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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組みたて精度、組み立て容易性に優れ、構成部
材の接着性に優れたインクジェットヘッド及びインクジ
ェットヘッドの製造方法を提供する。
【解決手段】インクの入口１４１と出口１４２とを有す
る圧力室基板１内の圧力室壁から引き出された電極と電
気的に接続するための接続電極１６が形成されていると
共に、該接続電極１６に電圧を印加する配線が形成され
た配線基板３が、圧力室基板１のインクの入口側の端面
に接着剤により接着され、該接着剤が、光硬化性と熱硬
化性を併せ持つ接着剤であることを特徴とするインクジ
ェットヘッド。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
インクの入口と出口とを有する圧力室基板内の圧力室壁から引き出された電極と電気的に
接続するための接続電極が形成されていると共に、該接続電極に電圧を印加する配線が形
成された配線基板が、圧力室基板のインクの入口側の端面に接着剤により接着され、該接
着剤が、光硬化性と熱硬化性を併せ持ち、導電性微粒子を含有する接着剤であることを特
徴とするインクジェットヘッド。
【請求項２】
前記光硬化性と熱硬化性を併せ持つ接着剤が、重合性モノマーとしてエポキシモノマーを
含有し、かつ重合開始剤として光重合開始剤及び熱重合開始剤を含有することを特徴とす
る請求項１に記載のインクジェットヘッド。
【請求項３】
前記配線基板の支持体が、紫外線透過性であることを特徴とする請求項１または２に記載
のインクジェットヘッド。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載のインクジェットヘッドを製造するインクジェットヘ
ッドの製造方法であって、配線基板の圧力室基板と接着する面に接着剤を塗設する工程と
、該圧力室基板の位置を決めて該配線基板に貼合する工程と、該配線基板の接着面とは反
対側の面から光を照射して該接着剤を光硬化する工程と、次いで加熱処理を施して該接着
剤を熱硬化する工程とを経て製造することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法
。
【請求項５】
請求項１～３のいずれか１項に記載のインクジェットヘッドを製造するインクジェットヘ
ッドの製造方法であって、配線基板の圧力室基板と接着する面に接着剤を塗設する工程と
、該圧力室基板の位置を決めて該配線基板に貼合する工程と、該配線基板の接着面の周囲
から光を照射して該接着剤を光硬化する工程と、次いで加熱処理を施して該接着剤を熱硬
化する工程とを経て製造することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット画像記録の用いるインクジェットヘッド及びインクジェット
ヘッドの製造方法に関し、詳しくは、インクジェットヘッドの組み立て段階で、組みたて
精度、組み立て容易性が向上し、構成部材の接着性に優れたインクジェットヘッド及びイ
ンクジェットヘッドの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液体を微小な液滴の状態で吐出可能な液体噴射ヘッドは、例えば、記録紙上にインク滴
を吐出して画像等を記録するインクジェットプリンタに用いられるインクジェットヘッド
等として広く普及してきている。
【０００３】
　このようなインクジェットヘッドは、液体を吐出するための駆動素子として圧電体を用
い、複数のノズルに対応する圧電体を選択的に駆動することにより、各圧電体の動圧に基
づいてノズルから液体を吐出させるようにしており、複数の部材同士を接着剤を用いて接
着することによって形成される。
【０００４】
　また、多数配列されたチャネル内のインクをノズルから吐出するインクジェットヘッド
は、チャネルが形成されたヘッドチップに電極を設け、この電極に配線基板の配線を電気
的に接続することで、駆動回路からの駆動信号を配線基板の配線及び電極を介してチャネ
ルに付与するようになっている。
【０００５】
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　従来、このヘッドチップのような電極部品と配線基板との接続には、ヘッドチップに電
極を形成し、更に配線基板にも配線を形成した上で、両者間に絶縁接着剤を塗布して加圧
接着したり、異方性導電フィルム等を用いて接続したりしていた。このとき、各電極や各
配線は、蒸着やエッチングによりパターニングして形成したり、導電性ペーストを用いて
パターニングした後焼成することで形成する。
【０００６】
　また、電極と配線とを電気的に接続する際は、両者が確実に接触することで導通を確保
する必要がある。しかし、導電性ペーストをパターニング後に焼成して形成した配線は、
焼成後の収縮度合いのばらつきによって配線毎に膜厚が微妙に相違し、これが原因で電極
との間で導通のばらつきが生じるおそれがある。このため、通常、電極部品に形成された
電極と配線基板に形成された配線とを電気的に接続させる場合、配線の表面の一部に予め
バンプを形成しておき、接合時に電極と配線とが確実に接触し得るようにしている。しか
し、電極と配線とはバンプを介した点接触となるため、一定レベル以上の導通の信頼性を
確保するには、両者の接合時の加圧力や接着剤の塗布厚等の細かな調整が必要であった。
【０００７】
　特に、ヘッドチップに形成した電極と配線基板の配線とを電気的に接続させるインクジ
ェットヘッドの製造においては、近年、チャネル数がますます高密度化し、それに伴って
電極及び配線もますます細密化してきている。このため、各電極と各配線との確実な導通
を信頼性高く確保することに細心の注意を払う必要があり、それが製造コストを高騰させ
る要因ともなっていた。
【０００８】
　上記課題に対し、各構成部材を貼合わせる接着剤として熱硬化性接着剤が用いられてい
るが、例えば、熱硬化性接着剤を用いた配線基板と圧力室基板との貼合では、配線基板と
圧力室基板との熱膨張率の違いにより接着剤を加熱硬化する際に接続がずれること、ある
いは加熱の際に接着剤が低粘度になり流路に流れ込む等の問題を抱えている。
【０００９】
