加部１７０と密封部材１８０は、第１実施
形態と同一であるため、詳しい説明は省略する。
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【０１１７】
　ケース５９０は、液体ノズル１１１と気体ノズル１１２を内部に収容するものである。
【０１１８】
　ケース５９０は、インクと気体との衝突がケース５９０で発生するようにする。すなわ
ち、ケース５９０の外部にインクが吐出される場合、インクはすでに１次的な微粒化が完
了した状態であって、ケース５９０の外部で電界によって２次的な微粒化が発生するとい
う点で、前述したノズル１１０、３１０との差異点がある。
【０１１９】
　この際、ノズル１１０は、気体の撹乱によるパターニングが散る問題点を解決するため
に長さ方向が基板１３０、２３０と並んで配置される。
【０１２０】
　一方、ケース５９０の内部には、気体ノズル１１２から噴射された気体が流動する。ま
た、気体がインクの吐出経路と垂直を形成して衝突するように案内する気体流路５９１が
形成される。また、ケース５９０は、液体が基板１３０、２３０側に向けて噴射されるよ
うにガイド部５９２が形成されることができるが、これに制限されるものではない。
【０１２１】
　一方、本実施形態で基板１３０、２３０は、ノズル１１０から吐出されるインクが着弾
、印刷される部材である。基板１３０、２３０は、第１実施形態と同様に、電気的導電性
を有する素材で設けられて、電圧が印加されることによってノズル１１０との間に電界を
形成する。また、第２実施形態と同様に、電気的絶縁特性を有する素材で設けられて、対
向電極２９０に電圧が印加されることによってノズル１１０との間に電界を形成すること
もできる。
【０１２２】
　したがって、本実施形態は、第１実施形態または第２実施形態とは異なり、インクの吐
出経路上に気体が噴射されるように案内する気体ノズル１１２が設けられ、ケース５９０
の内部でインクと気体が衝突するため、より精巧にターニングを行うことができる。
【０１２３】
　次に、本発明の第６実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置につ
いて説明する。
【０１２４】
　図９は、本発明の第６実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置を
示す概略図である。
【０１２５】
　図９を参照してみると、本発明の第６実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパタ
ーニング装置６００は、ノズル３１０と、ノズル３１０の一端に連結される液滴循環チャ
ンバー３２０と、ノズル３１０の長さ方向と垂直に設置される基板１３０、２３０と、ノ
ズル３１０と基板１３０、２３０との間に設けられるマスク１４０と、ノズル３１０の他
端に連結されるインク供給部１５０と、液滴循環チャンバー３２０とインク供給部１５０
を相互連結する循環管１６０と、ノズル３１０と基板１３０、２３０とマスク１４０に電
圧を印加する電圧印加部１７０と、ノズル３１０と液滴循環チャンバー３２０との間に介
在する密封部材１８０および液体ノズル３１１と気体ノズル３１２を収容するケース６９
０を含む。
【０１２６】
　ケース６９０は、液体ノズル３１１と気体ノズル３１２を内部に収容するものである。
【０１２７】
　ケース６９０は、インクと気体との衝突がケース６９０で発生するようにする。すなわ
ち、ケース６９０の外部にインクが吐出される場合、インクはすでに１次的な微粒化が完
了する点で、前述したノズル１１０、３１０との差異点がある。
【０１２８】
　一方、ケース６９０の内部には、気体ノズル３１２から噴射された気体が流動し、気体
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がインクの吐出経路と垂直を形成して衝突するように案内する気体流路６９１が形成され
る。また、ケース６９０は、液体が基板１３０、２３０側に向けて噴射されるようにガイ
ド部６９２が形成されることができるが、これに制限されるものではない。
【０１２９】
　したがって、本実施形態は、第３実施形態または第４実施形態とは異なり、インクの吐
出経路上に気体が噴射されるように案内する気体ノズル３１２が設けられ、ケース６９０
の内部でインクと気体が衝突するため、より精巧にターニングを行うことができる。
【０１３０】
　次に、本発明の第７実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置につ
いて説明する。
【０１３１】
　図１０および図１１は、本発明の第７実施形態に係る静電気力を用いる噴霧およびパタ
ーニング装置を示す概略図である。
【０１３２】
　図１０または図１１を参照してみると、本発明の第６実施形態に係る静電気力を用いる
噴霧およびパターニング装置６００は、ノズル１１０、３１０と、ノズル１１０、３１０
の一端に連結される液滴循環チャンバー１２０、３２０と、ノズル１１０、３１０と離隔
