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(57)【要約】
【課題】　インクジェットプリントヘッド組立体を提供
すること。
【解決手段】　インクジェットプリントヘッド組立体は
、長手方向に離間して配置された複数の電力供給点とア
ース供給点とを含むインクジェットプリントヘッドと、
長手方向に延びる少なくとも一つの電力母線及びアース
母線と、複数の電力供給点を少なくとも一つの電力母線
に接続し且つ複数のアース供給点を少なくとも一つのア
ース母線に接続するように構成された少なくとも一つの
ＴＡＢフィルムと、該フィルムの一方の面に設けられ、
母線をそれぞれ対応する電力及びアース供給点に接続す
る電圧及びアース相互接続手段と、該フィルムの他方の
面に設けられ、プリントヘッドにプリントコントローラ
からの制御データを提供するように構成された制御線相
互接続手段とを備え、該フィルムは、プリントヘッドの
一つのエッジに沿って接続されることのみが必要なよう
に構成される。
【選択図】　　　図１０２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向に離間して配置された複数の電力供給点と長手方向離間して配置された複数の
アース供給点とを含む、長手方向に延びるインクジェットプリントヘッドと、
　長手方向に延びる少なくとも一つの電力母線と、
　長手方向に延びる少なくとも一つのアース母線と、
　前記複数の電力供給点を前記少なくとも一つの電力母線に接続し、且つ前記複数のアー
ス供給点を前記少なくとも一つのアース母線に接続するように構成された少なくとも一つ
の両面テープ自動接着（ＴＡＢ）フィルムと、
　前記ＴＡＢフィルムの一方の面に設けられ、前記母線をそれぞれ対応する電力供給点及
びアース供給点に接続する電圧及びアース相互接続手段と、
　前記ＴＡＢフィルムの他方の面に設けられ、インクジェットプリントヘッドにプリント
コントローラからの制御データを提供するように構成された制御線相互接続手段と、
を備え、前記ＴＡＢフィルムは、プリントヘッドの一つのエッジに沿ってプリントヘッド
に接続されることのみを必要とするように構成される、インクジェットプリントヘッド組
立体。
【請求項２】
　前記母線は前記インクジェットプリントヘッドに対して平行に延びており、前記相互接
続手段は、母線とそれぞれの電圧供給点及びアース供給点との間をほぼ横断して延びる、
請求項１に記載のインクジェットプリントヘッド組立体。
【請求項３】
　前記ＴＡＢフィルムは、同ＴＡＢフィルム上に形成された対応する大きさの貴金属の被
着片によって、前記母線に電気的に接続される、請求項１に記載のインクジェットプリン
トヘッド組立体。
【請求項４】
　前記相互接続手段は、インクジェットプリントヘッドにプリントコントローラからの制
御データを提供するように構成される複数の制御線をさらに含む、請求項１に記載のイン
クジェットプリンタ組立体。
【請求項５】
　前記インクジェットプリントヘッドは、ＭＥＭＳプロセス技術によって製造された複数
のプリントヘッドチップの形態である、請求項４に記載のインクジェットプリントヘッド
組立体。
【請求項６】
　前記プリントヘッドに形成された複数のインク供給通路に、インク搬送用の関連するイ
ンク供給ユニットをさらに備える、請求項１に記載のインクジェットプリンタ組立体。
【請求項７】
　前記インク供給ユニットが、前記プリントヘッドの挿入のためのスロットと、別々の色
インクを貯蔵するための一連の長尺状のチャンバとを含み、
　前記チャンバが、前記プリントヘッドにインクを供給するために、前記スロットに相互
接続され、
　前記母線は前記インク供給ユニットに沿って配置され、前記相互接続手段は、前記イン
ク供給ユニットの外側に沿って同様に配置されるテープ自動化結合（ＴＡＢ）ストリップ
の形態をなし、
　前記ＴＡＢストリップは、プリントコントローラからの制御信号を受信するための一連
の対応する外部制御線と一致するように、ＴＡＢストリップの一方の表面に沿った一連の
制御線を含み、
　前記ＴＡＢストリップは、前記インクジェットプリントヘッドに対する反復した一連の
相互接続をさらに有し、前記相互接続は、前記制御線及び前記母線を前記プリントヘッド
に接続している、請求項６に記載のインクジェットプリントヘッド組立体。
【請求項８】
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　前記インク供給ユニットは、電力供給母線及び／又は相互接続手段をインク供給ユニッ
トに対して正確に配置するための一連の位置決め用突起を含む、請求項７に記載のインク
ジェットプリントヘッド組立体。
【請求項９】
　前記相互接続手段は、前記母線に直接接続された一つ以上のプリント基板の形態であり
、前記プリント回路基板は前記プリントヘッドにワイヤボンドにより接続されている、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】
　各々の前記母線は、機械的に剛性を有する導電性レールを備える、請求項１に記載のイ
ンクジェットプリントヘッド組立体。
【請求項１１】
　前記相互接続手段は、前記インクジェットプリントヘッドと接続する柔軟な部分を含む
、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１２】
　少なくとも二つの前記電力供給点を備え、前記インクジェットプリントヘッドは少なく
とも二つのプリンタヘッドチップを備え、
　前記インクジェットプリントヘッド組立体は、少なくとも二つの電力供給点の各々が、
それら電力供給点の他方から電力の供給を受けるように構成される、請求項１に記載のイ
ンクジェットプリントヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェットプリンタのような超小型電子機械装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際特許出願ＰＣＴ／ＡＵ９Ｓ／００５５０において、本出願人は、ノズルチャンバの
配列からインクのような流体を吐出させるために熱湾曲アクチュエータによって駆動され
るプリントヘッドの構造において、超小型電子機械（ｍｅｍｓ）プロセスを用いるインク
ジェット印刷装置を提案した。
【０００３】
　この種の装置は多くの制限及び不都合を有する。
　本発明の目的は、１つ以上の従来技術の不都合を克服するか、もしくは少なくとも改善
するか、あるいは有用な代替物を提供するインクジェット印刷装置の様々な態様を提供す
ることにある。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の第１の態様によると、インクを吐出するための一連のノズルを有し、前記ノズ
ルの各々は犠牲層を覆うリム材料層の適応した被着（ｃｏｎｆｏｒｍａｌ　ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）により形成されたリムと、続いて前記ノズルリムを形成するよう少なくともリ
ム材料層を平面エッチングすることとを有するインクジェットプリントヘッドが提供され
る。
【０００５】
　平面エッチングは、リム材料層及び任意の関係する犠牲層の化学的機械的平坦化（ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｐｌａｎａｒｉｚａｔｉｏｎ）である。
　本発明の第２の態様によると、１つの壁上にインク吐出口を、第２の壁上にアクチュエ
ータ相互連絡口をそれぞれ有する複数のノズルチャンバと、ノズルチャンバ内に配置され
、インク吐出口からインクを吐出するために、外部熱アクチュエータの制御下においてア
クチュエータ相互連絡口を介して可動な可動インク吐出パドルと、外部アクチュエータは
、該アクチュエータの作動部分の周囲をアクチュエータから離間された保護被覆シェルに
よって被覆されていることとからなるインクジェットプリントヘッドを提供する。
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【０００６】
　保護被覆シェルは、インクジェット印刷構成物の他の部分、特にノズルチャンバ壁の形
成と同時に形成され得る。
　保護被覆シェルは犠牲材料層の被着及びエッチング、次いで被覆シェルを形成する不活
性材料の被着及びエッチングにより形成され得る。
【０００７】
　外部アクチュエータは熱湾曲アクチュエータからなり得る。
　本発明の第３の態様によると、基板上にインクジェットプリントヘッドを形成する方法
が提供される。前記方法は、インクジェットプリントヘッドを制御するために、導体、半
導体及び非導体材料の挟み込まれた１つ以上の層から形成された電子駆動回路が形成され
る第１の基板を準備することと、前記基板上に、１つの壁にインク吐出口を有する少なく
とも１つのノズルチャンバを形成することと、インク吐出口からインクを吐出するための
外部熱アクチュエータの制御下において可動な可動インク吐出パドルをノズルチャンバ内
に設けることと、前記アクチュエータ及びインク吐出パドルのうちの１つ以上の形成にお
いて、交互に配置された層の少なくとも１つの部分を犠牲層として使用することとを有す
る。
【０００８】
　犠牲材料層は、電子駆動回路構成の導体層部分を備え得る。電子駆動回路構成は、相補
型金属酸化（ＣＭＯＳ）プロセスからなり、犠牲材料層はＣＭＯＳ金属層からなり得る。
　アクチュエータの形成において犠牲材料層が用いられ得る。アクチュエータは、熱アク
チュエータであり得る。アクチュエータは、ノズルチャンバに対して外側に配置され、さ
らに、ノズルチャンバの．第２の壁に形成された駆動相互連絡口を介してインク吐出パド
ルと相互連結され得る。
【０００９】
　本発明の第４の態様において、ＭＥＭＳプロセス技術により形成されたインクジェット
プリントヘッドが提供される。前記インクジェットプリントヘッドは、ノズルチャンバを
それぞれ備える複数のインク吐出ノズルと、基板に固着された基端部及び前記チャンバ内
においてインク吐出パドルに連結された先端部とを有する外部熱湾曲駆動素とを備える。
【００１０】
　前記外部熱湾曲アクチュエータは、一連の層及び平面伝導性加熱回路層を備える。前記
平面伝導性加熱回路層は前記熱湾曲アクチュエータを加熱するための平面伝導性加熱回路
を形成する前記基端部に隣接する第１の部分と、インク吐出パドルに延びる第２部分とを
有する。平面伝導性加熱回路層における不連続面により、前記第２の部分は前記第１の部
分から電気的に絶縁され、前記不連続面はノズルチャンバの外側に配置される。
【００１１】
　平面導電性加熱回路層は、窒化チタンからなり得る。導電回路は、好ましくは、基端に
隣接する抵抗性の加熱を増大するよう、基端に隣接した少なくとも１つのテーパー状部分
を備える。
【００１２】
　本発明の第５の態様によると、インクを吐出するための一連のインク吐出ノズルを有し
、前記ノズルの各々はノズルチャンバを外気と連通させ、各ノズルは、その周囲にインク
メニスカスが正常に形成する第１メニスカスリムと、第１メニスカスリムから外側に離間
され、第１メニスカスリムを取り囲み、インクジェットプリントヘッドの表面を横切って
インクが流動することを防止するよう配置された拡張インク流動防止リムとを有するイン
クジェットプリントヘッドを提供する。
【００１３】
　インク流動防止リムは、第１のメニスカスリムとほぼ同一平面にあり得、第１のメニス
カスリムと同一の材料から形成され得る。
　インク流動防止リム及び第１のメニスカスリムは、好ましくは化学的機械的平担化技術
を利用して形成される．
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　インク流動防止リム及び第１のメニスカスリムは、好ましくは窒化チタンから形成され
る。
【００１４】
　本発明の第６の態様によると、第１の湾曲方向に湾曲するのに適している湾曲アクチュ
エータを備え、かつほぼ平坦な底面を有する可動微小機械装置が提供され、前記湾曲アク
チュエータは多数の被覆下層部の最上部の平坦な基板上に形成される。前記湾曲アクチュ
エータは、被覆下層部上において、一連の構造を形成することと、前記一連の構造は、第
１の湾曲方向をほぼ直交する方向に延びる一連の長尺状リブを備える表面プロフィ－ルを
有することとを含む複数の工程により形成される。
【００１５】
　湾曲アクチュエータは熱湾曲アクチュエータからなり得る。被覆層は導電回路構成層を
備え得、湾曲アクチュエータを駆動するために、被覆層は湾曲アクチュエータに相互接続
され得る。湾曲アクチュエータはパドル部材に取り付けられ、インクジェットプリントヘ
ッドのインク吐出ノズルからインクを吐出するために駆動され得る。湾曲アクチュエータ
の下に位置する被覆層は、湾曲アクチュエータの動作を制御するための電力用トランジス
タを備え得る。
【００１６】
　本発明の第７の態様によると、インクジェットノズル配列の大きな配列を有するインク
ジェットプリントヘッドを形成する方法が提供される。前記方法は、１つのノズルからイ
ンクを吐出するための１つのインクジェットノズル配列を形成する工程と、インクジェッ
トプリントヘッドの全てのインクジェットノズルを形成するために１つのインクジェット
ノズル配列の一連の平行移動及び回転を利用する工程とからなり、前記利用する工程は、
最初に、複数のノズルを１つのポッドに形成することと、各群がプリントヘッドから分配
される異なる色のインクに対応しているポッドの群を形成することと、前記ポッドの複数
の群を駆動する群に形成することと、駆動する群を組合わせて、プリントヘッドのあるセ
グメントを形成することと、プリントヘッドを形成するために各セグメントを形成するこ
ととを有する。
【００１７】
　インクジェットノズル配列は、マスクを用いて被着及びエッチングされた一連の層を備
え得る。層は、好ましくは、一連の導電性の相互連絡を形成するように、マスクを用いて
エッチングされる導電性層を備え得る。伝導性の相互連絡は、インクジェットノズル配列
の平行移動または回転された複製からなり得るインクジェットノズル配列の隣接したバー
ジョンとの相互連絡を行い得る。
【００１８】
　本発明の第８の態様によると、画像を印刷するように、所定の温度範囲内において流体
吐出プリントヘッドを駆動する方法が提供される。プリントヘッドは同プリントヘッドか
ら流体を吐出トするために駆動される一連の熱アクチュエータを備える。前記方法は、（
ａ）前記プリントヘッド温度が所定のしきい値より低いかを決定するために、前記プリン
トヘッドのプリントヘッド温度を検知する工程と、（ｂ）前記プリントヘッド温度が所定
のしきい値より低い場合には、プリントヘッド温度が所定のしきい値より高くなるように
、プリントヘッドを加熱する予熱の工程を行う工程と、（ｃ）熱アクチュエータがプリン
トヘッドから流体を吐出させるには不十分な程度に加熱されるように、予熱工程を制御す
る工程と、（ｄ）画像を印刷するためにプリントヘッドを使用する工程とからなる。
【００１９】
　工程（ａ）は、好ましくは、（ａａ）初めに、プリントヘッドの周りの周囲温度を検知
する工程と、（ａｂ）所定のしきい値を周囲温度と、所定温度に依存する所定の作動ファ
クタ量とを加えた価に設定する工程とをさらに備える。本方法は、（ｄ）画像を印刷して
いる間、プリントヘッド温度を監視し、温度は所定のしきい値よりも低下すると、温度が
しきい値を超え得るように、プリントヘッドを再加熱する工程をさらに備える。
【００２０】
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　工程（ｂ）は、プリントヘッドを加熱している間、絶えずプリントヘッド温度を監視す
ることからなり得る。
　工程（ｃ）は、プリントヘッドから流体を吐出させるには不十分な程度の一連の短い電
気パルスを熱アクチュエータに付加することからなり得る。
【００２１】
　本発明の第８における態様の付加的な態様によると、基板上に形成され、インク吐出ア
クチュエータを駆動するために同インク吐出アクチュエータに取り付けられたアクチュエ
ータ駆動ユニットにより駆動される一連のインク吐出熱アクチュエータによってインクを
オンデマンドに吐出するのに適したノズル配列と、前記基板の温度を検知するために基板
上に設けられた少なくとも１つの温度センサと、温度センサユニットとを備える流体吐出
装置が提供される。
【００２２】
　上記において、流体吐出操作が始められる前に、温度センサユニットは、基質の現在の
温度を検知するために、少なくとも１つの温度センサを使用し、前記温度が所定の基準限
界値未満である場合、予熱駆動信号をアクチュエータ駆動ユニットに出力し、すると、前
記基板加熱するには十分であるが、前記配列からインクを吐出させるには不十分である程
度に、アクチュエータ駆動ユニットがインク吐出熱アクチュエータを駆動する。
【００２３】
　少なくとも１つの温度センサは、プリントヘッド上に離間されて形成された一連の複数
の温度センサからなり得る。ノズル配列は、好ましくは、一連の離間された複数のセグメ
ントに分割され、セグメント毎に少なくとも１つの温度センサを有する、本発明の第９の
態様によると、インクを携帯用プリンタの印刷装置にインクを供給するためのインク供給
配列が提供される。前記インク供給配列は、前記印刷装置に供給するために、インクを保
持するための少なくとも１つの貯蔵チャンバを備えるインク供給ユニットと、前記インク
供給ユニットが、印刷装置からの駆動要求に応じて、印刷装置へのインクの流動を許容し
ている間に、ユニット内に携帯用プリンタの移動により生じ得るようなユニット内におけ
るインクの加速を抑えるよう構成された、一連の離間されたバッフルを有することとを備
える。好ましくは、インク供給装置は、インク分配マニホルドを有するインク供給ユニッ
トの形態にあるインク供給配列に直接連結されるプリントヘッドの形態にある。前記イン
ク分配マニホルドは、プリントヘッド上に形成されるインク供給路に対応した複数の流出
口を介してインクを供給する。
【００２４】
　好ましい形態においては、プリントヘッドはページ幅にわたる長尺状のプリントヘッド
チップであり、インク供給ユニット内のバッフルは、プリントヘッド及び対応するインク
供給ユニットの長手方向の広がりに沿った方向におけるインクの加速を抑えるように構成
される。好ましくは、インク供給ユニットは、別々の色インクを保持するために一連の貯
蔵チャンバを有する。
【００２５】
　好ましくは、１つ又は複数のインク貯蔵チャンバは、２つ以上の相互に連通した成形部
品から形成される。
　本発明の第１０の態様によると、複数の長手方向に離間された電圧供給点を有する、同
一の種類の長尺状インクジェットプリントヘッドのための動力分配装置が提供される。前
記動力分配装置は、２つ以上の細長い低抵抗電源母線と、選択された複数の電圧供給点を
前記母線に接続する相互接続手段とを備える。
【００２６】
　好ましくは、母線は前記プリントヘッド対して平行に延びるよう配置され、前記相互接
続手段は、その間をほぼ横断して延びる相互接続を提供する。好ましい形態において、相