　この様な熱硬化性接着剤を用いた際の上記課題を解決するために、光硬化型接着剤を用
いて、加熱すること無しに光で硬化する光硬化性接着剤を用いた貼合方法が知られている
。しかしながら、この光硬化性接着剤を用いた貼合方法では、配線基板を透明にして、基
板側から光照射する方法であるとしても、配線基板上の電極の影になる部分の接着剤は硬
化しないこと、耐溶剤性が充分高いレベルになるまで光照射すると接着力が低下する等の
課題が残されている。
【００１０】
　上記とは異なる課題に対してではあるが、熱硬化性と光硬化性とを備えた接着剤で各構
成部材を接着し、加熱硬化する前に、光照射することにより接着剤の流れ出しを抑え、そ
の後、加熱処理により全体を硬化する方法等が提案されている。
【００１１】
　例えば、記録素子基板と支持部材とを、エポキシ樹脂、エポキシ樹脂と熱反応可能なシ
ランカップリング剤、光カチオン重合開始剤及び熱カチオン重合開始剤から構成される接
着剤により固定したインクジェットヘッドの製造方法が開示されている（特許文献１参照
。）
　しかしながら、これら熱硬化性と光硬化性とを備えた接着剤を用いて、圧力室基板と配
線基板とを接着させる場合、特に電極間のピッチが極めて細かい場合には、光硬化に引き
続く熱硬化による位置ずれにより、断線が起きやすい。またヘッド使用当初は問題ないと
しても、使用時間が長くなるとヘッドチップに形成した電極と配線基板の配線との電気的
な接続が切れてインクが吐出しないチャネルが発生する。
【特許文献１】特開２００７－１５２３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
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　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的は、組みたて精度、組み立て
容易性に優れ、構成部材の接着性に優れたインクジェットヘッド及びインクジェットヘッ
ドの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の上記目的は、以下の構成により達成される。
【００１４】
　１．インクの入口と出口とを有する圧力室基板内の圧力室壁から引き出された電極と電
気的に接続するための接続電極が形成されていると共に、該接続電極に電圧を印加する配
線が形成された配線基板が、圧力室基板のインクの入口側の端面に接着剤により接着され
、該接着剤が、光硬化性と熱硬化性を併せ持ち、導電性微粒子を含有する接着剤であるこ
とを特徴とするインクジェットヘッド。
【００１５】
　２．前記光硬化性と熱硬化性を併せ持つ接着剤が、重合性モノマーとしてエポキシモノ
マーを含有し、かつ重合開始剤として光重合開始剤及び熱重合開始剤を含有することを特
徴とする前記１に記載のインクジェットヘッド。
【００１６】
　３．前記配線基板の支持体が、紫外線透過性であることを特徴とする前記１または２に
記載のインクジェットヘッド。
【００１７】
　４．前記１～３のいずれか１項に記載のインクジェットヘッドを製造するインクジェッ
トヘッドの製造方法であって、配線基板の圧力室基板と接着する面に接着剤を塗設する工
程と、該圧力室基板の位置を決めて該配線基板に貼合する工程と、該配線基板の接着面と
は反対側の面から光を照射して該接着剤を光硬化する工程と、次いで加熱処理を施して該
接着剤を熱硬化する工程とを経て製造することを特徴とするインクジェットヘッドの製造
方法。
【００１８】
　５．前記１～３のいずれか１項に記載のインクジェットヘッドを製造するインクジェッ
トヘッドの製造方法であって、配線基板の圧力室基板と接着する面に接着剤を塗設する工
程と、該圧力室基板の位置を決めて該配線基板に貼合する工程と、該配線基板の接着面の
周囲から光を照射して該接着剤を光硬化する工程と、次いで加熱処理を施して該接着剤を
熱硬化する工程とを経て製造することを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明により、組み立て精度、電気的接続性、組み立て容易性に優れ、構成部材の接着
性に優れたインクジェットヘッド及びインクジェットヘッドの製造方法を提供することが
できた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００２１】
　本発明者は、上記課題に鑑み鋭意検討を行った結果、インクの入口と出口とを有する圧
力室基板内の圧力室壁から引き出された電極と電気的に接続するための接続電極が形成さ
れていると共に、該接続電極に電圧を印加する配線が形成された配線基板が、圧力室基板
のインクの入口側の端面に接着剤により接着され、該接着剤が、光硬化性と熱硬化性を併
せ持つ接着剤であることを特徴とするインクジェットヘッドにより、組み立て精度、組み
立て容易性に優れ、構成部材の接着性に優れたインクジェットヘッドを実現できることを
見出し、本発明に至った次第である。
【００２２】
　以下、本発明のインクジェットヘッドの詳細について説明する。
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【００２３】
　《インクジェットヘッド》
　はじめに、本発明のインクジェットヘッドの基本的構成例について、図を交えて説明す
る。
【００２４】
　図１は、本発明のインクジェットヘッドの一例を示す分解斜視図であり、図２はその断
面図である。図１、２において、Ｈはインクジェットヘッド、１は圧力室基板（ヘッドチ
ップともいう）、２はヘッドチップ１の前面に接合されるノズルプレート、３はヘッドチ
ップ１の後面に接合される配線基板、４は配線基板３に接合されるＦＰＣ、５は配線基板
３の後面に接合されるインクマニホールドである。
【００２５】
　なお、本発明においては、ヘッドチップ１からインクが吐出される側の面を「前面」と
定義し、その反対側の面のインクの入口側を「後面」と定義する。また、ヘッドチップ１
を前面又は後面から見て、並設されるチャネルを挟んで上下に位置する外側面をそれぞれ
「上面」及び「下面」と定義する。
【００２６】
　ヘッドチップ１は、圧電素子からなる駆動壁１３とチャネル１４とが交互に並設されて
いる。チャネル１４の形状は、両側壁が上面及び下面に対してほぼ垂直に立ち上がってお
