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(57)【要約】
【課題】優れたインクジェットプリントヘッドを得る。
【解決手段】ノズル（２６）のアレイと、印刷流体の滴
（２４）をノズルから放出する蒸気気泡（１２）を核形
成するために印刷流体（２０）を加熱するように構成さ
れた対応する加熱体（１０）とを備えたインクジェット
プリントヘッド。駆動回路（２２）は、加熱体（１０）
にエネルギーを供給する電気駆動パルスを生成し、また
、駆動パルスの電力を調整して蒸気気泡の核形成時間を
変化させるように構成されている。気泡を生成するため
に使用されるパルスの電力を変化させることにより、プ
リントヘッドは、正規印刷の間、効果的に生成された微
小な気泡を使用して動作することができ、或いはデキャ
ップしたノズルを復旧する必要がある場合、大型でエネ
ルギーの大きい気泡を使用して、短時間の間、動作する
ことができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体基板を印刷するためのインクジェットプリントヘッドであって、
　複数のノズルと、
　それぞれが前記ノズル各々に対応する複数の加熱体であって、個々の加熱体が、前記対
応するノズル経由で印刷流体の滴を放出する蒸気気泡、を核形成するために、前記印刷流
体を加熱する構成とされた、当該複数の加熱体と、
　前記加熱体にエネルギーを供給する電気駆動パルスを生成するための駆動回路と
　を備え、
　前記駆動回路が、前記駆動パルスの電力を調整して前記蒸気気泡の核形成に要する時間
を変化させる構成とされた、
　インクジェットプリントヘッド。
【請求項２】
　前記駆動回路が、正規印刷モード及び高衝撃モードで動作する構成とされ、
　それにより前記駆動パルスの長さが、前記正規印刷モードでは１マイクロ秒未満になり
、前記高衝撃モードでは１マイクロ秒を超える長さになる、請求項１に記載のインクジェ
ットプリントヘッド。
【請求項３】
　前記高衝撃モードが、デキャップの影響を受けたノズルを復旧するために使用される保
全モードである、請求項２に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項４】
　前記高衝撃モードが、放出される印刷流体の前記滴の体積を大きくするために使用され
る、請求項２に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項５】
　一定の滴体積を提供するために、前記高衝撃モードが、前記正規印刷モードの間に放出
される他の印刷流体、よりも粘性が高い印刷流体を補償するために使用される、請求項２
に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項６】
　前記駆動パルスの各々が、前記滴の体積と等しい体積の印刷流体を、その印刷流体が前
記プリントヘッドに流入する際の温度からその印刷流体の非均質沸点まで加熱するために
必要なエネルギーより小さいエネルギーを有する、請求項１に記載のインクジェットプリ
ントヘッド。
【請求項７】
　前記駆動パルスの電力が、前記ノズルのアレイからの温度帰還に応答して調整される、
請求項１に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項８】
　前記駆動パルスの電力が、その電圧を変化させることによって調整される、請求項１に
記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項９】
　前記駆動パルスの電力が、前記駆動パルスの時間平均電力を変化させるためにパルス幅
変調を使用して調整される、請求項１に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項１０】
　前記保全モードが、前記プリントヘッドが媒体基板のシートへの印刷を行う前に動作す
る、請求項３に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項１１】
　前記保全モードが、前記プリントヘッドが媒体基板のシートを印刷した後に、且つ前記
プリントヘッドが媒体基板の次のシートを印刷する前に動作する、請求項１に記載のイン
クジェットプリントヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明はインクジェットプリンタに関し、詳細には、インクの滴を放出するための蒸気
気泡を生成するインクジェットプリントヘッドに関する。
【０００２】
　［同時係属出願］
　以下の出願は、本出願と同時に本出願人によって出願されたものである。
【表１】

　これらの同時係属出願の開示は、参照により本明細書に組み込まれている。上記出願は
、それらの出願整理番号によって識別されており、この出願整理番号は、対応する出願番
号が割り当てられると、その出願番号に置き換えられる。
【０００３】
　［関連出願の相互参照］
　本発明の出願人又は譲受人が出願した以下の米国特許／特許出願に、本発明に関連する
様々な方法、システム及び装置が開示されている。
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【表２】
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【表３】
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【表４】

