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(57)【要約】
【課題】レジスト液を積み重ねて所定の膜厚を有するレ
ジストパターンを形成することができる液体吐出装置及
びレジストパターン形成方法を提供する。
【解決手段】配線基板２にレジスト液を吐出するヘッド
１２は主走査方向に複数のノズルが並べられるとともに
、副走査方向に配線基板の幅に対応する長さにわたって
複数のノズルが並べられ、配線基板とヘッドとを主走査
方向に１回だけ走査させて配線基板の全面にレジストパ
ターンを形成する。主走査方向に並べられたノズルのう
ち１列目のノズルから吐出されたレジスト液１００の着
弾位置には所定の時間間隔をおいてレジスト液１００が
配線基板２に定着した後に２列目のノズルから吐出され
たレジスト液１０２が積層される。更に、主走査方向に
並べられた異なるノズルから吐出されたレジスト液１０
４、…が所定の時間間隔で積層されて、所望の厚みを有
するレジストパターンが形成される。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板にレジスト液を吐出する複数のノズルを第１の方向に所定の配置間隔で並べた
ノズル群を有するヘッドと、
　前記配線基板と前記ヘッドとを前記第１の方向に相対的に走査させる走査手段と、
　前記ヘッドのレジスト液の吐出を制御する吐出制御手段と、
　前記配線基板と前記走査手段の前記第１の方向への１回の走査で走査可能な前記配線基
板の領域に対して、前記ヘッドと前記配線基板とを前記第１の方向に１回だけ相対的に走
査させるように前記走査手段を制御する走査制御手段と
　を備え、
　前記吐出制御手段は、前記配線基板の同一位置に対して前記ノズル群の異なるノズルか
ら同一のレジスト液を所定の時間間隔で順番に吐出させて、前記配線基板の同一位置に異
なるノズルから吐出されたすべてのレジスト液を積層させて、前記配線基板に所定の厚み
を有し所定パターンを有するレジストパターンを形成することを特徴とする液体吐出装置
。
【請求項２】
　前記ヘッドは、前記第１の方向にレジスト液の最大積層数以上の数のノズルを並べたノ
ズル群を有することを特徴とする請求項１記載の液体吐出装置。
【請求項３】
　前記ヘッドは、前記第１の方向に所定の間隔で複数のノズルを並べたノズル群が、前記
第１の方向と直交する第２の方向に前記レジストパターンの前記第２の方向の最小ドット
間ピッチと同一の配置間隔で配置された構造を有し、
　前記第１の方向に並べられた複数のノズルから配線基板の同一位置に最初に吐出される
レジスト液のドットの直径は、前記第２の方向の隣接ドットの中心間距離未満であること
を特徴とする請求項１又は２記載の液体吐出装置。
【請求項４】
　前記第１の方向に並べられたノズルから配線基板の同一位置に最初に吐出されるレジス
ト液のドット直径は、前記第１の方向の隣接ドットの中心間距離未満であることを特徴と
する請求項１、２又は３記載の液体吐出装置。
【請求項５】
　前記配線基板上のレジスト液を硬化させる硬化手段を備えたことを特徴とする請求項１
、２又は３記載の液体吐出装置。
【請求項６】
　前記ヘッドと前記配線基板との間に電界を発生させる電界形成手段を備えるとともに、
前記レジスト液は絶縁性溶媒に重合性化合物、分散剤及び荷電調整剤を含む成分を分散さ
せて粒子化した荷電粒子を含有する組成を有し、
　前記電界形成手段によって発生させた電界をレジスト液に作用させて、前記配線基板に
前記荷電粒子を付着させることを特徴とする請求項１乃至５のうち何れか１項に記載の液
体吐出装置。
【請求項７】
　複数のノズルを第１の方向に所定の配置間隔で並べたヘッドから配線基板にレジスト液
を吐出させて前記配線基板にレジストパターンを形成するレジストパターン形成方法であ
って、
　前記配線基板と前記ヘッドとの前記第１の方向の１回の走査で走査可能な前記配線基板
の領域に対して、前記ヘッドと前記配線基板とを前記第１の方向に１回だけ相対的に走査
させながら、前記配線基板に同一位置に対して前記第１の方向に並べられた複数のノズル
からレジスト液を所定の時間間隔で順番に吐出させて、前記配線基板の同一位置に異なる
ノズルから吐出された複数のレジスト液を積層させて、前記配線基板に所定の厚みを有し
所定のパターンを有するレジストパターンを形成することを特徴とするレジストパターン
形成方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液体吐出装置及びレジストパターン形成に係り、特にプリント配線基板に配線
パターンを形成する際に用いられるレジストのパターンニング技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、プリント基板製造方法としてフォトリソ法が用いられている。フォトリソ法は
、絶縁層と銅箔からなる銅張積層板の上にドライフィルムレジスト又は液レジストにより
レジスト層を形成し、フォトマスクを介して該レジスト層を紫外線照射してパターン露光
し、現像することによりレジストパターンのパターンニングを行っている。次いで、レジ
ストで被覆されていない銅箔をエッチングにより除去し、所望の導体パターンが得られる
。上記はフォトリソ法の中のサブトラクティブ法について説明したが、同様にセミアディ
ティブ法、アディティブ法においても、メッキのマスクとしてフォトレジストパターンの
パターニングが用いられている。
【０００３】
　サブトラクティブ法によって微細回路を形成する場合、金属導電層のサイドエッチング
による画線の細り等があるため、微細回路に対して不利とされている。一方、アディティ
ブ法は、微細回路に対しては有利であるが、無電解めっきで全ての金属導電層を形成する
ため、製造コストが高いという問題がある。セミアディティブ法は、多工程であるが、高
速作業が可能な電解めっきを使用することができるために、微細回路製造方法として、優
位に用いることができる。上述したフォトリソ法では、フォトマスクの作製に時間を費や
したり、レジストパターニング工程において現像工程が必要であったり、時間、コストと
もに課題となっていた。また、現像工程における廃液の問題もあった。
【０００４】
　これに対して、インクジェット方式を用いてレジスト材料を直接パターンニングする方
法が提案されている。即ち、絶縁層と銅箔からなる銅張積層板の上にインクジェットヘッ
ドからレジスト液を用いて所望のレジストパターンを直接描画し、パターンニングされた
レジスト液を硬化させて所望のパターンを有するレジスト層が形成される。
【０００５】
　特許文献１に記載された発明では、レジスト膜の膜厚を指定し、この膜厚を予測すると
ともに当該膜厚が所望値となるようにノズルを制御するノズル制御データを作成し、この
ノズル制御データにより回路基板別にレジストを塗布するようにレジスト塗布工程を管理
するインクジェット方式によるプリント回路板の製造において、レジスト膜厚の予測は、
ノズル形状と膜厚との関係データを格納し、この格納された関係データから指定されたレ
ジストパターン形状の1回当たりの噴射による膜厚を計算し、１回当たりの膜厚から指定
された膜厚を形成するのに必要な塗布回数を計算し、レジスト膜厚が所望の膜厚になるよ
うに構成されている。
【特許文献１】特許第３７４４９６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、レジスト層は所定の厚さが必要となるが、一般にインクジェットでは厚
膜形成が難しいことから重ね打ち（積層パターニング）をする必要がある。重ね打ちによ
って所定の膜厚を得る方法では、積層回数分の処理時間がかかり生産性を上げられないと
いう問題がある。また、メカスキャンによる重ねあわせ精度に限界があり、積層の重ね合
わせ精度が得られないといった問題があった。
【０００７】
　特許文献１に記載された発明では、レジストインクを積層する際にインク吐出制御やイ
ンクの定着について具体的な開示がなく、隣接ドット間で着弾干渉が生じたり、レジスト
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インクを積層する際に位置ズレが発生したりするので、精度の高いレジスト膜が得られる
とは言い難い。また、特許文献１に記載された発明には、積層回数分の処理に時間がかか
り生産性を上げられないという課題が存在する。
【０００８】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、レジスト液を積み重ねて所定の膜厚
を有するレジストパターンを形成することができる液体吐出装置及びレジストパターン形
成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】
　前記目的を達成するために本発明に係る液体吐出装置は、配線基板にレジスト液を吐出
する複数のノズルを第１の方向に所定の配置間隔で並べたノズル群を有するヘッドと、前
記配線基板と前記ヘッドとを前記第１の方向に相対的に走査させる走査手段と、前記ヘッ
ドのレジスト液の吐出を制御する吐出制御手段と、前記配線基板と前記走査手段の前記第
１の方向への１回の走査で走査可能な前記配線基板の領域に対して、前記ヘッドと前記配
線基板とを前記第１の方向に１回だけ相対的に走査させるように前記走査手段を制御する