り、そして互いに平行である。図２に示すように、ヘッドチップ１の前面及び後面にそれ
ぞれ各チャネル１４の出口１４２と入口１４１とが配置されると共に、各チャネル１４は
入口１４１から出口１４２に亘る長さ方向で大きさと形状がほぼ変わらないストレートタ
イプである。
【００２７】
　このヘッドチップ１において、各チャネル１４は図示上下に２列となるチャネル列を有
している。各チャネル列はそれぞれ６個のチャネル１４からなるが、ヘッドチップ１中の
チャネル列を構成するチャネル１４の数は何ら限定されない。
【００２８】
　本発明のインクジェットヘッドは、図２に示すインクジェットヘッドＨの作製過程で、
下記に説明する方法により作製されるヘッドチップ１において、ヘッドチップ１を構成す
るチャネル（圧力室）１４内に設けられた駆動電極１５から引き出され、その駆動電極１
５と電気的に接続するための接続電極１６と、圧力室１４の入口１４１側にある配線基板
３上に設けら、接続電極１６に電圧を印可する配線電極３３とを、本発明に係る光硬化性
と熱硬化性を併せ持つ接着剤（以下、光・熱硬化型接着剤ともいう）で貼り合わせを行う
ことを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明のインクジェットヘッドの作製方法においては、ヘッドチップ１の駆動電
極１５と接合させる配線基板３上に設けた配線電極３３表面に、本発明に係る光・熱硬化
型接着剤を塗設する工程と、ヘッドチップ１の位置を決めて、接着剤を塗設した配線電極
３３を有する配線基板３に貼合する工程と、配線基板３の接着面とは反対側の面であるイ
ンクの入口側１４１から光を照射して、本発明に係る光・熱硬化型接着剤を光硬化する工
程と、次いで加熱処理を施して、光・熱硬化型接着剤を熱硬化する工程とを経て製造する
ことを特徴とする。
【００３０】
　また、他の本発明に係る光・熱硬化型接着剤の硬化方法としては、配線基板３の接着面
の周囲から光を照射して、本発明に係る光・熱硬化型接着剤を光硬化した後、加熱処理を
施して熱硬化する工程とを経て製造することも特徴の一つとする。
【００３１】
　具体的なインクジェットヘッドの作製方法について、更に図３を用いて説明する。
【００３２】
　図３は、インクジェットヘッドの構成の一例を示す分解斜視図である。
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【００３３】
　ヘッドチップ１は、複数の溝を有する圧電体１０１と蓋材１０２を接合して形成される
。圧電体１０１の溝の表面は、図３において斜線で示した駆動電極１５が形成されている
。駆動電極１５は、インクによる腐食を防止する目的で、透明な絶縁層により被覆されて
いることが好ましい。
【００３４】
　ヘッドチップ１の後面には、各圧力室１４の駆動電極１５から引き出された接続電極１
６（電圧印加用電極）が形成されている。接続電極１６の形成は、蒸着又はスパッタリン
グによって行うことができる。
【００３５】
　ノズルプレートは、ヘッドチップ１の各圧力室１４の出口に対応する位置にそれぞれノ
ズル２１が開設されており、接続電極１６が形成されたヘッドチップ１の前面に、例えば
、本発明に係る光・熱硬化型接着剤を用いて接合される。従って、各圧力室１４の入口、
出口及びノズル２１が直線状に配置される。
【００３６】
　配線基板３は、ヘッドチップ１の各駆動電極１５に図示しない駆動回路からの駆動電圧
を印加する配線を接続するための板状の部材である。この配線基板３に用いられる基板に
は、非分極のＰＺＴやＡｌＮ－ＢＮ、ＡｌＮ等のセラミックス材料からなる基板、低熱膨
張のプラスチックやガラスからなる基板、ヘッドチップ１に使用されている圧電体の基板
材料と同一の基板材料を脱分極した基板等を用いることができる。好ましくは、熱膨張率
の差に起因するヘッドチップ１の歪み等の発生を抑えるため、未分極のＰＺＴを基準にし
て±３ｐｐｍ以内の熱膨張係数の差を持つ材料を選定することである。
【００３７】
　さらに光重合開始剤が感じる光を透過する材料が配線基板の接着面とは反対側から光照
射したときに熱硬化前に接着部分の広い領域の硬化が進み、電極接続部分の位置ずれが更
に抑制されることで好ましい。
【００３８】
　配線基板３を構成する基板は１枚板状のものに限らず、薄板状の基板材料を複数枚積層
して所望の厚みとなるように形成してもよい。
【００３９】
　この配線基板３は、ヘッドチップ１の後面よりも大きな面積を有しており、ヘッドチッ
プ１の圧力室１４の並び方向（圧力室列方向）と直交する方向（図中のＢ方向）に延び、
ヘッドチップ１からそれぞれ大きく張り出しており、各張り出し端が図示しないＦＰＣ等
を接続するための配線接続部３３となっている。また、配線基板３は、ヘッドチップ１の
圧力室１４の並び方向（図中のＡ方向）にもそれぞれ大きく張り出している。
【００４０】
　配線基板３のほぼ中央部には開口部３２が貫通形成されている。この開口部３２は、ヘ
ッドチップ１の後面に臨む全圧力室１４の入口側を露呈させることができる程度の大きさ
に形成されている。
【００４１】
　開口部３２の形成方法としては、基板材料に応じて、ダイシングソーで加工する方法、
超音波加工機で加工する方法、焼結前のセラミックスを型成形し、焼成する方法、サンド
ブラストにより形成する方法等が採用できる。
【００４２】
　配線基板３のヘッドチップ１との接合面側となる表面に、ヘッドチップ１の後面に形成
された各接続電極１６と同数及び同ピッチ（Ｗ１＋Ｗ２）で配線電極３３（電圧印加用電
極）が形成され、開口部３２の周縁から各配線接続部３１、３１に延び、配線基板３の外
縁まで至っている。この配線電極３３は、ＦＰＣ等が接合される際、ＦＰＣ等に形成され
ている各配線と電気的に接続し、駆動回路からの駆動電圧を接続電極１４を介して圧力室
１２内の駆動電極１５に印加するための電極として機能する。
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【００４３】
　なお、配線基板３の表面には、配線電極３３の他に、ヘッドチップ１を位置決めするた
めの位置決め用パターン３８が形成されている。この位置決め用パターン３８は、ヘッド
チップ１との接合時にはヘッドチップ１の後面に形成された位置決め用パターン３９と嵌
合し、ヘッドチップ１の位置決めを行う際に使用される。
【００４４】
