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(57)【要約】
【課題】スジムラを目立たなくして画質の低下を抑制す
ることが可能な、さらに生産効率に優れる液滴吐出装置
、液滴吐出方法、及びカラーフィルターの製造方法を提
供する。
【解決手段】機能液を吐出させる複数のノズルと、複数
のノズルに対応して設けられた複数の駆動素子と、を有
する液滴吐出ヘッド５と、複数のノズルから吐出された
機能液を着弾させるシート部材１５を供給する供給リー
ル１２と、供給リール１２から供給されたシート部材１
５を巻き取る巻取リール１３と、供給リール１２と巻取
リール１３との間のシート部材１５に対して複数のノズ
ルから吐出された機能液の画像を撮影する撮像装置１４
と、補正データに基づいて複数のノズルにおける吐出重
量の分布を求める解析手段３２と、分布から複数のノズ
ルにおける吐出重量が所定の適正重量に近づくように複
数の駆動素子に印加する電圧を調整する制御手段３１と
、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機能液を吐出させる複数のノズルと、前記複数のノズルに対応して設けられた複数の駆
動素子と、を有する液滴吐出ヘッドと、
　前記複数のノズルから吐出された前記機能液を着弾させるシート部材を供給する供給リ
ールと、
　前記供給リールから供給された前記シート部材を巻き取る巻取リールと、
　前記供給リールと前記巻取リールとの間の前記シート部材に対して前記複数のノズルか
ら吐出された前記機能液の画像を撮影する撮像装置と、
　前記撮像装置によって撮影された前記画像を画像処理して前記機能液の前記シート部材
上の着弾面積を検出し、前記着弾面積と前記複数のノズルから吐出された前記機能液の吐
出重量との関係を規定した補正データに基づいて前記複数のノズルにおける前記吐出重量
の分布を求める解析手段と、
　前記分布から前記複数のノズルにおける前記吐出重量が所定の適正重量に近づくように
前記複数の駆動素子に印加する電圧を調整する制御手段と、を有することを特徴とする液
滴吐出装置。
【請求項２】
　機能液を吐出させる複数のノズルと、前記複数のノズルに対応して設けられた複数の駆
動素子と、を有する液滴吐出ヘッドを用いた液滴吐出方法であって、
　前記複数の駆動素子に印加する電圧を一定にして前記機能液をシート部材に着弾する第
１着弾工程と、
　前記第１着弾工程の後に、前記シート部材に着弾された前記機能液の第１着弾面積を検
出し、前記第１着弾面積と前記複数のノズルから吐出された前記機能液の吐出重量との関
係を規定した補正データに基づいて前記複数のノズルにおける前記吐出重量の分布を求め
る第１解析工程と、
　前記分布から前記複数のノズルにおける前記吐出重量が所定の適正重量に近づくように
前記複数の駆動素子に印加する電圧を調整して前記機能液を前記シート部材に着弾する第
２着弾工程と、を有することを特徴とする液滴吐出方法。
【請求項３】
　前記第２着弾工程の後に、前記シート部材に着弾された前記機能液の第２着弾面積を検
出し、前記第２着弾面積と前記複数のノズルから吐出された前記機能液の吐出重量との関
係を規定した補正データに基づいて前記複数のノズルにおける前記吐出重量の分布を求め
る第２解析工程と、
　前記分布から前記複数のノズルにおける前記吐出重量が所定の適正重量に近づくように
前記複数の駆動素子に印加する電圧を調整して前記機能液を前記シート部材に着弾する第
３着弾工程と、を少なくとも１回有することを特徴とする請求項２に記載の液滴吐出方法
。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の液滴吐出方法を用いて、基材上に設けられた所定領域に前記
機能液を配置してカラーフィルターを形成することを特徴とするカラーフィルターの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液滴吐出装置、液滴吐出方法、及びカラーフィルターの製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機、携帯型コンピューターなどの電子機器の表示部に液晶装置、有機Ｅ
Ｌ（Ｅｌｅｃｔｒｏ-Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ）装置等の電気光学装置が用いられている
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。これらの電気光学装置は、一般にフルカラー表示が行われる。例えば、液晶装置による
フルカラー表示は、液晶層によって変調される光をカラーフィルターに通すことによって
表示される。このようなカラーフィルターは、液滴吐出法を用いた成膜技術によって、基
板表面にインクをドット状に吐出することで形成される。
【０００３】
　ところで、液滴吐出法を用いた成膜技術においては、複数のノズルのインク吐出量に僅
かながらばらつきが生じる。そして、インク吐出量にばらつきを有した状態で描画した場
合には、カラーフィルターに筋状の濃淡ムラ（スジムラ）が発生する場合がある。このよ