互接続手段はテープオートメイティッドボンディッドフィルム（ＴＡＢフィルム）である
。
【００２７】
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　好ましくは、ＴＡＢフィルムは、前記ＴＡＢフィルム上に対応する大きさに形成された
貴金属の被着片によって、前記母線と電気的に接続されている。
　また、好ましくは、相互連絡手段は、プリントヘッド上における選択された別の電圧供
給点へ接続するための複数の制御線を備える。
【００２８】
　ユニットは、電源及び制御線の外側の列から取り外し可能であり得る。導電レールは、
機械的に堅固な棒状部を備え得る。
　本発明の第１１の態様によると、インク吐出ノズルの配列を備えるプリントヘッドに供
給するためのインク供給ユニットが提供される。前記供給ユニットは、第１の精度に正確
にされた寸法を有して形成され、そこに形成された第１キャビティを有する第１部材と、
そこに形成された第２キャビティを有するインク分配マニホルドの形態にある第２部材と
、第２キャビティはプリントヘッドに挿入されるのに適していることと、プリントヘッド
に形成されたインク供給通路へインクを供給するため１つ以上のチャンバを形成するよう
に、第２部材は第１部材内の第１キャビティと係合するよう形成されることと、第２部材
は前記第１の精度よりも高い第２の精度に正確にされた寸法を有して形成されることとか
らなる。
【００２９】
　好ましくは、第１部材及び第２部材が共に、好ましくは異なる色のインクを貯蔵するの
に適当な一連のインク貯蔵チャンバを形成する。
　好ましい形態においては、第２部材は一連の分離したインクプリントヘッドのインク流
出口を形成し、前記インク流出口はプリントヘッドのインク供給路にインクを供給するの
に適しており、インク供給路はインク吐出ノズルのグループ化されたセットにインクを供
給するのに適している。
【００３０】
　好ましくは、第２部材は、第１部材の外寸よりも実質的に小さい外寸を全体にわたって
有する。
　本発明の第１１における態様の付加的な態様によると、多色ページ幅インク供給プリン
トヘッドに供給するためのインク供給ユニットが提供される。前記インク供給ユニットは
、別々の色インクを貯蔵するための一連のチャンバを備え、第１の精度に正確にされた寸
法を有して形成され、かつその中に形成された第１の細長いキャビティを有する第１の長
尺状部材と、一連の壁要素とそこに形成された第２の細長いキャビティとを備える第２の
長尺状部材と、第２の細長いキャビティがページ幅インクジェットプリントヘッドに挿入
するのに適していることと、第２の細長いキャビティに挿入されると、壁要素は第１の長
尺状部材の対応する要素と組み合って、プリントヘッドの背面上に形成される一連のスロ
ットにインクを供給するための一連のチャンバの形成を完結することと、第２長尺状部材
は第１の精度よりも高い第２の精度に正確にされた寸法を有して形成されることとからな
る。
【００３１】
　好ましくは、プリントヘッドへのインク供給流の部分を濾過するためのスクリーンが第
２部材の一部として任意に設けられる。
　第１の長尺状部材及び／又は第２の長尺状部材は、インク供給ユニット内におけるイン
クの加速を抑えるための一連のバッフルを備え得る。
【００３２】
　本発明の第１２の態様によると、インク吐出ノズルの配列をインク分配マニホルドに相
互に連結させる方法が提供される。前記方法は、インク分配マニホルドの任意のたわみに
より弾力的に変形するのに適した弾力を有する接着剤を用いてプリントヘッドを前記イン
ク分配マニホルドに接着することからなる。
【００３３】
　本発明の第１２における態様の付加的な態様によると、プリントヘッド及びインク分配
マニホルドアセンブリが提供され、プリントヘッドは、インク分配マニホルドの任意のた
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わみにより弾力的に変形するのに適した弾力を有する接着剤により、インク分配マニホル
ドに接着されている。
【００３４】
　好ましい形態において、プリントヘッドは長尺状のページ幅プリントヘッドチップであ
り、インク分配マニホルドはインク供給ユニットの一部を形成している。好ましくは、イ
ンク供給ユニットは、別々の色インクを貯蔵するための一連のチャンバを備えており、か
つそこに形成された第１の細長いキャビティを有する第１の長尺状部材と、一連の壁要素
とそこに形成された第２の細長いキャビティとを備える第２の長尺状部材と、第２の細長
いキャビティがページ幅インクジェットプリントヘッドに挿入するのに適していることと
、第２の細長いキャビティに挿入されると、壁要素は第１の長尺状部材の対応する要素と
組み合って、プリントヘッドの背面上に形成される一連のスロットにインクを供給するた
めの一連のチャンバの形成を完結することと、インク供給ユニットの任意の湾曲により弾
力的に変形するのに適した弾力を有する接着剤を用いて、第２の長尺状部材が第１の長尺
状部材に相互連通させられることとからなる。
【００３５】
　プリントヘッドチップは、インク供給ユニットに側面に沿って、かつ、その裏面にわた
って取り付けられ得る。
　本発明の第１３の態様によると、開口からインクを吐出するために、１つの壁上に形成
されたノズル開口をそれぞれ有する複数のノズルチャンバと、ノズルチャンと相互に連通
したインク供給路と、ノズルチャンバ内においてアクチュエータにより可動であり、かつ
ノズルチャンバからインクを吐出するように駆動可能であるパドルと、前記パドルはアク
チュエータの付勢により、ノズル開口に向かって運動させられる突出部を有することとか
らなるインクジェットプリントヘッドが提供される。
【００３６】
　好ましくは、突出部はアクチュエータの駆動により、開口の平面を通過して運動し、ノ
ズル開口と同軸を有して配置され得る。
　液体吐出開口は、一連の層の被着及びエッチングを用いることにより形成され得、突出
部は中空の円筒柱からなり得る。
【００３７】
　中空の円筒柱は、好ましくは、開口を形成する間に化学的機械的平坦化され得る開口に
隣接した端部を備え得る。アクチュエータは、パドルの運動を引き起こすために伝導的に
加熱される熱湾曲アクチュエータからなる。
【００３８】
　突出部はパドルのほぼ中心上に配置され得る。
　本発明の第１３における態様の付加的な態様によると、少なくとも１つのチャンバを備
え、吐出パドルの運動によって前記チャンバと相互に連通したノズル開口から液体が吐出
されるインクジェットプリントヘッドにおいて、プリントヘッドの作動特性を改善する方
法は、可動パドル上に突出部を配置する工程と、前記突出部は流体を吐出するための液体
吐出パドルの駆動により、ノズルに向かう運動を受ける工程とからなる。
【００３９】
　突起部位は、好ましくは、液体吐出パドルの駆動により、開口の外側のリムの平面を通
過して運動する端部を備え得る。
　本発明の第１４の態様によると、チャンバからインクを吐出するために、１つの壁上に
形成されたノズル開口と、アクチュエータ機構を挿入するための第２開口とをそれぞれ有
する複数のノズルチャンバと、ノズルチャンバと相互に連通したインク供給路と、ノズル
チャンバ、からインクを吐出するように駆動可能なアクチュエータにより可動なパドルと
を備え、前記アクチュエータは、ノズルチャンバの外部に配置された第１部分と、ノズル
チャンバの内部に配置され、前記パドルを支持する第２部分と、前記開口を介して第１部
分と第２部分とを相互に連結させる相互連結部分と、前記相互連結部は第２開口に隣接し
て形成され、かつ第２開口を介する流体の流れを制限するように配置される突出したシー
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ルドをさらに備えることとからなるインクジェットプリントヘッド装置が提供される。
【００４０】
　シールドは疎水性面からなり得る。相互連結部は、通常は、液体吐出開口に向かって上
方に定義された方向に運動し、シールドは相互連結部の上面に形成され得る。アクチュエ
ータは、好ましくは、第１部分上に配置された熱膨脹性アクチュエータを有し得る。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】静止状態にある１つのインクジェットノズルを示す概略図。
【図２】駆動状態にある１つのインクジェットノズルを示す概略図。
【図３】補給状態ニアル１ツノインクジェットノズルを示す概略図。
【図４】２層型の冷却過程を示す図。
【図５】単層型の冷却過程を示す図。
【図６】整列されたノズルを示す平面図。
【図７】整列されたノズルを示す平面図。
【図８】整列されたノズルを示す平面図。
【図９】整列されたノズルを示す平面図。
【図１０】インクジェットノズルを組み立てる過程を示す断面図。
【図１１】化学的機械的平坦化の後のインクジェットノズルを組み立てる過程を示す断面
図。
【図１２】インクの予熱における好ましい実施形態に含まれる工程を示す図。
【図１３】正常な印刷クロッキングサイクルを示す図。
【図１４】予熱サイクルの使用率を示す図。
【図１５】適当なプリントヘッドの作動温度のグラフ。
【図１６】適当なプリントヘッドの作動温度のグラフ。
【図１７】予熱のためにプリントヘッドを駆動する一形態を示す図。
【図１８】インクジェットノズル構造が形成されることになっている初期のウェハの一部
を示す断面図。
【図１９】Ｎ－井戸プロセスのためのマスクを示す図。
【図２０】Ｎ－井戸プロセス後のウェハの一部を示す断面図。
【図２１】Ｎ－井戸プロセス後の１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図２２】アクティブチャネルマスクを示す図。
【図２３】フィールド酸化膜の断面図。
【図２４】フィールド酸化膜被着後の１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図２５】ポリマーマスクを示す図。
【図２６】被着　したポリマーを示す断面図。
【図２７】ポリマーマスク後の１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図２８】ｎ＋マスクを示す図。
【図２９】ｎ＋インプラントを示す断面図。
【図３０】ｎ＋インプラントの後の１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図３１】ｐ＋マスクを示す図。
【図３２】ｐ＋インプラントの結果を示す図。
【図３３】ｐ＋インプラントの後の１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図３４】接点のマスクを示す図。
【図３５】ＩＬＤ１の被着及び接点バイアスのエッチングの結果を示す断面図。
【図３６】ＩＬＤ１の被着及び接点バイアスのエッチング後の１つのノズル部分を示す部
分側面斜視図。
【図３７】金属１のマスクを示す図。
【図３８】金属１層の金属被着の結果を示す断面図。
【図３９】金属１の被着後における１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図４０】バイア（Ｖｉａ）１マスクを示す図。
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【図４１】ＩＬＤ２の被着及び接点バイアスのエッチングの結果を示す断面図。
【図４２】金属２のマスクを示す図。
【図４３】金属２の層を被着させた結果を示す図。
【図４４】金属２の被着後における１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図４５】バイア２のマスクを示す図。
【図４６】ＩＬＤ３の被着及び接点バイアスのエッチングの結果を示す断面図。
【図４７】金属３のマスクを示す図。
【図４８】金属３の層を被着させた結果を示す断面図。
【図４９】金属３の被着後における１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図５０】バイア３のマスクを示す図。
【図５１】不動態化酸化物及び窒化物による被着及びバイアスのエッチングの結果を示す
断面図。
【図５２】不動態化酸化物及び窒化物による被着及びバイアスのエッチング後における１
つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図５３】ヒータのマスクを示す図。
【図５４】ヒータの窒化チタン層を被着させた結果を示す断面図。
【図５５】ヒータの窒化チタン層の被着後における１つのノズル部分を示す部分側面斜視
図。
【図５６】アクチュエータ／湾曲補整器のマスクを示す図。
【図５７】エッチング後、アクチュエータガラス及び湾曲補整器窒化チタンによる被着　
の結果を示す断面図。
【図５８】アクチュエータガラス及び湾曲補整器窒化チタンの被着及びエッチング後の及
び被着した後における１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図５９】ノズルのマスクを示す図。
【図６０】犠牲層の被着及びノズルのエッチングの結果を示す断面図。
【図６１】犠牲層の被着及び最初のエッチング後における１つのノズル部分を示す部分側
面斜視図。
【図６２】ノズルチャンバのマスクを示す図。
【図６３】犠牲的層においてエッチングされたチャンバを示す断面図。
【図６４】犠牲層をさらにエッチングした後の１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図６５】ズルチャンバ壁の被着層を示す断面図。
【図６６】ノズルチャンバ壁のさらなる被着後における１つのノズル部分を示す部分側面
斜視図。
【図６７】化学的機械的平坦化（ＣＭＰ）技術を用いて自己整列ノズルを形成する過程を
示す断面図。
【図６８】ノズルチャンバ壁のＣＭＰ後における１つのノズル部分を示す部分側面斜視図
。
【図６９】ウェハブランク上に搭載されたノズルを示す図。
【図７０】バックエッチ流入口マスクを示す図。
【図７１】犠牲層のエッチングによる除去を示す断面図。
【図７２】犠牲層をエッチングにより除去した後の１つのノズル部分を示す部分側面斜視
図。
【図７３】異なる破断線における犠牲層をエッチングにより除去した後の１つのノズル部
分を示す部分破断斜視図。
【図７４】インクで満たされたノズルを示す断面図。
【図７５】インクを吐出している１つのノズル部分を示す部分側面斜視図。
【図７６】１つのノズルに制御ロジックに関する概略図。
【図７７】１つのノズルにおける制御ロジックのＣＭＯＳの実施を示す図。
【図７８】記載されたＣＭＯＳ／ＭＩＥＭＳの実施に用いられた様々な層の凡例またはキ
ーを示す図。
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【図７９】ポリマー層にあるＣＭＯＳを示す図。
【図８０】金属１層にあるＣＭＯＳを示す図。
【図８１】金属２層にあるＣＭＯＳを示す図。
【図８２】金属３層にあるＣＭＯＳを示す図。
【図８３】ＭＥＭＳヒータ層にあるＣＭＯＳ及びＭＥＭＳを示す図。
【図８４】アクチュエータのシュラウド層を示す図。
【図８５】インクジェットヘッドの一部分の部分破断側面斜視図。
【図８６】インクジェットヘッドの一部分の拡大部分破断側面斜視図。
【図８７】一連のアクチュエータの構造に形成された複数の層を示す図。
【図８８】ウェハを貫通するインク供給チャネルを示すウェハの裏面の一部を示す図。
【図８９】プリントヘッドにおけるセグメントの配列を示す図。
【図９０】駆動順に付番された１つのポッドを示す概略図。
【図９１】論理的順序に付番された１つのポッドを示す概略図。
【図９２】各色１つずつのポッドを備えた１つのトリポッド（ｔｒｉｐｏｄ）を示す概略
図。
【図９３】１０個のトリポッドを備えた１つのポッドグループを示す概略図。
【図９４】セグメント、駆動グループ、及びトリポッドの間の関係を示す概略図。
【図９５】代表的な印刷サイクルの間におけるＡＥｎａｂｌｅ及びＢＥｎａｂｌｅのクロ
ッキングを示す図。
【図９６】プリントヘッドのインクチャンネルモールド支持構造物への組み込みを示す分
解斜視図。
【図９７】インクチャンネルモールド支持構造物の部分破断側面斜視図。
【図９８】プリントロールユニット、プリントヘッドおよびプラテンを示す部分破断側面
斜視図。
【図９９】プリントロールユニット、プリントヘッドおよびプラテンを示す側面斜視図。
【図１００】プリントロールユニット、プリントヘッドおよびプラテンを示す側面分解斜
視図。
【図１０１】図９６及び図９７に示されるプリントヘッドのインク分配マニホルドへの連
結を示す拡大斜視図。
【図１０２】図９７に示されたテープオートメイティッドボンディドフィルムの最も外部
の側面を示す展開平面図。
【図１０３】図１０２に示された展開されたテープオートメイティッドボンディドフィル
ムの裏面を示す図。
【図１０４】好ましい実施形態の作動原理を示す概略図。
【図１０５】好ましい実施形態の作動原理を示す概略図。
【図１０６】好ましい実施形態の作動原理を示す概略図。
【図１０７】好ましい実施形態の１つのノズル構成を示す部分破断側面斜視図。
【図１０８】シュラウド構成を備えた１つのノズルの側面斜視図。
【図１０９】好ましい実施形態の構成を用いた化学的機械的平担化の原理を示す図。
【図１１０】好ましい実施形態の構成を用いた化学的機械的平担化の原理を示す図。
【図１１１】好ましい実施形態の構成を用いた化学的機械的平担化の原理を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
（好ましい実施形態および他の実施形態の説明）
　この好ましい実施形態は、種々様々なページ幅プリンタ、およびプリントオンデマンド
カメラシステムに内蔵させるのに適している１６００ｄｐｉモジュラモノリシックプリン
トヘッドである。プリントヘッドは、通常、集積回路製造用に開発された技術を使用して
ミクロン単位で組み立てられた機械的システムである超小型電子機械システム（ＭＥＭＳ
）により製造される。
【００４３】
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　１６００ｄｐｉのＡ４サイズの写真画質ページ幅プリンタの場合には、５０，０００以
上のノズルを必要とするので、低コストを実現するには、プリントヘッドとして同じチッ
プ上に駆動電子回路を集積させなければならない。集積を行うことにより、プリントヘッ
ドへの外部接続の数を約５０，０００から約１００に低減することが可能である。駆動電
子回路を形成するために、好ましい実施形態は、同じウェハ上にＭＥＭＳノズルとしてＣ
ＭＯＳロジックおよび駆動トランジスタを集積する。ＭＥＭＳは、他の製造技術と比較し
た場合、いくつかの重要な利点を有する。すなわち、ミクロン単位の寸法と精度で機械装
置を組み立て得る、同一シリコンウェハ上に数百万の機械装置を同時に形成し得る、上記
機械装置は電子回路を内蔵し得る。
【００４４】
　本明細書で使用する「ＩＪ４６プリントヘッド」という用語は、本発明の好ましい実施
形態により製造したプリントヘッドを意味する。