　本発明において、このようにして形成されたヘッドチップ１と配線基板３の接合方法と
しては、はじめに、配線基板３のヘッドチップ１との接着部分（配線電極３３の一部）に
本発明に係る光・熱硬化型接着剤をディスペンサーで塗布する。次いで、配線基板３の配
線電極３３と、図４に記載のヘッドチップ１の接続電極１６とが電気的に接続すると共に
開口部３２がヘッドチップ１の全チャネルを露呈させるように位置あわせをしながら、ヘ
ッドチップ１と配線基板３を圧着する。
【００４５】
　次いで、配線基板３がガラスのように光透過性の場合は、高圧水銀灯を配線基板３の接
着部の周辺から、例えば、５０００ｍＪ／ｃｍ2照度で照射する。また、配線基板３が光
不透過性の材料から構成されている場合には、ヘッドチップのインク出口側１４２から、
例えば、高圧水銀灯を５０００ｍＪ／ｃｍ2照射条件で照射する。更に、ヘッドチップ１
と配線基板３を接合した周囲に高圧水銀灯を照射する。この様な光照射により、光硬化を
行った後、所定の温度及び時間で加熱処理を行い熱硬化を施す。この工程においては、何
れも構成部材も光硬化により固定されているので、圧着治具をはずしても加熱硬化ができ
る。
【００４６】
　接着剤の光硬化に用いる照射光源としては、特定の波長領域の紫外線を安定した露光エ
ネルギーで発光する紫外線ランプ及び特定の波長の紫外線を透過するフィルターを備えて
構成される光源が好ましい。紫外線ランプとしては、水銀ランプ、メタルハライドランプ
、エキシマーレーザー、紫外線レーザー、冷陰極管、熱陰極管、ブラックライト、ＬＥＤ
（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）等が適用可能であり、特に波長３６５ｎ
ｍの紫外線を発光する高圧水銀ランプが好ましい。
【００４７】
　また、加熱処理方法としては、電気オーブンまたはインクジェット記録ヘッドに圧着し
て加熱することができる加熱具が好ましく、例えば、ホットプレート、リボンヒーター等
が挙げられる。また、加熱処理時に、少なくとも圧電体部を冷却する手段として、アルミ
ニウムブロックに冷水を循環させて冷却させる手段を併用することが好ましい。
【００４８】
　次いで、配線基板３の配線電極３３の形成方法について、更に図を用いて説明する。
【００４９】
　図５は、配線基板３の表面に導電性ペーストを用いて配線電極３３をパターニングした
状態を示す配線基板３の平面図である。このような導電性ペーストを用いた配線電極３３
のパターニングには、細密性とコスト安の両立が図り易い点でスクリーン印刷法が適して
いる。また、その他、ディスペンサーやインクジェットを用いたパターニングを採用する
こともできる。
【００５０】
　本発明において用いられる導電性ペーストは、一般に導電剤としての金属粒子とバイン
ダー樹脂の他、溶剤や増粘剤を含有する。金属粒子としては、特に制限はなく、一般には
Ａｇを用いることができるが、その他、Ａｕ、Ｃｕ、ＡｇＰｔ、ＡｇＰｔＰｄ等を用いる
こともできる。
【００５１】
　本発明において、ヘッドチップ１と配線基板３とは、配線基板３表面にこのようにして
導電性ペーストを用いて配線電極３３をパターニングした後、焼成処理を行った後、図６
に示す様に配線電極３３ａ部分に微量の金属粒子を含む導電性を有する本発明に係る光・
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熱硬化型接着剤を塗設した後、ヘッドチップ１の接続電極１６と各配線電極３３とを位置
合わせした後、そのまま密着させ、その後に光照射処理及び加熱処理により硬化させる。
この硬化処理により、同時にヘッドチップ１と配線基板３とが接着されて接合される。
【００５２】
　なお、配線電極３３を導電性ペーストを用いてパターニングする際、図５に示すように
、配線電極３３におけるヘッドチップ１の各接続電極１６と接合される部位３３ａをその
他の部位３３ｂよりも細く形成することが好ましい。これにより、ヘッドチップ１と配線
基板３とを密着させた際に、接続電極１６と接合される部位３３ａが押し潰されて若干横
に広がっても、隣接する配線３３との電気的短絡を防ぐことができる。
【００５３】
　図７、図８は、上記ヘッドチップ１を作製する方法の一例を示す概略断面図である。
【００５４】
　図７の（ａ）に示す様に、はじめに、１枚のベース基板１１上に、２枚の圧電素子基板
１３ａ、１３ｂをそれぞれエポキシ系接着剤を用いて接合する。各圧電素子基板１３ａ、
１３ｂに用いられる圧電材料としては、電圧を加えることにより変形を生じる公知の圧電
材料を用いることができるが、特に、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）が好ましい。２枚
の圧電素子基板１３ａ、１３ｂは互いに分極方向（矢印で示す）を反対方向に向けて積層
し、基板１１にエポキシ系接着剤接着剤を用いて接着する。
【００５５】
　次いで、図７の（ｂ）に示す様に、その２枚の圧電素子基板１３ａ、１３ｂに亘って、
ダイシングソー等を用いて複数の平行な溝を研削する。これにより、ベース基板１１上に
高さ方向で分極方向が反対となる圧電素子からなる駆動壁１３が並設される。各溝は圧電
素子基板１３ａ、１３ｂの一方の端から他方の端に亘ってほぼ同じ一定の深さで研削する
ことで、長さ方向で大きさと形状がほぼ変わらないストレート状のチャネル１４となる。
【００５６】
　また、図示しないが、ベース基板１１を用いる代わりに圧電素子基板１３ｂを厚手のも
のとし、薄手の圧電素子基板１３ａ側から厚手の圧電素子基板１３ｂの中途部にまで至る
複数の平行な溝を研削することにより、高さ方向で分極方向が反対となる駆動壁１３の形
成と同時にベース基板１１の部分が圧電素子基板１３ｂによって一体に形成されるように
してもよい。
【００５７】
　次いで、このようにして形成した各チャネル１４の内面に駆動電極１５を形成する。駆
動電極１５を形成する金属は、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ａｌ等があり、電気抵抗の面からはＡ
ｌやＣｕを用いることが好ましいが、腐食や強度、コストの面からＮｉが好ましく用いら
れる。また、Ａｌの上に更にＡｕを積層した積層構造としてもよい。
【００５８】
　駆動電極１５の形成は、蒸着法、スパッタリング法、めっき法、ＣＶＤ（化学気相反応