うなスジムラは視認されやすく、カラーフィルターを介して表示される画像の画質が低下
してしまう惧れがある。
【０００４】
　このような問題点を解決するための技術が検討されており、例えば特許文献1では、複
数の異なるインク吐出密度で被着色媒体を着色し、この着色部分の色濃度を測定して、複
数の異なるインク吐出密度で着色された着色部分の各々の色濃度と、それに対応するイン
ク吐出密度と、の関係を算出している。この関係に基づいて、所望の色濃度が得られるイ
ンク吐出密度になるように補正することにより、表示画像の画質の低下を抑えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２６０３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、複数の異なるインク吐出密度で着色された着色部分の各々の色濃度を
、被着色媒体の着色部の吸光度により表している。この吸光度の測定の際に誤差が生じる
と、精度の高い補正ができず、画質の低下を抑制することが困難な場合がある。
【０００７】
　一方、複数のノズルから吐出されたインクの重量を測定する方法が、従来用いられてい
る。しかしながら、インクの重量を測定することは、測定が容易ではなく膨大な工数を要
するので、生産効率に劣るため量産面で好ましくない。
【０００８】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、スジムラを目立たなくして画
質の低下を抑制することが可能であり、さらに生産効率に優れる液滴吐出装置、液滴吐出
方法、及びカラーフィルターの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明の液滴吐出装置は、機能液を吐出させる複数のノズ
ルと、前記複数のノズルに対応して設けられた複数の駆動素子と、を有する液滴吐出ヘッ
ドと、前記複数のノズルから吐出された前記機能液を着弾させるシート部材を供給する供
給リールと、前記供給リールから供給された前記シート部材を巻き取る巻取リールと、前
記供給リールと前記巻取リールとの間の前記シート部材に対して前記複数のノズルから吐
出された前記機能液の画像を撮影する撮像装置と、前記撮像装置によって撮影された前記
画像を画像処理して前記機能液の前記シート部材上の着弾面積を検出し、前記着弾面積と
前記複数のノズルから吐出された前記機能液の吐出重量との関係を規定した補正データに
基づいて前記複数のノズルにおける前記吐出重量の分布を求める解析手段と、前記分布か
ら前記複数のノズルにおける前記吐出重量が所定の適正重量に近づくように前記複数の駆
動素子に印加する電圧を調整する制御手段と、を有することを特徴とする。
　この構成によれば、撮像装置により複数のノズルから吐出されるインク（機能液）の着
弾した画像が撮影される。そして、解析手段により複数のノズルから吐出されるインクの
吐出重量（インク重量）の分布が求められる。すると、制御手段により駆動素子への印加
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電圧は、複数のノズルにおけるインク重量が所定の適性重量に近づくように調整される。
これにより、複数のノズルにおけるインク吐出量のばらつきが調整される。つまり、制御
手段により複数のノズルにおけるインク吐出量のばらつきが補正されることになる。これ
は、本願発明者が、複数のノズルにおけるインクの着弾面積とインク重量との間に一定の
関係を見出したことによる。このため、液滴吐出ヘッドの全ノズルから均一な量のインク
を吐出することが可能となる。したがって、スジムラを目立たなくして画質の低下を抑制
することができる。また、複数のノズルから吐出されたインクの着弾面積とインク重量と
の関係を規定した補正データに基づいて吐出量を測定する方法は、従来の吐出されたイン
クの重量を測定する方法に比べて、膨大な工数がかからないので生産効率に優れる。また
、複数のノズルから吐出されたインクが着弾したシート部材が適宜搬送されるので、着弾
面積の測定が効率よく行われる。
【００１０】
　本発明の液滴吐出方法は、機能液を吐出させる複数のノズルと、前記複数のノズルに対
応して設けられた複数の駆動素子と、を有する液滴吐出ヘッドを用いた液滴吐出方法であ
って、前記複数の駆動素子に印加する電圧を一定にして前記機能液をシート部材に着弾す
る第１着弾工程と、前記第１着弾工程の後に、前記シート部材に着弾された前記機能液の
第１着弾面積を検出し、前記第１着弾面積と前記複数のノズルから吐出された前記機能液
の吐出重量との関係を規定した補正データに基づいて前記複数のノズルにおける前記吐出
重量の分布を求める第１解析工程と、前記分布から前記複数のノズルにおける前記吐出重
量が所定の適正重量に近づくように前記複数の駆動素子に印加する電圧を調整して前記機
能液を前記シート部材に着弾する第２着弾工程と、を有することを特徴とする。
　この製造方法によれば、第１着弾工程の後の第１解析工程により複数のノズルにおける
インク重量の分布が求められる。そして、第２着弾工程により複数のノズルにおけるイン
ク重量が所定の適性重量に近づくように調整される。これにより、複数のノズルにおける