（動作原理）
　好ましい実施形態は、インクを吐出するための熱により駆動されるレバーアームを使用
する。インクを吐出するノズルチャンバは、その周囲に表面メニスカスが形成される薄い
ノズルリムを備える。ノズルリムは、自己整合被着メカニズムを用いて形成される。好ま
しい実施形態は、また、インクジェットノズルの周囲に過剰流出防止リムの有利な機能を
備える。
【００４５】
　最初に、図１～図３を参照して、まず、好ましい実施形態のインクジェットプリントヘ
ッドの動作原理について説明する。図１において、ノズルリム５の周囲にメニスカス４を
形成するように、インク供給チャネル３を介して供給されるノズルチャンバ２を備える１
つのノズル装置１が示されている。熱アクチュエータ機構６が設けられており、この機構
は円形であり得る端部パドル７を備える。上記パドル７は、ポスト９を中心にして回転す
るアクチュエータアーム８に取り付けられている。アクチュエータアーム８は、窒化チタ
ンのような非常に硬い導電性材料から形成される２つの層１０，１１を備える。下層１０
は、ポスト９に相互接続している導電性回路を形成し、さらに、端部ポスト９の近くに薄
い部分を備える。それ故、下層１０を通って電流が流れると、下の層のポスト９に隣接す
る部分が加熱される。加熱されない場合には、２つの層１０、１１は、相互に熱的にバラ
ンスしている。下層１０が加熱されると、アクチュエータ機構６全体がほぼ上方に向かっ
て湾曲し、そのために、パドル７が、図２に示すように、急速に上方に向かって運動する
。この急速な上方への運動によりリム５の周囲の圧力が増大し、その結果、インクがチャ
ンバの外に流出するように、メニスカス４全体が膨張する。その後、下層１０の導通が切
断され、アクチュエータアーム６は、図３に示すように、静止位置に戻り始める。この運
動により、パドル７は下方に移動する。そのため、ノズル５の周囲のインク全体がチャン
バ内に戻る。ノズルチャンバ内のインクの後方への動きに加えて、ノズルの外部にあるイ
ンクの前方への運動によりメニスカス４がくびれるため、インク粒子１４が形成される。
その後、メニスカス４を横切る表面張力効果により、インクはインク供給チャネル３から
ノズルチャンバ２内に引っ込む。
【００４６】
　好ましい実施形態の動作は、多くの有意な機能を有する。まず第１に、層１０，１１の
上記したバランスがある。第２の層１１を使用することにより、アクチュエータデバイス
６の熱的動作がさらに効率的になる。さらに、２つの層の動作により、確実に、製造中の
冷却の際の熱応力の問題を回避することができ、それにより、製造中の剥離の可能性が少
なくなる。図４および図５はその様子を示す。図４は、中央の材料層２２を囲むバランス
のとれた２つの材料層２０，２１を有する熱的アクチュエータの冷却プロセスを示す。冷
却プロセスは、各導電性層２０，２１に等しく影響を与え、そのため形状が安定する。図
５は、図に示すように、導電性層２０を１つしか持たない熱アクチュエータアームである
。製造後の冷却の際に、上部層２０は、中央層２２に対して湾曲しようとする。この場合
、最終的な装置が不安定であるため、及び異なる程度の湾曲を生じる様々な層の厚さがま
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ちまちであるために、種々の問題が生じる恐れがある。
【００４７】
　さらに、図１および図３において説明した装置は、ノズルリム５の周囲にピット２６を
形成するために設けられているインクジェット拡散防止リム２５（図１）を含む。ノズル
リム５から流出したインクは、通常、リムの周囲のピット２６内に捕捉されるので、イン
クがインクジェットプリントヘッドの表面を横切って流れたとき、動作に影響を与えるこ
とが防止される。この装置は図１１にて明らかに示される。
【００４８】
　さらに、ノズルリム５およびインク拡散防止リム２５が、独自の化学機械平坦化技術に
より形成される。図６～図９を参照することにより、この装置を理解することができる。
理想的には、インク吐出ノズルリムは、図６の符号３０で示すように、高度に対称形であ
ることが望ましい。インクを吐出する際には、薄くて非常に正確な形状のリムを使用する
ことが望ましい。例えば、図７は、くびれて分裂しそうな過程にあるリムから吐出されて
いるインク粒子を示す。メニスカスがくびれて分裂するプロセスは、非常にデリケートな
もので、複雑で無秩序な力に影響される。ノズルリムを形成するのに標準的なリソグラフ
ィを用いた場合には、リムの均斉および対称性は、用いるリソグラフィプロセスの変動の
ある程度内においてのみ確保される。そのために、図８の符号３５にて示すリムの変形が
起こる。リムが変形すると、図８に示すようにリム３５は非対称形になる。この変動は、
小さなインク滴を形成する際に問題を生じる恐れがある。図９はその様子を示す。この場
合、メニスカス３６は、リムの幅が大きく膨らんでいる表面３７に沿って流れる。そのた
め、吐出したインク粒子の吐出方向が大きく変化する恐れがある。
【００４９】
　好ましい実施形態の場合には、この問題を克服するために、自己整合化学機械平坦化（
ＣＭＰ）技術を使用している。図１０を参照しながら、この技術を簡単に説明する。図１
０は、その上に第１の犠牲層４１および薄いノズル層４２が被着されるシリコン基板４０
を示す。上記２つの層４１および層４２は誇張されている。犠牲層４１が最初に被着し、
全表面上に適応するように被着するノズル層４２のための「ブランク」が形成されるよう
にエッチングされる。別の製造プロセスの場合には、別の犠牲材料層をノズル層４２の上
に被着することが可能である。
【００５０】
　次の重要な工程は、ノズル層及び犠牲層を、例えば、符号４４のような第１のレベルま
で化学的かつ機械的に平坦にすることである。化学的機械的平坦化プロセスは、レベル４
４まで、頂部層を効率的に「削りとる」。等角な被着（conformal　deposition）技術を
使用することにより規則正しいリムが形成される。図１１は、化学的機械的平坦化技術を
適用した後の略図である。
【００５１】
　好ましい実施形態において、最初に、ＩＪ４６デバイスで好適に使用されるインクジェ
ット予熱工程について説明を続ける。
インク予熱
　好ましい実施形態において、プリントヘッド装置の温度を所定の範囲内に上昇させるた
めにインク予熱工程が用いられる。図１２の符号１０１は、用いられる工程を示す。最初
に、工程１０２において、印刷のスタートが決定される。印刷を行う前に、プリントヘッ
ドの現在の温度が所定のしきい値内にあるかどうかを判断するために、上記温度が感知さ
れる。加熱温度が低すぎる場合には、熱アクチュエータを所定の動作温度まで加熱するこ
とによりプリントヘッドを加熱する予熱サイクル１０４が適用される。温度が所定の温度
に達した場合には、通常の印刷サイクル１０５が開始する。
【００５２】
　予熱工程１０４を使用することにより、通常、装置の動作範囲を狭くさせている粘度等
のような要因の潜在的なばらつきを低減し、またインクを吐出する際の熱エネルギーを減
少させる。
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【００５３】
　予熱工程は、多くの方法で行われ得る。インク吐出素子が熱湾曲アクチュエータ型であ
る場合、インク吐出素子は、通常、図１３に示すような一のクロックパルスを受信し、イ
ンクの吐出は、吐出するのに十分なエネルギーを供給するように所定幅のクロックパルス
１１０を必要とする。
【００５４】
　図１４に示すように、予熱する能力を提供することが所望される場合には、プリントヘ
ッドに熱エネルギーを供給するが、インクジェットノズルからインクは吐出させない、例
えば、符号１１１のような一連のより短いパルスを用いることにより予熱する能力が提供
され得る。
【００５５】
　図１６は、印刷動作中のプリントヘッド温度の例としてのグラフである。かなり長時間
プリントヘッドが休止していた場合には、最初のプリントヘッド温度１１５は周囲温度と
同じである。印刷を所望すると、符号１１６で示すように、温度が印刷を開始し得る符合
１１７で示す動作温度Ｔ２に上昇するように予熱工程（図１２の符号１０４）が実行され
、前記温度は使用要件により変動する。
【００５６】
　別の方法としては、図１６に示すように、温度が、例えば符号１２０で示すように、あ
るしきい値よりも低下した場合に、温度を所定のしきい値より高い温度１２１まで上昇さ
せるよう、一連の予熱サイクルを印刷プロセスに挿入するために、プリントヘッド温度を
連続的に監視することもできる。
【００５７】
　使用するインクが、水の特性に類似の特性を有している場合には、予熱工程を使用する
と、温度によるインク粘度の大幅な変動を利用し得る。もちろん、他の動作要因も有意で
あり、狭い温度範囲に安定させることは有利な効果をもたらす。温度の変化によって粘度
が変化するとき、周囲温度以上に加熱するために必要な予熱の程度は、周囲温度、および
印刷動作中のプリントヘッドの平衡温度に依存することが容易に明らかとなる。それ故、
予熱の程度は、最適な結果を与えるよう、測定された周囲温度により変化し得る。
【００５８】
　図１７は、一連の搭載された温度センサを備えるプリントヘッド１３０を使用した場合
の動作を示す概略図である。前記温度センサは、予熱が任意の特定の段階で必要であるか
どうかを判断するインクジェット吐出駆動ユニット１３２に出力する、現在の温度を測定
するための温度測定ユニット１３１に接続している。オンチップ（プリントヘッド）温度
センサとしては、その構造が当業者にとって周知である簡単なＭＥＭＳ温度センサを使用
し得る。
（製造プロセス）
　ＩＪ４６デバイス製造は、標準的なＣＭＯＳ処理、およびＭＥＭＳ処理の組合せを使用
して行うことができる。理想的には、ＣＭＯＳ処理に現在通常使用されていない材料は、
処理のＭＥＭＳ部分において使用しないことが望ましい。好ましい実施形態において、Ｍ
ＥＭＳ材料は、ＲＥＣＶＤガラス、スパッタされたＴｉＮ、及び犠牲材料（ポリイミド、
ＰＳＧ、ＢＰＳＧ、アルミニウムまたは他の材料であり得る）である。理想的には、チッ
プ面積を大きくすることなく、ノズル間の対応する駆動回路に適合するための最小限度の
プロセスは、アルミニウム金属被覆を伴う０．５ミクロン、ポリ１、金属３のＣＭＯＳプ
ロセスである。しかし、代わりに、任意のより高度なプロセスも使用し得る。別の方法と
しては、ＮＭＯＳ、バイポーラ、ＢｉＣＭＯＳまたは他のプロセスも使用し得る。ＣＭＯ
Ｓを推薦するのは、業界で広く使用されており、大量のＣＭＯＳの製造能力を利用するこ
とができるというだけの理由である。
【００５９】
　ＣＭＹプロセスカラーモデルを使用する１００ミリ写真用プリントヘッドの場合には、
ＣＭＯＳのプロセスは、１９，２００段のシフトレジスタ、１９，２００ビットの転送レ
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からなる簡単な回路を実行する。いくつかのクロックバッファおよびイネーブルデコーダ
も使用される。写真用プリントヘッドのクロックの速度は、３．８ＭＨｚに過ぎず、３０
ｐｐｍ／Ａ４用プリントヘッドの場合には、１４ＭＨｚに過ぎないので、ＣＭＯＳの性能
は重要ではない。ＭＥＭＳ処理を開始する前に、不動態化およびボンドパッドの開放を含
むＣＭＯＳプロセスは完了される。これにより、ＭＥＭＳ処理を別の施設で行いながら、
ＣＭＯＳプロセスを標準的なＣＭＯＳ工場で完了することが可能である。
（プロセスを選択する理由）
　ＭＥＭＳデバイス製造の当業者であれば、ＩＪ４６プリントヘッドを製造するためには
、多くのプロセスシーケンスを使用し得ることを理解するであろう。本明細書に記載する
プロセスシーケンスは、ポリ１、金属３の層を使用する「通常の」０．５ミクロン（ドロ
ーン）ｎ井戸ＣＭＯＳプロセスに基づいている。下記表は、任意の別のプロセス選択の効
果の判断を容易にするために、この「ノミナル」プロセスのいくつかの選択を行う理由の
概略を示す。
【００６０】
【表１】

【００６１】
（マスクの概要）
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【表２】

【００６２】
（プロセスシーケンスの例（ＣＭＯＳ工程を含む））
　多くの異なるＣＭＯＳプロセス、および他のプロセスを使用し得るが、このプロセスの
説明は、ＭＥＭＳ機能がＣＭＯＳマスク内に集積される場合を示すＣＭＯＳプロセスの例
と、ＣＭＯＳ性能要件が低いためにＣＭＯＳプロセスが簡略化され得る場合とを示すＣＭ
ＯＳプロセスの例とを兼ねる。
【００６３】
　以下に説明するプロセス工程は、例としての「通常の」１Ｐ３Ｍの０．５ミクロンＣＭ
ＯＳプロセスの一部である。
１．図１８に示すように、処理は、標準６インチ（１５．２４ｃｍ）ｐタイプ＜１００＞
ウェハを使用してスタートする。（８インチ（２０．３２ｃｍ）のウェハも使用し得、そ
の場合には一次歩留まりがかなり改善される。）
２．図１９のｎ井戸マスクを使用して、図２０のｎ井戸トランジスタ部２１０を注入する
。
３．ＳｉＯ2の薄い層を成長させ、Ｓｉ3Ｎ4を被着して、フィールド酸化物ハードマスク
を形成する。
４．図２２のアクティブマスクを使用して、窒化物および酸化物をエッチングする。ＬＯ
ＣＯＳバーズビークのためにマスクの寸法は大きめに形成する。フィールド酸化物がノズ
ルチャンバから排除されるように、ノズルチャンバ領域はこのマスク内に組み込まれてい
る。その結果、図２３に示す一連の酸化物領域２１２が形成される。
５．ネガ型レジストを有するｎ井戸マスク、またはｎ井戸マスクの補足物を使用してチャ
ネルストップを注入する。
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６．使用するＣＭＯＳプロセスが必要とする、任意の必要なチャネルストップを実行する
。
７．ＬＯＣＯＳを使用して、０．５ミクロンのフィールド酸化物を成長させる。８．任意
の必要なｎ／ｐトランジスタしきい値電圧調整を行う。ＣＭＯＳプロセスの特性によって
は、しきい値調整を省略し得る。これは、動作周波数が３．８ＭＨｚと低く、ｐデバイス
の品質が重要でないためである。ｎチャネル駆動トランジスタのオン抵抗は印刷中の効率
および電力消費に有意な影響を有しているため、ｎトランジスタのしきい値はより重要で
ある。
９．ゲート酸化物を成長させる。
１０．０．３ミクロンのポリ（ｐｏｌｙ）を被着させ、図２６に示すポリ部分２１４を形
成するために、図２５のポリマスクを使用してパターン形成する。
１１．図２８のｎ＋マスクを使用して、例えば、図２９の符号２１６で示すｎ＋注入を行
う。トランジスタの性能は重要ではないため、ＬＤＤのようなドレインエンジニアリング
プロセスを使用する必要はない。
１２．図３１のｎ＋マスクの補足物を使用して、またはネガ型レジストを有するｎ＋マス
クを使用して、例えば、図３２の符号２１８で示すｐ＋注入を行う。ノズルチャンバ領域
がｎ＋マスク内に含まれるか否かにより、ノズルチャンバ領域に対して、ｎ＋またはｐ＋
をドープする。このシリコン領域のドーピングは、後にエッチングされるので、無意味で
ある。推奨されるＳＴＳ　ＡＳＥエッチングプロセスは、エッチングストップとしてホウ
素を使用しない。
１３．例えば、図３５の２２０で示すように、ＩＬＤ１を形成するために、０．６ミクロ
ンのＰＥＣＶＤ　ＴＯＥＳガラスを被着する。
１４．図３４の接点マスクを使用して、接点カットをエッチングする。ノズル領域は、１
つの大きな接触領域として処理され、通常の設計規則チェックを通過しない。それ故、こ
の領域は、ＤＲＣから除外される。
１５．金属１を形成するために、０．６ミクロンのアルミニウムを被着する。
１６．例えば、図３８の符号２２４が示す金属領域を形成するために、図３７の金属１マ
スクを使用してアルミニウムをエッチングする。ノズル金属領域は、例えば、２２５のよ
うな金属１により覆われる。このアルミニウム２２５は犠牲層であり、ＭＥＭＥＳシーケ
ンスの一部としてエッチングされる。金属１をノズル内に設けることは必ずしも必要では
ないが、アクチュエータレバーアームのネック領域における工程を少なくするのに役に立
つ。
１７．例えば、図４１の符号２２８のようなＩＬＤ２領域を形成するために、０．７ミク
ロンのＰＥＣＶＤ　ＴＥＯＳガラスを被着させる。
１８．図４０のバイア１マスクを使用して接点カットをエッチングする。ノズル領域は、
１つの大きなバイア領域として処理され、ここでもＤＲＣを通過しない。
１９．金属２を形成するために、０．６ミクロンのアルミニウムを被着させる。２０．例
えば、図４３の符号２３０が示す金属部分を形成するために、図４２の金属２マスクを使
用してアルミニウムをエッチングする。ノズル金属領域２３１は、金属２により完全に被
覆される。このアルミニウム２２５は犠牲層であり、ＭＥＭＥＳシーケンスの一部として
エッチングされる。金属２をノズル内に設けることは必ずしも必要ではないが、アクチュ
エータレバーアームのネック領域における工程を少なくするのに役に立つ。犠牲金属２は
、また、他の流体制御機能に対しても使用される。比較的大きな方形の金属２は、ノズル
チャンバのネック領域２３３に備えられる。金属２は、犠牲金属３と連絡しているので、
ＭＥＭＳ犠牲アルミニウムエッチング中に除去される。これにより、アクチュエータ（Ｉ
ＬＤ３から形成されている）のためのノズルチャンバの入口の下部リムはアンダーカット
される。このアンダーカットにより、流体制御表面の角度が９０度広くなり、そのために
、インクが表面に拡散するのを防止するこのリムの性能が改善される。
２１．ＩＬＤ３を形成するために、０．７ミクロンのＰＥＣＶＤ　ＴＥＯＳガラスを被着
する。



(18) JP 2009-149105 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

２２．例えば、図４６の符号２３６で示すような部分を残しておくために、図４５のバイ
ア２マスクを使用して、接点カットをエッチングする。ＩＬＤ３内にノズルチャンバ、流
体制御リムも形成する。これらもＤＲＣを通過しない。
２３．金属３を形成するために、１．０ミクロンのアルミニウムを被着する。
２４．例えば、図４８の符号２３８で示すような部分を残しておくために、図４７の金属
３マスクを使用して、アルミニウムをエッチングする。例えば、符号２３９のような大部
分の金属３は、チップ表面からアクチュエータおよびパドルを分離するために使用する犠
牲層である。金属３は、また、チップ上にＶ＋を分配するために使用される。ノズル領域
は、例えば、符号２４０のような金属３で覆われる。このアルミニウムは、犠牲層であり
、ＭＥＭＳシーケンスの一部としてエッチングされる。金属３をノズル内に備えることは
必ずしも要ではないが、アクチュエータレバーアームのネック領域における工程を少なく
するのに役に立つ。
２５．被覆ガラスを形成するために、０．５ミクロンのＰＥＣＶＤ　ＴＥＯＳガラスを被
着する。
２６．不動態層を形成するために、０．５ミクロンのＳｉ３Ｎ４を被着する。
２７．図５１の装置を形成するために、図５０のバイア３マスクを使用して、不動態層お