　出願は、その整理番号で列挙されている。これは、出願番号が分かると置き換えられる
ことになる。これらの出願及び特許の開示は、参照により本明細書に組み込まれている。
【背景技術】
【０００４】
　本発明には、気泡形成液中におけるガス即ち蒸気気泡の形成によるインク滴の放出が包
含されている。この原理については、概ね、特許文献１に記載されている。これらのデバ
イスは、ノズルに隣接して配置されるインクと熱接触する加熱体エレメントを有しており
、この加熱体エレメントがインクを加熱し、それによりインク中にガス気泡が形成される
。このガス気泡によってインク中に圧力が生成され、それによりインク滴がノズルを介し
て放出される。
【０００５】
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　抵抗加熱体は、極端に苛酷な環境で動作する。一般的には水に溶けるインクである放出
可能な液体中に気泡を形成するためには、これらの抵抗加熱体を矢継ぎ早に加熱及び冷却
しなければならない。これらの条件は、加熱体材料の酸化及び腐食を大いに加速する。イ
ンク中に溶解した酸素は、加熱体の表面を腐食させ、また、加熱体材料を酸化させる。極
端な状況では、加熱体が「バーンアウト」し、そのため、完全に酸化した加熱体部分によ
って加熱回路が破壊される。
【０００６】
　また、加熱体は、崩壊する気泡の表面張力に関連する大きな水圧力による「キャビテー
ション」によっても腐食することがある。
【０００７】
　加熱体材料に対する酸化、腐食及びキャビテーションの影響を防止するために、インク
ジェット製造者は、一般的にはＳｉ３Ｎ４、ＳｉＣ及びＴａを使用して構築されるスタッ
ク保護層を使用している。動作条件が苛酷であるため、これらの保護層は、比較的分厚く
しなければならない。特許文献２は、この構造の一例を記載しており、加熱体材料の厚さ
は、～０．１μｍ、保護層全体の厚さは、少なくとも０．７μｍである。
【０００８】
　気泡形成液中に蒸気気泡を形成するためには、その液体の過熱限界（水の場合、～３０
０℃）まで加熱体（即ち加熱体材料及び保護コーティング）を加熱しなければならない。
そのためには大量のエネルギーを加熱体に供給しなければならない。しかしながら、イン
クを蒸発させるために使用されるのは、このエネルギーのうちのごく一部分にすぎない。
「過剰」エネルギーのほとんどは、プリントヘッドと冷却システムの両方又は一方によっ
て散逸させなければならない。連続する滴放出の過剰エネルギーからの熱では、インクの
定常温度をそのインクの沸点より高い温度にすることはできず、そのために意図しない気
泡が形成される。この意図しない気泡が、プリントヘッド上のノズルの密度、ノズル噴射
率を制限し、また、一般的には能動冷却システムを余儀なくしている。これが、ひいては
、印刷分解能、プリントヘッドサイズ、印刷速度及び製造コストに影響を及ぼしている。
【０００９】
　ノズル密度を高くし、また、噴射率を大きくするための試行は、市場に出ているプリン
トヘッドの現時点における一次冷却機構であるプリントヘッド集積回路（チップ）からの
熱伝導の限界によって妨げられている。市場に出ている既存のプリントヘッドには、プリ
ントヘッドＩＣから吸収した熱を散逸させるための大型ヒートシンクが必要である。
【００１０】
　また、インクジェットプリントヘッドは、場合によっては、一般に「デキャップ」と呼
ばれている問題を抱えている。この用語は、次のように定義されている。非活動状態の期
間の間、ノズル内の液体－空気界面で気泡形成液の揮発性成分が蒸発することになる。そ
のため、加熱体の近傍の液体中の揮発性成分の濃度が薄くなり、また、チャンバ内の液体
の粘性が高くなる。揮発性成分の濃度が薄くなると、気泡中に生成される蒸気が少なくな
り、そのために気泡衝撃（面積及び時間で積分された圧力）が小さくなる。気泡衝撃が小
さくなると、ノズルを介して強制されるインクの運動量が減少し、また、滴がブレークオ
フする可能性が小さくなる。また、粘性が高くなると、同じくノズルを介して強制される
インクの運動量が減少し、また、滴のブレークオフを制御しているレイリー－テイラーの
不安定性の限界波長が長くなり、同じく滴がブレークオフする可能性が小さくなる。ノズ