インク吐出量のばらつきが補正される。このため、液滴吐出ヘッドの全ノズルから均一な
量のインクを吐出することが可能となる。したがって、スジムラを目立たなくして画質の
低下を抑制することができる。
【００１１】
　また、上記液滴吐出方法においては、前記シート部材に着弾された前記機能液の第２着
弾面積を検出し、前記第２着弾面積と前記複数のノズルから吐出された前記機能液の吐出
重量との関係を規定した補正データに基づいて前記複数のノズルにおける前記吐出重量の
分布を求める第２解析工程と、前記分布から前記複数のノズルにおける前記吐出重量が所
定の適正重量に近づくように前記複数の駆動素子に印加する電圧を調整して前記機能液を
前記シート部材に着弾する第３着弾工程と、を少なくとも１回有することが望ましい。
　この製造方法によれば、第２着弾工程の後に、解析工程と着弾工程と、を複数回繰り返
して行うことにより、複数のノズルにおけるインク吐出量のばらつきが確実に調整される
。このため、液滴吐出ヘッドの全ノズルから格段に均一な量のインクを吐出することが可
能となる。したがって、スジムラをより目立たなくして画質の低下を格段に抑制すること
ができる。
【００１２】
　本発明のカラーフィルターの製造方法は、上記の液滴吐出方法を用いて、基材上に設け
られた所定領域に前記機能液を配置してカラーフィルターを形成することを特徴とする。
　この製造方法によれば、上述したように液滴吐出ヘッドの全ノズルから均一な量のイン
クが吐出されるので、スジムラの無い高品質なカラーフィルターを製造することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の液滴吐出装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】液滴吐出ヘッドの概略構成を示す模式図である。
【図３】カラーフィルター基板上にカラーフィルターを形成する方法の説明図である。
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【図４】インク吐出量のばらつきの補正前の液滴吐出ヘッドの吐出特性を示す図である。
【図５】液滴吐出方法の工程を示すフローチャートである。
【図６】重量の異なる２種類のインクをシート部材に配置した状態を示す図である。
【図７】インク重量に対する着弾面積の変化量と着弾体積の変化量との関係図である。
【図８】インク吐出量のばらつき補正前後の液滴吐出ヘッドの吐出特性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。かかる実施の形態は、
本発明の一態様を示すものであり、この発明を限定するものではなく、本発明の技術的思
想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやす
くするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等が異なっている。
【００１５】
　以下の説明においては、図１中に示されたＸＹＺ直交座標系を設定し、このＸＹＺ直交
座標系を参照しつつ各部材について説明する。ＸＹＺ直交座標系は、Ｘ軸及びＹ軸がワー
クステージ１６に対して平行な方向に設定され、Ｚ軸がワークステージ１６に対して直交
する方向に設定されている。図１中のＸＹＺ座標系は、実際にはＸＹ平面が水平面に平行
な面に設定され、Ｚ軸が鉛直上方向に設定される。
【００１６】
（液滴吐出装置）
　図１は本発明に係る液滴吐出装置１の概略構成を示す模式図である。液滴吐出装置１は
、例えばインクジェット方式によりカラーフィルター基板（基材）Ｐの所定領域にカラー
フィルター材料（機能液）の液滴を吐出してカラーフィルター層を形成する装置である。
また、液滴吐出装置１は、本発明の液滴吐出方法を行うものでもある。
【００１７】
　液滴吐出装置１は、ワークステージ１６、液滴吐出ヘッド５、チューブ４４、タンク３
３、シート部材搬送台１１、供給リール１２、巻取リール１３、面積計測用カメラ（撮像
装置）１４、制御ユニット（制御手段）３１、解析ユニット（解析手段）３２、第１配線
４１、第２配線４２、第３配線４３を備えている。
【００１８】
　ワークステージ１６は、ステージ移動装置（図示略）によってＸ軸方向に移動可能に設
置されている。また、ワークステージ１６は、搬送装置（図示略）から搬送されるカラー
フィルター基板Ｐを、真空吸着機構（図示略）によりＸＹ平面上に保持する。
【００１９】
　液滴吐出ヘッド５は、第１配線４１を介して制御ユニット３１に電気的に接続されてい
る。液滴吐出ヘッド５は、複数のノズルＮ（図２参照）を有し、制御ユニット３１から入
力される描画データや駆動制御信号に基づいて、カラーフィルター材料の液滴を吐出する
。また、液滴吐出ヘッド５は、カラーフィルター材料のＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）に
対応して設けられている。また、液滴吐出ヘッド５は、チューブ４４を介してタンク３３
と連結されている。
【００２０】
　液滴吐出ヘッド５は、Ｙ軸方向及びＺ軸方向に対してポールネジまたはリニアガイド等