よび被覆ガラスをエッチングする。このマスクは、金属３犠牲層へのアクセス２４２、お
よびヒーターアクチュエータへの、例えば、符号２４３で示すバイアを含む。この工程の
リソグラフィは、ボンドパッドに孔を開けるための通常の厳密ではないリソグラフィとは
異なり、０．６ミクロンの重要な寸法（ヒータバイア用の）を有する。これは、通常のＣ
ＭＯプロセスの流れとは異なる１つのプロセス工程である。この工程は、工場の配置要件
および輸送要件により、ＣＭＯＳプロセスの最後のプロセス工程としてもよいし、ＭＥＭ
Ｓプロセスの最初の工程としてもよい。
２８．ウェハプローブ。全部ではないが、チップの機能の多くの部分は、この段階で決定
することができる。この段階においてもっと複雑な試験が必要な場合には、チップ上に、
各駆動トランジスタ用に、能動ダミー負荷を設置することができる。このことは、チップ
の面積を、少し犠牲にすることにより行うことができ、ＣＭＯＳ回路を完全に試験するこ
とができる。
２９．ウェハを、ＣＭＯＳ施設からＭＥＭＳ施設に転送する。これらの施設は、同じ工場
内に設置することも可能であるし、離れた別の場所に設置することも可能である。
３０．０．９ミクロンのマグネトロンスパッタＴｉＮを被着する。電圧は－６５Ｖ、マグ
ネトロン電流は７．５Ａ、アルゴンガス圧は０．３Ｐａ、温度は３００℃である。その結
果、熱膨張率は９．４×１０-6／℃、となり、ヤング率は６００ＧＰａとなる（薄い固体
フィルム２７０（Ｔｈｉｎ　Ｓｏｌｉｄ　Ｆｉｌｍｓ
　２７０）、２６６頁、１９９５年）。これは、使用する最も重要な薄膜特性である。
３１．図５３のヒータマスクを使用してＴｉＮをエッチングする。このマスクは、ヒータ
素子、パドルアーム、およびパドルを形成する。ヒータと、パドルのＴｉＮ層、およびパ
ドルアームの間には、図５４に示す狭いギャップ２４７が存在する。このギャップは、ヒ
ータとインクとの間の電気的接続、および起こり得る電解の問題を防止するためのもので
ある。ウェハ全体を通してヒータ特性を均一に維持するために、この工程においては、サ
ブミクロンの精度が要求される。これが、他のアクチュエータ層と一緒にヒータをエッチ
ングしない主な理由である。ヒータマスク用のＣＤは０．５ミクロンである。オーバーレ
イ精度は＋／－０．１ミクロンである。ボンドパッドも、このＴｉＮ層で覆われる。これ
は、犠牲アルミニウムがエッチングされている間にボンドパッドがエッチングされるのを
防止する。上記被覆により、動作中にアルミニウムボンドパッドが腐食することが防止さ
れる。ＴｉＮは、アルミニウムに対する優れた腐食バリアである。ＴｉＮの比抵抗は十分
低いので、ボンドパッド抵抗に関して問題は起こらない。
３２．２ミクロンのＰＥＣＶＤガラスを被着する。この被着は、ガラス内の固有応力を最
も少なくするために、約３５０～４００℃で行うことが好ましい。熱応力は、被着温度を
下げることにより小さくし得るが、ガラスは２つのＴｉＮ層の間にサンドイッチ状に挟ま
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れているため、実際には熱応力は有利な要因である。ＴｉＮ／ガラス／ＴｉＮの三重層は
、熱応力による湾曲を打ち消し、その結果、ガラスに一定の圧縮応力が掛かり、それによ
りアクチュエータの効率が増大する。
３３．０．９ミクロンのマグネトロンスパッタＴｉＮを被着する。この層は、下のＴｉＮ
層およびガラス層の差熱応力による湾曲を打ち消すため、及び犠牲材料から解放されたと
きにパドルが湾曲するのを防止するために被着される。被着特性は、第１のＴｉＮ層の被
着特性を同一でなければならない。
３４．図５６のアクチュエータマスクを使用して、ＴｉＮを異方性プラズマエッチングす
る。このマスクは、アクチュエータおよびパドルを形成する。アクチュエータマスク用の
ＣＤは１ミクロンである。オーバーレイ精度は＋／－０．１ミクロンである。図５７は、
エッチングプロセスの結果を示す。この場合、ガラス層２５０は、ＴｉＮ層２５１，２４
８の間にサンドイッチ状に挟まれている。
３５．この時点においてウェハをプローブでチェックすることにより、電気的な試験を行
い得る。すべてのＣＭＯＳ試験と、ヒータ機能試験および抵抗試験とは、ウェハをプロー
ブでチェックすることにより行い得る。
３６．１５ミクロンの犠牲層材料を被着する。この材料については、多くの可能な選択肢
が存在する。必須要件は、ウェハを過度に湾曲させることなく、１５ミクロンの層を被着
することが可能であることと、ＰＥＣＶＤガラスおよびＴｉＮに対するエッチング選択性
が高いことである。材料の例としては、ホスホシリケートガラス（ＰＳＧ）、ボロホスホ
シリケートガラス（ＢＰＳＧ）、ポリイミドのようなポリマー、およびアルミニウムがあ
る。シリコン（ポリイミドで充填され、正しくドーピングされたＢＰＳＧ）に対する良好
なＣＴＥ適合性、または低いヤング率（アルミニウム）が必要である。この例の場合には
、ＢＰＳＧを使用している。これらの問題の中において、層が非常に厚いため、応力が最
も厳しい問題である。ＢＰＳＧは、通常、シリコンのＣＴＥより低いＣＴＥを有している
ので、かなりの圧縮応力が加わる。しかし、そのＣＴＥをシリコンのＣＴＥに近い値に調
整するために、ＢＰＳＧの組成を有意に変えることができる。ＢＰＳＧは犠牲層であるの
で、その電気的特性は意味を有さず、ＣＭＯＳ誘電体を使用し得るので、通常、組成は適
していない。無水ＨＦエッチングを使用した場合、ＰＥＣＶＤガラスに対するエッチング
選択性を改善するので、低密度、高い多孔性、高い含水量は、すべて有利な特性である。
３７．図６０に断面で示す構造体２５４を形成するために、図５９に示すノズルマスクを
使用して、２ミクロンの深さに犠牲層をエッチングする。図５９のマスクは、以降の工程
で被着される被覆がＣＭＰより除去される領域すべてを形成する。これら領域は、ノズル
自身、および他の種々の流体制御機能を含む。ノズルマスク用のＣＤは２ミクロンである
。オーバーレイ精度は＋／－０．５ミクロンである。
３８．図６２のチャンバマスクを使用して、ＣＭＯＳ不動態層の深さまで、犠牲層を異方
性プラズマエッチングする。このマスクは、図６３に示すように、ノズルチャンバ、およ
びスロット２５５を含むアクチュエータシュラウドを形成する。チャンバマスクのＣＤは
２ミクロンである。オーバーレイ精度は＋／－０．２ミクロンである。
３９．図６５に示すように、０．５ミクロンの緊密な形状に従った被覆材料（ｆａｉｒｌ
ｙ　ｃｏｎｆｏｒｍａｌ　ｏｖｅｒｃｏａｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ）２５７を被着する。こ
の材料の電気的特性は無関係である。材料は導体であっても、絶縁体であっても、半導体
であってもよい。上記材料は、化学的に不活性であり、強い強度を持ち、犠牲材料に対す
るエッチングの選択性が高くなければならないし、また、ＣＭＰに適していなければなら
ないし、５００℃以下の温度で形状従った被着に適したものでなければならない。適当な
材料としては、ＰＥＣＶＤガラス、ＭＯＣＶＤ　ＴｉＮ、ＥＣＲ　ＣＶＤ　ＴｉＮ、ＰＥ
ＣＶＤ　Ｓｉ３Ｎ４、およびその他多数の材料がある。この例の場合の選択は、ＰＥＣＶ
Ｄ　ＴＥＯＳガラスである。ＢＰＳＧを犠牲材料として使用し、無水ＨＦが犠牲材料エッ
チング剤として使用される場合には、このような材料の含水量は非常に少ないものでなけ
ればならない。というのも、無水ＨＦエッチングは、水の含有量に依存して、ＢＰＳＧの
ＴＥＯＳガラス対する１０００：１のエッチング選択性を達成するためである。形状に従
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った被覆２５７は、シェル内でアクチュエータが自由に運動できる状態に維持しながら、
熱湾曲アクチュエータの動作部分の周囲に保護被覆シェルを形成する。
４０．図６７に示すように、ＣＭＰにより１ミクロンの深さまでウェハを平坦化する。Ｃ
ＭＰ処理は、ウェハ表面全体に渡って、＋／－０．５ミクロンの精度に維持しなければな
らない。犠牲材料を皿状にする必要はない。これにより、ノズル２５９および、例えば、
符号２６０で示すような流体制御領域が開口される。ＣＭＰプロセス中、ノズルチャンバ
構造体に対して犠牲層が硬度を維持し得ることが犠牲材料を選択する際の最も重要な要因
の中の１つである。
４１．プリントヘッドェーハを裏返して、酸化面２６３を有する図６９のシリコンウェハ
ブランク２６２上の前面にしっかりと装着する。装着は接着剤２６５により行い得る。ブ
ランクウェハ２６２は、再使用することが可能である。
４２．背面グラインド（または、エッチング）および研摩により、プリントヘッドウェハ
を３００ミクロンまで薄く削る。ウェハを薄く削ることは、シリコンを深くエッチングす
るための後続の処理時間を約５時間から約２．３時間に短縮するために行われる。深いシ
リコンエッチングの精度も改善され、ハードマスクの厚さは、半分の２．５ミクロンにな
る。エッチング時間を短縮し、プリントヘッドの効率を改善するために、ウェハをさらに
薄くしてもよい。ウェハの厚さを制限するものは、犠牲ＢＰＳＧエッチングを行った後の
プリントヘッドの脆さである。
４３．ウェハの背面上にＳｉＯ2ハードマスク（２．５ミクロンのＰＥＣＶＤガラス）を
被着し、図６７に示すように、流入口マスクを使用してパターン形成する。図６７のハー
ドマスクは、１５０：１のハードマスクの選択性で３１５ミクロンの深さまで行われる後
続の深いシリコンエッチングのために使用される。このマスクは、ウェハを貫通してエッ
チングされるインクの流入口を形成する。流入口マスク用のＣＤは４ミクロンである。オ
ーバーレイ精度は＋／－２ミクロンである。流入口マスクは、３００ミクロンのエッチン
グ深さにわたって９１度の再入エッチング角度を確保することができるように、各側面上
において５．２５ミクロンずつ短くなっている。この工程のリソグラフィは、ステッパの
代わりにマスク整合装置を使用する。整合は、ウェハの前面のパターンに対して行われる
。サブミクロン単位の前部／後部整合を行うことができる装置は容易に入手することがで
きる。
４４．前に被着したハードマスクを介して、シリコンウェハにより（例えば、サーフェス
テクノロジーシステム社のＡＳＥ高度シリコンエッチング装置のような装置を使用して）
、完全に背面エッチングを行う。ＳＴＳ　ＡＳＥは、ウェハを介して、アスペクト比３０
：１及び９０度の側壁を有する非常に正確な孔部をエッチングすることができる。この例
の場合には、９１度の再入側壁角度は公称値と見なす。ＡＳＥは、任意の精度に対してよ
り速いエッチング速度で、また少ない再入角度でよりよい作業を行うので、ある再入角度
が選択される。また、マスク上の孔部を小さい寸法にすることによって再入エッチングを
補償することができる。マスク孔部が合流してしまうので、非再入角度は、容易に補償す
ることはできない。また、好適には、ウェハは、このエッチングによりダイシングするこ
とが好ましい。図６９は、背面エッチングしたインクチャネルの一部２６４を含む最終結
果を示す。
４５．すべての露出しているアルミニウムをエッチングする。これらすべての層上のアル
ミニウムは、ある場所において犠牲層として使用される。
４６．すべての犠牲材料をエッチングする。ノズルチャンバは、このエッチングによりき
れいに清掃される。図７１は、その結果を示す。ＢＰＳＧを犠牲材料として使用した場合
には、ＢＰＳＧは、ＣＭＯＳガラス層またはアクチュエータガラスをエッチングすること
なく除去し得る。このような除去は、６０℃の窒素環境において、１５００ｓｃｃｍで、
無水ＨＦを使用して、ＴＥＯＳのようなドーピングしていないガラスに対して、１０００
：１の選択性で行い得る。（Ｌ．チャング（ｃｈａｎｇ）他の「ＤＲＡＭコンデンサに対
する処理工程を少なくする無水ＨＦエッチング（Ａｎｈｙｄｒｏｕｓ　ＨＦ　ｅｔｃｈ　
ｒｅｄｕｃｅｓｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｓｔｅｐ　ｆｏｒ　ＤＲＡＭ　ｃａｐａｃｉｔｏ
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ｒｓ）」、Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　４１巻、５号、７１～７６
頁、１９９８年）。このエッチングにより、アクチュエータが解放され、チップはブラン
クウェハから分離され、チップ同士も分離される。ＢＰＳＧの代わりに、アルミニウムを
犠牲層として使用した場合には、その除去は、前の工程と一緒に行われ、この工程は省略
される。
４７．真空プローブで分離したプリントヘッドを拾い上げ、プリントヘッドをパッケージ
内に装着する。パッケージ前のプリントヘッドは壊れ易いため、この装着は注意深く行わ
なければならない。ウェハの前面は特に壊れ易く、手で触れてはならない。このプロセス
は自動化するのが困難であるため、手作業により行われる。パッケージは、プリントヘッ
ドの背面のインクの流入口に、適当な色のインクを供給するインクチャネルを内蔵する専
用の射出成型プラスチックハウジングである。パッケージは、またプリントヘッドを機械
的に支持する。パッケージは、チップに加わる応力が最も小さくなるように、また、パッ
ケージの全長に沿って応力を均等に分配するように特に設計される。プリントヘッドは、
シリコーンのような弾力性を有するシーラントによりパッケージに接着される。
４８．プリントヘッドチップへの外部接続を形成する。空気の流れの混乱を最も少なくす
る低いプロフィ－ルの接続の場合には、テープ・オートメイティッド・ボンディング（Ｔ
ＡＢ）を使用し得る。動作中、プリンタと紙との間に十分な隙間がある場合には、ワイヤ
ボンディングも使用し得る。すべてのボンドパッドは、チップの１００ミリの縁部に沿っ
て設置される。ボンドパッドは、全部で５０４個あり、６３個のボンドパッドからなる８
つの同じグループからできている（チップは、８工程のステッパにより製造されるので）
。各ボンドパッドは、１００×１００ミクロンの大きさで、ピッチは２００ミクロンであ
る。２５６個のボンドパッドは、アクチュエータに電力接続およびアース接続を供給する
ために使用される。この場合、ピーク電流は、３Ｖにおいて、６．５８Ａである。全プリ
ントヘッド（２４のデータと１６の制御）に対して全部で４０箇所の信号接続があるが、
その大部分は、バスにより、プリントヘッドの８つの同じセクションに接続している。
４９．プリントヘッドの前面を疎水性にする。この処理は、５０ナノメートルまたはそれ
以上のポリテトロフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）を真空蒸着することにより行うことがで
きる。しかし、この処理は多くの方法で行い得る。流体は、前の工程で形成された機械的
な突起部により完全に制御されるので、疎水層は、プリントヘッドが埃で汚染した場合に
、インクが表面上に拡散するのを防止する「任意の追加処置」である。
５０．プリントヘッドをソケットに差し込む。ソケットは、電力、データ、およびインク
を供給する。プリントヘッドは、毛細管現象によりインクにより満たされる。完成したプ
リントヘッドをインクで満たし、試験する。図７４は、ノズルチャンバへのインク２６８
の充填を示す。
【００６４】
（この実施形態に対して使用するプロセスパラメータ）
　使用するＣＭＯＳプロセスパラメータは、０．５ミクロンの寸法またはそれ以上の任意
のＣＭＯＳプロセスに適合するように変更することができる。ＭＥＭＳプロセスパラメー
タは、以下に示す許容範囲を超えて変更してはならない。これらパラメータの中のあるも
のは、アクチュエータの性能および流体に影響を与え、一方、他のパラメータの影響は不
明瞭である。例えば、ウェハを薄くする段階は、深いシリコンエッチングのコストおよび
精度、背面ハードマスクの厚さ、および関連プラスチックインクチャネル成形の寸法に影
響を与える。上記プロセスパラメータは、下記のように設定することができる。
【００６５】
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【表３】

【００６６】
（制御ロジック）
　図７６について説明すると、この図は、１つのインクジェットノズル用の関連制御ロジ
ックを示す。制御ロジック２８０は、オンデマンドで、ヒータ素子２８１を作動するため
に使用される。制御ロジック２８０は、シフトレジスタ２８２、転送レジスタ２８３、お
よび動作開始制御ゲート２８４を含む。基本的動作は、データが正しい位置を占めるまで
、データをあるシフトレジスタ２８２から次のシフトレジスタに移動させることである。
その後で、転送イネーブル信号２８６が作動すると、データは転送レジスタ２８３に送ら
れる。データは転送レジスタ２８３にラッチされ、その後で、素子２８１を加熱する目的
で、加熱パルスを出力するため、ゲート２８４を作動するために動作開始転送制御信号２
８９が使用される。
【００６７】
　好ましい実施形態は、すべての制御回路を実行するためにＣＭＯＳ層を使用しているの
で、制御回路のある形式の適当なＣＭＯＳ実施形態について説明する。図７７について説
明すると、この図は、対応するＣＭＯＳ回路の簡単なブロック図である。最初に、シフト
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レジスタ２８２は、倒置データ入力を取入れ、転送クロック制御信号２９１，２９２の制
御の下で上記入力をラッチする。データ入力２９０は、符号２９４において次のシフトレ
ジスタに出力され、同様に、転送イネーブル信号２９６，２９７の制御の下で転送レジス
タ２８３によりラッチされる。イネーブルゲート２８４は、抵抗２８１を抵抗により加熱
することができる電力トランジスタ３００を駆動するために、イネーブル信号２９９の制
御の下で作動する。シフトレジスタ２８２、転送レジスタ２８３、およびイネーブルゲー
ト２８４の機能は、ＣＭＯＳ回路設計の当業者ならすぐに理解できる標準ＣＭＯＳ部材で
ある。
（複製ユニット）
　インクジェットプリントヘッドは、それぞれが基本的に同じ形状の、多数の複製ユニッ
トセルから構成され得る。この形状について以下に説明する。
【００６８】
　最初に、図７８について説明すると、この図は以下の説明で使用する異なる材料層の一
般的なキーおよび記号説明である。
　図７９は、１ミクロンのグリッド３０６上のユニットセル３０５を示す。ユニットセル
３０５は、例えば、符号３０８で示すバイアの他に、拡散およびポリ層を示す図７９によ
り、多数回複写され、複製される。信号２９０，２９１，２９２，２９６，３９７，２９
９については、図７７において既に説明した。図７９の多くの重要な態様は、シフトレジ
スタ、転送レジスタ、およびゲートおよび駆動トランジスタを含む全体的なレイアウトを
備える。重要なことは、駆動トランジス３００が、例えば、符号３１２のような、多数の
垂直なトレースを有するように配置されている、例えば符号３０９のような上部ポリ層を
備えることである。垂直なトレースは、電力トランジスタ３００上に形成されたヒータ素