ルが極めて長い期間にわたってアイドル状態で放置されると、これらの現象により、ノズ
ルが「デキャップしたノズル」、即ちチャンバ内に液体を放出することができないノズル
になる。「デキャップ時間」は、ノズルを非噴射の状態で放置することができる、蒸発に
よってノズルがデキャップされるまでの間の最大時間を表している。
【００１１】
　本発明の目的は、従来技術の問題のいくつかを解決又は改善することであり、或いは少
なくとも有効な代替策を提供することである。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許公報第３，７４７，１２０号
【特許文献２】米国特許公報第６，７８６，５７５号
【特許文献３】米国特許公開公報２００６／０２２１１１４
【特許文献４】米国特許公開公報２００７／００８１０３２
【発明の概要】
【００１３】
　したがって本発明は、媒体基板を印刷するためのインクジェットプリントヘッドであっ
て、
　複数のノズルと、
　それぞれノズルの各々に対応する複数の加熱体であって、個々の加熱体が、印刷流体の
滴を対応するノズルを介して放出する蒸気気泡を核形成するために印刷流体を加熱するよ
うに構成された複数の加熱体と、
　加熱体にエネルギーを供給する電気駆動パルスを生成するための駆動回路と
　を備え、駆動回路が、駆動パルスの電力を調整して蒸気気泡の核形成時間を変化させる
ように構成されたインクジェットプリントヘッドを提供する。
【００１４】
　個々の加熱体に供給される電力によって、加熱体の表面で沸騰する膜によって自然に気
泡が核形成される３０９℃のインク過熱限界まで加熱体を加熱するための時間スケールが
決まる。過熱限界に到達させるための時間スケールによって、気泡を核形成するために必
要なエネルギーと、気泡によって引き渡される衝撃（面積及び時間で積分された圧力であ
る衝撃）の２つの事柄が決まる。気泡を生成するために使用されるパルスの電力を変化さ
せることにより、プリントヘッドは、正規印刷の間、効果的に生成された微小な気泡を使
用して動作することができ、或いはデキャップしたノズルを復旧する必要がある場合、大
型でエネルギーの大きい気泡を使用して、短時間の間、動作することができる。
【００１５】
　好ましい実施形態では、印刷モードで加熱体に供給される電力は、核形成を生じさせる
には１μｓ未満、より好ましくは０．４μｓと０．５μｓの間で十分であり、また、保全
モードで加熱体に供給される電力により、１μｓを超える核形成時間が得られる。
【００１６】
　いくつかの形態では、個々の印刷パルスのエネルギーは、滴によって除去することがで
きる熱エネルギーの最大量未満であり、滴の体積と等しい体積の放出可能液を、その放出
可能液がプリントヘッドに流入する際の温度からその放出可能液の非均質沸点まで加熱す
るために必要なエネルギーである。この形態の場合、プリントヘッドは「自己冷却」であ
り、ノズル密度及びノズル噴射率が伝導ヒートシンクによって拘束されない動作モードで
あり、ページ幅プリンタへのプリントヘッドの統合を容易にする利点を有している。
【００１７】
　いくつかの形態では、加熱体に供給されるパルスの電圧レベルを変化させることにより
、個々の加熱体に引き渡される電力を調整することができる。他の形態では、パルスの時
間平均電力を調整するために、電圧パルスのパルス幅変調を使用して電力が調整される。
【００１８】
　駆動回路は、任意選択で、正規印刷モード及び高衝撃モードで動作するように構成され
、それにより駆動パルスの長さが、正規印刷モードでは１マイクロ秒未満になり、高衝撃
モードでは１マイクロ秒を超える長さになる。
【００１９】
　高衝撃モードは、任意選択で、デキャップの影響を受けたノズルを復旧するために使用
される保全モードである。
【００２０】
　高衝撃モードは、任意選択で、放出される印刷流体の滴の体積を大きくするために使用
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される。
【００２１】
　高衝撃モードは、任意選択で、より一貫した滴体積を提供するために、正規印刷モード