の軸受け機構（図示略）を備えている。そして、液滴吐出ヘッド５は、制御ユニット３１
から入力されるＹ座標及びＺ座標を示す位置制御信号に基づいて、Ｙ軸方向及びＺ軸方向
に移動可能になっている。
【００２１】
　チューブ４４は、タンク３３と液滴吐出ヘッド５とを連結するカラーフィルター材料の
供給用チューブである。タンク３３は、Ｒ（赤）用のカラーフィルター材料、Ｇ（緑）用
のカラーフィルター材料、Ｂ（青）用のカラーフィルター材料、の３色のカラーフィルタ
ー材料を貯蔵している。タンク３３は、３色のカラーフィルター材料を貯蔵するとともに
、チューブ４４を介して３色に対応する液滴吐出ヘッド５にカラーフィルター材料を供給
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する。
【００２２】
　シート部材搬送台１１は、搬送台移動装置（図示略）によってＸ軸方向に移動可能にな
っている。シート部材搬送台１１は、供給リール１２から供給される帯状のシート部材１
５を搬送するシート部材１５の搬送台である。供給リール１２から供給されたシート部材
１５は、巻取リール１３によって巻き取られる。
【００２３】
　シート部材１５は、液滴吐出ヘッド５の複数のノズルＮから吐出されたインク（機能液
）のドット状の着弾面積が記録可能な記録媒体である。このシート部材１５としては、例
えばロール紙等の記録紙を用いることができる。なお、シート部材１５としては、ロール
紙に代えて例えばガラス基板等の撥水性を有する基板を用いることもできる。
【００２４】
　また、シート部材１５は、生産前、つまりカラーフィルター基板Ｐ上への描画前に、液
滴吐出ヘッド５の複数のノズルＮの吐出状態（ノズル抜け、曲がり）を確認するために用
いられるものでもある。
【００２５】
　面積計測用カメラ１４は、シート部材搬送台１１上のシート部材１５の記録面（上面）
に対向する位置に配置されている。面積計測用カメラ１４は、複数のノズルＮからシート
部材１５に吐出されたインクの着弾面積を撮影するカメラである。面積計測用カメラ１４
は、第２配線４２を介して解析ユニット３２に電気的に接続されている。面積計測用カメ
ラ１４は、撮影したインクの着弾面積の画像データを解析ユニット３２に出力する。
【００２６】
　解析ユニット３２は、面積計測用カメラ１４によって撮影されたインクの着弾面積の画
像データを画像処置して着弾面積を検出し、後述する着弾面積とインク重量との関係を規
定した補正データに基づいて複数のノズルＮにおけるインク重量の分布を求める機能を有
するものである。解析ユニット３２は、第３配線４３を介して制御ユニット３１に電気的
に接続されている。解析ユニット３２は、複数のノズルＮにおけるインク重量の分布の測
定データを制御ユニット３１に出力する。
【００２７】
　制御ユニット３１は、解析ユニット３２から入力される複数のノズルＮにおけるインク
重量の分布の測定データに基づいて、駆動素子ＰＺ（図２参照）に印加する電圧を調整す
る。具体的には、制御ユニット３１は、複数のノズルＮにおけるインク重量が所定の適正
重量に近づくように、駆動素子ＰＺに印加する電圧を調整する。そして、駆動素子ＰＺに
より複数のノズルＮにおけるインク吐出量のばらつきが調整される。つまり、複数のノズ
ルＮにおけるインク吐出量のばらつきが補正される。駆動素子ＰＺによりインク吐出量の
ばらつきが補正された後、液滴吐出ヘッド５の複数のノズルＮからカラーフィルター基板
Ｐ上の所定の位置にカラーフィルター材料の液滴が吐出される。
【００２８】
　図２は液滴吐出ヘッド５の概略構成を示す模式図である。図２（ａ）は液滴吐出ヘッド
５をワークステージ１６から見た平面図、図２（ｂ）は、液滴吐出ヘッド５の部分斜視図
、図２（ｃ）は液滴吐出ヘッド５の１ノズルの部分断面図である。
【００２９】
　図２（ａ）に示すように、液滴吐出ヘッド５は、Ｙ軸方向に配列された複数（例えば１
８０個）のノズルＮ１～Ｎ１８０を備えている。ノズルＮ１～Ｎ１８０によってノズル列
ＮＡが形成されている。図２（ａ）では１列分のノズルを示しているが、液滴吐出ヘッド
５に設けるノズル数及びノズル列数は任意に変更可能であり、Ｙ軸方向に配列した１列分
ノズルをＸ軸方向に複数列設けても良い。
【００３０】
　図２（ｂ）に示すように、液滴吐出ヘッド５は、チューブ４４と連結される材料供給孔
２０ａが設けられた振動板２０と、ノズルＮ１～Ｎ１８０が設けられたノズルプレート２
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１と、振動板２０とノズルプレート２１との間に設けられた液溜まり２２と、複数の隔壁
２３と、複数の収容室２４とを備えている。振動板２０上には、各ノズルＮ１～Ｎ１８０
に対応して駆動素子ＰＺ１～ＰＺ１８０が配置されている。駆動素子ＰＺ１～ＰＺ１８０

は、例えばピエゾ素子である。
【００３１】
　液溜まり２２には、材料供給孔２０ａを介して供給される液状のカラーフィルター材料
が充填されるようになっている。収容室２４は、振動板２０と、ノズルプレート２１と、
１対の隔壁２３とによって囲まれるようにして形成されている。また、収容室２４は、各
ノズルＮ１～Ｎ１８０に１対１に対応して設けられている。また、各収容室２４には、一