走査制御手段とを備え、前記吐出制御手段は、前記配線基板の同一位置に対して前記ノズ
ル群の異なるノズルから同一のレジスト液を所定の時間間隔で順番に吐出させて、前記配
線基板の同一位置に異なるノズルから吐出されたすべてのレジスト液を積層させて、前記
配線基板に所定の厚みを有し所定パターンを有するレジストパターンを形成することを特
徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、配線基板とヘッドとの第１の方向の１回の走査で走査可能な配線基板
の領域に対して１回だけ配線基板とヘッドとを相対的に走査する（即ち、同じ領域を２回
以上走査しない）シングルパススキャン方式によりレジストパターンが積層形成されるの
で、生産性を落とすことなくレジスト液の積層によるレジストパターンを形成可能である
。
【００１１】
　配線基板のヘッドに対する相対搬送方向（副走査方向）と直交する主走査方向の全幅に
対応する長さにわたって、前記副走査方向に所定の間隔で並べた２以上のノズルを有する
複数のノズル群が、前記主走査方向に沿ってレジストパターンのドット解像度に対応する
配置ピッチで配置されたライン型ヘッドを備える態様では、配線基板とヘッドとを副走査
方向に１回だけ相対的に走査させるシングルパススキャン方式により、配線基板の全面に
わたってレジストパターンを形成可能である。ライン型ヘッドを備える態様では、配線基
板とヘッドとの主走査方向の１回の走査で走査可能な配線基板の領域は配線基板の全面と
なる。前記ライン型ヘッドを備える態様では、前記第１の方向は副走査方向となる。
【００１２】
　また、配線基板のヘッドに対する相対搬送方向（副走査方向）と直交する主走査方向の
全幅よりも短い長さにわたって、前記主走査方向に所定の間隔で並べた２以上のノズルを
有する複数のノズル群が、前記副走査方向に沿って画像解像度に対応する配置ピッチで配
置された短尺ヘッドを備える態様では、ヘッドと配線基板とを主走査方向に相対的に走査
させながら主走査方向のレジストパターンを形成し、ヘッドと配線基板とを主走査方向と
直交する副走査方向に移動させる移動手段によって配線基板とヘッドとを副走査方向に所
定の距離だけ相対的に移動させ、再度ヘッドと配線基板とを主走査方向に相対的に走査さ
せながら主走査方向のレジストパターンを形成し、この動作を繰り返して配線基板の全面
にわたってレジストパターンを形成可能である。前記短尺ヘッドを備えるシリアル方式で
は、第１の方向は主走査方向となる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の液体吐出装置の一態様に係り、前前記ヘッド
は、前記第１の方向にレジスト液の最大積層数以上の数のノズルを並べたノズル群を有す
ることを特徴とする。
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【００１４】
　請求項２に記載の発明によれば、レジスト液の最大積層数以上の数のノズルを第１の方
向に並べるので、シングルパススキャン方式により生産性を落とすことなく必要な膜厚分
の積層ができる。第１の方向のノズル数はレジスト液の最大積層数と同数でもよいが、吐
出量の誤差を見込んで第１の方向のノズル数をレジスト液の最大積層数を超える数とする
態様が好ましい。
【００１５】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２記載の液体吐出装置の一態様に係り、前記ヘ
ッドは、前記第１の方向に所定の間隔で複数のノズルを並べたノズル群が、前記第１の方
向と直交する第２の方向に前記レジストパターンの前記第２の方向の最小ドット間ピッチ
と同一の配置間隔で配置された構造を有し、前記第１の方向に並べられた複数のノズルか
ら配線基板の同一位置に最初に吐出されるレジスト液のドットの直径は、前記第２の方向
の隣接ドットの中心間距離未満であることを特徴とする。
【００１６】
　第１の方向に複数のノズルを並べたノズル群を第２の方向に複数備える態様では、第２
の方向に並べられたノズルからは略同一タイミングでレジスト液が吐出され、略同一タイ
ミングで吐出された複数のレジスト液は略同一タイミングで配線基板に到達するので、こ
れらのレジスト液が配線基板上で接触すると合一などの着弾干渉が起こり得る。
【００１７】
　請求項３に記載の発明によれば、配線基板の同一位置に最初に吐出されるレジスト液の
うち、第２の方向に隣り合うレジスト液同士は配線基板上で接触しないので、配線基板上
でレジスト液同士の合一などの着弾干渉が起こらず、最初に吐出されるレジスト液の副走
査方向の位置ズレが防止される。
【００１８】
　例えば、このようなドットをドット積層体の１層目に形成し、２層目以降のｉ層目のド
ットの直径が第２の方向の隣接ドットの中心間距離以上となる場合には、最初に吐出され
た１層目のレジスト液は第２の方向の位置ズレが防止され、２層目以降のｉ層目のドット
は１層目（ｉ－１層目）のドットとの親和性との関係で、第２の方向の位置ズレが抑制さ
れる。したがって、レジストパターンの欠陥に起因する配線パターンの断線やバルジの発
生が防止される。
【００１９】
　なお、ライン型ヘッドを備える態様では、第２の方向は主走査方向となり、シリアル型
ヘッドを備える態様では第２の方向は副走査方向となる。
【００２０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１、２又は３記載の液体吐出装置の一態様に係り、前
記第１の方向に並べられたノズルから配線基板の同一位置に最初に吐出されるレジスト液
のドット直径は、前記第１の方向の隣接ドットの中心間距離未満であることを特徴とする
。
【００２１】
　請求項４に記載の発明によれば、配線基板の同一位置に最初に吐出されるレジスト液の
うち、第１の方向に隣り合うレジスト液同士は配線基板上で接触しないので、配線基板上
でレジスト液同士の合一などの着弾干渉が起こらず、最初に吐出されるレジスト液の第１
の方向の位置ズレが防止される。
【００２２】
　例えば、配線基板の同一位置に吐出されるレジスト液のうち、最初に吐出されるレジス
ト液（即ち、１層目となるレジスト液）に請求項４に係る発明を適用すると、１層目のレ
ジスト液は第１の方向の位置ズレが防止される。２層目以降のドットの直径は、１層目の
ドットとの親和性の関係で、第１の方向の隣接ドットの中心間距離以上となる場合にも第
１の方向の位置ズレが抑制される。したがって、レジストパターンの欠陥に起因する配線
パターンの断線やバルジの発生が防止される。
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【００２３】
　請求項３及び請求項４に記載の発明では、第１の方向に並んだノズルのうち最初のレジ
スト液を吐出するノズル（１層目のドットを形成するノズル、即ち、配線基板とのヘッド
とを相対的に走査させる走査方向の最上流側のノズル）の直径を他のノズルの直径未満と
し、１層目のドットを形成するノズルから最小直径のドットを形成する量（最小吐出量）
のレジスト液を吐出する態様がある。
【００２４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１、２又は３記載の液体吐出装置の一態様に係り、前
記配線基板上のレジスト液を硬化させる硬化手段を備えたことを特徴とする。
【００２５】
　請求項５に記載の発明によれば、配線基板上のレジスト液を硬化させることで、配線基
板への着弾時及び積層時におけるレジスト液の濡れ広がりが防止され、好ましいレジスト
パターンが形成される。
【００２６】
　レジスト液を配線基板上で硬化させる態様には、レジスト液が配線基板上で移動せず、
他のレジスト液が積層されたときに濡れ広がらない程度の半硬化状態（高粘度化状態）と
する態様が含まれていてもよい。
【００２７】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５のうち何れか１項に記載の液体吐出装置の一
態様に係り、前記ヘッドと前記配線基板との間に電界を発生させる電界形成手段を備える
とともに、前記レジスト液は絶縁性溶媒に重合性化合物、分散剤及び荷電調整剤を含む成
分を分散させて粒子化した荷電粒子を含有する組成を有し、前記電界形成手段によって発
生させた電界をレジスト液に作用させて、前記配線基板に前記荷電粒子を付着させること
を特徴とする。
【００２８】
　請求項６に記載の発明によれば、レジスト液の吐出方式に静電濃縮方式を適用すること
で、高精細であるとともに位置精度が高いレジストパターンが形成される。また、レジス
トパターンのにじみや着弾干渉が防止される。
【００２９】
　また、本発明は上記目的を達成するための方法発明を提供する。即ち、請求項７に記載
のレジストパターン形成方法は、複数のノズルを第１の方向に所定の配置間隔で並べたヘ
ッドから配線基板にレジスト液を吐出させて前記配線基板にレジストパターンを形成する
レジストパターン形成方法であって、前記配線基板と前記ヘッドとの前記第１の方向の１
回の走査で走査可能な前記配線基板の領域に対して、前記ヘッドと前記配線基板とを前記
第１の方向に１回だけ相対的に走査させながら、前記配線基板に同一位置に対して前記第
１の方向に並べられた複数のノズルからレジスト液を所定の時間間隔で順番に吐出させて