の間に放出される他の印刷流体より粘性が高い印刷流体を補償するために使用される。
【００２２】
　駆動パルスの各々は、任意選択で、滴の体積と等しい体積の印刷流体を、その印刷流体
がプリントヘッドに流入する際の温度からその印刷流体の非均質沸点まで加熱するために
必要なエネルギーより小さいエネルギーを有する。
【００２３】
　駆動パルスの電力は、任意選択で、ノズルのアレイからの温度帰還に応答して調整され
る。
【００２４】
　駆動パルスの電力は、その電圧を変化させることによって調整される。
【００２５】
　駆動パルスの電力は、任意選択で、駆動パルスの時間平均電力を変化させるためにパル
ス幅変調を使用して調整される。
【００２６】
　保全モードは、任意選択で、プリントヘッドが媒体基板のシートへの印刷を行う前に動
作する。
【００２７】
　保全モードは、任意選択で、プリントヘッドが媒体基板のシートを印刷した後に、且つ
プリントヘッドが媒体基板の次のシートを印刷する前に動作する。
【００２８】
　したがって第２の態様では、本発明は、
　液体を保持するためのチャンバと、
　液体と熱接触させるためにチャンバ内に配置された加熱体と、
　加熱体が液体中に蒸気気泡を発生させるよう、加熱体に電気パルスを提供するための駆
動回路と
　を備えたＭＥＭＳ蒸気気泡発生器であって、
　パルスが、蒸気気泡を核形成するのに不十分な電力を伴う第１の部分、及びこの第１の
部分に続く、蒸気気泡を核形成するのに十分な電力を伴う第２の部分を有するＭＥＭＳ蒸
気気泡発生器を提供する。
【００２９】
　加熱速度が速くなるよう、パルスが終了する前に加熱パルスを整形すれば、気泡を著し
く安定させることができ、ひいては大型で再現性のある気泡を小型の加熱体によって生成
できるレジームにアクセスすることができる。
【００３０】
　パルスの第１の部分は、蒸気気泡を核形成することなく液体を加熱するための予熱セク
ションであり、第２の部分は、蒸気気泡を核形成するためのトリガセクションであること
が好ましい。さらなる好ましい形態では、予熱セクションは、トリガセクションより長い
継続期間を有する。予熱セクションの長さは、少なくとも２マイクロ秒であることが好ま
しい。さらなる好ましい形態では、トリガセクションの長さは、１マイクロセクション未
満である。
【００３１】
　駆動回路は、パルス幅変調を使用してパルスを整形することが好ましい。この実施形態
では、予熱セクションは、一連の副核形成パルスである。駆動回路は、任意選択で電圧変
調を使用してパルスを整形する。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、予熱セクションの時間平均電力は一定であり、トリガセクシ
ョンの時間平均電力も一定である。とりわけ好ましい実施形態では、チャンバと流体連絡
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しているノズルから印刷流体を放出するためにＭＥＭＳ蒸気気泡発生器がインクジェット
プリントヘッドにおいて使用される。
【００３３】
　核形成温度を超えることなく、加熱体を取り囲んでいる液体に大量の熱エネルギーを蓄
積するために、長い時間スケール（通常＞＞１μｓ）にわたって小さい電力が使用され、
次に、短い時間スケール（通常＜１μｓ）の間、核形成温度を超えるよう大きい電力に切
り換えられ、それにより核形成がトリガされ、蓄積されているエネルギーが解放される。
【００３４】
　任意選択で、パルスの第１の部分は、蒸気気泡を核形成することなく液体を加熱するた
めの予熱セクションであり、第２の部分は、液体の一部を過熱して蒸気気泡を核形成する
ためのトリガセクションである。
【００３５】
　予熱セクションは、任意選択で、トリガセクションより長い継続期間を有している。
【００３６】
　予熱セクションの長さは、任意選択で、少なくとも２マイクロ秒である。
【００３７】
　トリガセクションの長さは、任意選択で、１マイクロセクション未満である。
【００３８】
　駆動回路は、任意選択で、パルス幅変調を使用してパルスを整形する。
【００３９】
　予熱セクションは、任意選択で、一連の副核形成パルスである。
【００４０】
　駆動回路は、任意選択で、電圧変調を使用してパルスを整形する。