対の隔壁２３の間に設けられた供給口２４ａを介して、液溜まり２２からカラーフィルタ
ー材料が導入されるようになっている。
【００３２】
　図２（ｃ）に示すように、駆動素子ＰＺ１は、圧電材料２５を一対の電極２６で挟持し
たものである。この駆動素子ＰＺ１は、一対の電極２６に駆動信号を印加すると圧電材料
２５が収縮するよう構成されたものである。そして、このような駆動素子ＰＺ１が配置さ
れている振動板２０は、一対の電極２６に駆動信号を印加すると駆動素子ＰＺ１と一体に
なって同時に外側（収容室２４の反対側）へ撓曲するようになっており、これによって収
容室２４の容積が増大するようになっている。
【００３３】
　したがって、収容室２４内に増大した容積分に相当するカラーフィルター材料が、液溜
まり２２から供給口２４ａを介して流入する。また、このような状態から駆動素子ＰＺ１

への駆動信号の印加を停止すると、駆動素子ＰＺ１と振動板２０はともに元の形状に戻り
、収容室２４も元の容積に戻る。これにより、収容室２４内のカラーフィルター材料の圧
力が上昇し、ノズルＮ１からカラーフィルター基板Ｐに向けてカラーフィルター材料の液
滴Ｌが吐出される。また、駆動素子ＰＺ１を用いることにより、収容室２４内に微振動を
生じさせてインク吐出量を精度よく調整することができる。
【００３４】
　図３は、液滴吐出ヘッド５を用いてカラーフィルター基板Ｐ上にカラーフィルター層（
カラーフィルター）ＣＦを形成する方法の説明図である。図３（ａ）は、インクの吐出対
象物であるカラーフィルター基板Ｐの概略平面図である。図３（ｂ）は、カラーフィルタ
ー基板Ｐの部分拡大平面図である。
【００３５】
　図３（ａ）において、ガラス、プラスチック等によって形成された大面積のカラーフィ
ルター基板Ｐの表面には複数のパネル領域ＣＡが設定されている。各パネル領域ＣＡは、
互いに分離（切断）されて個々のカラーフィルター基板として提供される。各パネル領域
ＣＡの内部には、図３（ｂ）に示すように、ドット状に配列された複数の画素ＰＸ（所定
領域）が設けられている。画素ＰＸは各パネル領域ＣＡ内にマトリクス状に配列されてお
り、それぞれの画素ＰＸ毎にカラーフィルター層（着色層）ＣＦが形成される。
【００３６】
　図３（ｂ）の図示上下方向（矢印Ａ１及び矢印Ａ２で示す方向）を主走査方向とし、主
走査方向と直交する方向（図示左右方向）を副走査方向として、液滴吐出ヘッド５をカラ
ーフィルター基板Ｐ上に配置する。そして、カラーフィルター基板Ｐを液滴吐出ヘッド５
に対して主走査方向及び副走査方向に相対的に移動（走査）させながら、液滴吐出ヘッド
５の複数のノズルＮから着色材料を含むインク（カラーフィルター材料）を吐出させ、カ
ラーフィルター基板Ｐ上の各画素ＰＸにカラーフィルター層ＣＦを形成する。
【００３７】
　液滴吐出ヘッド５の走査は、１つのパネル領域ＣＡに関して複数回行う。例えば、主走
査方向に液滴吐出ヘッド５を走査した後、副走査方向に液滴吐出ヘッド５を移動（走査）
し、再度主走査方向に走査を行う。１つのパネル領域ＣＡの左端から右端まで移動（副走
査）したら、再びパネル領域ＣＡの左端に戻り、既に吐出を行った位置とは若干異なる位
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置で主走査方向に走査を行う。そして、このような走査を複数回行うことによって、パネ
ル領域ＣＡ内の全ての画素ＰＸに所望の膜厚のカラーフィルター層ＣＦを形成する。
【００３８】
　なお、図３（ｂ）において液滴吐出ヘッド５が副走査方向に対して斜めに傾いているの
は、液滴吐出ヘッド５のノズルＮのピッチを画素ＰＸのピッチに合わせるためである。ノ
ズルＮのピッチと画素ＰＸのピッチとが所定の対応関係を満たして設定されていれば、液
滴吐出ヘッド５を斜めに傾ける必要はない。
【００３９】
　カラーフィルター層ＣＦは、Ｒ、Ｇ、Ｂの各色をいわゆるストライプ配列、デルタ配列
、モザイク配列等といった適宜の配列形態で配列することによって形成される。したがっ
て、図３（ｂ）に示すインクの吐出工程においては、Ｒ、Ｇ、Ｂのカラーフィルター材料
を吐出する液滴吐出ヘッド５を、Ｒ、Ｇ、Ｂの３色分だけ予め用意する。そして、これら
の液滴吐出ヘッド５を順次に用いて１つのカラーフィルター基板Ｐ上にＲ、Ｇ、Ｂの３色
のカラーフィルター層ＣＦの配列を形成する。
【００４０】
　ところで、一般的に液滴吐出ヘッドにおいては、ノズル間でインクの吐出特性（吐出量
）に僅かながらばらつきが存在する（図４参照）。ノズル間でインクの吐出量にばらつき
があると、これに起因してカラーフィルター基板Ｐ上へのインクの配置量がばらついてし
まい、カラーフィルターにスジムラを発生させる原因となってしまう。
【００４１】
　図４は、インク吐出量のばらつきの補正前の液滴吐出ヘッドの吐出特性を示す図である
。図４において、横軸はノズル列ＮＡのノズル番号１～１８０を示している。また、図４
中の実線Ｃｓは各ノズル番号に対応するインクの着弾面積を示している。また、実線Ｃｖ
は各ノズル番号に対応するインクの着弾体積を示している。図４に示すように、各ノズル
番号に対応するインクの着弾体積Ｃｖを見ると、両端部と中央部のノズルにおいて各ノズ