、前記配線基板の同一位置に異なるノズルから吐出された複数のレジスト液を積層させて
、前記配線基板に所定の厚みを有し所定のパターンを有するレジストパターンを形成する
ことを特徴とする。
【００３０】
　配線基板上でレジスト液を硬化状態或いは半硬化状態にしてレジスト液を配線基板上に
定着させる硬化工程を備える態様が好ましい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、配線基板の同一位置に対して第１の方向に並べられた複数のノズルか
ら所定の時間間隔で順番にレジスト液を吐出させて、異なるノズルから吐出されたレジス
ト液が積層され、配線基板とヘッドとの第１の方向の１回の走査で走査可能な配線基板の
領域に対して１回だけ配線基板とヘッドとを相対的に走査するシングルパススキャン方式
によりレジストパターンが形成されるので、生産性を落とすことなくレジスト液の積層に
よるレジストパターンを形成可能である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。
【００３３】
　〔プリント配線基板の製造方法〕
　本発明が適用されるプリント配線基板（以下、単に配線基板や基板と記載することがあ
る。）の製造方法の概略を説明する。図１(a)～(g)には、サブトラクティブ法を用いたプ
リント配線基板の製造方法を工程順に示し、図１(h)～(l)及び図１(m)～(s)は、それぞれ
アディティブ法によるプリント配線基板２の製造方法、セミアディティブ法によるプリン
ト配線基板２の製造方法を工程順に示す。なお、図１(a)～(s)にはプリント配線基板の断
面図を示している。
【００３４】
　先ず、図１(a)～(g)を用いてサブトラクティブ法によるプリント配線基板の製造方法を
説明する。図１(a)に示す絶縁層１と銅箔３からなる銅張積層板２に、図１(b)に示すよう
、銅張積層板２にスルーホールとなる貫通穴４を形成した後に（図１(b)、穴開け工程）
、電解メッキを用いて全面に配線層（銅箔層）３’を形成する（図１(c)、配線層形成工
程）。
【００３５】
　次に、ドライフィルムレジストまたは液レジストによりレジスト層５を形成した後に、
このレジスト層５に所定のパターンを有するマスク（不図示）を介して紫外線を照射して
パターン露光し、現像することでレジスト層５のパターンニングを行う（図１(d)、レジ
スト層形成工程）。
【００３６】
　パターンニングされたレジスト層５をマスクとして、レジスト層５で被覆されていない
銅箔３及び配線層３’をエッチングにより除去し（図１(f)、エッチング工程）、レジス
ト層５を除去すると（レジスト除去工程）、図１(g)に示す所定の配線パターンを有する
プリント配線基板２が得られる。
【００３７】
　図１(h)～(l)には、アディティブ法によるプリント配線基板２の製造方法を示し、図１
(m)～(s)には、セミアディティブ法によるプリント配線基板２の製造方法を示す。
【００３８】
　図１(h)～(l)に示すアディティブ法では、図１(h)に示す絶縁基板（絶縁層）１にスル
ーホールとなる貫通穴４を形成し（図１(i)、穴開け工程）、レジスト層５をパターンニ
ングする（図１(j)、レジスト層形成工程）。次いで、無電解メッキを用いてレジスト層
５の非形成部分に配線パターンとなる銅箔３（３’）がパターンニングされ（図１(k)、
配線層形成工程）、レジスト層５が剥離されて（レジスト層除去工程）、図１(l)に示す
所定の配線パターンが形成された配線基板２が形成される。
【００３９】
　図１(m)～(s)に示すセミアディティブ法では、図１(m)に示す絶縁基板１にスルーホー
ルとなる貫通穴４が形成され（図１(n)、穴開け工程）、無電解メッキにより絶縁基板１
の全面に銅箔３が形成される（図１(o)、メッキ下地形成工程）。
【００４０】
　次に、銅箔３の上にレジスト層５をパターンニングし（図１(p)、レジスト層形成工程
）、電解メッキを用いて配線パターンとなる銅箔３’がパターンニングされ（図１(q)、
配線層形成工程）、レジスト層５が剥離されて（図１(r)、レジスト層除去工程）、更に
レジスト層５が剥離されて露出した余分な銅箔３が除去されて、図１(s)に示す所定の配
線パターンを有するプリント配線基板が形成される。
【００４１】
　〔第１実施形態、ジェット記録装置（液体吐出装置）の全体構成〕
　図２は、本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置の全体構成図である。本発明
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の実施形態に係るインクジェット記録装置１０は、レジスト液を用いて、銅箔層３（３’
）が形成された基板２（図１(a),(o)参照）や、絶縁基板１（図１(j)参照）に所定のパタ
ーンを有するとともに所定の厚みを有するレジスト層５を形成する。
【００４２】
　図２に示すインクジェット記録装置１０は、レジスト液を吐出するヘッド１２と、ヘッ
ド１２に供給するレジスト液を貯蔵しておくレジスト液貯蔵／装填部１４と、基板２（銅
箔層が形成された基板または銅箔層が形成されていない絶縁基板の何れでもよい）を供給
する供給部１８と、ヘッド１２のノズル面（吐出面）に対向して配置され、基板２を保持
しながらヘッド１２の下部の吐出領域へ搬送する吸着ベルト搬送部２２と、ヘッド１２に
よってレジスト液を用いて形成されたレジスト層５を加熱して硬化（高粘度化）させる硬
化処理部２３と、レジスト層５のパターン（レジスト層５を形成するドット）を読み取る
吐出検出部２４と、レジスト層５が形成された基板２を外部に排出し、次の工程に送る排
出部２６と、を備えている。
【００４３】
　本発明に適用されるレジスト液に必要な機能は、図１(d)や図１(q)に示す配線層３’を
形成する際の電解めっき液に対する耐久機能（電解めっき液に不溶な樹脂を含有する）と
、図１(g),(l),(r)に示すレジスト層除去工程において剥離可能な機能（レジスト層除去
液に可溶）であり、フォトリソ法などで一般的に用いられるレジスト液に含有されている
感光性材料を含有しなくてもよい。即ち、本例に示すプリント配線基板の製造方法には、
レジスト層５を感光する工程は含まれていないので、本例のレジスト液には樹脂材料を含
有するいわゆる樹脂液を適用することができる。なお、サブトラクティブ法を適用したレ
ジスト層のパターンニングに用いられるレジスト液には、エッチング液に対する耐性と、
剥離性という機能が必要であることは言うまでもない。
【００４４】
　また、本例に適用されるレジスト液は硬化処理部２３の構成に対応して硬化する機能を
有している。本例では、加熱により硬化する熱硬化機能を有するレジスト液を例示する。
【００４５】
　また、本例の基板２には、ガラスエポキシや紙エポキシなどの絶縁層１の表面及び裏面
に銅箔層３を形成した銅張積層板や、樹脂材料の絶縁層１の表面及び裏面に金や銅などの
導電層（銅箔層３）が形成されたフレキシブル基板を適用してもよい。
【００４６】
　複数種類の基板を利用可能な構成にした場合、基板の種類情報を記録したバーコード或
いは無線タグなどの情報記録体をストッカーに取り付け、その情報記録体の情報を所定の
読取装置によって読み取ることで、使用される基板の種類を自動的に判別し、基板の種類
に応じて適切なレジスト液の吐出を実現するように吐出制御を行うことが好ましい。なお
、基板情報はユーザインターフェイスを用いてユーザが入力可能に構成してもよい。
【００４７】
　供給部１８から送り出される基板２は、吸着ベルト搬送部２２へと送られる。吸着ベル
ト搬送部２２は、ローラ３１、３２間に無端状のベルト３３が巻き掛けられた構造を有し
、少なくともヘッド１２のノズル面及び吐出検出部２４のセンサ面に対向する部分が水平
面（フラット面）をなすように構成されている。
【００４８】
　ベルト３３は、基板２の幅よりも広い幅寸法を有しており、図示は省略するが、ベルト
面には多数の吸引穴が形成されている。図２に示したとおり、ローラ３１、３２間に掛け
渡されたベルト３３の内側においてヘッド１２のノズル面及び吐出検出部２４のセンサ面
に対向する位置には吸着チャンバ３４が設けられており、この吸着チャンバ３４をファン
３５で吸引して負圧にすることによってベルト３３上の基板２が吸着保持される。即ち、
ベルト３３の吸引口が形成されている領域は基板２の保持領域として機能する。なお、ベ
ルト３３上に基板２を保持する態様はエアー吸着に限定されず、静電気による吸着など他
の方法を適宜適用可能である。
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【００４９】
　ベルト３３が巻かれているローラ３１，３２の少なくとも一方にモータ（図２中不図示
、図７中符号８８として記載）の動力が伝達されることにより、ベルト３３は図２上の時
計回り方向に駆動され、ベルト３３上に保持された基板２は図２の左から右へと搬送され
る。
【００５０】
　ベルト３３の外側の所定位置（印字領域以外の適当な位置）には、ベルト３３に付着し
たレジスト液を除去するベルト清掃部３６が設けられている。ベルト清掃部３６の構成に
ついて詳細は図示しないが、例えば、ブラシ・ロール、吸水ロール等をニップする方式、