【００４１】
　任意選択で、予熱セクションの時間平均電力は一定であり、トリガセクションの時間平
均電力も一定である。
【００４２】
　もう１つの態様では、本発明は、チャンバと流体連絡しているノズルから印刷流体を放
出するためにインクジェットプリントヘッドにおいて使用されるＭＥＭＳ蒸気気泡発生器
を提供する。
【００４３】
　加熱体は、任意選択で、印刷流体に浸すためにチャンバ内に懸垂される。
【００４４】
　パルスは、任意選択で、乾燥した印刷流体又は過度に粘性の高い印刷流体で詰まったノ
ズルを復旧するために生成される。
【００４５】
　本明細書のコンテキストにおける「電力」は、気泡を核形成するために必要な、気泡の
核形成時間で割ったエネルギーとして定義されている。
【００４６】
　本明細書を通して、「自己冷却」ノズルという表現は、放出可能な液体の滴を放出する
ために必要なエネルギーが、滴によって除去することができる熱エネルギーの最大量未満
であり、滴の体積と等しい体積の放出可能流体を、その放出可能流体がプリントヘッドに
流入する際の温度からその放出可能流体の非均質沸点まで加熱するために必要なエネルギ
ーであるノズルとして理解されたい。
【００４７】
　「デキャップ」という用語は、アイドル状態のノズルからの蒸発により、加熱体の近傍
の水の濃度が薄くなり（気泡衝撃が小さくなる）、また、インクの粘性が高くなる（流動
抵抗が大きくなる）現象を意味している。「デキャップ時間」という用語は良く知られて
おり、この分野ではしばしば使用されている。本明細書を通して、「デキャップ時間」は
、ノズルを非噴射の状態で放置することができる、気泡形成液の揮発性成分の蒸発によっ
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てノズルが気泡形成液を放出することができなくなるまでの間の最大時間間隔を表してい
る。
【００４８】
　本発明によるプリントヘッドは、複数のノズル並びにチャンバ及び個々のノズルに対応
する１つ又は複数の加熱体エレメントを備えている。単一のノズルに付属しているプリン
トヘッドの個々の部分、そのチャンバ及びその１つ又は複数のエレメントは、本明細書に
おいては「ユニットセル」と呼ばれている。
【００４９】
　互いに熱接触している部品が参照されている本明細書においては、これは、それらの部
品が、それらの部品のうちの１つが加熱されると、例えそれらの部品自体が互いに物理的
に接触していなくても、その加熱された部品が他の部品を加熱することができるように互
いに配置されていることを意味している。
【００５０】
　また、「印刷流体」という用語は、放出可能な任意の液体を表すために使用されており
、着色された染料を含有した従来のインクに限定されない。非着色インクの例には、固定
剤、赤外吸着剤インク、官能基化化学薬品、接着剤、生物学的流体、水及び他の溶媒、等
々がある。また、インク又は放出可能な液体は、必ずしも全くの液体である必要はなく、
固体粒子の懸濁液を含有することも可能であり、或いは室温で固体であっても、また、放
出温度で液体であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】熱インクジェットプリントヘッドからの単一ユニットセルを示す図である。
【図２】「印刷モード」パルスによってエネルギーが供給された加熱体によって形成され
た気泡を示す図である。
【図３】「保全モード」パルスによってエネルギーが供給された加熱体によって形成され
た気泡を示す図である。
【図４】振幅変調を使用したパルス電力の変動の電圧対時間プロットである。
【図５】パルス幅変調を使用したパルス電力の変動の電圧対時間プロットである。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、単なる例にすぎないが、添付の図面を参照
して説明する。
　図１は、インクジェットプリントヘッドに適用される、本発明によるＭＥＭＳ気泡発生
器を示したものである。特許文献３及び特許文献４に、本出願人の熱プリントヘッドＩＣ
のいくつかの製造及び動作が詳細に記載されている。簡潔にするために、これらの文書の