ル番号に対応するインクの着弾面積Ｃｓよりも変化量が相対的に多くなっている。
【００４２】
　そこで、本発明の液滴吐出方法では、補正前（生産前）となるカラーフィルター基板Ｐ
上への描画前に、液滴吐出ヘッド５の駆動素子ＰＺに印加する電圧を調整し、複数のノズ
ルＮにおけるインクの吐出特性を調整する工程を設けている。以下、本発明の液滴吐出方
法について一例を挙げて説明する。
【００４３】
（液滴吐出方法）
　図５は、本発明の液滴吐出方法の工程を示すフローチャートである。本発明の液滴吐出
方法は、装置を所定の位置に配置して装置の位置合わせを行う「装置の位置合わせ工程」
（ステップＳ１）と、駆動素子ＰＺに印加する電圧を一定にしてインクをシート部材１５
に着弾する「第１着弾工程」（ステップＳ２）と、第１着弾工程の後にシート部材１５に
着弾された第１着弾面積を検出し、第１着断面積とインク重量との関係を規定した補正デ
ータに基づいて複数のノズルＮにおけるインク重量の分布を求める「第１解析工程」（ス
テップＳ３）と、シート部材１５を巻き取る「シート部材巻取工程」（ステップＳ４）と
、複数のノズルＮにおけるインク重量が所定の適正重量に近づくように駆動素子ＰＺに印
加する電圧を調整して、インクをシート部材１５に着弾する「第２着弾工程」（ステップ
Ｓ５）と、を有する。
【００４４】
　先ず、装置を所定の位置に配置して装置の位置合わせを行う（図５のステップＳ１）。
具体的には、シート部材搬送台１１をワークステージ１６に向かってＸ軸方向に移動させ
、液滴吐出ヘッド５の直下に配置する。これにより、シート部材搬送台１１上のシート部
材１５が液滴吐出ヘッド５の複数のノズルＮに対向するように配置される。
【００４５】
　次に、駆動素子ＰＺに印加する電圧を一定にして、インクをシート部材１５に着弾させ
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る（図５のステップＳ２）。インクは、カラーフィルター層ＣＦにならって、ストライプ
配列、デルタ配列、モザイク配列等といった適宜の配列形態で着弾するのがよい。これに
より、液滴吐出ヘッド５の複数のノズルＮの補正前（シート部材１５への吐出時）の吐出
状態と、補正後（カラーフィルター基板Ｐへの吐出時）の吐出状態と、が確実に整合する
ようになる。
【００４６】
　また、インクをシート部材１５に着弾させる際は、複数回に分けて着弾させるのがよい
。具体的には、先ず、第１のインクをシート部材１５上の所定の領域に着弾させる。次に
、第２のインクを第１のインクの着弾されていない領域に着弾させる。これにより、イン
クをシート部材１５へ複数回繰り返して着弾できるので、シート部材１５を無駄なく有効
に利用することができる。
【００４７】
　次に、シート部材１５に着弾された着弾面積を検出し、着断面積とインク重量との関係
を規定した補正データに基づいて複数のノズルＮにおけるインク重量の分布を求める（図
５のステップＳ３）。具体的には、先ず、シート部材１５上に重量の異なるインクを複数
配置する。例えば、インク重量１０ｎｇのインクＩｗ１と、インク重量２０ｎｇのインク
Ｉｗ２と、の２種類のインクＩｗ１，Ｉｗ２をシート部材１５上に配置する（図６参照）
。
【００４８】
　図６は、重量の異なる２種類のインクＩｗ１，Ｉｗ２をシート部材１５上に配置した状
態を示す図である。図６（ａ）は、インク重量１０ｎｇのインクＩｗ１の配置状態を示す
斜視図である。また、図６（ｂ）は、インク重量１０ｎｇのインクＩｗ１の配置状態を示
す断面図である。図６（ｃ）は、インク重量２０ｎｇのインクＩｗ２の配置状態を示す斜
視図である。また、図６（ｄ）は、インク重量２０ｎｇのインクＩｗ２の配置状態を示す
断面図である。図６（ａ）及び図６（ｂ）において、符号Ｓ１はインクＩｗ１の着弾面積
、符号Ｖ１はインクＩｗ１の着弾体積、符号Ｈ１はインクＩｗ１の着弾高さである。図６
（ｃ）及び図６（ｄ）において、符号Ｓ２はインクＩｗ２の着弾面積、符号Ｖ２はインク
Ｉｗ２の着弾体積、符号Ｈ２はインクＩｗ２の着弾高さである。
【００４９】
　図６（ａ）及び図６（ｃ）に示すように、シート部材１５上に配置された２種類のイン
クＩｗ１，Ｉｗ２の形状は、略円柱状になっている。インクＩｗ１，Ｉｗ２の形状が略円
柱状になっているのは、シート部材１５上には受容層（図示略）が形成されているためで
ある。つまり、インクＩｗ１，Ｉｗ２の顔料分子が受容層に浸透せずに積層したことによ
る。
【００５０】
　インクＩｗ１の着弾面積Ｓ１とインクＩｗ２の着弾面積Ｓ２との間の変化量は、インク
Ｉｗ１の着弾体積Ｖ１とインクＩｗ２の着弾体積Ｖ２との間の変化量よりも小さくなって
いる。これは、インクＩｗ１とインクＩｗ２との間で、シート部材１５上に積層されたイ
ンクの着弾高さが変化していることによる。具体的には、図６（ａ）及び図６（ｃ）に示
すように、シート部材１５上に積層されたインクＩｗ２の着弾高さＨ２がインクＩｗ１の
着弾高さＨ１よりも高くなっていることによる（Ｈ１＜Ｈ２）。
【００５１】
　次に、シート部材１５の上面に対向する位置に配置された面積計測用カメラ１４により
、複数のノズルＮからシート部材１５に吐出された重量の異なる２種類のインクＩｗ１，