子の波状の性質が、確実に、トレース１１２のほぼ垂直な方向に延びる波型模様を有する
波型の底部を有するようにするために重要なものである。図６９、図７１および図７４が
このことを最も良好に示す。下部のＣＭＯＳ配線により、避けることが不可能な波型模様
の性質および方向を考慮することは、アクチュエータの最終的な動作効率のために重要で
ある。理想的な状態では、アクチュエータは、アクチュエータを形成する前の基板工程の
上面上の平坦化工程を備えることにより、波型模様がない状態で形成することが好ましい
。しかし、追加のプロセス工程を回避する最善の妥協案は、実施形態に示すように、確実
に、波型模様が、アクチュエータの湾曲軸と直交する方向に延びるようにすることであり
、好適には、常にその全長に沿って延びるようにすることである。これにより、平らなア
クチュエータの効率より僅か２％程度低いだけであるアクチュエータをもたらす。この効
率であれば、多くの状況で受け入れることができる。縦方向に延びる波型模様は、平らな
アクチュエータと比較して、効率が約２０％低下する。
【００６９】
　図８０は、イネーブルライン２９６，２９７を備える第１レベル金属層の追加を示して
いる。
　図８１は、関連反射部材３２３～３２８の他に、データインライン２９０、Ｓクロック
ライン９１、Ｓクロック２９２、Ｑ２９４、ＴＥｎ２９６、およびＴＥｎ２９７、Ｖ－３
２０、ＶＤＤ３２１、ＶＳＳ３２２を含む第２レベルの金属層を示す。部分３３０および
部分３３１は、犠牲エッチングとして使用される。
【００７０】
　図８２について説明すると、この図は、ヒーターアクチュエータの下で、犠牲エッチン
グ層として使用される部分３４０を含む第３レベルの金属層を示す。部分３４１は、電気
的相互接続を行う部分３４２および部分３４３を含むアクチュエータ構造体の一部として
使用される。
【００７１】
　図８３について説明すると、この図は、下部層に相互接続しているヒーターアーム３５
０，３５１を含む平らな導電性加熱回路を示す。ヒーターアームは、ヒーターアームがア
クチュエータアームの固定端、すなわち基端に向かって狭くなるとともに、抵抗は高くな
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成されている。加熱回路層３５２の第２の部分は、ギャップ３５５により、アーム３５０
および３５１から電気的に絶縁されていて、主パドル３５６を構造的にサポートしている
。上記ギャップは、任意の形に作ることができるが、３５５で示すように、通常は、狭い
スロットの形をしている。
【００７２】
　図８４は、シュラウド３５３およびノズルチャンバ３５４を含むシュラウドおよびノズ
ル層の一部を示す。
　図８５について説明すると、３つのグループ３６１－３６３に分割される、インクジェ
ットノズルのアレイの一部３６０を示す。この場合、各グループは、全３色印刷を行うた
めに、別々のカラー出力（シアン、マゼンタおよびイエロー）を供給する。外部回路との
相互接続のためのボンドパッド３６５の他に、標準セルクロックバッファおよびアドレス
デコーダ３６４も設置されている。
【００７３】
　各カラーグループ３６１，３６３は、それぞれがヒーターアクチュエータ素子を有する
、例えば、３６７のような、間に間隔を有する２つのインクジェットノズルからできてい
る。
【００７４】
　図８７は、ポリシリコンレベルまでの、複数の層を示す第１の領域３７０を含むある切
断方法の全体のレイアウトの一例を示す。第２の領域３７１は、第１のレベルの金属まで
の複数の層を示し、領域３７２は、第２のレベルの金属までの複数の層を示し、領域３７
３は、ヒーターアクチュエータ層までの複数の層を示す。
【００７５】
　インクジェットノズルは、ウェハを貫通している共通インクチャネルを共有する１０の
ノズルからなる２つのグループに分けられる。図８８は、インクを前面に供給するための
一連のインク供給チャネル３８０を含む、ウェハの背面を示す。
（複製）
　ユニットセルは、４インチ（１０．１６ｃｍ）のプリントヘッド上で、下記の複写階層
表に示すように、階層状に１９，２００回複写される。レイアウトグリッドは、０．５ミ
クロンにおいて、１／２１（０．１２５ミクロン）である。多くの理想的な変換距離は、
正確にグリッドの点と一致する。一致しない場合には、距離は最も近いグリット点に四捨
五入される。四捨五入した数には＊がつけてある。変換は、すべての場合、対応するノズ
ルの中心から測定される。同様に、５本の偶数ノズルの群の５本の奇数ノズルへの変換は
、１８０度の回転を伴う。この工程の並進は、５対のノズルセンターのすべてが一致した
位置から起こる。
（複写階層表）
【００７６】
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【表４】

【００７７】
（構成）
　図８９に示すように、写真印刷の際の使用に適している４インチ（１０．１６ｃｍ）の
プリントヘッドを例にとると、４インチのプリントヘッド３８０は、それぞれのセグメン
トが１／２インチ（１．２７ｃｍ）の長さを有する、例えば符号３８１のような８つのセ
グメントからなる。従って、各セグメントは、ページの異なる部分に２層のシアン、マゼ
ンタおよびイエローのドットを印刷して最終的な画像を形成する。図８９は、８つのセグ
メントの位置を示す。この例の場合には、プリントヘッドは、１６００ｄｐｉでドットを
印刷する。各ドットの直径は、１８．８７５ミクロンである。よって、１／２インチ（１
．２７ｃｍ）の各セグメントは、８００ドットを印刷するが、この場合、８つのセグメン
トは、下記の表に示す位置に対応する。
【００７８】
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【表５】

【００７９】
　各セグメントは、最終画像の８００ドットを印刷するが、各ドットは、２層のシアン、
マゼンタ、イエローのインクの組合せで表わされる。印刷は２層であるので、最善の結果
を得るためには、入力画像は、ディザをかけられるか、または誤差拡散されなければなら
ない。
【００８０】
　各セグメント３８１は、２，４００本のノズル、すなわち、それぞれ、８００本のシア
ン、マゼンタおよびイエロー用のノズルを含む。４インチプリントヘッド３８１は、この
ような８つのセグメントを持ち、全部で１９，２００のノズルを含む。
【００８１】
　１つのセグメント内のノズルは、物理的に安定させるため、また印刷中の電力消費を最
小にするために、グループ別になっている。物理的な安定性という用語を説明すると、図
８８に示すように、１０本のノズルからなるいくつかのグループが一緒になって同じイン
クチャネルタンクを共有していることを意味する。電力消費という用語を説明すると、９
６本のノズルのみが、全プリントヘッドから同時にインクを吐出するようにグループ分け
されている。９６本のノズルの間隔は最大間隔でなければならないので、各セグメントか
ら１２本のノズルがインクを吐出することになる。１９，２００ノズル全部を吐出させる
には、９６本のノズルの２００の異なるセットからインクを吐出させなければならない。
　
【００８２】
　図９０は、共通のインクチャネル供給源を共有する１～１０の番号が付された１０本の
ノズルからなる１つのポッド３９５の略図である。１つの行は５つのノズルを含み、別の
行も５つのノズルを含む。各ノズルは、直径１５．８７５ミクロンのドットを発生する。
ノズルには、各ノズルの吐出順に番号を付してある。
【００８３】
　ノズルはこの順序で駆動されるが、印刷したページ上のノズルとドットの物理的位置と
の間の関係は異なる。１つの行のノズルは、ページ上の一本のラインの偶数ドットを表わ
し、他の行のノズルは、ページ上の隣接するラインの奇数ドットを表わす。図９１は、充
填しなければならない順序に従って、番号がつけられているノズルを含む同じポッド３９
５である。
【００８４】
　それ故、１つのポッド内のノズルは、論理的に、１ドットの幅分離間されている。ノズ
ル間の正確な距離は、インクジェット吐出機構により決まる。最善の場合には、プリント
ヘッドは、紙送りに適合するように設計された、千鳥状に配置したノズルを備えるように
形成され得る。最悪の場合には、１／３２００ｄｐｉの誤差が生じる。この誤差は、顕微
鏡で見ると、完全な直線からずれて見えるが、写真画像でははっきりとは識別できない。
【００８５】
　図９２に示すように、シアン３９８、マゼンタ１９７、およびイエロー３９６を表わす
３つのポッドは、トリポッド４００にグループ分けされる。トリポッドは、１０ドットか
らなる同じ水平方向の組を表わすが、異なるライン上にある。異なるカラーポッドの間の
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正確な距離は、インクジェット動作パラメータにより異なり、インクジェット毎に変化す
る。この距離は、一定数のドット幅と見なされ、それ故、印刷の際に考慮に入れなければ
ならない。シアンノズルで印刷したドットは、マゼンタノズルまたはイエローノズルで、
印刷したものとは異なるラインに対するものである。印刷アルゴリズムは、約８ドット幅
まで、距離を変化させることができるものでなければならない。
【００８６】
　図９３に示すように、例えば、符号４０４が示すようなトリポッドは、１つのポッドグ
ループ４０５に編成される。各トリポッドは３０本のノズルを備えているので、各ポッド
グループは３００本のノズルを備える。すなわち、１００本のシアンノズル、１００本の
マゼンタノズル、および１００本のイエローノズルである。図９３は、その配置を示す。
この場合、トリポッドには０～９の番号を付してある。はっきり表示するために、隣接す
るトリポッドの間の距離は拡大してある。
【００８７】
　図９４に示すように、２つのポッドグループ（ポッドグループＡ４１０、およびポッド
グループＢ４１１）は、１つの吐出グループ４１４に編成される。この場合、各セグメン
ト４１５は、４つの吐出グループを備える。各セグメント４１５は、４つの吐出グループ
を備える。はっきり表示するために、隣接する吐出グループの間の距離は拡大してある。
【００８８】
【表６】

【００８９】
（ロードおよび印刷サイクル）
　プリントヘッドは、全部で１９，２００のノズルを含む。一回の印刷サイクルは、印刷
対象の情報により、一番多い場合は、これらノズル全部の吐出を含む。一回の充填サイク
ルは、プリントヘッドに、以降の印刷サイクル中に印刷される情報を充填するプロセスを
含む。
【００９０】
　各ノズルは、その印刷サイクル中に、ノズルを吐出させるかどうかを決める、関連ノズ
ルイネーブルビット（図７６の符号２８９）を含む。ノズルイネーブルビット（ノズル当
り１つ）は、一組のシフトレジスタによりロードされる。
【００９１】
　論理的には、色毎に３つのシフトレジスタがあり、それぞれのシフトレジスタは、８０
０の濃度（ｄｅｅｐ）を有する。ビットがシフトレジスタ内にシフトされると、情報ビッ
トは交互パルスにより、下部ノズルおよび上部ノズルに送られる。内部においては、各８
００の濃度を有するシフトレジスタは、２つの４００の濃度を有するシフトレジスタ、す
なわち、上部ノズル用のシフトレジスタと、下部ノズル用のシフトレジスタとからなる。
交互ビットは、交互の内部レジスタ内にシフトされる。しかし、外部インターフェースに
関する限り、８００濃度のシフトレジスタは１つだけである。
【００９２】
　すべてのシフトレジスタが完全にロードされると（８００パルス）、すべてのビットは
、適当なノズルイネーブルビットに並列に転送される。このプロセスは、１９，２００ビ
ットの一回の並列転送に等しい。上記転送が行われると、印刷サイクルをスタートさせる
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が行われる限りは、印刷サイクルおよびロードサイクルを同時に行うことができる。
【００９３】
　６×４インチ（１５．２４×１０．１６ｃｍ）の画像を、１６００ｄｐｉで、例えば、
２秒間で印刷する場合には、４インチプリントヘッドは、９，６００ライン（６×１６０
０）を印刷しなければならない。２秒間あたり１０，０００ラインに四捨五入すると、２
００マイクロ秒のライン時間となる。一回の印刷サイクルおよび一回のロードサイクルの
双方が、この時間内に終了しなければならない。さらに、プリントヘッド外部の物理的プ
ロセスとしては、紙を適当な長さだけ移動させなければならない。
（ロードサイクル）
　ロードサイクルは、次の印刷サイクルのノズルイネーブルビットによる、プリントヘッ
ドのシフトレジスタのローディングに関連する。各セグメントは、シフトレジスタのシア
ン、マゼンタおよびイエローの対に、直接関係する３つの入力を有する。これらの入力は
、ＣＤａｔａＩｎ、ＭＤａｔａＩｎ、およびＹＤａｔａＩｎと呼ばれる。８つのセグメン
トがあるので、プリントヘッド当り全部で２４のカラー入力ラインが存在することになる
。（すべてで８つのセグメントの間で共有される）ＳＲＣｌｏｃｋライン上の１つのパル
スは、２４のビットを適当なシフトレジスタ内に転送する。交互パルスは、それぞれ、下
部ノズルおよび上部ノズルにビットを転送する。１９，２００のノズルが存在するので、
上記転送を行うには、全部で８００パルスが必要になる。１９，２００ビット全ての転送
が完了すると、共有のＰＴｒａｎｓｆｅｒライン上の１つのパルスにより、シフトレジス
タから適当なノズルイネーブルビットにデータが転送される。ＰＴｒａｎｓｆｅｒ上の１
つのパルスによる並列転送は、印刷サイクル終了後に行わなければならない。そうでない
場合には、そのラインに対するノズルイネーブルビットは不正確なものになる。
【００９４】
　８つすべてのセグメントが、１つのＳＲＣｌｏｃｋパルスでロードされるので、印刷ソ
フトウェアは、プリントヘッドに対して正しいシーケンスで、データを生成しなければな
らない。一例を挙げると、第１のＳＲＣｌｏｃｋパルスは、次の印刷サイクルのドット０
、８００，１６００，２４００，３２００，４０００，４８００，５６００に対して、Ｃ
、ＭおよびＹビットを転送する。第２のＳＲＣｌｏｃｋパルスは、次の印刷サイクルのド
ット１，８０１，１６０１，２４０１，３２０１，４００１，４８０１，５６０１に対し
て、Ｃ、ＭおよびＹビットを転送する。８００パルスのＳＲＣｌｏｃｋパルスの後で、Ｐ
Ｔｒａｎｓｆｅｒパルスを供給することができる。
【００９５】
　奇数および偶数のＣ出力、Ｍ出力およびＹ出力は、同じ印刷サイクル中に印刷されるが
、同じ物理的出力ライン上に印刷されないことに注目することは重要なことである。プリ
ントヘッド内での奇数ノズルと偶数ノズルとの物理的な分離、および異なるカラーのノズ
ルの分離により、ノズルは確実に、ページの異なるライン上にドットを印刷する。データ
をプリントヘッドにロードする場合には、この相対的な違いを考慮しなければならない。
ライン内での実際の違いは、プリントヘッドで使用するインクジェットの特性により異な
る。上記違いは、変数Ｄ１およびＤ２により定義される。この場合、Ｄ１は、異なる色の
ノズル間の距離（おそらく、４～８の値）であり、Ｄ２は、（おそらく、値＝１）同じ色
の同士のノズル間の距離である。表３は、第１の四つのパルス上で、プリントヘッドのセ
グメントｎに転送されたドットを示す。
【００９６】
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【表７】

【００９７】
　すべての８００個のパルスについても同じことがいえる。８００個のＳＲＣｌｏｃｋパ
ルス（各クロックパルスが２４ビットを転送する）は、２００マイクロ秒のライン時間の
間に発生しなければならない。それ故、１９，２００本の各ノズルに対するビット値を計
算する平均時間は、２００マイクロ秒／１９２００＝１０ナノ秒を超えてはならない。デ
ータは、８０マイクロ秒の間にデータをロードする１０ＭＨｚの最大速度で、プリントヘ
ッド内にクロックにより送られる。４ＭＨｚでのデータのクロックによる転送は、データ
を２００マイクロ秒内にロードする。
（印刷サイクル）
　プリントヘッドは１９，２００本のノズルを含む。これらノズルを同時に吐出させると
、余りに多くの電力を消費し、インクの再充填およびノズルの干渉の点で問題がある。そ
れ故、一回の印刷サイクルは、異なる２００段階からなる。全部で１９，２００本のノズ
ルの場合、間隔が最も広い９６本のノズルが各段階において吐出する。
・　４ビットトリポッド選択（１つの吐出グループから１０個のトリポッドの中の１つを
選択）
　各段階で吐出する９６本のノズルは、セグメント当り１２本のノズルに相当する。（何
故なら、すべてのセグメントは、同じ印刷信号を受信するように配線されているからであ
る。）任意のセグメントからの１２本のノズルは、各吐出グループから平等に選択される
。吐出グループは４つあるので、各吐出グループの中の３つのノズルが吐出する。上記３
つのノズルは、各カラー毎に１つずつである。ノズルの決定は下記のように行われる。
【００９８】
　・４ビットのノズル選択（ポッドの１０のノズルから１つを選択）
　吐出パルスの持続時間は、すべての吐出グループ、それぞれからポッドグループＡおよ
びポッドグループＢを駆動させる、ＡイネーブルラインおよびＥイネーブルラインにより
決まる。１つのパルスの持続時間は、（温度およびインクの特性による）インクの粘度、
およびプリントヘッドが使用することができる電力により異なる。ＡイネーブルおよびＢ
イネーブルは、駆動パルスが重畳することができるように、別々のラインである。それ故
、印刷サイクルの２００の段階は、１００Ａの段階と１００Ｂの段階からなり、効果的に
Ａ段階およびＢ段階の１００組を与える。
【００９９】
　一本のノズルが駆動すると、再充填するのに約１００マイクロ秒掛かる。全印刷サイク
ルを行うには２００マイクロ秒掛かるため、これは問題にはならない。また、ノズルの駆
動は、そのノズルのポッドの共通インクチャネル内で短い時間の間、乱れを生じる。この
乱れは、同じポッド内の別のノズルの吐出と干渉を起こすおそれがある。従って、ポッド
内のノズルの駆動は、少なくともこの時間だけずらす必要がある。それ故、この手順は、
最初に、トリポッドから（各カラー毎に一本のノズルずつ）３つのノズルを駆動し、その
後で、ポッドグループ内の次のトリポッドに移動する。所与のポッドグループ内には、ト
リポッドは３つあるので、元のトリポッドが次の３つのノズルを駆動しなければならなく
なる前に、以降の九つのトリポッドが駆動しなければならない。２マイクロの駆動インタ
ーバル９回は、１８秒のインクの準備時間を与える。
【０１００】
　従って、駆動順序は下記のようになる。
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　・トリポッド選択０、ノズル選択０（段階ＡおよびＢ）
　・トリポッド選択１、ノズル選択０（段階ＡおよびＢ）
　・トリポッド選択２、ノズル選択０（段階ＡおよびＢ）
　・．．．
　・トリポッド選択９、ノズル選択０（段階ＡおよびＢ）
　・トリポッド選択０、ノズル選択１（段階ＡおよびＢ）