清浄エアーを吹き掛けるエアーブロー方式、或いはこれらの組み合わせなどがある。清掃
用ロールをニップする方式の場合、ベルト線速度とローラ線速度を変えると清掃効果が大
きい。
【００５１】
　吸着ベルト搬送部２２により形成される用紙搬送路上の最上流位置には、基板２の有無
を検出する（基板２の先端部が吸着ベルト搬送部２２へ達したか否かを判断する）供給側
センサ（不図示）が設けられている。該供給側センサは、基板２をはさんで光源（例えば
、ＬＥＤ）と受光素子が配置された構造を有し、受光素子に入射した光量に比例した検出
信号が出力される。光源と受光素子との間に基板２が存在すると、基板２が存在しないと
きに比べて受光素子に入射する光量が減少するので、受光素子に入射する光量（即ち、検
出信号の大小）で基板２の有無が判断される。なお、光源から出された光の基板２による
反射光を受光するように光源と受光素子とを基板２に対して同じ側に配置してもよい。
【００５２】
　供給側センサの次段（基板搬送方向下流側）には、加熱ファン４１が設けられている。
加熱ファン４１は、レジスト層５形成前の基板２に加熱空気を吹き付け、基板２を加熱す
る、いわゆる基板２のプリヒート処理手段として機能する。レジスト層５形成前に基板２
を加熱（プリヒート）しておくことにより、基板２のレジスト液の着弾が安定するととも
にレジスト液の着弾後のレジスト液の硬化を促進させる作用がある。なお、加熱ファン４
１及び硬化処理部２３に代わりベルト３３の内部のヘッド１２にヒータ３７（破線で図示
）を備える態様も可能である。
【００５３】
　ベルト３３の内部にヒータ３７を備える態様では、ベルト３３に基板２が保持されてい
る間の基板２の温度を所定の温度に制御可能であり、基板２に着弾したレジスト液の硬化
促進に寄与する。
【００５４】
　図２に示すヒータ３７の配置例では、ベルト３３の基板２が保持される領域の全幅に対
応するとともに、基板搬送方向のヘッド１２のレジスト液の吐出開始位置から吐出検出部
２４にわたる領域に（即ち、プリヒートからレジスト層５が基板２に定着するまでの間に
対応して）、ヒータ３７が設けられている。
【００５５】
　加熱ファン４１の次段（基板搬送方向下流側）に設けられるヘッド１２は、最大基板幅
に対応する長さを有するライン型ヘッドを基板搬送方向（本実施形態における主走査方向
）と直交方向（本実施形態における副走査方向）に配置した、いわゆるフルライン型のヘ
ッドとなっている（図３参照）。
【００５６】
　詳細な構造例は後述するが、ヘッド１２は、図２に示したように、本インクジェット記
録装置１０が対象とする最大サイズの基板２の少なくとも一辺を超える長さにわたって吐
出口（ノズル）が複数配列されたライン型ヘッドで構成されている。
【００５７】
　このように、基板２の幅の全域をカバーするフルライン型の記録ヘッド１２によれば、
主走査方向について基板２とヘッド１２を相対的に移動させる動作を一回行うシングルパ
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ススキャンにより、基板２の全面に所定のパターンを有するレジスト層５が形成される。
【００５８】
　吐出検出部２４の後段（即ち、吸着ベルト搬送部２２の基板搬送方向下流側）には、基
板２の有無を検出する（基板２の後端部が吸着ベルト搬送部２２から抜け出したか否かを
判断する）排出側センサ（不図示）が設けられている。該排出側センサの構成は上述した
供給側センサと同一の構成が適用される。
【００５９】
  こうしてレジスト層５が形成された基板２は排出部２６から排出される。また、図２に
は示さないが、排出部２６には、種類ごと（例えば、サイズ別、レジストパターン別）に
基板２を集積するソーターが設けられる。
【００６０】
　図２に示したように、レジスト液貯蔵／装填部１４は、ヘッド１２に供給されるレジス
ト液を貯蔵するタンクを有し、該タンクは不図示の管路を介してヘッド１２と連通されて
いる。また、レジスト液貯蔵／装填部１４は、レジスト液残量が少なくなるとその旨を報
知する報知手段（表示手段、警告音発生手段等）を備えている。
【００６１】
　ヘッド１２の後段に設けられる硬化処理部２３は、基板２上に形成されたレジスト層５
を加熱することで硬化させて基板２に定着させる。レジスト層５を加熱する加熱手段には
、ヒータによって加熱した空気を吹き付ける態様や、赤外線やレーザにより加熱する態様
が適用可能である。
【００６２】
　本例の吐出検出部２４は、基板２に形成されたレジスト層５のパターンを読み取り、所
定の信号処理などを行って印字状況（パターン欠損など）を検出し、制御系（例えば、図
７の吐出制御部８０）に提供する吐出検出手段として機能する。本例の吐出検出部２４は
、ベルト３３の全幅（基板搬送方向と直交する副走査方向の長さ）よりも幅の広い受光素
子列を有するラインセンサで構成される（図３参照）。なお、ラインセンサに代えて、受
光素子が２次元配列されて成るエリアセンサを用いることも可能である。
【００６３】
　〔ヘッドの構造の説明〕
　次に、ヘッドの構造について説明する。図４(a) はヘッド１２の構造例を示す平面透視
図であり、図４(b)～(d) はヘッド１２の他の構造例（ヘッド１２を複数のヘッドクロッ
ク（ノズルブロック）に分割した構造例）を示す平面透視図である。本例のヘッド１２は
、図４(a)～(d)に示すように、レジスト液が出されるノズル５１と、各ノズル５１に対応
する圧力室５２等からなる複数の吐出素子５３を主走査方向（第２の方向）に沿って基板
２の全幅に対応する長さにわたって並べた吐出素子列を、ヘッド１２と基板２との相対搬
送方向である副走査方向（第１の方向）に沿って等間隔に１０列配置した構造を有してい
る。
【００６４】
　即ち、ヘッド１２は、基板２（図３参照）の同一位置にレジスト液を吐出可能な１０個
のノズル５１を有する構造であり、シングルパススキャン方式において基板２の同一位置
に１滴～１０滴のレジスト液を重ね打ちすることができる。
【００６５】
　一般に、配線基板のレジスト層は１μｍから３０μｍ程度の厚みが必要とされる。一方
インクジェット方式による１回の吐出で得られるレジスト液（レジスト層５）の厚みは０
．１μｍ～１μｍ程度であり、インクジェット方式を用いて１μｍから３０μｍ程度の膜
厚を得るためには、数回にわたって同一位置にレジスト液を重ね打ちするとともに、重ね
打ちされたレジスト液を積層する必要がある。
【００６６】
　本例に示すインクジェット記録装置１０は、副走査方向に沿って並べられた複数のノズ
ルから成るノズル群を用いて、該ノズル群の中の異なる複数のノズルから基板２上の同一



(11) JP 2008-73647 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

位置にレジスト液を重ね打ちすることでレジスト液を積層して所定の厚みを有するレジス
ト層５を形成する。
【００６７】
　例えば、１回のインク吐出で膜厚１μｍのレジスト層５が形成されるとすると、１０μ
ｍのレジスト層５を形成するには副走査方向に沿って所定の間隔で配置された１０個のノ
ズルすべてからレジスト液を吐出して、基板２上の同一位置に１０個のレジスト液を積層
する。なお、副走査方向のノズルの配置ピッチは等間隔（配置ピッチＰｎｓ）としてもよ
いし、ノズルごとに適宜変えてもよい。
【００６８】
　先に着弾したレジスト液が硬化状態（または、完全に硬化していないが、先のレジスト
液の上に次のレジスト液が着弾しても２つのレジスト液が濡れ広がらない半硬化状態）に
なった後に次のレジスト液が着弾すると、２つのレジスト液は濡れ広がることなく積層さ
れる。したがって、先に着弾したレジスト液が硬化状態（または、半硬化状態）になった
後に次のレジスト液が着弾するように、副走査方向の隣接ノズルの配置間隔Ｐｎｓ及び基
板２の搬送速度及び吐出タイミングが決められる。
【００６９】
　即ち、副走査方向のノズルの配置ピッチを等間隔（Ｐｎｓ）とした場合には、一定の搬
送速度で基板２を搬送しながら、副走査方向に並べられたノズルから順次（基板搬送方向
の上流側のノズルから順に）一定の吐出周期でレジスト液を吐出することで、基板２上の
同一位置に一定の時間間隔で複数のレジスト液が順次着弾し、これらのレジスト液が積層
される。
【００７０】
　レジスト層５の厚みはレジスト液の積層数（即ち、吐出を行うノズル数）を変えること
で制御可能である。即ち、副走査方向に配置された１０個のノズルを１つおきに使用して
各ノズルから厚さ１μｍのレジスト液を吐出させることで、５μｍの厚さのレジスト層５
を得ることができる。なお、上述した間引き駆動では、１０個のノズル全てからレジスト
液を吐出する場合と吐出周期を変えずに基板２の搬送速度を２倍にするか、或いは、基板
２に搬送速度を変えずに吐出周期が２倍にされる。もちろん、吐出周期及び搬送速度とも
変えずに１０個のノズルのうち、連続する５個のノズルを選択してレジスト液を吐出させ
てもよい。
【００７１】
　本例では、副走査方向に１０個のノズルを配置する態様を示したが、更に多くのノズル
を副走査方向に配置してもよい。副走査方向のノズル数は、レジスト液の最大積層数に基
づいて決められ、（レジスト層５の最大厚み）／（１回の吐出によるレジスト液の厚み）
で求められる。即ち、厚さ３０μｍのレジスト層５を形成することを想定し、レジスト層