法）等の真空装置を用いた方法等によって金属被膜を形成する方法が挙げられるが、めっ
き法によるものが好ましく、特に無電解めっきにより形成することが好ましい。無電解め
っきによれば、均一且つピンホールフリーの金属被膜を形成することができる。めっき膜
の厚みは０．５～５μｍの範囲が好ましい。
【００５９】
　次いで、図７の（ｃ）に示す様に、駆動電極１５はチャネル１４毎に独立させる必要が
あるため、駆動壁１３の上端面には金属被膜が形成されないようにする。このため、例え
ば各駆動壁１３の上端面に予めドライフィルムを貼着したり、レジストを形成しておき、
金属被膜を形成した後に除去することで、各駆動壁１３の側面及び各チャネル１４の底面
に選択的に駆動電極１５を形成するとよい。
【００６０】
　次いで、図７の（ｄ）に示す様に、このようにして駆動電極１５を形成した後、駆動壁
１３の上端面にカバー基板１２をエポキシ系接着剤を用いて接合し、１列のチャネル列を
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有するヘッド基板１０を作製する。ベース基板１１及びカバー基板１２には、駆動壁１３
を構成する圧電材料と同一の基板材料を脱分極して用いると、基板接着時の加熱や駆動の
熱の影響による、熱膨張係数の差に起因する速度分布や駆動特性のばらつきを少なくする
ことができる。
【００６１】
　また、このようなヘッド基板は、図７の（ｄ）に示すようにして作製されるものに限ら
ず、図８に示すように、ベース基板１１を用いる代わりに圧電素子基板を厚手のものとし
て、平行な溝を研削して駆動壁１３とチャネル１４とを交互に並設し、各チャネル１４の
内面に駆動電極１５を形成したものを２組（上側基板１０ａと下側基板１０ｂ）用意し、
これを駆動壁１３同士が相対するように接着することで、図７の（ｄ）と類似のヘッド基
板１０Ａとすることもできる。この場合、図７の（ａ）のように薄い圧電素子基板１３ａ
を圧電素子基板１３ｂ上に接着する必要がないのでコスト上有利である。但し、以下では
、図７の（ｄ）のヘッド基板１０を用いて作製する場合について説明する。
【００６２】
　図７の（ｄ）に示すようにして作製されたヘッド基板１０を２枚用い、図９に示すよう
に互いのカバー基板１２同士を重ね合わせ、エポキシ系接着剤を用いて接合することで、
上下で２列のチャネル列を有する積層ヘッド基板１００を作製した後、この積層ヘッド基
板１００を、チャネル１４の長さ方向と直交する方向に沿う複数のカットラインＣ１、Ｃ
２・・・に沿って切断することにより、ハーモニカ型の複数のヘッドチップ１、１・・・
を作製する。
【００６３】
　このようにして作製されるヘッドチップ１、１・・・は、各チャネル列において圧電素
子からなる駆動壁１３とチャネル１４とが交互に並設される。チャネル１４の形状は、両
側壁がヘッドチップ１のベース基板１１からほぼ垂直方向に立ち上がっており、そして互
いに平行である。ヘッドチップ１の前面及び後面には、それぞれ各チャネル１４の出口１
４２と入口１４１とが配置される。各チャネル１４は、入口から出口に亘る長さ方向で大
きさと形状がほぼ変わらないストレートタイプとなる。
【００６４】
　このようなハーモニカ型のヘッドチップ１では、各チャネル１４内の駆動電極１５に駆
動回路からの駆動電圧を印加するためのＦＰＣ等の配線を外部から接続できるようにする
ため、各駆動電極１５をヘッドチップ１の外面にまで引き出す必要がある。そこで、次に
、ヘッドチップ１の後面に、駆動電極１５のうちのチャネル１４の底面に形成された部分
（チャネル１４内に臨むベース基板１１の表面）からベース基板１１の後端面にかけて接
続電極１６を引き出し形成する。
【００６５】
　図１０は、ヘッドチップ１の外面に、各駆動電極１５と電気的に接続する接続電極１６
を引き出し形成する方法の一例を説明する説明図である。
【００６６】
　接続電極１６は、図１０の（ａ）に示すように、ヘッドチップ１の後面に、駆動電極１
５のうちのチャネル１４内に臨むベース基板１１表面に形成された部分を少なくとも含み
、ヘッドチップ１の上面側及び下面側にかけて開設された開口部２０１を有する感光性ド
ライフィルム２００を貼着し、Ａｌ等の電極形成用の金属を蒸着して、開口部２０１内に
金属被膜を生成することによって形成することができる。
【００６７】
　チャネル１４内の駆動電極１５と接続電極１６をスムーズに接続するためには、蒸着方
向に対してヘッドチップ１の後面を垂直にするのではなく、所定の角度傾けて蒸着するこ
とが望ましい。具体的には、蒸着方向（金属粒子が飛来する方向）が、図１０の（ａ）の
紙面に垂直ではく、垂直から上側及び下側に３０～６０度程度傾いていることが望ましい
。
【００６８】
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　また、接続電極１６は、Ａｌの金属被膜の上に更にＡｕを蒸着する等の方法によって積
層構造としてもよい。更に、接続電極１６の形成は、蒸着に代えてスパッタリングによっ
て行うようにしてもよい。
【００６９】
　特に、ヘッドチップ１を図８に示すように作製したヘッド基板１０Ａを用いて切断加工
した場合、上側基板１０ａの駆動電極１５と下側基板１０ｂの駆動電極１５は、間に接着
剤が存在するので電気的に接続されていない。このため、感光性ドライフィルム２００の
開口部２０１内に金属被膜を形成する際に、この２つの駆動電極１５、１５が接続される
ようにする必要がある。これは電極形成を蒸着で行う場合は、蒸着方向を所定の方向に複
数回行うか、または蒸着中に基板の方向を変化させることにより実現できる。スパッタリ
ングで電極形成する際は、金属粒子が種々の方向より飛来するので特に基板の向きを変え
なくても２つの駆動電極１５、１５の接続をとることができる。
【００７０】
　なお、開口部２０１は、感光性ドライフィルム２００の現像工程・水洗工程での作業性
を考え、チャネル１４の全面において開口していることが望ましい。全面において開口し
ていることにより、チャネル１４内の現像液、洗浄水の除去が容易となる。
【００７１】
　この後、感光性ドライフィルム２００を除去すると、図１０の（ｂ）に示すように、ヘ
ッドチップ１の後面に、各チャネル１４から駆動電極１５と電気的に接続する接続電極１
６がチャネル１４毎に独立して引き出される。
【００７２】