　・トリポッド選択１、ノズル選択１（段階ＡおよびＢ）
　・トリポッド選択２、ノズル選択１（段階ＡおよびＢ）
　・．．．
　・トリポッド選択８、ノズル選択９（段階ＡおよびＢ）
　・トリポッド選択９、ノズル選択９（段階ＡおよびＢ）
　段階Ａおよび段階Ｂは重畳することができることに留意されたい。また、１つのパルス
の持続時間は、バッテリーの電力および（温度の変化による）粘度により変化する。図９
５は、通常の印刷サイクル中のＡイネーブルラインおよびＢイネーブルラインを示す。
（プリントヘッドからのフィードバック）
　プリントヘッドは、（８つのセグメントから蓄積した）フィードバックの数本のライン
を印刷する。フィードバックラインは、駆動パルスのタイミングを調整するのに使用する
ことができる。各セグメントは、同じフィードバックを行うが、すべてのセグメントから
のフィードバックは、同じトリステートバスラインを共有する。従って、一回に１つのセ
グメントのみがフィードバックを行うことができる。シアンに関するデータと論理積した
ＳｅｎｓｅＥｎａｂｌｅライン上の１つのパルスが、そのセグメントに対するラインを感
知することができる。フィードバック感知ラインは下記の通りである。
・　Ｔｓｅｎｓｅは、コントローラにプリントヘッドの温度を知らせる。これにより、コ
ントローラは、温度がインクの粘度に影響するため、駆動パルスのタイミングを調整する
ことが可能である。
【０１０１】
　・Ｖｓｅｎｓｅは、コントローラに、アクチュエータに供給することができる電圧を知
らせる。これにより、コントローラは、パルス幅を調整することにより、平型バッテリー
または高電圧源を補償することができる。
【０１０２】
　・Ｒｓｅｎｓｅは、コントローラに、アクチュエータヒータの比抵抗（平方毎オーム）
を知らせる。これにより、コントローラは、ヒータの比抵抗が変化してもエネルギーを一
定に維持するために、パルス幅を調整することができる。
【０１０３】
　Ｗｓｅｎｓｅは、コントローラにリソグラフィおよびエッチングの変動により、±５％
変化する恐れがあるヒータの重要な部分の幅を知らせる。これにより、コントローラは、
適宜パルス幅を調整することができる。
（予熱モード）
　印刷プロセスは、平衡温度に留まろうとする強い傾向を有する。印刷した写真の第１の
部分が確実に一定のドットサイズを有するようにするためには、理想的には、任意のドッ
トを印刷する前に平衡温度を適応させなければならない。この適応は、予熱モードで行い
得る。
【０１０４】
　予熱モードは、１ｓでの、すべてのノズに対する一回のロードサイクル（すなわち、す
べてのノズルを駆動させること）、および各ノズルに対する多数の短い駆動パルスを伴う
。このパルスの持続時間は、インク滴を吐出するには短いけれども、ヒータの周囲のイン
クを加熱するには十分長い。各ノズルに対して約２００個のパルスが必要であるが、標準
印刷サイクルとして同じシーケンスで動作が循環する。
【０１０５】
　予熱モード中のフィードバックは、Ｔｓｅｎｓｅにより行われ、温度が（周囲温度より
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約３０℃高い）平衡温度に達するまで継続して行われる。予熱モードの持続時間は、約５
０ミリ秒とし得、インクの組成により調整し得る。
（プリントヘッドインターフェースの概要）
　プリントヘッドは、下記の接続部を有する。
【０１０６】
【表８】

【０１０７】
プリントヘッドの内部において、各セグメントは、ボンドパッドに対して下記の接続部を
有する。
（パッド接続）
　プリントヘッド全体は、全部で５０４個の接続部を有しているが、マスクレイアウトは
、わずか６３個の接続部しか有していない。これは、チップは、それぞれ１２．７ミクロ
ンの長さを有する８つの同じであるが独立しているセクションから形成されているためで
ある。これら各セクションは、２００ミクロンの間隔で６３個のパッドを含む。６３個の
パッドのグループの各端部には５０ミクロンの長さの余剰部分があり、そのため、正確な
反復距離は、１２，７００ミクロン（１２．７ミクロン、１／２インチ）となっている。
（パッド）
【０１０８】
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【０１０９】
（製造および動作許容範囲）
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【表１０】

【０１１０】
（周囲温度による変動）
　周囲温度の変化による主要な結果は、インク粘度および表面張力の変化である。湾曲ア
クチュエータはアクチュエータ層と湾曲補正層との間の温度差のみに応答するので、周囲
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温度が湾曲アクチュエータに与える直接の影響は無視できる。ＴｉＮヒータの抵抗は、温
度ではわずかにしか変化しない。以下のシミュレーションは、０℃から８０℃の温度範囲
内にある水性インクに当てはまる。
【０１１１】
　インク滴速度およびインク滴量は、予想とは異なり、温度上昇とともに単調には変化し
ない。これは、温度が上昇するにつれ、粘度が表面張力の低下より急速に低下するためで
あると簡単に説明される。粘度が低下するにつれ、ノズルから出るインクの動作はわずか
に容易になる。しかし、パドル前部の高圧領域からパドル後部の低圧領域まで、パドル周
囲のインクの動作は、さらに大きく変化する。従って、温度が上昇し、粘度が低下するに
つれ、「短絡」するインク動作が多くなる。
【０１１２】
【表１１】

【０１１３】
　ＩＪ４６プリントヘッドの温度は、インク滴量およびインク滴速度の均一性を最適にす
るよう調整される。温度は、各セグメントのチップ上で感知される。温度感知信号（Ｔｓ
ｅｎｓｅ）は共通Ｔｓｅｎｓｅ出力部に接続される。感知イネーブル（Ｓｅｎ）をアサー
トし、Ｄ［Ｃ0-7］行を使用して適切なセグメントを選択することにより、適切なＴｓｅ
ｎｓｅ信号を選択する。Ｔｓｅｎｓｅ信号は、駆動ＡＳＩＣによってデジタル化され、イ
ンク粘度の変化を補償するため駆動パルス幅が変更される。インクの粘度／温度の関係を
指定するデータは、インクに関連する確認チップに保存される。
【０１１４】
（ノズル半径による変動）
　ノズル半径は、インク滴量およびインク滴速度に重大な影響を及ぼす。この理由により
、０．５ミクロンのリソグラフィで厳密に制御される。ノズルは、２ミクロンの犠牲材料
をエッチングし、次にノズル壁材料を被着させ、ＣＭＰ工程を実行して形成する。ＣＭＰ
は、ノズル構造を平面化し、オーバーコートの頂部を除去して内部の犠牲材料を露出させ
る。犠牲材料はその後除去され、自己整合したノズルとノズルリムを残す。ノズルの内径
精度は、主にリソグラフィの精度、および２ミクロンでエッチングした側壁角度の均一性
によって決定される。
【０１１５】
　下表は、様々なノズル半径における操作を示す。ノズル半径が増加するにつれ、インク
滴速度は安定して減少する。しかし、インク滴量は約５．５ミクロンの半径でピークに達
する。公称ノズル半径は５．５ミクロンであり、使用公差仕様はこの半径に±４％の変化
を許容し、５．３～５．７ミクロンの範囲となる。シミュレーションは、公称使用範囲（
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５．０から６．０ミクロン）から外れた極端な値も含む。主要なノズル半径の変動は、ノ
ズルの犠牲エッチングとＣＭＰ工程の組合せによって決定される可能性が高い。つまり、
変動は局所的ではない。ウェハ同士の差、およびウェハの中心の周辺との差がある。ウェ
ハ間の差は、「輝度」調節によって補正される。ウェハ内の変動は、突然でない限り感じ
られない。
【０１１６】
【表１２】

【０１１７】
（インク供給システム）
　前述した技術により形成されたプリントヘッドは、ＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ９８
／００５４４号で開示されたものと同様の印刷カメラ／システムに使用し得る。次に、プ
リントオンデマンドカメラシステムでの使用に適したプリントヘッドおよびインク供給構
成について説明する。まず図９６および図９７から説明すると、インク供給ユニット４３
０の形態にあるインク供給装置の部分が示されている。供給ユニットは、３つのインク貯
蔵チャンバ５２１を備え、３色のインクをプリントヘッドの背面に供給するよう形成し得
、プリントヘッドは、好ましい形態においてはプリントヘッドチップ４３１である。イン
クを公差が厳密なインク出口４３２からプリントヘッド４３１の後部へと流れさせるため
、インクは、例えば符号４３４で示されるような一連のスロットを備えるインク分配成形
部材すなわちマニホルド４３３によってプリントヘッドに供給される。出口４３２は非常
に小さく、約１００ミクロンの幅を有し、従って後述するハウジング４９５などのインク
供給ユニットの隣接する相互作用構成要素より、はるかに高い精度で形成する必要がある
。
【０１１８】
　プリントヘッド４３１は細長い構造であり、シリコーンゲルまたは同様の弾性接着剤５
２０によってインク分配マニホルドのプリントヘッド口４３５に取り付けられ得る。
　プリントヘッドは、プリントヘッド口４３５の内側に接着剤を塗布することによって、
その背面４３８および側面４３９に沿って取り付けることが好ましい。この方法において
、接着剤は前記口とプリントヘッドの相互接続する面にのみ塗布され、プリントヘッドチ
ップ４３１（図８８参照）の後部に形成された精密なインク供給通路３８０を閉塞する危
険が最小となる。成形部材４３３を通過するインクを濾過するよう、分配成形部材４３３
の周囲に填るよう設計されたフィルタ４３６も設ける。
【０１１９】
　インク分配成形部材４３３およびフィルタ４３６をバッフルユニット４３７に挿入し、
これもインターフェース４３８に塗布したシリコンシーラントによって取り付けられ、従
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ってインクは、例えば、穴４４０および穴４３４を介して流れ得る。バッフル４３７は、
幾つかの隔置されたバッフルまたはスラット４４１～４４３を含むプラスチックの射出成
形ユニットでよい。バッフルは、ポータブルプリンタの動作によって誘発され、この好ま
しい形態においてはプリントヘッドの縦方向に沿って最も破壊的であるような貯蔵チャン
バ５２１内のインクの加速を減少させるよう、各インクチャンネル内に形成され、それと
同時に能動的な要求に応答してインクがプリントヘッドに流れさせる。バッフルは、取り
扱い中に流れの変動に対する混乱を最小限に抑えるよう、インクの携帯用キャリッジを効
果的に提供する。
【０１２０】
　バッフルユニット４３７は、ハウジング４４５内に収容される。ハウジング４４５は、
バッフル部材４３７を３つの独立したインクチャンバ５２１内に密封するよう、バッフル
部材４３７に超音波溶接され得る。さらに、バッフル部材４３７は、インクが３つのチャ
ンバそれぞれに流れるために対応して組み合うインク供給導管によって貫通され得る一連
の貫通可能な端壁部分４５０～４５２を備える。ハウジング４４５は、一連の孔４５５も
備え、該孔は、孔４５５などの疎水性の性質により、バッフルチャンバ内にインクが残っ
ている間、バッフルユニットの３つのチャンバ内の空気が逃げられるよう、テープなどに
よって疎水的に密封されている。
【０１２１】
　前述したようにインク分配ユニットを独立した相互作用する構成要素内に形成すること
により、プリントヘッドとのインターフェースで高い精度が必要されているにもかかわら
ず、比較的従来の成形技術を使用することが可能である。これは、徐々に小さくなる構成
要素を使用することにより、寸法精度要件が数段階に分割され、インク分配マニホルドま
たは第２の部材である最も小さい最終部材のみが、チップ内に形成されるインク供給通路
３８０と正確に相互作用する必要がある狭い公差で形成されるためである。
【０１２２】
　ハウジング４４５は、一連の位置決め突起４６０～４６２などを含む。第１のシリーズ
の突起は、プリントヘッドチップ４３１に相互接続されたＴＡＢフィルム４７０の表面に
沿って低抵抗の電力および接地を分配するよう、ＴＡＢフィルムの表面に沿った多数の位
置でＴＡＢフィルム４７０と相互接続する第１（４６５）および第２（４６６）電源およ
び接地バスバーに加えて、テープ自動接着フィルム４７０の形態の相互接続手段を正確に
配置するよう設計される。
【０１２３】
　ＴＡＢフィルム４７０は、図１０２および図１０３では開状態でさらに詳細に図示され
ている。ＴＡＢフィルム４７０は両面を有し、外側の面には着脱式に複数の対応する外部
制御ラインと接続する複数の長手方向に延びる制御ライン相互接続部５５０の形態にある
データ／信号バスを有する。外側の面には、被着した貴金属ストリップ５５２の形態のバ
スバー接点も設けてある。
【０１２４】
　ＴＡＢフィルム４７０の内側は、交互にバスバーおよび制御ライン５５０を介して電源
をプリントヘッドバイア領域５５４上の接着パッドに接続し横方向に延びる複数の接続ラ
イン５５３を有する。制御ラインとの接続は、ＴＡＢフィルムを通って延びるバイア５５
６によって行われる。ＴＡＢフィルムを使用する多くの利点の１つは、硬質のバスバーレ
ールを壊れやすいプリントヘッドチップ４３１に接続する可撓性の手段を提供することで
ある。
【０１２５】
　バスバー４６５，４６６は、カバーユニット４７８によってバスバー４６５，４６６に
堅固に締め付けられた接点４７５，４７６と接続する。カバーユニット４７８も射出成形
部品からなり得、印刷済みページの切断を補助するため、アルミバーを挿入するためのス
ロット４８０を含む。
【０１２６】
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　次に図９８を参照すると、プリントヘッドユニット４３０、関連するプラテンユニット
４９０、プリントロールおよびインク供給ユニット４９１、およびユニット４３０，４９
０，４９１をそれぞれ相互に接続する駆動電力分配ユニット４９２の切断図が図示されて
いる。
【０１２７】
　裁断機ブレード４９５は、印刷が発生した後に画像４９９を切断するよう、アルミブレ
ード４９８に沿って第１のモータによって駆動され得る。図９８のシステムの動作は、Ｐ
ＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＡＵ９８／００５４４号で開示された動作と非常に似ている。イ
ンクは、プリントロール形成器５０１の芯部分５００に貯蔵され、その周囲に印刷媒体５
０２を巻き付ける。印刷媒体は、電気モータ４９４の制御でプラテン２９０とプリントヘ
ッドユニット４９０の間にフィードされ、インクはインク搬送路５０５を介してプリント
ヘッドユニット４３０と相互に連絡する。プリントロールユニット４９１は、前述したＰ
ＣＴ出願明細書における記載と同様である。図９９には、１つのプリンタユニット５１０
の組み立てた形態が示されている。
【０１２８】
（特徴および利点）
　ＩＪ４６プリントヘッドは、他の印刷技術と比較した場合、多くの特徴及び利点を有す
る。ある場合には、これらの利点は、新しい機能から由来している。 
他の場合には、上記利点は、従来技術に固有の問題を解決したことにより生じたものであ
る。これらの利点の中のいくつかを以下に説明する。
【０１２９】
（高解像度）
　ＩＪ４６プリントヘッドの解像度は、走査方向および走査方向に直交する方向の双方に
おいて、１，６００ドット／インチ（ｄｐｉ）である。この解像度により、十分な写真画
質のカラー画像を印刷し、高品質のテキスト（漢字を含む）を印刷することが可能である
。さらに高い解像度も可能であり、特殊な用途用に、２，４００ｄｐｉ、および４，８０
０ｄｐｉの解像度の研究が現在進められているが、大部分の用途には１，６００ｄｐｉが
選択される。先行して市販されている圧電素子装置の本当の解像度は１２０ｄｐｉ程度で
あり、サーマルインクジェット装置の解像度は６００ｄｐｉ程度である。
（優れた画質）
　高い画質は、高い解像度と、インク滴の正確な位置への印刷とを必要とする。ＩＪ４６
プリントヘッドのモノリシックなページ幅の性質により、インク滴をミクロン未満の単位
で印刷することが可能である。また、正しくない方向へのインク滴の吐出、静電気による
変位、空気の擾乱および渦流をなくし、また、高度に一定なインク滴量および速度を維持
することによっても、高い品質を達成している。また、画質は複数のインク濃度を使用し
なくてもすむように十分な解像度を供給することによっても確実に達成される。５色また
は６色の「写真」インクジェットシステムは、染料の相互作用およびインク滴のサイズが
絶対完全でなければ、中間色（肉色のような）においてハーフトーンの人工的な印刷物を
生じる恐れがある。この問題は、ＩＪ４６プリントヘッドで使用している２層式３色シス
テムにより解決することが可能である。
（高速（プリントヘッド当り３０ｐｐｍ））
　プリントヘッドがページ幅を有しており、走査を必要としないため、高速印刷を行うこ
とが可能である。フルカラーのＡ４サイズの１頁を印刷するのに必要な時間は２秒以下で
あるので、１つのプリントヘッドで、１分間あたり３０ページ（ｐｐｍ）を完全に印刷す
ることが可能である。６０ｐｐｍ、９０ｐｐｍ、１２０ｐｐｍ等を実現するために、複数
のプリントヘッドを並行して使用することが可能である。ＩＪ４６プリントヘッドは、コ
ストが安く、小型であるために、多重ヘッド構成は実用的である。
（低コスト）
　ＩＪ４６プリントヘッドのノズル搭載密度が非常に高いので、プリントヘッド当りのチ
ップ面積を小さくすることが可能である。そのため、多数のプリントヘッドチップを、同
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一ウェハ上に実装することが可能であるため、製造コストが安価になる。
（全デジタル動作）
　デジタル中間調調整技術を用いたデジタル操作を完全に可能にするために、プリントヘ
ッドの解像度は高く選択してある。そうすることによりカラーの非直線性（連続トーンプ
リンタの抱える１つの問題）を除去し、駆動ＡＳＩＣの設計が容易になる。
（インク滴が小さい）
　真の１，６００ｄｐｉの解像度を達成するためには、インク滴のサイズは小さくなけれ
ばならない。ＩＪ４６プリントヘッドのインク滴のサイズは、１ピコリットル（１ｐｌ）
である。先行して市販されている圧電素子装置、およびサーマルインクジェット装置のイ
ンク滴のサイズは約３～３０ｐｌである。
（インク滴速度の正確な制御）
　インク滴吐出装置は、精度の高い機械的機構であり、バブル核形成に依存していないの
で、インク滴の速度を正確に制御することが可能である。これにより、媒体および空気の
流れを制御し得る用途に使用することが可能なように、インク滴の速度を遅くし得る（３
～４メートル／秒）。アクチュエータに供給されるエネルギーを変化させることにより、
かなり広い範囲でインク滴の速度を正確に変化させることが可能である。普通紙および比