１層あたりの誤差を考慮すると、副走査方向のノズル数は３０個以上（好ましくは３０個
を超える数）とする態様がより好ましい。また、副走査方向に冗長にノズルを持ち、ノズ
ル故障を検出して故障ノズルに対して冗長ノズルで代替吐出する構成とすることが好まし
い。
【００７２】
　このように、フルライン型のヘッド１２を用いたシングルパススキャン方式により、副
走査方向に沿って並べられた異なるノズルから吐出されるレジスト液を積層してレジスト
層５を形成すると、副走査方向に並んだ複数のノズルのそれぞれから吐出されるレジスト
液の主走査方向の重ね合わせ精度は、シングルパススキャン内での走査精度と、副走査方
向に並んだノズルの主走査方向の配置精度により決まるので、レジスト液の着弾位置の主
走査方向のズレを小さくすることができる。
【００７３】
　一般に、基板２とヘッド１２との相対走査の距離（総スキャン距離）が長くなると着弾
精度が相対的に低下する傾向がある。例えば、副走査方向には１つのノズルしか持たない
ヘッドを基板に対して複数回にわたり往復走査させるマルチスキャン方式を用いて基板上
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にレジスト液を重ね合わせる従来技術では、（総スキャン距離）＝（１回のスキャンにお
けるスキャン距離）×（重ね合わせの回数）となる。本願発明では、副走査方向に重ね合
わせ回数に対応する数のノズルを備え、シングルパススキャン方式を用いて基板上にレジ
スト液を重ね合わせるので、（総スキャン距離）＝（１回のスキャンにおけるスキャン距
離）となり、従来のマルチスキャン方式に比べて走査精度（シングルパススキャン内の走
査精度）が向上する。
【００７４】
　また、本願発明では、上述したように基板２とヘッド１２との総スキャン距離が従来に
比べて短くなるので、基板２とヘッド１２との移動時間もまた従来に比べて短くなる。こ
のように処理時間が短縮されることで基板２の拡張及び収縮による位置ズレを従来に比べ
て抑えることが可能になるので、基板２の拡張及び収縮による精度の低下を低減可能であ
る。
【００７５】
　また、図４(b) に示すように、主走査方向に基板２の全幅に対応する長さにわたって複
数の吐出素子５３を配置ピッチＰｎｍで並べた吐出素子列を１列有するヘッドブロック１
２－１，１２－２，…，を副走査方向に所定の配置ピッチ（各ヘッドブロックの配置ピッ
チが副走査方向のノズルの配置ピッチＰｎｓとなる）で所定の数だけ（本例では１０個）
並べる態様も可能である。なお、図４(b)には、１０個のヘッドブロック中３個だけを図
示する。即ち、図４(b)に示すヘッドの構成例は、同一のレジスト液を吐出するヘッドブ
ロックを副走査方向に沿って１０個以上配置した構成といえる。なお、図４(b)に示す態
様では、各ヘッドブロック間に図２に示す硬化処理部２３を備えることが好ましい。更に
、図４(c)に示すように、副走査方向のレジスト液の重ね合わせ数に対応する数のノズル
を配置ピッチＰｎｍで並べたノズル群を主走査方向に沿って複数配置した２つのヘッドブ
ロック１２－１１，１２－１２を備え、一方のヘッドブロック１２－１１の主走査方向の
ノズル群の配置ピッチの中央に他方のヘッドブロック１２－１２のノズル群が配置される
態様や、図４(d)に示すように、図４(b)に示す各ヘッドブロック１２－１，１２－２，…
，のノズル配置に代わり副走査方向と直交しない斜め方向に沿ってレジスト液の重ね合わ
せ数に対応する数のノズルを並べたノズル群を副走査方向に複数並べたマトリクス配置が
適用された１０個のヘッドブロック１２－１０１，１２－１０２，…，１２－１１０を備
える態様も可能である。
【００７６】
　図４(d)に示す態様では、主走査方向のノズルの配置ピッチは、各ヘッドブロックのノ
ズルを主走査方向に並ぶように投影した投影ノズル列の配置ピッチＰｎｍとなる。また、
副走査方向のノズルの配置ピッチＰｎｓは、各ヘッドブロックの配置ピッチとなる。
【００７７】
　図４(a)～(d)示すヘッド１２及びヘッドブロック１２－１～１２－１０、ヘッドブロッ
ク１２－１１，１２－１２、ヘッドブロック１２－１０１，１２－１０２，（～１２－１
１０）の各ノズル５１に対応して設けられている圧力室５２は、その平面形状が概略正方
形となっており、対角線上の両隅部にノズル５１と供給口５４が設けられている。また、
各圧力室５２は供給口５４を介して共通液室（図５に符号５５で図示）と連通されている
。
【００７８】
　図５は、ヘッド１２（図４(a)～(d)に示す吐出素子５３）の立体構造を示す断面図（図
４(a) 中のＶ－Ｖ線に沿う断面図）である。圧力室５２の天面を構成している加圧板５６
には個別電極５７を備えた圧電素子５８が接合されており、加圧板５６は圧電素子５８の
共通電極と兼用されている。個別電極５７に駆動電圧を印加することによって圧電素子５
８にたわみ変形が生じて圧力室５２が変形し、レジスト液がノズル５１から吐出される。
ノズルからレジスト液が吐出されると、共通液室５５から供給口５４を通って新しいレジ
スト液が圧力室５２に供給される。
【００７９】
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　本実施形態では、ピエゾ素子に代表される圧電素子５８の変形によってレジスト液を加
圧する方式が採用されている。本発明の実施に際して、圧電素子５８にはピエゾ素子以外
の他のアクチュエータを適用してもよい。
【００８０】
　〔レジスト液供給系の説明〕
　次に、インクジェット記録装置１０のレジスト液供給系の概略構成について説明する。
図６はインクジェット記録装置１０におけるレジスト液供給系の構成を示した概要図であ
る。
【００８１】
　レジスト液供給タンク６０はレジスト液を供給するための基タンクであり、図２で説明
したレジスト液貯蔵／装填部１４に設置される。レジスト液供給タンク６０の形態には、
レジスト液残量が少なくなった場合に、不図示の補充口からレジスト液を補充する方式と
、タンクごと交換するカートリッジ方式とがある。使用用途に応じてレジスト液の種類を
変える場合には、カートリッジ方式が適している。この場合、レジスト液の種類情報をバ
ーコード等で識別して、レジスト液の種類に応じた吐出制御を行うことが好ましい。
【００８２】
　図６に示すように、レジスト液供給タンク６０とヘッド１２の中間には、異物や気泡を
除去するためにフィルタ６２が設けられている。フィルタ・メッシュサイズは、ノズル径
と同等若しくはノズル径以下（一般的には、２０μｍ程度）とすることが好ましい。
【００８３】
　なお、ヘッド１２の近傍又はヘッド１２と一体にサブタンク（不図示）を設ける構成も
好ましい。サブタンクは、圧力室５２や共通液室５５の内圧変動を防止するダンパ効果及
びリフィルを改善する機能を有する。
【００８４】
  サブタンクにより共通液室５５内圧を制御する態様には、大気開放されたサブタンクと
ヘッド１２内の圧力室５２とのレジスト液の水位の差により圧力室５２内の内圧を制御す
る態様や、密閉されたサブタンクに接続されたポンプによりサブタンク及び圧力室５２の
内圧を制御する態様などがあり、何れの態様を適用してもよい。
【００８５】
　〔ヘッドのメンテナンスの説明〕
　図６に示すように、インクジェット記録装置１０にはノズル５１の乾燥防止又はノズル
５１近傍のレジスト液の粘度上昇を防止するための手段としてのキャップ６４が設けられ
、ノズル５１が形成されるノズル形成面のクリーニング（ワイピング）を行うための手段
としてブレード６６が設けられている。
【００８６】
　キャップ６４やブレード６６を含むメンテナンスユニットは、不図示の移動機構によっ
てヘッド１２に対して相対移動可能であり、必要に応じて所定の退避位置からヘッド１２
下方の位置に移動される。
【００８７】
　図６に示すキャップ６４は、ヘッド１２のノズル形成面を全面にわたって覆うことがで
きるサイズを有している。キャップ６４は、図示せぬ昇降機構によってヘッド１２に対し
て相対的に昇降変位される。電源ＯＦＦ時や印刷待機時にキャップ６４を所定の上昇位置
まで上昇させ、ヘッド１２（ヘッド１２のノズル形成面）に密着させることにより、ノズ
ル形成面をキャップ６４で覆う。
【００８８】
　印字中又は待機中において、特定のノズル５１の使用頻度が低くなり、ある時間以上レ
ジスト液が吐出されない状態が続くと、ノズル近傍のレジスト液の溶媒が蒸発してレジス
ト液の粘度が高くなってしまう。このような状態になると、圧電素子５８（図５参照）が
動作してもノズル５１からレジスト液を吐出できなくなってしまう。
【００８９】
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　このような状態になる前に（圧電素子５８の動作により吐出が可能な粘度の範囲で）圧
電素子５８を動作させ、その劣化したレジスト液（粘度が上昇したノズル近傍のレジスト
液）を排出すべく図６のキャップ６４に向かって予備吐出（パージ、空吐出、つば吐き）
が行われる。
【００９０】
　この吸引動作は、初期のレジスト液のヘッド１２への装填時、或いは長時間の停止後の
使用開始時にも粘度が上昇して固化したレジスト液の吸い出しが行われる。なお、吸引動
作は圧力室５２内のレジスト液全体に対して行われるので、レジスト液の消費量が大きく
なる。したがって、レジスト液の粘度上昇が小さい場合には予備吐出を行う態様が好まし