　ノズルプレート２は、ヘッドチップ１の各チャネル１４に対応する位置にそれぞれノズ
ル２１が開設されており、接続電極１６が形成されたヘッドチップ１の前面に本発明に係
る光・熱硬化性のエポキシ系接着剤を用いて接合することが好ましい。
【００７３】
　配線基板３はヘッドチップ１の駆動電極１５に図示しない駆動回路から駆動電圧を印加
する配線を接続するための板状の部材である。この配線基板３に用いられる材料はＰＺＴ
、ＡｌＮ－ＢＮ、ＡｌＮなどのセラミックス、ガラス、および低熱膨張率のプラスチック
を用いることが出来る。好ましくは光透過性の材料が好ましく、ガラスが更に好ましい。
【００７４】
　この配線基板３は、チャネル１４の並び方向においてヘッドチップ１と同一またはそれ
以上の幅を有すると共に、ヘッドチップ１のチャネル１４の並び方向（チャネル列方向）
と直交する方向（図１、図２における上下方向）に延び、ヘッドチップ１の上面及び下面
からそれぞれ大きく張り出しており、各張り出し端がＦＰＣ４、４を接続するための配線
接続部３３となっている。
【００７５】
　また、配線基板３のほぼ中央部には開口部３２が貫通形成されている。この開口部３２
は、ヘッドチップ１の全チャネル１４の入口１４１側を露呈させることができる程度の大
きさに形成されている。従って、図１１に示すように、ヘッドチップ１の後面に配線基板
３を接合した状態で、この開口部３２を通して、ヘッドチップ１の全駆動壁１３、全チャ
ネル１４及び全駆動電極１５を覗くことができるようになっている。
【００７６】
　開口部３２の形成方法としては、基板材料に応じて、ダイシングソーで加工する方法、
超音波加工機で加工する方法、焼結前のセラミックスを型成形し、焼成する方法、または
サンドブラストにより形成する方法等が採用できる。
【００７７】
　配線基板３のヘッドチップ１との接合面側となる表面に、ヘッドチップ１の後面に形成
された各接続電極１６と同数及び同ピッチで配線電極３３が形成され、各配線接続部３１
、３１まで延びている。この配線電極３３は、ＦＰＣ４が接合される際、ＦＰＣ４に形成
されている各配線４１と電気的に接続し、ＦＰＣ４の配線４１を介して供給される駆動回
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路からの駆動電圧を、接続電極１６を介してチャネル１４内の駆動電極１５に印加するた
めの電極として機能する。
【００７８】
　配線電極３３の形成は、配線基板３の表面にスピンコート法によりポジレジストをコー
ティングし、その後、このポジレジストをストライプ状のマスクを用いて露光し、現像す
ることにより、ストライプ状のポジレジストの間に接続電極１６と同数及び同ピッチで配
線基板３の表面を露呈させ、その表面に、蒸着法やスパッタリング法等によって電極形成
用の金属によって金属被膜を形成することにより行うことができる。電極形成用の金属と
しては、接続電極１６と同一のものを使用することができる。
【００７９】
　《光硬化性と熱硬化性を併せ持つ接着剤》
　本発明に係る光硬化性と熱硬化性を併せ持つ接着剤としては、特に制限はないが、重合
性モノマーとしてエポキシモノマーを含有し、かつ重合開始剤として光重合開始剤及び熱
重合開始剤を含有する接着剤であることが好ましい。
【００８０】
　（重合性モノマー）
　一般に、光・熱重合性モノマーとしては、ラジカル重合型モノマーとカチオン重合型モ
ノマーが挙げられるが、本発明においては、インクに対する耐性が高く、転写性に優れた
カチオン重合型モノマーが好ましい。カチオン重合型モノマーとしては、各種公知のカチ
オン重合性モノマーを挙げることができ、例えば、オキセタン環を有する化合物、エポキ
シ化合物、ビニルエーテル化合物等を挙げることができるが、その中でもエポシキモノマ
ーを用いることが好ましい。
【００８１】
　本発明に係る接着剤に適用可能なエポキシ化合物としては、エポキシ基を有する化合物
のモノマー及びそのオリゴマーのいずれも使用できる。具体的には、従来公知の芳香族エ
ポキシ化合物、脂環式エポキシ化合物及び脂肪族エポキシ化合物が挙げられる。なお、以
下エポキシ化合物とは、モノマーまたはそのオリゴマーを意味する。
【００８２】
　芳香族エポキシ化合物として好ましいものは、少なくとも１個の芳香族核を有する多価
フェノールあるいはそのアルキレンオキサイド付加体とエピクロルヒドリンとの反応によ
って製造されるジまたはポリグリシジルエーテルであり、例えば、ビスフェノールＡある
いはそのアルキレンオキサイド付加体のジまたはポリグリシジルエーテル、水素添加ビス
フェノールＡあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジまたはポリグリシジルエーテ
ル、ならびにノボラック型エポキシ樹脂等が挙げられる。ここでアルキレンオキサイドと
しては、エチレンオキサイド及びプロピレンオキサイド等が挙げられる。
【００８３】
　脂環式エポキシ化合物としては、少なくとも１個のシクロヘキセンまたはシクロペンテ
ン環等のシクロアルカン環を有する化合物を、過酸化水素、過酸等の適当な酸化剤でエポ
キシ化することによって得られるシクロヘキセンオキサイドまたはシクロペンテンオキサ
イド含有化合物が好ましく、具体例としては、以下に示す化合物等が挙げられる。
【００８４】
　脂肪族エポキシ化合物の好ましいものとしては、脂肪族多価アルコールあるいはそのア
ルキレンオキサイド付加体のジまたはポリグリシジルエーテル等があり、その代表例とし
ては、エチレングリコールのジグリシジルエーテル、プロピレングリコールのジグリシジ
ルエーテルまたは１，６－ヘキサンジオールのジグリシジルエーテル等のアルキレングリ
コールのジグリシジルエーテル、グリセリンあるいはそのアルキレンオキサイド付加体の
ジまたはトリグリシジルエーテル等の多価アルコールのポリグリシジルエーテル、ポリエ
チレングリコールあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジルエーテル、ポ
リプロピレングリコールあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジルエーテ
ル等のポリアルキレングリコールのジグリシジルエーテル等が挙げられる。ここでアルキ