較的制御されていない状態における使用に適している高いインク滴の速度（１０～１５メ
ートル／秒）は、ノズルチャンバおよびアクチュエータの寸法を変化させることにより達
成することが可能である。
（速乾性）
　非常に高い解像度と、非常に小さいインク滴と、高い染料濃度との組合せにより、遥か
に少ない水の噴出量でフルカラー印刷を行うことが可能である。１，６００ｄｐｉの解像
度を有するＩＪ４６プリントヘッドは、６００ｄｐｉのサーマルインクジェットプリンタ
が噴出する水の約３３％しか噴出しない。それにより、迅速な乾燥が可能になり、紙に皺
がよらなくなる。
（広い温度範囲）
　ＩＪ４６プリントヘッドは、周囲温度の影響を打ち消すように設計されている。温度に
よるインクの特性の変化だけが動作に影響を与えるが、このような影響は電子的に補償す
ることが可能である。使用温度範囲は、水性インクの場合、０℃～５０℃と予想される。
（特殊な製造装置を必要としない）
　ＩＪ４６プリントヘッドの製造プロセスは、すでに確立されている半導体製造産業から
すべて導入したものである。大部分のインクジェットシステムは、高精度の特殊製造装置
が必要になるため、実験室段階から生産段階へ移行する際に大きな困難に遭遇し、多大の
費用を必要とする。
（高生産性）
　月産１０，０００枚のウェハ生産で開始した６インチのＣＭＯＳ工場は、年間約１８０
０万個のプリントヘッドを生産することが可能である。月産２０，０００枚のウェハ生産
で開始した８インチＣＭＯＳ工場は、約６０００万個のプリントヘッドを生産することが
可能である。現在、世界中に、このようなＣＭＯＳ工場が多数ある。
（低い工場設備費）
　現在の０．５ミクロンの６インチＣＭＯＳ工場を使用することが可能であるため、工場
を安いコストで立ちあげることが可能である。これらの工場は、完全に自動化することが
でき、本質的には、ＣＭＯＳロジック生産には時代遅れになっている。それ故、大量生産
に「古い」現在の施設を使用することが可能である。大部分のＭＥＭＳ後処理もＣＭＯＳ
工場で行うことが可能である。
（優れた耐光性）
　インクを加熱しないので、使用することが可能である染料のタイプに関する制限が少な
い。そのため、耐光性が最適になるように染料を選択することが可能である。アベシア（
Ａｖｅｃｉａ）社およびヘキスト（Ｈｏｅｃｈｓｔ）社のような企業が最近開発した染料
は、耐光度４の耐光性を有する。この耐光性は、多くの顔料が有する耐光性と同一であり
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、現在まで使用されてきた写真用染料およびインクジェット染料の耐光性よりかなり優れ
ている。
（優れた耐水性）
　耐光性と同様に、上記染料には熱的制限がないので、耐水性のような特性により染料を
選択することが可能である。非常に高い耐水性（洗濯可能である布地に要求されるような
）を有しているので、反応性染料を使用することが可能である。
（優れた色域）
　高い色純度の透明な染料を使用することにより、オフセット印刷およびハロゲン化銀写
真の色域よりかなり広い色域での印刷が可能になる。特に、オフセット印刷の場合には、
使用する顔料からの光の散乱により、色域が狭くなる。３色システム（ＣＭＹ）、または
４色システム（ＣＭＹＫ）を使用することにより、 
色域は、色頂点の間の四面体の体積に必然的に制限される。それ故、シアン、マゼンタお
よびイエロー染料のスペクトルは、可能であるだけ純粋であることが重要である。純粋な
赤、緑、および青を含む、若干広い「六角錐」色域は、６色（ＣＭＹＲＧＢ）モデルを用
いて達成され得る。チップ幅が１ミリですむので、このような６色プリントヘッドを経済
的に製造することが可能である。
（色滲みの解消）
　前の色が濡れている間に異なる一次色を印刷すると、色間でインクが滲む。１６００ｄ
ｐｉの場合には、通常、インクの滲みによる画像のぼけはごくわずかであるが、インクの
滲みが画像の中間色を「濁らせる」恐れがある。インクの滲みは、ＩＪ４６プリントヘッ
ドが非常に適しているマイクロエマルジョンを基材とするインクを使用することにより解
消することが可能である。マイクロエマルジョンインクを使用すると、ノズルの詰まりを
防止することも助け、確実にインクを長期間安定させておくことが可能である。
（多いノズル数）
　ＩＪ４６プリントヘッドは、モノリシックＣＭＹ３色写真プリントヘッドに１９，２０
０本のノズルを有する。この数は他のプリントヘッドと比較すると多いが、大量生産の際
に、ＣＭＯＳ　ＶＬＳＩチップ上に通常集積されるデバイスの数と比較すると少ない。ま
た、この数は、テキサスインスツルメンツ（Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）社が
、類似のＣＭＯＳおよびＭＥＭＳプロセスにより製造したデジタルマイクロミラーデバイ
ス（ＤＭＤ）内に集積する可動ミラーの数より３％少ない。
（Ａ４ページ幅プリントヘッド当り５１，２００本のノズル）
　Ａ４／ＵＳレターのページ幅を印刷するための４色カラー（ＣＭＹＫ）ＩＪ４６プリン
トヘッドは、２つのチップを使用する。各０．６６ｃｍ２のチップは、全部で５１，２０
０本のノズルのうちの２５，６００本のノズルを備える。
（駆動回路の集積化）
　５１，２００のノズルを含むプリントヘッドにおいては、データ分配回路（シフトレジ
スタ）、データタイミングトランジスタ、およびノズルを含む駆動トランジスタを集積す
ることが非常に重要である。さもないと、最低でも、５１，２０１個の外部接続が必要に
なる。この要件は、駆動回路が圧電基板上に集積することができないため、圧電インクジ
ェットにとって重大な問題である。数百万の接続部を集積するということは、高い収率で
、大量生産されるＣＭＯＳ　ＶＬＳＩチップ内において普通に行われていることである。
制限しなければならないのはオフチップ接続の数である。
（モノリシック製造）
　ＩＪ４６プリントヘッドは、１つのモノリシックＣＭＯＳチップとして製造される。そ
れ故、精度の高い組立てを行う必要はない。すべての製造は、標準ＣＭＯＳ　ＶＬＳＩお
よびＭＥＭＳ（超小型電子機械システム）により行われる。サーマルインクジェットシス
テム、およびある種の圧電インクジェットシステムの場合には、ノズルプレートとプリン
トヘッドチップとの組立が、低い収率、低い解像度、サイズ制限の原因である。同様に、
ページ幅アレイは、通常、複数のより小さなチップから形成される。これらのチップの組
立および整合は、費用のかかるプロセスである。
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（広い印刷幅用に拡張可能なモジュールタイプ）
　２つまたはそれ以上の１００ミリ幅のＩＪ４６プリントヘッドを互いに突き合わせるこ
とにより、広いページ幅のプリントヘッドを作ることが可能である。ＩＪ４６プリントヘ
ッドの端部は、隣接するチップに自動的に整合するように設計されている。１つのプリン
トヘッドを使用すると写真サイズのプリンタが形成され、２つのプリントヘッドを使用す
るとＡ４プリンタが形成され、４つのプリントヘッドを使用するとＡ３プリンタが形成さ
れる。高速デジタル印刷、ページ幅の広いフォーマットの印刷および布地印刷用には、よ
り多数のプリントヘッドを使用することが可能である。
（両面動作）　全速の印刷速度における両面印刷は、非常に実用的なものである。最も簡
単な方法は、紙の各側面上に１つずつ配置した２つのプリントヘッドを備える方法である
。２つのプリントヘッドを設置するのに要するコストおよび複雑さの程度は、紙を裏返す
ための機械的システムのものよりは少ない。
（直線ペーパーパス）
　ドラムを必要としないため、紙詰まりを起こす可能性を減らすために、直線的なペーパ
ーパスを使用することが可能である。このことは、ページを裏返すために必要とされる複
雑な機構が紙詰まりの主な原因となっているオフィス用両面印刷プリンタに特に関係する
。
（高効率）
　サーマルインクジェットプリントヘッドは、約０．０１％程度の効率（電気エネルギー
の入力に対する、粒子の運動エネルギー及び増加した界面エネルギー）しか有しない。Ｉ
Ｊ４６プリントヘッドは、２０倍を超える効率を有する。
（自己放熱動作）
　各インク滴を吐出するために必要とされるエネルギーは１６０ｎＪ（０．１６μＪ）で
あり、サーマルインクジェットプリンタが必要とするエネルギーの一部である。低エネル
ギーであるためプリントヘッドは吐出されたインクにより完全に冷却され、最悪の事態に
おいても、わずか４０℃のインク温度の上昇となる。ヒートシンクは不要である。
（低圧力）
　ＩＪ４６プリントヘッドにおいて生じる最大圧力は、約６０ｋＰａ（０．６気圧）であ
る。サーマルインクジェット、及びバブルジェットシステムにおける気泡核生成、及び崩
壊により生じる圧力は、一般的には１０ＭＰａ（１００気圧）を超え、これはＩＪ４６プ
リントヘッドの最大圧力の１６０倍に相当する。バブルジェットやサーマルインクジェッ
トの設計における高い圧力は、高い機械的応力を生じる。
（低電力）
　３０ｐｐｍ／Ａ４サイズのＩＪ４６プリンタヘッドは、全３色を重ね合わせた黒を印刷
するときに、約６７ワットの電力を必要とする。５％の印字密度で印刷する場合、平均電
力消費量は、わずか３．４ワットである。
（低電圧による作動）
　ＩＪ４６プリントヘッドは、一般的なドライブＡＳＩＣと同様に、単一の３Ｖの電源供
給により動作が可能である。サーマルインクジェットは、一般的には少なくとも２０Ｖを
必要とし、圧電素子インクジェットは、５０Ｖを超える電圧を必要とすることが多い。Ｉ
Ｊ４６プリントヘッドアクチュエータは、２．８Ｖの通常動作用に設計されており、駆動
用トランジスタにおける０．２Ｖの電圧降下を許容して、３Ｖでチップの作動を達成する
。
（２本、又は４本のＡＡバッテリーによる作動）
　電圧消費量は、写真用ＩＪ４６プリントヘッドがＡＡバッテリーにより動作可能である
ほど低い。典型的な６”×４”（１５ｃｍ×１０ｃｍ）の写真には、２０Ｊ（駆動用トラ
ンジスタによる損失を含む）より少ない電力を必要とする。写真を２秒で印刷する場合に
は、４本のＡＡバッテリーの使用が推奨される。印刷時間が４秒まで延長される場合は、
２本のＡＡバッテリーを使用可能である。
（バッテリー電圧補償）
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　ＩＪ４６プリントヘッドは、無調節電池電源によっても作動させることが可能であるた
め、電圧調節器における効率損失を排除する。このことは、相当な範囲の供給電圧におい
て、一貫した動作を達成しなければならないことを意味する。ＩＪ４６プリントヘッドは
、供給電圧を検知し、インク滴の体積を一定にするために、アクチュエータの動作を調節
する。
（アクチュエータ及びノズルの小面積化）
　ＩＪ４６プリントヘッドのノズル、アクチュエータ、及び駆動回路に必要な面積は１７
６４μｍ２である。これは、圧電素子インクジェットノズルに必要な面積の１％に満たず
、バブルジェットノズルに必要な面積の約５％である。アクチュエータ面積は、プリント
ヘッドの製造コストに直接的に影響を与える。
（プリントヘッド全体の小型化）
　Ａ４、３０ｐｐｍ、１，６００ｄｐｉ、４色プリントヘッドに使用するプリントヘッド
アセンンブリ全体（インク供給チャネルを含む）は、２１０ｍｍ×１２ｍｍ×７ｍｍの大
きさを有する。小型化により、ノート型コンピュータや、小型プリンタに組み込むことが
可能となる。写真プリンタは１０６ｍｍ×７ｍｍ×７ｍｍの大きさを有し、ポケットデジ
タルカメラ、パームトップＰＣ、携帯電話／ファックス、等への組み込みを可能とさせる
。インク供給チャネルが、この体積の大半を占める。プリントヘッドチップ自体は、わず
か１０２ｍｍ×０．５５ｍｍ×０．３ｍｍの大きさを有する。
（小型ノズル封止システム）
　ＩＪ４６プリントヘッドのために小型ノズル封止システムが設計された。写真プリンタ
用のノズル封止システムは、わずか１０６ｍｍ×５ｍｍ×４ｍｍであり、プリントヘッド
を移動させる必要はない。
（高い製造歩留り）
　ＩＪ４６プリントヘッドの製造歩留り（成熟時）は、プリントヘッドが主としてわずか
０．５５ｃｍ２の面積を有するデジタルＣＭＯＳチップであることから、少なくとも８０
％になると見積られる。最新のＣＭＯＳプロセスは、１ｃｍ２を超えるチップ面積におい
ても高い歩留りを達成する。約１ｃｍ２よりも小さいチップにおいては、コストはチップ
面積にほぼ比例する。コストは、１～４ｃｍ２チップにおいて急激に上昇し、これよりも
大きいサイズのチップはほとんど実用的ではない。１ｃｍ２よりも小さいチップ面積の確
保する強い動機である。サーマルインクジェット及びバブルジェットプリントヘッドにお
いて、チップ幅は一般的には約５ｍｍであり、対費用効果のよいチップ長は約２ｃｍに限
定される。ＩＪ４６プリントヘッド開発の主要な目的は、可能な限りチップ幅を減少させ
て対費用効果のよいモノリシックページ幅プリントヘッドを可能にすることにある。
（プロセスの簡略化）
　デジタルＩＣ製造において、デバイスのマスクの複雑化は、製造コスト又は難易度にほ
とんど影響を及ぼさない。コストは工程数とリソグラフィの限界寸法に比例する。ＩＪ４
６プリントヘッドは、標準的０．５μシングルポリトリプルメタル（single　poly　trip
le　metal）ＣＭＯＳ製造プロセスと、これに加えて５つのＭＥＭＳマスク工程を使用す
る。これにより、典型的な５層の金属を有する０．２５μＣＭＯＳロジックプロセスより
も製造プロセスを単純化する。
（検査の簡略化）
　ＩＪ４６プリントヘッドは、ウェハプローブ工程において大半の検査の完了を可能にす
るテスト回路を備える。アクチュエータの抵抗を含む、全ての電気特性の検査をこの工程
で完了することが可能である。しかし、アクチュエータの動作は、犠牲材料を取り除いた
後でないと検査することができないので、最終検査は、パッケージされたチップで行われ
る。
（低コストパッケージ）
　ＩＪ４６プリントヘッドは、射出成形されたポリカーボネートパッケージでパッケージ
される。全接続は、テープオートメーテッドボンディング（ＴＡＢ）技術（ワイヤボンデ
ィングをオプションとして使用することもある）により形成される。全ての接続は、チッ
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プの一辺に沿っている。
（アルファ粒子に対する感度がない）
　スタティックレジスタ以外にはメモリ素子がないため、パッケージにおいてアルファ粒
子の放出を考慮する必要がない。アルファ粒子の通過による状態変化は、紙に印刷したと
きに、１つの余分なドットを生じるのみである（又は生じない）。
（限界寸法の緩和）
　ＩＪ４６プリントヘッドＣＭＯＳ駆動回路の限界寸法（ＣＤ）は、０．５ミクロンであ
る。マイクロプロセッサのような最新式のデジタルＩＣは、０．２５ミクロンのＣＤを使
用し、ＩＪ４６プリントヘッドが必要とするよりも２世代進んだデバイスである。ＭＥＭ
Ｓ後プロセス工程の大部分は、１ミクロン以上のＣＤを有する。
（製造における低応力）
　製造中のデバイスのクラッキングは、サーマルインクジェット及び圧電素子装置の双方
において深刻な問題である。この問題は、製造可能なプリントヘッドの大きさを限定する
。ＩＪ４６プリントヘッドの製造にかかる応力はＣＭＯＳ作製に必要とされるものより大
きくなることはない。
（走査による濃度ムラの解消）
　ＩＪ４６プリントヘッドはページの全幅にわたる幅を有するので走査は行わない。これ
により、インクジェットプリンタの最も重要な画質についての問題点を排除する。他の原
因（位置ズレしたインク滴、プリントヘッド位置合わせ）による濃度ムラ（Ｂａｎｄｉｎ
ｇ）は、ページ幅のプリントヘッドにおいて一般的に重要な問題である。濃度ムラにおけ
るこれらの原因も本発明の対象としている。
（「完璧な」ノズル位置合わせ）
　プリントヘッド内の全てのノズルは、プリントヘッドのリソグラフィに使用される０．
５ミクロンのステッパにより、サブミクロンの精度で位置決めされている。Ａ４ページ幅
のプリントヘッドを形成するために、２つの４”（１０センチメートル）プリントヘッド
のノズル位置合わせが、プリントヘッドチップ上の機械的位置合わせ特性の補助により、
達成される。これにより、自動機械的位置合わせを（２つのプリントヘッドチップを単純
に押し合うことにより）１ミクロン以内にすることが可能となる。特別の用途において、
より微細な位置合わせが必要となるときは、４”プリントヘッドは、光学的に位置合わせ
されることもある。
（サテライトインク滴の解消）
　極小インク滴サイズ（１ｐｌ）と中程度のインク滴速度（３ｍ／ｓ）により、画質の問
題点の主要因であるサテライトインク滴が排除される。約４ｍ／ｓにおいて、サテライト
インク滴が形成されるが、もとのインク滴に追いつく。約４．５ｍ／ｓ以上においては、
もとのインク滴に対して多様な速度を有して、サテライトインク滴が形成される。特に問
題となるのは、プリントヘッドに対して負の速度を有するため、プリントヘッド表面に堆
積されることが多くなるようなサテライトインク滴である。これは、高速（約１０ｍ／ｓ
）なインク滴速度を用いる場合に回避が困難な問題点である。
（層流のエアフロー）
　低いインク滴速度は、インク滴の印刷媒体上の良好な配置のために、渦（ｅｄｄｙ）を
有さない空気の層流を必要とする。これは、プリントヘッドパッケージの設計により達成
される。普通紙への適用や、他の粗い表面上に印刷するためには、より高いインク滴速度
が望ましい。１５ｍ／ｓまでのインク滴速度は、多様な設計寸法を使用することにより達
成可能である。４ｍ／ｓインク滴速度の３色写真プリントヘッドと１５ｍ／ｓインク滴速
度の４色普通紙プリントヘッドを同一のウェハに作製することが可能である。これは、同
一のプロセスパラメータを使用して双方を形成することが可能であるからである。
（位置ズレしたインク滴がない）
　位置ズレしたインク滴は、ノズルの周囲に、プリントヘッド表面の疎水性コーティング
が併設された領域に、インク滴が散乱することを防止する薄いリムを配置することにより
排除される。
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（熱的クロストークがない）
　バブルジェットや他のサーマルインクジェットシステムにおいて、隣接するアクチュエ
ータに電圧が印加されると、１つのアクチュエータから放出された熱は他のアクチュエー
タに広がり、噴射性に影響を与える。ＩＪ４６プリントヘッドにおいては、１つのアクチ
ュエータから隣接するアクチュエータに拡散する熱は、ヒータ層と湾曲相殺層の双方に均
等に影響し、パドル位置には何の影響も与えない。これにより、熱的クロストークが事実
上排除される。
（流体クロストークがない）
　同時に発射する各ノズルは、（薄くされた）ウェハを貫通してエッチングされた３００
ミクロン長のインク流入部の末端にある。これらのインク流入部は、低い流体抵抗を有す
る大きなインクチャネルに接続される。事実上この構造においては、１つのノズルからの
インク滴の吐出が他のノズルに影響を及ぼさない。