内容は、参照により本明細書に組み込まれている。
【００５３】
　図１には、単一ユニットセル３０が示されている。半導体／ＭＥＭＳ製造分野では一般
的なリソグラフィエッチング及び蒸着技法を使用して、支持ウェーハ基板２８の上に多く
のユニットセルが緊密にパックされたアレイで製造されることは理解されよう。チャンバ
２０は、一定の量のインクを保持している。加熱体１０は、ＣＭＯＳ駆動回路２２と電気
接触するようにチャンバ２０内に懸垂されている。駆動回路２２によって生成される駆動
パルスによって加熱体１０にエネルギーが供給され、それにより蒸気気泡１２が生成され
、この蒸気気泡１２によってインク２４の滴がノズル２６を介して強制される。
【００５４】
　核形成に先立って、インクの中及びその下側のウェーハの中へ拡散する熱は、核形成が
生じると蒸発する流体の体積、ひいては蒸気爆発の衝撃（衝撃＝時間で積分された力）に
対するある１つの効果を有している。より短く、且つ、より高い電圧加熱体パルスで駆動
される加熱体は、より短いインクデキャップ時間を有している。これは、蒸気爆発の衝撃
が小さくなり、蒸発によって粘性を与えられたインクをノズルから押し出すことがより困
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難になることによって説明される。
【００５５】
　駆動回路２２を使用して、本発明に従ってパルスを整形することにより、単一の加熱体
及び駆動電圧からより広い範囲の気泡衝撃が設計者に与えられる。
【００５６】
　図２は、オープンプール試験中に加熱体１０の上に形成された気泡１２のストロボ写真
を線図で示したものである（加熱体は水中に浸され、パルスが印加されている）。加熱体
１０は、３０ミクロン×４ミクロン×０．５ミクロンであり、シリコンウェーハ基板の上
に取り付けられたＴｉＡｌから形成されている。パルスは、３．４５Ｖで、その継続期間
は０．４マイクロ秒であり、１２７ｎＪのエネルギーが消費された。ストローブによって
、崩壊点への凝縮及び崩壊に先立って、その最大エクステントにおける気泡が捕獲される
。二重分裂の出現は、ウェーハ表面での気泡画像の反射によるものであることに留意され
たい。
【００５７】
　気泡を核形成するために要する時間は、極めて重要なパラメータである。より大きい電
力（電圧）は、より速い加熱速度を意味しており、したがって加熱体がより速く気泡核形
成温度に到達し、加熱体の周囲への熱伝導の時間が短くなるため、ひいては核形成時にイ
ンクに蓄積される熱エネルギーが減少する。インクに蓄積される熱エネルギーが減少する
と、生成される水蒸気の量が減少し、したがって気泡衝撃が小さくなる。しかしながら、
核形成に先立って加熱体から失われる熱の量が減少するため、気泡を形成するために必要
なエネルギーの量が減少する。したがってこのため、プリンタを可能な限り効率よくする
ためには、正規印刷の間にプリンタを動作させるべきである。
【００５８】
　図３は、２．２０Ｖで、継続期間が１．５マイクロ秒のパルスの場合の同じ加熱体１０
からの気泡１２を示したものである。これは、１９０ｎＪのエネルギー要求事項を有して
いるが、生成される気泡ははるかに大きい。気泡はより大きい気泡衝撃を有しており、し
たがって保全パルスのために使用することができ、或いは正規の滴より大きい滴を放出す
るために使用することができる。したがってプリントヘッドは複数の動作モードを有する
ことができるが、これについては以下でより詳細に説明する。
【００５９】
　図４は、振幅変調を使用した駆動パルスの変形形態を示したものである。正規印刷モー
ドパルス１６はより大きい電力を有しており、したがって速やかに核形成に到達するため
、より短い継続期間を有している。大型気泡モードパルス１８は、長い核形成時間に整合
するより小さい電力及びより長い継続期間を有している。
【００６０】
　図５は、パルス幅変調を使用した駆動パルスの変形形態を示したものである。正規印刷
パルス１６は、この場合も３．４５Ｖで、その継続期間は０．４マイクロ秒である。しか
しながら、大型気泡パルス１８は、一連の短いパルス３２であり、その電圧はすべて同じ
である（３．４５Ｖ）が、その継続期間はたったの０．１マイクロ秒にすぎず、パルスと