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レンオキサイドとしては、エチレンオキサイド及びプロピレンオキサイド等が挙げられる
。
【００８５】
　更に、これらの化合物の他に、分子内に１個のオキシラン環を有するモノマーである脂
肪族高級アルコールのモノグリシジルエーテル及びフェノール、クレゾールのモノグリシ
ジルエーテル等も用いることができる。
【００８６】
　本発明においては、エポキシモノマーとしては、脂環式エポキシ化合物、ビスフェノー
ルＡ型エポキシ化合物、ビスフェノールＦ型エポキシ化合物等が好ましく、その中でも、
特に脂環式エポキシ化合物が好ましく、中でも、３，４－エポキシシクロヘキシルカルボ
ン酸－３′，４′－エポキシシクロヘキシルメチルが低温環境下の硬化が速く好ましい。
特に、圧電体を使用するヘッドでは脱分極を生じさせないために硬化温度は１００℃以下
が好ましいので、硬化速度の速い脂環式エポキシモノマーが好ましい。
【００８７】
　これらの脂環式エポキシ化合物は、その製法は問わないが、例えば、丸善ＫＫ出版、第
四版実験化学講座２０有機合成II、２１３～、平成４年、Ｅｄ．ｂｙ　Ａｌｆｒｅｄ　Ｈ
ａｓｆｎｅｒ，Ｔｈｅ　ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　ｃｏｍ
ｐｏｕｎｄｓ－Ｓｍａｌｌ　Ｒｉｎｇ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｅｓ　ｐａｒｔ３　Ｏｘｉ
ｒａｎｅｓ，Ｊｏｈｎ＆Ｗｉｌｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ，Ａｎ　Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃ
ｅ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ，Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９８５、吉村、接着、２９巻１２号
、３２、１９８５、吉村、接着、３０巻５号、４２、１９８６、吉村、接着、３０巻７号
、４２、１９８６、特開平１１－１００３７８号、特許２９０６２４５号、特許２９２６
２６２号の各公報等の文献を参考にして合成できる。
【００８８】
　（光重合開始剤）
　本発明において、カチオン重合性モノマーを光重合させるためのカチオン性光重合開始
剤（光重合開始剤）としては、公知のあらゆる光酸発生剤を用いることができる。光酸発
生剤としては、例えば、化学増幅型フォトレジストや光カチオン重合に利用される化合物
が用いられる（有機エレクトロニクス材料研究会編、「イメージング用有機材料」、ぶん
しん出版（１９９３年）、１８７～１９２ページ参照）。
【００８９】
　第１に、ジアゾニウム、アンモニウム、ヨードニウム、スルホニウム、ホスホニウムな
どの芳香族オニウム化合物のＢ（Ｃ6Ｆ5）4

-、ＰＦ6
-、ＡｓＦ6

-、ＳｂＦ6
-、ＣＦ3ＳＯ3

-塩を挙げることができ、第２にスルホン酸を発生するスルホン化物を挙げることができ
、第３にハロゲン化水素を光発生するハロゲン化物も用いることができ、第４に鉄アレン
錯体を挙げることができる。例えば、ジアリルヨードニウムやトリアリルスルホニウムの
ヘキサフルオロホスフェート、ヘキサフルオロアンチモネートまたはペンタフルオロフェ
ニルボレート塩などが挙げられ、イルガキュア－２６１（チバガイギー社製）、ＳＰ－１
５０、ＳＰ－１７０（以上、旭電化社製）、ＰＩ２０７４やＵＶＩ－６９９２（ダウケミ
カル製）などの商品名で市販されている。
【００９０】
　（熱重合開始剤）
　本発明において、カチオン重合性モノマーを熱重合させるためのカチオン性熱重合開始
剤（光重合開始剤）としては、好ましく、特に１０～１５０℃の温度でカチオンを発生す
る化合物が好ましい。具体的には、オニウム塩を挙げることができる。このオニウム塩と
して、周期表第Ｖａ族元素の塩、例えば、ホスホニウム塩（例えば、ヘキサフルオロリン
酸トリフェニルフェナシルホスホニウムなど）、第VIａ族元素の塩、例えば、スルホニウ
ム塩（例えば、テトラフルオロホウ酸トリフェニルスルホニウム、ヘキサフルオロリン酸
トリフェニルスルホニウム、ヘキサフルオロリン酸トリス（４－チオメトキシフェニル）
スルホニウム、およびヘキシサフルオロアンチモン酸トリフェニルスルホニウムなど）、
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第VIIａ族元素の塩、例えば、ヨードニウム塩（例えば、塩化ジフェニルヨードニウムな
ど）、及びフッ化ホウ素アニリン錯体、三フッ化ホウ素モノエチルアミン錯体、トリアル
キルスルホニウムアンチモンネートなどが挙げられる。中でも、脂肪族炭化水素を置換基
とするオニウム塩が好ましい。
【００９１】
　このような芳香族オニウム塩をエポキシ化合物の重合におけるカチオン熱重合開始剤と
して使用することは、米国特許第４，０５８，４０１号、同第４，０６９，０５５号、同
第４，１０１，５１３号および同第４，１６１，４７８号公報に詳述されている。又特開
２０００－１０２７１号、機能材料（１９９５年５月号Ｖｏｌ．１３，Ｎｏ．５　Ｐ．５
～１１）記載等の熱酸発生剤を用いることもできる。
【００９２】
　具体的には、三新化学工業株式会社製サンエイドＳＩシリーズのサンエイドＳＩ－６０
Ｌ（熱カチオン発生温度９０℃）、ＳＩ－８０Ｌ（熱カチオン発生温度１１０℃）、ＳＩ
－１００Ｌ（熱カチオン発生温度１２０℃）、みどり化学株式会社製、ＮＤＩ１０５（熱
カチオン発生温度１００℃）、ＮＢ－１０１（熱カチオン発生温度１１０℃）等を使用で
きる。
【００９３】
　これら各重合開始剤の添加量としては、接着剤の固形分中に０．１～３０質量％添加す
ることが好ましく、より好ましくは０．２～１０質量％である。
【００９４】
　接着剤に含有される導電性微粒子は、金属微粒子や金属により被覆された非金属微粒子
が挙げられる。中でも断線が生じにくい点でニッケル微粒子が好ましい。
【実施例】
【００９５】
　以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。なお、実施例において「部」あるいは「％」の表示を用いるが、特に断りがな
い限り「質量部」あるいは「質量％」を表す。
【００９６】