い。なお、圧力室５２（図５参照）に気泡が存在すると、圧電素子５８を動作させたとき
に圧力損失が発生するので、圧力室５２内の気泡を排除する目的でノズル吸引が実行され
る。
【００９１】
　図６のブレード６６は、ノズル形成面に当接させながら移動してノズル形成面の汚れを
除去する払拭手段として機能し、硬質ゴムなどの材料が好適に用いられる。即ち、ブレー
ド６６は所定の強度（剛性）及び所定の弾力性を有し、その表面はレジスト液をはじく所
定の撥水性能を有している。ブレード６６はノズル形成面に付着したレジスト液（固まっ
てノズル形成面に固着したレジスト液）や紙粉、その他の異物を払拭除去可能な部材で構
成される。
【００９２】
　また、図６には図示しないが、インクジェット記録装置１０のヘッドメンテナンス機構
（ヘッドメンテナンス手段）には、該ブレード６６を上下方向に移動させてノズル形成面
に接触させる／接触させない（非接触）を切り換えるブレード上下機構（不図示）や、ブ
レード６６に付着した異物を除去するクリーニング手段が備えられている。
【００９３】
　〔制御系の説明〕
　次に、本例に示すインクジェット記録装置１０の制御系について説明する。図７はイン
クジェット記録装置１０のシステム構成を示す要部ブロック図である。インクジェット記
録装置１０は、通信インターフェース７０、システムコントローラ７２、メモリ７４、モ
ータドライバ７６、ヒータドライバ７８、吐出制御部８０、バッファメモリ８２、ヘッド
ドライバ８４等を備えている。
【００９４】
　通信インターフェース７０は、ホストコンピュータ８６から送られてくるレジストパタ
ーンデータを受信するインターフェース部である。通信インターフェース７０にはＵＳＢ
（Universal Serial Bus）、ＩＥＥＥ１３９４、イーサネット（登録商標）、無線ネット
ワークなどのシリアルインターフェースやセントロニクスなどのパラレルインターフェー
スを適用することができる。この部分には、通信を高速化するためのバッファメモリを搭
載してもよい。ホストコンピュータ８６から送出されたレジストパターンデータは通信イ
ンターフェース７０を介してインクジェット記録装置１０に取り込まれ、一旦メモリ７４
に記憶される。メモリ７４は、通信インターフェース７０を介して入力されたレジストパ
ターンを一旦格納する記憶手段であり、システムコントローラ７２を通じてデータの読み
書きが行われる。メモリ７４は、半導体素子からなるメモリに限らず、ハードディスクな
ど磁気媒体を用いてもよい。
【００９５】
　システムコントローラ７２は、通信インターフェース７０、メモリ７４、モータドライ
バ７６、ヒータドライバ７８等の各部を制御する制御部である。システムコントローラ７
２は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路等から構成され、ホストコンピュー
タ８６との間の通信制御、メモリ７４の読み書き制御等を行うとともに、搬送系のモータ
８８やヒータ８９を制御する制御信号を生成する。
【００９６】
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　モータドライバ７６は、システムコントローラ７２からの指示にしたがって搬送駆動系
のモータ８８を駆動するドライバー（駆動回路）である。
【００９７】
　ヒータドライバ７８は、システムコントローラ７２からの指示にしたがってヒータ８９
を駆動するドライバーである。なお、図７に図示するヒータ８９には、図２の硬化処理部
２３に用いられるヒータ、ベルト３３に内蔵されるヒータ３７、各ヘッド１２の温度調節
ヒータなどのヒータが含まれる。
【００９８】
　吐出制御部８０は、システムコントローラ７２の制御に従い、メモリ７４内のレジスト
パターンデータから吐出制御用の信号を生成するための各種加工、補正などの処理を行う
信号処理機能を有し、生成した吐出制御信号（吐出データ）をヘッドドライバ８４に供給
する制御部である。吐出制御部８０において所要の信号処理が施され、該レジストパター
ンデータに基づいてヘッドドライバ８４を介してヘッド１２のレジスト液の吐出量や吐出
タイミングの制御が行われる。これにより、所望のパターン幅やパターン形状を有するレ
ジストパターンが実現される。
【００９９】
　即ち、レジストパターンデータを取得すると、レジストパターンの幅から１回に吐出さ
れるレジスト液の液量が求められるとともに、レジスト層５の必要な厚みを得るための積
層数が求められる。また、レジストパターンの形状に基づいてレジスト液の吐出位置が決
められる。
【０１００】
　吐出制御部８０にはバッファメモリ８２が備えられており、吐出制御部８０におけるレ
ジストパターンデータ処理時にレジストパターンデータやパラメータなどのデータがバッ
ファメモリ８２に一時的に格納される。なお、図７においてバッファメモリ８２は吐出制
御部８０に付随する態様で示されているが、メモリ７４と兼用することも可能である。ま
た、吐出制御部８０とシステムコントローラ７２とを統合して一つのプロセッサで構成す
る態様も可能である。
【０１０１】
　ヘッドドライバ８４は、吐出制御部８０から与えられる吐出データに基づいてヘッド１
２の圧電素子５８（図５参照）を駆動する。ヘッドドライバ８４にはヘッドの駆動条件を
一定に保つためのフィードバック制御系を含んでいてもよい。
【０１０２】
　プログラム格納部９０には、インクジェット記録装置１０の制御プログラムが格納され
、システムコントローラ７２はプログラム格納部９０に格納されている種々の制御プログ
ラムを適宜読み出し、制御プログラムを実行する。
【０１０３】
　吐出検出部２４は、図２で説明したように、ラインセンサを含むブロックであり、基板
２に形成されたレジストパターン（レジストパターンを形成するドット）を読み取り、所
要の信号処理などを行ってレジスト液の吐出状況（吐出の有無、着弾位置及びドット径の
ばらつき、積層されるレジスト液の位置ズレ等）を検出し、その検出結果を吐出制御部８
０に提供する。吐出制御部８０は、必要に応じて吐出検出部２４から得られる情報に基づ
いてヘッド１２に対する各種補正を行う。
【０１０４】
　例えば、レジストパターンの欠陥を発見した場合には、該欠陥位置及び該欠陥位置に対
応するノズルを特定し、次の基板へのレジスト層形成時には、特定されたノズルに対して
他の近隣ノズルを用いて補正吐出を行うように制御する態様がある。
【０１０５】
　上述した不図示の供給側センサ及び排出側センサから出力される検出信号は、システム
コントローラ７２に送出され、ベルト３３の記録紙搬送路上に基板２があるか否かが判断
される。
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【０１０６】
　なお、図７にはメモリ類を記憶される情報の内容によって分類して記載したが、これら
のメモリ類は適宜共通化或いは分離することが可能である。また、システムコントローラ
７２や吐出制御部８０に付随して設けられる態様に限らず、システムコントローラ７２や
吐出制御部８０を構成するプロセッサの内蔵メモリを用いてもよい。
【０１０７】
　〔レジスト層形成の詳細説明〕
　図８(a)～(c)は、ヘッド１２から吐出されたレジスト液を積み重ねる様子を順に表した
概念図である。本例に示すインクジェット記録装置１０は、副走査方向に等間隔に配置さ
れた異なる複数のノズル（副走査方向のノズル間ピッチＰｎｓ）から吐出された複数のレ
ジスト液を基板２上の同一位置に積み重ねて、基板２上に所定の膜厚を有すレジスト層５
（図１参照）が形成される。
【０１０８】
　図８(a)は、１列目のノズル（図４(a),(b)に示す基板搬送方向の最上流側のノズル列に
属するノズル）から１層目を形成するレジスト液１００が基板２に着弾した状態を示す。
基板２が副走査方向のノズル間ピッチＰｎｓだけ基板搬送方向に搬送されると、１層目の
レジスト液を吐出した１列目のノズルと副走査方向に隣り合う２列目のノズルから、１層
目のレジスト液１００の着弾位置と同一位置に２層目のレジスト液１０２が吐出され、１
層目のレジスト液１００に２層目のレジスト液１０２が積層される。
【０１０９】
　図８(b)には、１層目のレジスト液１００に２層目のレジスト液１０２が積層された状
態を示す。２層目のレジスト液１０２が吐出されるまでに基板２上の１層目のレジスト液
１００は硬化（または、半硬化）しているので、１層目のレジスト液１００に２層目のレ
ジスト液１０２が積層される際に、２層目のレジスト液１０２が濡れ広がらずに積層され
る。なお、１層目のレジスト液１００の副走査方向のドット間ピッチＰｄｓは副走査方向
のノズル間ピッチＰｎｓ（図４(a)参照）と同じになる例を示したが、その限りではない
。
【０１１０】
　このようにして、基板２を副走査方向のノズル間ピッチＰｎｓずつ基板搬送方向に搬送
しながら、副走査方向に配置された基板搬送方向の最上流側のノズルから順にレジスト液
を吐出させることで、副走査方向に配置された複数の異なるノズルから吐出されたレジス
ト液が所定の厚さまで積み重ねられる。
【０１１１】
　図８(c)には、基板２の同一位置において、１層目のレジスト液１００の上に２層目の
レジスト液１０２を積層し、更に、３列目のノズルから吐出された３層目のレジスト液１