パルスの間は、０．１マイクロ秒の時間で隔てられている。これらの短いパルス３２のう
ちの１つの継続期間の間の電力は、正規印刷パルス１６の電力と同じであるが、大型気泡
パルス全体の時間平均電力は、より小さくなっている。
【００６１】
　電力がより小さいため、過熱限界に到達させるための時間スケールが長くなる。核形成
に先立って加熱体から熱がリークする時間がより長くなるため、気泡を核形成するために
必要なエネルギーの量が増加する（加熱体が供給しなければならないエネルギーが追加さ
れる）。この追加エネルギーの一部がインク中に蓄積され、より多くの蒸気が核形成によ
って生成されることになる。蒸気の量が増加するため、より大きい気泡が提供され、ひい
ては気泡衝撃がより大きくなる。したがって電力をより小さくすることにより、エネルギ
ーの量は増加することになるが、その代わりに気泡衝撃が大きくなる。
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　したがって複数のモードでプリントヘッドを動作させることができ、例えば、
　個々の加熱体に大きい電力が引き渡される正規印刷モード（気泡衝撃が小さく、エネル
ギー要求事項が厳格ではないモード）、
　個々の加熱体に小さい電力が引き渡される、デキャップしたノズルを復旧するための保
全モード（気泡衝撃が大きく、エネルギー要求事項が厳格なモード）、
　電力駆動パルスがより小さい、インクの温度が低く、したがって粘性がより高い開始モ
ード、
　放出される滴の体積を大きくし、それによりドラフトイメージの外観を改善するべくよ
り大きい気泡を生成するための、電力駆動パルスがより小さい、ドットの半分のみを印刷
するドラフトモード（印刷速度をより速くするためのモード）、又は
　アレイ内の死ノズルを補償するためにいくつかのノズルからより大きい滴が放出される
死ノズル補償モード
　で動作させることができる。
【００６３】
　プリントヘッド設計者の第１の目的は、とりわけノズル密度が高く、且つ、ノズル噴射
率（印刷速度）が大きい場合に、小さいエネルギーを放出することである。上で参照され
ている本出願人のＭＴＣ００１ＵＳに、小さいエネルギーを放出する利点並びに放出プロ
セス中におけるエネルギー消費の包括的な解析の利点が詳細に説明されている。エネルギ
ーを放出することにより、インクの粘性を制御し、且つ、定常状態におけるインクの沸騰
を防止するために合理的な範囲内に維持しなければならないプリントヘッドの定常温度が
その影響を受ける。しかしながら、微小エネルギー印刷のためのプリントヘッドの設計に
は欠点があり、微小エネルギー動作に起因する微小気泡衝撃のため、ノズルがとりわけデ
キャップに対して敏感である。ノズルのアイドル時間及びデキャップの範囲によっては、
場合によっては気泡衝撃が小さすぎるため、正規印刷パルスを使用したデキャップノズル
からの放出が不可能な場合がある。したがって、デキャップから復旧し、或いはデキャッ
プを防止するためにノズルを浄化しなければならない場合及び浄化しなければならない時
点で、例えば印刷ジョブの開始時又はページとページの間に、気泡衝撃がより大きい保全
モードに切り換えることが望ましい。このモードでは、プリントヘッドの温度は、保全の
ために必要なパルスの総数の方が印刷のために必要なパルスの総数より少なく、また、パ
ルスを引き渡すことができる時間スケールがより長いため、個々のパルスに必要なエネル
ギーに対してそれほど敏感ではない。
【００６４】
　同様に、プリントヘッドからの温度帰還を使用してインクの温度、ひいてはインクの粘
性を表示することができる。駆動パルスの変調を使用することにより、一貫した滴体積を
保証することができる。同時係属ＰＵＡ００１ＵＳ～ＰＵＡ０１５ＵＳ（上で相互参照さ
れている）に開示されているプリントヘッドＩＣは、「オンチップ」温度センサをノズル
アレイ及び駆動回路に統合することができる方法を記述している。
【００６５】
　以上、本発明について、単なる例によって本明細書において説明した。当業者には、広
義の発明概念の精神及び範囲を逸脱しない多くの変形形態及び改変が容易に認識されよう
。