　実施例１
　図１、図２、図３の構成からなるインクジェットヘッドを作製した。
【００９７】
　透明なガラス支持体からなる配線基板３のヘッドチップ１との接着部分に、図５、図６
に記載の構成となる様に導電性ペーストをスクリーン印刷により形成及び焼結処理を行っ
て、配線電極３３を形成した。配線基板の熱膨張率とヘッドチップの熱膨張率の差は２％
であった。次いで、形成した配線基板３のヘッドチップとの接合部分を被覆する様に、下
記接着剤１をディスペンサーを用いて、厚さ５μｍとなる条件で付与した。
【００９８】
　次いで、接着剤１を付与した配線基板３の配線電極３３と、図４に記載のヘッドチップ
１の接続電極１６とが電気的に接続すると共に開口部３２がヘッドチップ１の全チャネル
を露呈させるように位置あわせをしながら、ヘッドチップ１と配線基板３を圧着した。
【００９９】
　次いで、配線基板３から、インク入口側１４１にむけて、高圧水銀灯を用いて、２００
０ｍＷ／ｃｍ2の照度で１０秒間照射した後、１００℃で１時間の加熱処理を行って、ヘ
ッドチップ１と配線基板３とを接合して、インクジェットヘッド１を作製した。
【０１００】
　（接着剤１の組成）
　セロキサイド２０２１（脂環式エポキシ樹脂；ダイセルＵＣＢ社製）　　　　５０部
　エピコート８０７（ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂；ジャパンエポキシレジン製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０部
　アデカオプトマーＳＰ－１７０（光カチオン重合開始剤；アデカ製）　　　　　２部
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　アデカオプトロンＣＰ－７７（熱カチオン重合開始剤；アデカ製）　　　　０．４部
　Ａ－１８７（シランカップリング剤；日本ユニカー社製）　　　　　　　　　　３部
　ニッケル粒子（平均粒子径：３μｍ）　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部
　上記作製したインクジェットヘッドは、チャネルへの接着剤の流れ込みは無かった。ま
た、電極の断線やショートもなかった。
【０１０１】
　上記作製したインクジェットヘッド１を用いて、溶剤顔料インクを用いて、１ヶ月間の
連続出射を行った結果、ノズル欠の発生がなく、またヘッドチップ１と配線基板３の接着
部を目視観察した結果、接着部の剥がれは、まったく認められなかった。
【０１０２】
　実施例２
　実施例１に記載のインクジェットヘッド１の作製において、２０００ｍＷ／ｃｍ2の照
度で１０秒間の光照射を、インク入口側１４１を含めたヘッドチップ１と配線基板３の接
合部周辺に行った以外は同様にして、インクジェットヘッド２を作製し、溶剤顔料インク
を用いて、１ヶ月間の連続出射を行った結果、ノズル欠の発生がなく、またヘッドチップ
１と配線基板３の接着部を目視観察した結果、接着部の剥がれは、まったく認められなか
った。
【０１０３】
　比較例１
　実施例１に記載の接着剤１の調製において、アデカオプトマーＳＰ－１７０（光カチオ
ン重合開始剤；アデカ製）を除き、アデカオプトロンＣＰ－７７（熱カチオン重合開始剤
；アデカ製）の添加量を２．４部に変更した以外は同様にして接着剤２を調製した。
【０１０４】
　実施例１に記載のインクジェットヘッド１の作製において、接着剤１に代えて接着剤２
を用いた以外は同様にして、インクジェットヘッド３を作製したが、接着剤によるチャネ
ル詰まりが観察された。溶剤顔料インクを用いて、１ヶ月間の連続出射を行った結果、他
のチャネルでもノズル欠の発生が認められ、またヘッドチップ１と配線基板３の接着部を
目視観察した結果、接続電極１６と配線基板の配線接続部３３の間にズレが認められた。
【０１０５】
　比較例２
　実施例１に記載の接着剤１の調製において、アデカオプトロンＣＰ－７７（熱カチオン
重合開始剤；アデカ製）を除き、アデカオプトマーＳＰ－１７０（光カチオン重合開始剤
；アデカ製）の添加量を２．４部に変更した以外は同様にして接着剤３を調製した。
【０１０６】
　実施例１に記載のインクジェットヘッド１の作製において、接着剤１に代えて接着剤３
を用いた以外は同様にして、インクジェットヘッド４を作製し、溶剤顔料インクを用いて
、１ヶ月間の連続出射を行った結果、ノズル欠の発生が認められ、またヘッドチップ１と
配線基板３の接着部を目視観察した結果、接着部に剥がれが認められた。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明のインクジェットヘッドの一例を示す分解斜視図である。
【図２】本発明のインクジェットヘッドの一例を示す断面図である。
【図３】インクジェットヘッドの構成の一例を示す分解斜視図である。
【図４】本発明のインクジェットヘッドのヘッドチップの後面の一例を示す背面図である
。
【図５】配線基板表面に導電性ペーストを用いて配線電極をパターニングした状態を示す
配線基板の平面図である。
【図６】配線基板に接着剤を配する様子の一例を示す平面図である。
【図７】ヘッドチップを作製する方法の一例を示す概略断面図である。
【図８】ヘッドチップを作製する方法の他の一例を示す概略断面図である。



(15) JP 2009-166309 A 2009.7.30

10

20

【図９】１枚のヘッド基板からヘッドチップを作製する方法の一例を示す図である。
【図１０】接続電極の形成方法の一例を示す概略断面図である。
【図１１】ヘッドチップに配線基板を接合した状態の一例を示す背面図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１　ヘッドチップ
　１０、１０Ａ　ヘッド基板
　１１　ベース基板
　１２　カバー基板
　１３　駆動壁
　１３ａ、１３ｂ　圧電素子基板
　１４　チャネル
　１４１　チャネルの入口
　１４２　チャネルの出口
　１５　駆動電極
　１６　接続電極
　２　ノズルプレート
　２１　ノズル
　３　配線基板
　３１　配線接続部
　３２　開口部
　３３　配線電極
　４　ＦＰＣ
　４１　配線
　５　インクマニホールド
　Ｈ　インクジェットヘッド
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