０４及び４列目のノズルから吐出された４層目のレジスト液１０６、５列目のノズルから
吐出された５列目のレジスト液１０８を積層した状態を示す。図８(c)には５層のレジス
ト液が積層された状態を模式的に示したが、実際にはレジスト層５が所定の厚みになるま
でレジスト液が積層される。ここでは、積層されたドット群の副走査方向のドット間ピッ
チＰｄｓは、副走査方向のノズル間ピッチＰｎｓと同じとした例を示したが、その限りで
はない。
【０１１２】
　このようにして、基板２とヘッド１２とを相対的に搬送しながら基板２の全面にわたっ
て所定厚みを有するレジストパターンが形成される。
【０１１３】
　上記の如く構成されたインクジェット記録装置１０は、基板２の相対搬送方向と平行方
向である副走査方向に沿って複数のノズルが配置されるとともに、基板の相対搬送方向と
直交する主走査方向の長さに対応する長さにわたってノズルが配置されたフルライン型の
ヘッド１２を有し、基板２とヘッド１２とを相対的に１回だけ副走査方向に走査させて基
板２にレジスト液を吐出させて基板２に所定のパターンを有するレジスト層５を形成する
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際に、基板２の同一位置には副走査方向に沿って配置された異なるノズルから順に吐出さ
れたレジスト液が積み重ねられるので、先に基板２に着弾したレジスト液が硬化状態また
は半硬化状態となった後に次のレジスト液が積層されて主走査方向のレジスト液の重ね合
わせズレを防止することができ、所望の厚みを有する好ましいレジスト層５が形成される
。
【０１１４】
　また、レジスト液の最大積層数以上のノズルが副走査方向に並べられるので、所望の厚
みを有するレジスト層５をシングルパススキャン方式によって形成可能であるとともに、
複数のレジスト液を積層してレジスト層５を形成しても生産性を落とすことがない。
【０１１５】
　特に、フレキシブル基板などの図１の絶縁層１に樹脂を用いた基板では、温度変化によ
る膨張や収縮が大きいので、１層目のパターンニングと２層目のパターンニングとの時間
間隔をシングルパススキャン方式（副走査方向に並んだノズル群による１回の副走査方向
の走査ですべてのレジスト液の積層が完了する）により最短化できる本発明の構成が好ま
しい。
【０１１６】
　本例では、固定されたヘッド１２に対して基板２を副走査方向に移動させる態様を示し
たが、固定された基板２に対してヘッド１２を副走査方向に移動させてもよいし、基板２
及びヘッド１２をともに副走査方向（反対方向）に移動させてもよい。
【０１１７】
　〔第２実施形態〕
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。図９(a)は、本発明の第２実施形態に
係るヘッド１２０のノズル配置を示す平面図である。なお、これから説明する第２実施形
態中、先に説明した第１実施形態と同一または類似する部分には同一の符号を付し、その
説明は省略する。
【０１１８】
　図９(a)に示すヘッド１２０は、図４(a)に配置例を示すヘッド１２と同一のノズル配置
を有し、基板２（図３参照）の幅方向である主走査方向に対応する長さにわたって複数の
ノズルが並べられたフルライン型ヘッドであり、基板２とヘッド１２０との相対移動方向
である副走査方向に１０個の（レジスト液の最大積層数に対応した数の）ノズルが配置ピ
ッチＰｎｓで等間隔に配置されている。
【０１１９】
　ヘッド１２０の副走査方向に並べられた１０個のノズルのうち、基板搬送方向の最上流
側に配置されるとともに主走査方向の全幅にわたって配置された１列目のノズル５１Ａ（
副走査方向に並べられたノズルのうち最初にレジスト液を吐出するノズル）は、２列目～
１０列目のノズル５１Ｂに比べて直径が小さくなっている。１列目ノズル５１Ａの直径Ｄ

ｎ１と２列目～１０列目のノズル５１Ｂの直径Ｄｎ２との関係は、Ｄｎ１＜Ｄｎ２となっ
ている。また、１列目のノズル５１Ａから吐出されたレジスト液によって形成されるドッ
トの直径Ｄｄ１は、１列目のノズル５１Ａの主走査方向のノズル間ピッチＰｎｍとの間に
、Ｄｄ１＜Ｐｎｍの関係を有している。
【０１２０】
　ここで、１列目のノズル５１Ａの主走査方向のノズル間ピッチＰｎｍは、１列目のノズ
ル５１Ａにおける主走査方向に隣接するノズルの中心間距離である。
【０１２１】
　なお、ドットの直径は、圧電素子５８（図５参照）の駆動波形またはノズルの直径をか
えることにより変更できる。一般に、ノズルの直径が小さいほど直径の小さいドットを形
成することが可能になる。小さなドットを形成すると厚さも小さくなるため、所定の厚み
のレジスト膜をえるためには適宜積層回数を増やすことが好ましい。
【０１２２】
　図９(b)に示す副走査方向に複数のノズルを配置したノズル列を１列だけ備えるヘッド



(18) JP 2008-73647 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

ブロック１２０－１，１２０－２，…を副走査方向に１０個並べた態様では、基板搬送方
向の最上流側の１列目のヘッドブロック１２０－１のノズル５１Ａの直径Ｄｎ１は、２列
目以降のヘッドブロック１２０－２，１２０－３，…のノズル５１Ｂの直径Ｄｎ２よりも
小さくなっている。また、１列目のヘッドブロック１２０－１のノズル５１Ａから吐出さ
れるレジスト液によるドットの直径Ｄｄ１と１列目のヘッドブロック１２０－１の主走査
方向のノズル間ピッチＰｎｍは、Ｄｄ１＜Ｐｎｍの関係を有している。
【０１２３】
　即ち、１列目のノズル５１から吐出された１層目のレジスト液は、基板２上で主走査方
向の隣接位置に着弾したレジスト液同士が接触しない直径Ｄｄ１を有し、１列目のノズル
５１Ａから吐出される主走査方向に隣り合う２つの１層目レジスト液の間には、基板２上
において合一（着弾干渉）が発生しない。
【０１２４】
　言い換えると、１列目のノズル５１Ａから吐出される１層目レジスト液によって形成さ
れる１層目ドット（図１０(b)の符号１４０）は、主走査方向のドット間ピッチをＰｄｍ

、ドットの直径をＤｄ１とすると、Ｄｄ１＜Ｐｄｍの関係を有しているので（図１１(a)
参照）、１列目のノズル５１Ａから吐出された１層目レジスト液は、基板２上で主走査方
向に隣接するレジスト液間における合一が発生せずに定着するので、基板２上における主
走査方向の移動が妨げられ、１層目のレジスト液には位置ズレが生じない。
【０１２５】
　２列目のノズル５１Ｂから吐出される２層目のレジスト液（図１０(b)の符号１４２）
は、１層目のレジスト液との親和性が高く、仮に２層目のレジスト液同士が接触して合一
が発生しても１層目のレジスト液によって２層目のレジスト液（ドット）の主走査方向へ
の移動が妨げられる。
【０１２６】
　図１０(a)～(c)は、図９(a)に示すヘッド１２０、或いは図９(b)に示すヘッドブロック
１２０－１，１２０－２，…，１２０－１０からレジスト液を吐出して、基板２にレジス
ト層を形成する様子を示す図である。
【０１２７】
 　図１０(a)に示す状態は、１列目のノズル５１Ａから吐出された１層目のレジスト液（
ドット）１４０が基板２に定着した状態である。１列目のノズル５１Ａから吐出された１
層目のレジスト液１４０は、主走査方向に隣接するレジスト液と接触しない直径を有し（
図１１(a)参照）、２層目のレジスト液（図１０(b)の符号１４２）が１層目のレジスト液
１４０に積層される前に基板２に定着する。１層目のレジスト液では、主走査方向に隣り
合うレジスト液は互いに接触しないので、これらの間に合一は起こらず、１層目のレジス
ト液はそれぞれ単独で基板２に定着する。
【０１２８】
　図１０(b)には、２列目のノズル５１Ｂから吐出された２層目のレジスト液１４２が先
に基板に定着した１層目のレジスト液１４０の上に積層された状態を示す。図１１(b)に
示すように、２列目のノズル５１Ｂから吐出された２層目のレジスト液１４２（実線で図
示）は、基板２上で主走査方向に隣り合うレジスト液と接触する直径を有しているが（即
ち、２層目のレジスト液の直径Ｄｄ２＞２層目のレジスト液の主走査方向の打滴ピッチＰ

ｄｍ）、２層目のレジスト液同士では合一が発生するが打滴位置の移動はなく、且つ、濡
れ広がりも抑制され１層目のレジスト液１４０に積層される。なお、１層目のドットの主
走査方向のドット間ピッチ（１列目のノズルのノズル間ピッチ）と２層目のドットの主走
査方向のドット間ピッチ（２列目のノズルのノズル間ピッチ）は同一である。
【０１２９】
　また、１層目のレジスト液１４０に着目すると、副走査方向のドット間ピッチＰｄｓは
、１層目のレジスト液１４０の直径Ｄｄ１を超える値（即ちＰｄｓ＞Ｄｄ１）となってい
る。
【０１３０】
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　図１０(c)には、３列目以降のノズル５１Ｂから吐出された３層目以降のレジスト液１
４４，１４６が１層目のレジスト液１４０及び２層目のレジスト液１４２に積層された状
態を示す。このようにして、所定の厚みになるまでレジスト液が積層される。
【０１３１】
　図１２(a)には、１層目のレジスト液１４０によって形成されるドットの一例を示し、
図１２(b)には、２層目以降のレジスト液（図１０(c)の符号１４２，１４４，１４６等）
によって形成されるドットの一例を示す。なお、図１２(a)では１層目のドット１４０同