されて設置される基板１３０、２３０と、ノズル１１０、３１０と基板１３０、２３０と
の間に設けられるマスク１４０と、ノズル１１０、３１０の他端に連結されるインク供給
部１５０と、液滴循環チャンバー１２０、３２０とインク供給部１５０を相互連結する循
環管１６０と、ノズル１１０、３１０と基板１３０、２３０とマスク１４０に電圧を印加
する電圧印加部１７０と、ノズル３１０と液滴循環チャンバー３２０との間に介在する密
封部材１８０および液滴循環チャンバー１２０、３２０とマスク１４０との間に設置され
る電界集束部７９０を含む。
【０１３３】
　ただし、本実施形態におけるノズル１１０、３１０と液滴循環チャンバー１２０、３２
０とマスク１４０とインク供給部１５０と循環管１６０と電圧印加部１７０と密封部材１
８０は、第１実施形態または第３実施形態などと同一であるため、詳しい説明は省略する
。
【０１３４】
　電界集束部７９０は、液滴循環チャンバー１２０、３２０とマスク１４０との間に形成
される電界を集束させるためのものである。電界集束部７９０は、開口部１２１が形成さ
れた液滴循環チャンバー１２０、３２０と貫通孔１４１が形成されたマスク１４０を相互
連結する。すなわち、電界集束部７９０によって、開口部１２１からマスク１４０に至る
まで順次に電界が集束されることができる。ただし、必ず液滴循環チャンバー１２０、３
２０とマスク１４０の両方に連結されるものではなく、どちら１つのみ連結されることも
ある。
【０１３５】
　電界集束部７９０がない場合、液滴循環チャンバー１２０、３２０と基板１３０、２３
０との間に電界が形成される。この際、基板１３０、２３０上に液滴がより精巧に着弾お
よびパターニングされることができるようにマスク１４０を設置する。マスク１４０に電
圧を印加することにより、電界が貫通部１４１に集中することができる。
【０１３６】
　本実施形態においては、電界集束部７９０を設置することにより、開口部１２１から基
板１３０、２３０に至るまで、電界が集中することによって、より精巧な液滴の着弾およ
びパターニングを行うことができる。
【０１３７】
　電界集束部７９０には、電圧が印加される。この際、電界集束部７９０に印加される電
圧は、基板１３０、２３０とマスク１４０に印加される電圧より大きさが大きい。一方、
ノズル１１０、３１０に印加される電圧の大きさより小さい。これにより、インクが開口
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部１２１を介して電界集束部７９０の内部に噴霧されることができ、基板１３０、２３０
の方向に誘導される。一方、第１実施形態で説明したように、電界集束部７９０が設置さ
れた場合には、マスク１４０に電圧が印加されなくても関係ない。したがって、マスク１
４０は、絶縁体で設けられるか、絶縁体でコーティングすることができる。
【０１３８】
　一方、電界集束部７９０は、ノズル１１０、３１０または基板１３０、２３０と一体に
移動することによって、プリンタのようなパターニングを具現することもできる。
【０１３９】
　また、電界集束部７９０と液滴循環チャンバー１２０、３２０との間に密封部材を設け
て、より容易に電界を集束させることができる。
【０１４０】
　すなわち、本実施形態は、電界集束部７９０を介して、より精巧な液滴の着弾およびパ
ターニングを行うことができる。
【０１４１】
　本発明の権利範囲は、前述した実施形態に限定されるものではなく、添付した特許請求
の範囲内で様々な形態の実施形態に具現することができる。特許請求の範囲で請求する本
発明の要旨を逸脱することなく、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する
者であれば誰でも変形可能な多様な範囲まで本発明の請求範囲の記載の範囲内にあるもの
とみなす。
【符号の説明】
【０１４２】
　１００:静電気力を用いる噴霧およびパターニング装置　　
　１１０:ノズル
　１１１:液体ノズル　　　　　　　　　　
　１１２:気体ノズル
　１１１ａ:流入部　　　　　　　　　　　
　１１１ｂ:吐出部
　１２０:液滴循環チャンバー　　
　１３０:基板
　１４０:マスク　　　　　　　　　　　　
　１５０:インク供給部
　１６０:循環管　　　　　　　　　　　　
　１７０:電圧印加部
　１８０:密封部材　　　　　　　　　　　
　２１０:ノズル
　３２０:液滴循環チャンバー
　２３０:基板
　２６０:循環管　　　　　　　　　　　　
　２９０:対向電極
　３１０:ノズル　　　　　　　　　　　　
　３１１:液体ノズル　　
　３１２:気体ノズル　　　　　　　　　　
　５９０:ケーシング　　
　５９１:気体流路　　　　　　　　　　　
　５９２:ガイド部
　６９０:ケーシング　　　　　　　　　　
　６９１:気体流路
　６９２:ガイド部　　　　　　　　　　　
　７９０:電界集束部
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