Ｉｗ２の着弾面積Ｓ１，Ｓ２を撮影する。これにより、複数種類のインク重量に対する着
弾面積を測定することができる。このとき、面積計測用カメラ１４のレンズの倍率は、測
定精度と測定時間の点から、例えば４～１０倍に設定するのがよい。また、インクの着弾
面積を測定する際のＮ数は、測定精度の点から、例えばＮ＝２０～３０に設定するのがよ
い。
【００５２】
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　面積計測用カメラ１４によって撮影された複数種類のインク重量に対する着弾面積の画
像データは、解析ユニット３２に出力される。そして、解析ユニット３２よって複数種類
のインク重量に対する着弾面積の変化量が測定される。解析ユニット３２よって測定され
た複数のノズルＮにおけるインク重量に対する着弾面積の変化量の測定データは制御ユニ
ット３１に出力される。
【００５３】
　一方、制御ユニット３１には、複数種類のインク重量に対する着弾体積の変化量が入力
されている。この複数種類のインク重量に対する着弾体積の変化量は、重量の異なるイン
クを複数配置しても、複数種類のインク間でインク溶媒の蒸発などによるインク重量の損
失がなくインク体積が変わらないものとみなして基準値に設定されている（図７参照）。
【００５４】
　図７は、インク重量に対する着弾面積の変化量とインク重量に対する着弾体積の変化量
との関係を示す図である。図７において、符号Ｌｓはインク重量に対する着弾面積、符号
Ｌｖはインク重量に対する着弾体積、である。また、符号ΔＳはインクＩｗ１とインクＩ
ｗ２との間のインク重量に対する着弾面積の変化量、符号ΔＶはインクＩｗ１とインクＩ
ｗ２との間のインク重量に対する着弾体積の変化量、である。
【００５５】
　図７に示すように、インクＩｗ１とインクＩｗ２との間のインク重量に対する着弾面積
の変化量ΔＳは、インクＩｗ１とインクＩｗ２との間のインク重量に対する着弾体積の変
化量ΔＶよりも小さくなっている。これは、上述したように、シート部材１５上に積層さ
れたインクの着弾高さが変化していることによる。
【００５６】
　ここで、本願発明者は、複数のノズルにおける着弾面積とインク重量との間に一定の関
係を見出した。言い換えると、本願発明者は、インク重量に対する着弾面積の変化量とイ
ンク重量に対する着弾体積の変化量との間に一定の関係があることを見出した。以下、イ
ンク重量に対する着弾面積の変化量とインク重量に対する着弾体積の変化量との間の関係
について説明する。
【００５７】
　インクＩｗ１（インク重量１０ｎｇ）とインクＩｗ２（インク重量２０ｎｇ）との間の
インク重量の比は１：２である。例えば、これらの２種類のインク間でインク重量の損失
がなくインクの着弾体積Ｖ１，Ｖ２が変わらないとすると、インクの着弾体積Ｖ１，Ｖ２
の比はインク重量の比と同様に１：２となる。つまり、インク重量に対する着弾体積の変
化量ΔＶは、２種類のインク間でインク重量の損失がなくインクの着弾体積Ｖ１，Ｖ２が
変わらないものとみなして基準値（例えば１）とすることができる。一方、インクの着弾
面積の変化量ΔＳは、インクの着弾体積の変化量ΔＶ＝１とすると、０．７となる（ΔＳ
＝０．７）。
【００５８】
　本実施形態では、従来の複数のノズルから吐出されたインクの重量を測定する方法に対
して、複数のノズルＮにおける着弾面積とインク重量との関係を規定した補正データに基
づいて吐出量を測定する方法を用いている。これにより、測定が容易となり、吐出量の測
定に膨大な工数がかからなくなる。
【００５９】
　次に、シート部材１５を巻き取る（図５のステップＳ４）。具体的には、巻取リール１
３によってインクが着弾されたシート部材１５が巻き取られる。つまり、供給リール１２
からインクが着弾されていない新たなシート部材１５が供給される。
【００６０】
　次に、駆動素子ＰＺに印加する電圧を調整して、インクをシート部材１５に着弾させる
（図５のステップＳ５）。具体的には、制御ユニット３１によって複数のノズルＮ毎に備
えられた駆動素子ＰＺに印加する電圧が調整される。
【００６１】
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　図８は、インク吐出量のばらつきの補正前後の液滴吐出ヘッドの吐出特性を示す図であ
る。図８において、横軸はノズル列ＮＡのノズル番号１～１８０、縦軸は各ノズル番号に
対応するノズルの吐出量を示している。図８に示すように、インク吐出量のばらつきの補
正前の実線を見ると、両端部と中央部のノズルにおけるインク吐出量が相対的に多くなる
傾向があることがわかる。
【００６２】
　例えば、初期状態（図８中の補正前の実線参照）におけるインク吐出量が相対的に少な
い領域のノズルに対応する駆動素子ＰＺに対して所定の電圧を印加する。一方、初期状態
におけるインク吐出量が相対的に多い領域のノズルに対応する駆動素子ＰＺに対しては電
圧を印加しない。
【００６３】
　具体的には、制御ユニット３１により、複数種類のインク重量に対する着弾体積の変化
量ΔＶと、インク重量に対する着弾面積の変化量ΔＳと、の測定データから駆動素子ＰＺ
へ印加する電圧が調整される。つまり、制御ユニット３１により、インク重量に対する着