（構造的クロストークがない）
　これは圧電素子プリントヘッドについて共通な問題である。この問題は、ＩＪ４６プリ
ントヘッドにおいては生じない。
恒久型プリントヘッド
　ＩＪ４６プリントヘッドは、恒久的に組み入れることが可能である。プリントヘッドを
消耗品に含める必要がないため、消耗品の製造コストは劇的に低減される。
（コゲーションがない）
　コゲーション（焦げたインク、溶媒、及び不純物の燃え殻）は、バブルジェット及び他
のサーマルインクジェットプリントヘッドにおける重要な問題である。ＩＪ４６プリント
ヘッドにおいては、インクは直接加熱されないため、この問題を有さない。
（キャビテーションがない）
　気泡の激しい崩壊により生じる壊食は、バブルジェット及び他のサーマルジェットプリ
ントヘッドの寿命を制限する別の問題点である。ＩＪ４６プリントヘッドは、気泡が形成
されないため、この問題が生じない。
（エレクトロマイグレーションがない）
　ＩＪ４６プリントヘッドのアクチュエータやノズルにおいては、金属が使用されず、全
てセラミックである。従って、実際のインクジェットデバイスにおいてエレクトロマイグ
レーションに関する問題がない。ＣＭＯＳ金属層は、エレクトロマイグレーションを起こ
すことなく、要求される電流を流すように設計されている。この考察は、高速ＣＭＯＳス
イッチングではなくヒータ駆動電力から生じるため、容易に達成される。
（確実な電力接続）
　ＩＪ４６プリントヘッドの電力消費はサーマルインクジェットプリントヘッドよりも５
０倍少ないが、高速印刷や低電圧は結果的に相当に高い電流消費となる。最悪の場合は、
３ボルトの供給により写真のＩＪ４６プリントヘッドによる２秒の印刷のための電流が４
．９Ａｍｐである。電流は、銅のバスバーを通じ、チップの端部に沿って２５６個のボン
ドパッドに供給される。各ボンドパッドは、最大４０ｍＡの電流を流す。駆動トランジス
タに通じるオンチップコンタクト及びバイアは、１．５ｍＡのピーク電流を１．３μ秒、
最大平均値１２ｍＡを流す。
（腐食がない）
　ノズルとアクチュエータは全て、ガラス、及びＣＭＯＳデバイスに置いて金属バリア層
として一般的に使用される導電性セラミックである窒化チタン（ＴｉＮ）により形成され
る。これらの材料は、腐食に対し高い耐性を有する。
（電解の解消）
　インクはいかなる電気的ポテンシャルとも接触しないため、電解は起こらない。
（疲労がない）
　全てのアクチュエータ動作は弾性限界内であるため、使用される材料は全てセラミック
であり、疲労は起こらない。
（摩擦がない）
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　動く表面との接触がないため、摩擦は生じない。
スティクションがない
　ＩＪ４６プリントヘッドは、多数のＭＥＭＳデバイスに共通する問題であるスティクシ
ョンを排除するように設計されている。スティクションは、「スティック（接着）」と「
フリクション（摩擦）」を組み合わせた言葉であり、ＭＥＭＳにおいては、力の相対的ス
ケーリングのため特に有意である。ＩＪ４６プリントヘッドにおいては、パドルは基板中
の孔を覆って吊られているので、吊られてなければ生じるであろうパドルから基板のステ
ィクションを排除する。
（亀裂伝播がない）
　材料にかけられる応力は、典型的なＴｉＮ及びガラス層の表面粗さにおいて、亀裂伝播
を生じる応力の１％に満たない。応力のホットスポットを最小化するため、角は丸くして
いる。ガラスには常に、引張応力よりも亀裂伝播に対して格段の耐性を有する圧縮応力が
かけられている。
（電気分極が不要）
　圧電性材料は、プリントヘッド構造に形成された後に分極する必要がある。この分極に
は、非常に高い、約２０，０００Ｖ／ｃｍの、電界強度が必要とされる。高電圧を必要と
するため、一般的には圧電素子プリントヘッドのサイズは約５ｃｍに限定され、分極のた
めに１００，０００Ｖを必要とする。ＩＪ４６プリントヘッドは分極を必要としない。
（整流による拡散がない）
　周期的圧力変化による気泡生成である、整流による拡散（ｒｅｃｔｉｆｉｅｄ
　ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）は、圧電素子インクジェットにおいて主として問題を生じる不具
合である。ＩＪ４６プリントヘッドは、インク圧が負圧にならないため、整流による拡散
を防止するように設計されている。
（切断路の削減）
　ウェハにおけるチップ間の切断路（ｓａｗ　ｓｔｒｅｅｔ）は、一般的には２００ミク
ロンである。これは、ウェハ面積の２６％を占める。この代わりにプラズマエッチングを
使用すると、ウェハ面積の４％しか必要としない。プラズマエッチングの使用は、ソーイ
ングにおける破壊も排除する。
（標準的ステッパを使用したリソグラフィ）
　ＩＪ４６プリントヘッドは１００ｍｍ長であるが、標準的ステッパ（典型的には約２０
ｍｍ四方の結像領域を有する）を使用する。これはプリントヘッドが８つの同一の露光を
使用して「縫合」されるためである。縫合における整合は、縫合領域において電気接続が
形成されないため重大ではない。３２個のそれぞれのプリントヘッドの部分は、ステッパ
の各露光で像が形成され、露光ごとに「平均」４個のプリントヘッドが形成される。
（１枚のチップ上にフルカラー集積）
　ＩＪ４６プリントヘッドにおいては、必要な全色を１枚のチップに集積する。これはペ
ージ幅の「エッジシューター」型インクジェット技術においては不可能である。
（多種類のインク）
　ＩＪ４６プリントヘッドのインク滴の吐出はインクの特性に依存しない。インクは、水
性、マイクロエマルジョン、油性、多様なアルコール、ＭＥＫ、溶融ワックス、又は他の
溶媒を基部としていている場合がある。ＩＪ４６プリントヘッドは、様々な粘性、及び表
面張力を有するインクに使用することが可能である。これは、多様な用途を可能とする際
に重要な要因である。
（渦を有さない空気の層流）
　プリントヘッドパッケージは、気流が層流であり、渦（ｅｄｄｙ）を排除することを確
保するように設計されている。インク滴サイズが小さいため渦すなわち乱流が画質を劣化
させることがあので、上記は重要である。
（インク滴の繰り返し周期）
　写真用ＩＪ４６プリントヘッドの公称インク滴周期は５ｋＨｚであり、写真１枚で２秒
の印刷速度に帰着する。Ａ４プリントヘッドのための公称インク滴周期は、３０ｐｐｍを
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超えるＡ４印刷においては１０ｋＨｚである。最高インク滴周期は主としてノズルリフィ
ルレートにより限定されるが、このノズルリフィルレートは、加圧されないインクを使用
して可動するときは表面張力により決定される。５０ｋＨｚのインク滴周期は正のインク
圧（約２０ｋＰａ）を使用するときに可能である。しかし、最も低コストの消費者向け用
途としては、もっぱら３４ｐｐｍが適切である。商業的印刷物のような非常に高速な用途
においては、高速な紙送りと併せて複数のプリントヘッドを使用することが可能である。
低電力動作（例えば２本のＡＡバッテリによる動作）のためには、電力を削減するために
、インク滴周期を減少させることが可能である。
（ヘッドと紙との相対速度が遅い）
　写真用ＩＪ４６プリントヘッドのヘッド対紙の公称速度はわずか０．０７６ｍ／ｓｅｃ
である。Ａ４のプリントヘッド用においては、この速度は、典型的な走査型インクジェッ
トヘッドの速度の約１／３である、わずか０．１６ｍ／ｓｅｃである。この低速度は、プ
リンタの設計を容易にし、インク滴の配置の精度を向上させる。しかし、このヘッドと紙
との相対速度は、ページ幅のプリントヘッドのため、３４ｐｐｍ印刷用には十分である。
必要であれば、容易にさらに高速にすることが可能である。
（高速ＣＭＯＳが不要）
　３０ｐｐｍで動作するＡ４／レター版プリントヘッド用としては、プリントヘッドシフ
トレジスタのクロック速度はわずか１４ＭＨｚである。写真用プリンタ用としては、クロ
ック速度はわずか３．８４ＭＨｚである。これは、使用されたＣＭＯＳプロセスの速度能
力よりもずっと低速である。このことは、ＣＭＯＳ設計を単純にし、白に近い画像を印刷
するときの電力損失の問題を排除する。
（完全なスタティックＣＭＯＳ設計）
　シフトレジスタ及びトランスファレジスタは、完全にスタティック設計である。スタテ
ィック設計は、ダイナミックデザインのために必要な約１３個に比較して、ノズルにつき
３５個のトランジスタを必要とする。しかし、スタティックデザインには、ノイズに対す
るより高い耐性、休止状態における低消費電力、及びより大きなプロセス許容誤差を含む
、いくつかの長所がある。
（幅が広いパワートランジスタ）
　パワートランジスタの幅対長さ比は、６８８である。これは、４オームのオン抵抗値を
許容し、３Ｖで動作させるとき、駆動トランジスタはアクチュエータの電力の６．７％を
消費する。このサイズのトランジスタは、シフトレジスタや他のロジック回路とともに、
アクチュエータの下に収まる。従って、適切な駆動トランジスタは、付属するデータ伝送
回路を伴っても、アクチュエータにより必要とされていないチップ面積を使うことはない
。
【０１３０】
　トランジスタにより消費される電力の割合を減少させるいくつかの方法がある。これら
は、必要となる電流が少なくなるように駆動電圧を上げること、リソグラフィを０．５ミ
クロンよりも小さくすること、ＢｉＣＭＯＳや他の高速駆動技術を使用すること、又はチ
ップ面積を増加し、アクチュエータの下にない駆動トランジスタのためにスペースを開け
ること、である。しかし、本発明の設計における６．７％の消費は、コストパフォーマン
スの点で最適である。
（適用範囲）
　本明細書に記載されたインクジェット印刷技術は、広い範囲の印刷装置に適合する。
【０１３１】
　主な適用例は、以下を含む。
１．カラー及び白黒オフィスプリンタ
２．ＳＯＨＯプリンタ
３．家庭用ＰＣプリンタ
４．ネットワークに接続されたカラー及び白黒プリンタ
５．部門別プリンタ
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６．写真用プリンタ
７．カメラに組み込まれたプリンタ
８．３Ｇ携帯電話内蔵プリンタ
９．携帯用及びノート型プリンタ
１０．幅が広い媒体用プリンタ
１１．カラー及び白黒コピー機
１２．カラー及び白黒ファックス
１３．印刷、ファックス、スキャナ、及びコピー機能を組み合わせた多機能プリンタ
１４．業務用デジタルプリンタ
１５．短時間運転デジタルプリンタ
１６．梱包用プリンタ
１７．生地用プリンタ
１８．短時間運転デジタルプリンタ
１９．オフセット印刷補助プリンタ
２０．低コスト走査型プリンタ
２１．高速ページ幅プリンタ
２２．ページ幅プリンタ内蔵ノート型コンピュータ
２３．携帯用カラー及び白黒プリンタ
２４．ラベルプリンタ
２５．チケットプリンタ
２６．店頭レシートプリンタ
２７．大型ＣＡＤ用プリンタ
２８．写真加工プリンタ
２９．ビデオプリンタ
３０．フォトＣＤプリンタ
３１．壁紙プリンタ
３２．積層プリンタ
３３．室内サインプリンタ
３４．広告看板プリンタ
３５．ビデオゲームプリンタ
３６．写真「キオスク」プリンタ
３７．名刺プリンタ
３８．挨拶状プリンタ
３９．書籍プリンタ
４０．新聞プリンタ
４１．雑誌プリンタ
４２．帳票プリンタ
４３．デジタル写真アルバムプリンタ
４４．医療用プリンタ
４５．自動車用プリンタ
４６．粘着ラベルプリンタ
４７．色校正用プリンタ
４８．故障許容商業用プリンタアレイ
（従来のインクジェット技術）
　確立されたインクジェット製造者から、近い将来に同様な能力のプリントヘッドが市販
される見込みはない。これは、主要な２つの競業する商品である、サーマルインクジェッ
ト及び圧電素子インクジェットのそれぞれが、適用の要件を満たす深刻な基本的問題を有
するためである。
【０１３２】
　サーマルインクジェットの最も重大な問題は、電力消費である。これは、本発明の適用
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に必要とされる電力の約１００倍であり、インク滴の吐出における電力非効率手段から生
じている。サーマルインクジェットにおいては、インクを押し出す蒸気の気泡を生成する
ために、水分を急激に沸騰させる。水は非常に高い熱容量を有し、サーマルインクジェッ
トの用途においては、過熱される必要がある。高電力消費は、ノズル搭載密度を限定する
。
【０１３３】
　圧電素子インクジェットについての最も重大な問題は、サイズとコストである。圧電性
結晶は、妥当な駆動電圧において非常に小さい撓みを有し、そのため各ノズルについて広
面積を必要とする。また、各圧電素子アクチュエータは、他の基板上の駆動回路に接続さ
れる必要がある。これは、プリントヘッドについての約３００ノズルという現在の限界に
おいては重大な問題ではないが、１９，２００ノズルを有するページ幅のプリントヘッド
の製造においては、主要な障害となる。
（ＩＪ４６プリントヘッド及びサーマルインクジェット（ＴＩＪ）の印刷メカニズムの比
較）
【０１３４】
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【表１３】

【０１３５】
　好ましい実施の形態において、パドルはその中心部に取り付けられ、パドルの移動にお
いてノズルに集まる不要な異物又は物質をノズルから突き出すような「つつき棒」部材を
備えて形成される。つつき棒は、インク吐出ノズル部材の形成中に、化学的機械的平坦化
工程により形成され、望ましくはこの形成が、標準的ＭＥＭＳプロセス技術を使用する半
導体ウェハの部材の上に対する、インク放出ノズルの通常の製作工程におけるバイプロダ
クトであるように、形成されることが可能である。
【０１３６】
　さらに、毛管作用による流出の量及び機会を限定するため、湾曲アクチュエータ上に、
表面張力の影響によりノズルチャンバから液体が流出する機会を限定するようにアクチュ
エータスロットに近接してアクチュエータスロットガードが提供される。
【０１３７】
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　図１～３を参照し、好ましい実施の形態の動作原理を説明する。図１において、半導体
基板等からなる基板２０２上に形成されるノズル部材２０１が示される。部材２０１は、
ノズルリム２０５を囲み、通常はインクで満たされてメニスカス２０４を形成するノズル
チャンバ２０３を有する。ポスト２０７には熱湾曲アクチュエータ装置２０６が取り付け
られ、通常はこれに対応する層２１０により熱平衡に保たれた導電性ヒータ部２０９を有
する。アクチュエータ２０６は、ノズルチャンバの壁面２１２中のスロットを貫通し、壁
面の内部でノズル吐出パドル２１３を形成する。パドル２１３上には、ノズルチャンバ２
０３の壁面形成時に形成された「つつき棒」２１５が形成される。アクチュエータ２０６
上には、アクチュエータスロット保護バリア２１６も形成される。基板２０２の高度な異
方性エッチングにより、基板２０２の表面を貫通して、インク供給チャネル２１７も形成
される。動作時は、ノズルチャンバ２０３からインクが流出し、壁面２１２のスロットと
アクチュエータスロット保護バリア２１６の間に層２１９が形成される。保護バリアは、
スロットと実質的に組み合う形状をしているが、わずかな隙間をあけてあるため、例えば
符号２１９が示す任意のメニスカスは小さい面積を有する。
【０１３８】
　次に、図２に示されるように、ノズルチャンバ２０３からインク滴を吐出するときは、
底面の導電性サーマルアクチュエータ２０９が電気により加熱され、急激に膨張し、パド
ル２１３を急激に上方に移動させる。このパドル２１３の急激な上方への移動は、ノズル
からインクを流出させ、突起したインクメニスカス２０４を形成する。重要なことは、ア
クチュエータ２０６の移動が、つつき棒２１５をノズルリムの平面を貫いて上方に移動さ
せ、ノズルリム２０５付近のあらゆる堆積物の吐出を補助することである。
【０１３９】
　さらに、アクチュエータ２０６の移動はアクチュエータスロット保護バリア２１６をわ
ずかに移動させ、小さい面積を有するメニスカス２１９を維持するため、表面に沿ったイ
ンクの毛管作用による流出の機会を減少させる。その後、導電性ヒータ２０９がオフされ
、アクチュエータ２０６は元の位置に急激に戻りはじめる。メニスカス２０４の周囲にあ
るインクの前へ進む運動量は、アクチュエータ２０２６の戻る動きによる逆流とともに、
メニスカス２０４をくびれさせ、切り離すため、インク滴が形成される。
【０１４０】
　短時間後の状態が図３に示される。インク滴２２０は印刷媒体に進み、メニスカスは、
つつき棒１５の周囲で崩壊し、メニスカス２２２，２２３を形成する。メニスカス２２２
，２２３の形成により、ノズルチャンバ２０３には表面張力の高い圧力がかかり、インク
供給チャネル２１７を通じてノズルチャンバ２０３内にインクが引き込まれるため、ノズ
ルチャンバ２０３を急激に満たす。つつき棒２１５の使用は、リフィルの速度を上昇させ
、さらに、メニスカスがノズルパドル２１３の表面に接触し、そこに留まることによりノ
ズルチャンバ２０３内に気泡が生じないことを保証する。つつき棒２１５は、メニスカス
、例えば２２２，２２３がつつき棒２１５に沿って上昇し、ノズルチャンバを満たすこと
を保証する。さらに、アクチュエータスロットバリア２１６の周囲の領域は、ほぼ安定で
あり、そこからのウィッキングの発生を最小限にする。
【０１４１】
　図４は、１つのノズル部材２０１を部分ごとに示す側面斜視図を示す。図５は、保護側
板２３０を有する１つのノズルの側面斜視図である。中央のつつき棒２１５、及び開口カ
ード２１６は、すでに記載した通りである。図４，５の部材の構成は、オーストラリア特
許仮出願第ＰＰ６５３４号（その内容は特に互いに援用される）において、ノズル部材の
構成に使用されたディープマスク工程の簡単な変更の結果、つつき棒２１５及びガード２
１６を有するように形成されたものであることもある。つつき棒及びガードは、図６～８
において概略的に示される化学的機械的平坦化工程により主として製作される。つつき棒
２１５及びガード２１６は、例えば符号２３３にて示す一連のエッチングされたバイアを
含む犠牲層２３１上に表面層２３２を被着することにより製作される。その後、図７に示
されるように、下方の構造層２３６に接着された下地構造２３５を残すように、最上層は
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、化学的機械的研磨により平坦化される。その後、図８に示されるように、犠牲層２３１
がエッチングにより除去され、結果的に得るべき必要な構造を残す。
【０１４２】
　特定の実施の形態に示される本発明に対し、本明細書に概略が記載された本発明の趣旨
又は範囲から逸脱することなく、多数の変更及び／又は改良を実施可能であることが、当
業者により理解される。従って、本明細書の実施の形態は、あらゆる面においても、例示
であり、限定するものではない。
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