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月24日(2009.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体基板を印刷するためのインクジェットプリントヘッドであって、
　複数のノズルと、
　それぞれが前記ノズル各々に対応する複数の加熱体であって、個々の加熱体が、前記対
応するノズル経由で印刷流体の滴を放出する蒸気気泡、を核形成するために、前記印刷流
体を加熱する構成とされた、当該複数の加熱体と、
　前記加熱体にエネルギーを供給する電気駆動パルスを生成するための駆動回路と
　を備え、
　前記駆動回路が、前記駆動パルスの電力を調整して前記蒸気気泡の核形成に要する時間
を変化させる構成とされた、
　インクジェットプリントヘッド。
【請求項２】
　前記駆動回路が、正規印刷モード及び高衝撃モードで動作する構成とされ、
　それにより前記駆動パルスの長さが、前記正規印刷モードでは１マイクロ秒未満になり
、前記高衝撃モードでは１マイクロ秒を超える長さになる、請求項１に記載のインクジェ
ットプリントヘッド。
【請求項３】
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　前記高衝撃モードが、デキャップの影響を受けたノズルを復旧するために使用される保
全モードである、請求項２に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項４】
　前記高衝撃モードが、放出される印刷流体の前記滴の体積を大きくするために使用され
る、請求項２に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項５】
　一定の滴体積を提供するために、前記高衝撃モードが、前記正規印刷モードの間に放出
される他の印刷流体、よりも粘性が高い印刷流体を補償するために使用される、請求項２
に記載のインクジェットプリントヘッド。
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【国際調査報告】



(18) JP 2010-504227 A 2010.2.12

10

20

30

40



(19) JP 2010-504227 A 2010.2.12

10

20

30

40



(20) JP 2010-504227 A 2010.2.12

10

20

30

40



(21) JP 2010-504227 A 2010.2.12

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,L
C,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG
,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ノース，　アンガス，　ジョン
            オーストラリア，　ニュー　サウス　ウェールズ　２０４１，　バルメイン，　ダーリング　スト
            リート　３９３
(72)発明者  フィッシュバーン，　ジェニファー，　ミア
            オーストラリア，　ニュー　サウス　ウェールズ　２０４１，　バルメイン，　ダーリング　スト
            リート　３９３
(72)発明者  マイヤーズ，　サミュエル，　ジェームス
            オーストラリア，　ニュー　サウス　ウェールズ　２０４１，　バルメイン，　ダーリング　スト
            リート　３９３
(72)発明者  シルバーブルック，　キア
            オーストラリア，　ニュー　サウス　ウェールズ　２０４１，　バルメイン，　ダーリング　スト
            リート　３９３
Ｆターム(参考) 2C057 AF65  AF75  AG29  AG46  AM16  AM29  AR04  AR07  AR17  AR18 
　　　　 　　        BA04  BA13 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