弾面積の変化量ΔＳがインク重量に対する着弾体積の変化量ΔＶと同じになるように調整
される。ここで、駆動素子ＰＺへ印加する電圧の調整量は、ΔＶ／ΔＳで表される。例え
ばインクの着弾体積の変化量ΔＶを基準値（ΔＶ＝１）とし、インクの着弾面積の変化量
ΔＳを０．７とすると、駆動素子ＰＺへ印加する電圧の調整量は約１．４（ΔＶ／ΔＳ＝
１／０．７）となる。
【００６４】
　このようにして、駆動素子ＰＺによって複数のノズルＮ間で生じている吐出量のばらつ
きが調整される。これにより、複数のノズルＮにおけるインクの吐出量のばらつきが補正
される。つまり、初期状態（補正前の実線）において複数のノズルＮ間で生じていたイン
ク吐出量のばらつきを、補正後の実線に示すように略平均化することができる。
【００６５】
　本実施形態の液滴吐出装置１によれば、面積計測用カメラ１４により複数のノズルＮか
ら吐出されるインクの着弾した画像が撮影される。そして、解析ユニット３２により複数
のノズルＮから吐出されるインクの重量の分布が求められる。すると、制御ユニット３１
により駆動素子ＰＺへの印加電圧は、複数のノズルＮにおけるインク重量が所定の適性重
量に近づくように調整される。これにより、複数のノズルＮにおけるインク吐出量のばら
つきが調整される。つまり、制御ユニット３１により複数のノズルＮにおけるインク吐出
量のばらつきが補正されることになる。これは、本願発明者が、複数のノズルＮにおける
インクの着弾面積とインク重量との間に一定の関係を見出したことによる。このため、液
滴吐出ヘッド５の全ノズルから均一な量のインクを吐出することが可能となる。したがっ
て、スジムラを目立たなくして画質の低下を抑制することができる。また、複数のノズル
Ｎから吐出されたインクの着弾面積とインク重量との関係を規定した補正データに基づい
て吐出量を測定する方法は、従来の吐出されたインクの重量を測定する方法に比べて、膨
大な工数がかからないので生産効率に優れる。また、複数のノズルＮから吐出されたイン
クが着弾したシート部材１５が適宜搬送されるので、着弾面積の測定が効率よく行われる
。
【００６６】
　本実施形態の液滴吐出方法によれば、第１着弾工程の後の第１解析工程により複数のノ
ズルＮにおけるインク重量の分布が求められる。そして、第２着弾工程により複数のノズ
ルＮにおけるインク重量が所定の適性重量に近づくように調整される。これにより、複数
のノズルＮにおけるインク吐出量のばらつきが補正される。このため、液滴吐出ヘッド５
の全ノズルＮから均一な量のインクを吐出することが可能となる。したがって、スジムラ
を目立たなくして画質の低下を抑制することができる。
【００６７】
　なお、上記液滴吐出方法においては、第２着弾工程の後に、シート部材１５に着弾され
たインクの第２着弾面積を検出し、第２着弾面積と複数のノズルＮから吐出されたインク
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分布を求める第２解析工程と、前記分布から複数のノズルＮにおけるインクの吐出重量が
所定の適正重量に近づくように駆動素子ＰＺに印加する電圧を調整してインクをシート部
材１５に着弾する第３着弾工程と、を少なくとも１回有していてもよい。
【００６８】
　この製造方法によれば、第２着弾工程の後に、解析工程と着弾工程と、を複数回繰り返
して行うことにより、複数のノズルＮにおけるインク吐出量のばらつきが確実に調整され
る。このため、液滴吐出ヘッド５の全ノズルＮから格段に均一な量のインクを吐出するこ
とが可能となる。したがって、スジムラをより目立たなくして画質の低下を格段に抑制す
ることができる。
【００６９】
　なお、上記液滴吐出方法においては、第２着弾工程で着弾するインクについても、カラ
ーフィルター層ＣＦにならって、上述の第１着弾工程（図４のステップＳ２）と同様に適
宜の配列形態で着弾するのがよい。これにより、液滴吐出ヘッド５の複数のノズルＮの補
正前の吐出状態と、補正後の吐出状態と、が確実に整合するようになる。
【００７０】
　また、本発明のカラーフィルターの製造方法によれば、上述したように液滴吐出ヘッド
の全ノズルから均一な量のインクが吐出されるので、スジムラの無い高品質なカラーフィ
ルターを製造することができる。
【００７１】
　なお、上記実施形態では、ノズル間のインク吐出量のばらつきが調整された液滴吐出装
置１を用いてカラーフィルターを製造する場合について説明したが、これに限らない。例
えば、本発明の液滴吐出装置１はカラーフィルターの製造だけでなく、均一な膜厚を必要
とされ、スジムラの形成が問題となる成膜工程においても適用可能である。
【符号の説明】
【００７２】
１…液滴吐出装置、５…液滴吐出ヘッド、１２…供給リール、１３…巻取リール、１４…
面積計測用カメラ（撮像装置）、２４…収容室、３１…制御ユニット（制御手段）、３２
…解析ユニット（解析手段）、ＣＦ…カラーフィルター層（カラーフィルター）、Ｉｗ１
，Ｉｗ２…インク（機能液）、Ｎ…ノズル、Ｐ…カラーフィルター基板（基材）、ＰＺ…
駆動素子、Ｓ１，Ｓ２…着弾面積
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