士が接触しているように図示するが、実際の１層目のドット１４０同士は接触していない
。
【０１３２】
　レジストパターンの画像解像度が１２００ｄｐｉの場合には、１層目のドット１４０の
副走査方向のドット間ピッチＰｄｓ（吐出タイミング（吐出インターバル）により決まる
）と、主走査方向のドット間ピッチＰｄｍ（ノズルの主走査方向の配置ピッチにより決ま
る）が同一であるとすると、
　Ｐｄｍ＝Ｐｄｓ＝２５．４×１０－３（μｍ）／１２００≒２１（μｍ）
　となる。即ち、１層目のドット１４０の直径Ｄｄ１は、
　Ｄｄ１＜２１（μｍ）
　となる。
【０１３３】
　通常のインクジェット方式では、ドット形成位置（インク着弾位置）のばらつきが避け
られず、ドット形成位置のばらつきを±２μｍと想定して、より好ましくは、
　Ｄｄ１＜１７（μｍ）
となる。他解像度の場合も同様に求めることができる。
【０１３４】
　図１２(b)には、２層目以降のレジスト液１４２，１４４，１４６，…によって形成さ
れるドットの一例を示す。
【０１３５】
　インクが基板（下地層）２を完全に被覆するための２層目のレジスト液によって形成さ
れるドット１４２の直径Ｄｄ２の条件は、
　Ｄｄ２＞Ｐｄｓ且つ、Ｄｄ２＞Ｐｄｍ

となる。なお、２層目のドット１４２が、主走査方向及び副走査方向、斜め方向の何れの
方向においても重なるときの２層目ドット１４２の直径Ｄｄ２の最小値は、２１μｍ（＝
Ｐｄｓ＝Ｐｄｍ）×２１／２≒３０（μｍ）であり、
　Ｄｄ２＞３０（μｍ）
となる。
【０１３６】
　通常のインクジェット方式では、ドット形成位置（インク着弾位置）のばらつきが避け
られず、ドット形成位置のばらつきを±２μｍと想定して、ドット形成位置に位置ばらつ
きが生じた場合にも基板２をレジスト液で被覆させるためにより好ましくは、
　Ｄｄ２＞３４（μｍ）
となる。
【０１３７】
　なお、上述した１層目のドットの直径Ｄｄ１及び２層目のドットＤｄ２を実現するため
の具体的な液滴量は、液物性、基板との接触角度、固形分濃度などに基づいて決められる
。
【０１３８】
　上述した第２実施形態によれば、副走査方向に隣り合う１層目のレジスト液１４０同士
が合一しないように１層目のレジスト液１４０によって形成されるドットの直径Ｄｄ１が
決められ、１層目のレジスト液１４０を硬化させて基板２に定着させた後に２層目のレジ
スト液１４２が１層目のレジスト液に積層されるので、１層目のレジスト液１４０には合
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一による位置ズレが発生せず、１層目のレジスト液１４０に積層される２層目以降のレジ
スト液にも位置ズレが発生せず、パターン欠陥が発生しない好ましいレジストパターンを
得ることができる。
【０１３９】
　なお、上記に説明した第２実施形態では、1列目のノズル５１Ａから吐出されるレジス
ト液によって形成されるドットの直径Ｄｄ１を１列目のノズル５１Ａから吐出されるレジ
スト液のドットの配置ピッチＰｄｓ及びＰｄｍよりも小さくするように、１列目のノズル
５１の直径Ｄｎ１を決める態様を例示したが、他の方法を適用することもできる。例えば
、圧電素子５８（図５参照）に印加される駆動信号を変更することで、レジスト液の吐出
量（即ち、当該レジスト液により形成されるドットの直径）を可変することができる。駆
動信号の変更には、電圧変調を適用してもよいし、パルス幅変調を用いてもよい。
【０１４０】
　即ち、図９(a),(b)に示すような、１列目のノズル５１Ａの直径Ｄｎ１と２列目のノズ
ルの直径Ｄｎ２との関係がＤｎ１＜Ｄｎ２となるヘッド１２０を用い、且つ、１列目のノ
ズル５１Ａから吐出されるレジスト液によるドットの直径Ｄｄ１と、１列目のノズル５１
Ａから吐出されるレジスト液によるドットの配置ピッチＰｄｍ、Ｐｄｓとの関係がＤｄ１

＜Ｐｄｍ、Ｄｄ１＜Ｐｄｓとなるように、描画条件ごとに駆動信号（駆動波形）を選定す
ることが好ましい。
【０１４１】
　駆動信号を変更して１層目のドット１４０の直径Ｄｄ１を２層目のドット１４２の直径
Ｄｄ２よりも小さくする場合、各種描画条件（液物性、基板種、描画解像度等）に応じて
適宜ドットの直径を変更できるので（ノズルの直径を変える場合には、ヘッドが決まると
ノズルの直径の変更はできない）、描画条件に合わせた調整に便利である。一方、駆動信
号の変更によるドットサイズ変調では、変調範囲（特に、サイズを小さくする側）は限定
的であり、ノズルの直径の変更によるドットのサイズ変調は、ドットの最小直径の変更に
有利である。
【０１４２】
　〔変形例１〕
　次に、本発明の変形例について説明する。図１３は、本変形例に係るインクジェット記
録装置２００の概略構成を示す全体構成図である。図１３に示すインクジェット記録装置
２００は、上述したインクジェット記録装置１０と同様に、基板２上に吐出したレジスト
液を積層して、所望の厚みを有するレジスト層（図１参照）を基板２上に形成する。なお
、本変形例では、基板２の幅方向（即ち、固定された基板２に対してヘッド２０２が移動
する方向）を主走査方向とし、基板２がヘッド２０２に対して移動する方向を副走査方向
としている。
【０１４３】
　印字部２０４には、基板２の幅方向である主走査方向に延びる２本のガイドレール２０
６に沿って往復移動可能なキャリッジ２０８が設けられている。キャリッジ２０８には、
レジスト液を吐出するヘッド２０２及びスキャナユニット２１０が搭載されており、これ
らはキャッリッジ２０８に対して着脱自在に構成されており、キャリッジ２０８と一体的
に主走査方向に走査可能となっている。
【０１４４】
　なお、本応用例に適用されるレジスト液は上述した第１、第２実施形態に係るレジスト
液と同一のものが適用されるので、ここでは説明を省略する。
【０１４５】
　スキャナユニット２１０はレジストパターンを撮像するためのセンサ（不図示）を含み
、基板２上に形成されるレジストパターンを読み取り、ヘッド２０２のインク吐出状態を
チェックする手段として機能する。即ち、スキャナユニット２１０によってヘッド２０２
に含まれる各ノズル（図４中符号５１として記載）のばらつき検出が可能となっている。
【０１４６】
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　基板搬送量検出センサ２１２は、基板２の副走査方向における搬送量を計測する手段で
あり、副走査方向と略平行方向に沿って設けられる光電センサを含んで構成される。この
搬送量検出センサ２１２から得られたセンサ信号に基づいて、基板２の搬送量が求められ
る。なお、基板２の搬送量を直接的に検出するセンサに代わり図２に示す吸着ベルト搬送
部２２を動作させるモータの軸に回転量センサ（ロータリーエンコーダ）を取り付け、該
モータの回転量から基板２の搬送量を求めてもよい。
【０１４７】
　なお、図示は省略するが、インクジェット記録装置２００の基板搬送路上にはレジスト
液吐出前の基板２をプリヒートするヒータや、基板２上のレジスト液を加熱して硬化させ
る硬化処理部２３（図２参照）が備えられている。
【０１４８】
　図１４は、図１３に示すヘッド２０２のノズル５１の配置例を示す図である。ヘッド２
０２は、主走査方向に沿って１０個（レジスト液の最大積層数と同一）のノズル５１が配
置ピッチＰｍで等間隔に並べられるとともに、副走査方向にはｎ個（但し、ｎ＝１，２，
３，…）のノズル５１が並べられたノズル配置を有している。
【０１４９】
　即ち、ヘッド２０２を主走査方向に所定の速度で走査させて、主走査方向に並べられた
１０個のノズルから基板２の同一位置に対して、ヘッド２０２の走査方向の下流側のノズ
ルから順にレジスト液を吐出すると、１０個のレジスト液が積み重ねられて所定の厚みを
有するレジスト層が形成される。主走査方向のノズル数は、レジスト液の最大積層数に基
づいて決められ、（レジスト層５の最大厚み）／（１回の吐出によるインクの厚み）で求
められる。
【０１５０】
　本例では、基板２とヘッド２０２とを副走査方向に１回だけ走査させて基板２の全面に
わたってレジスト層を形成するシングルパススキャンが適用される。言い換えると、主走
査方向への１回の走査で走査可能な領域に対しては、ヘッド２０２の主走査方向への走査
は１回だけ行われる。１回の主走査方向への走査が終わるとヘッド２０２と配線基板とを
副走査方向に移動させて、主走査方向への走査が終了した領域と異なる領域に対して、ヘ
ッド２０２の主走査方向への走査が行われる。
【０１５１】
　副走査方向のノズル数ｎを大きくすると、１回の主走査方向への走査でより多くの領域
にレジスト液を吐出させることが可能になる。なお、ヘッド２０２の主走査方向の走査は
一方向の走査でもよいし、往復走査でもよい。ヘッド２０２を主走査方向に往復走査させ
る場合には、往路の走査が終了すると基板を所定量だけ搬送し、復路の走査では往路の走
査領域と異なる領域を走査する。
【０１５２】
　図１５は、ヘッド２０２の内部構造を示した構成図であり、図１５(a)はその一部を示
した平面透視図、図１５(b)は、図１５(a)中ＸＶｂ－ＸＶｂ線に沿う断面図である。
【０１５３】
　本例のヘッド２０２には、各ノズル５１に対応して個別流路（圧力室）５２’が設けら
れている。個別流路５２’の一壁面にはレジスト液をノズル５１から吐出するための吐出
手段として発熱素子５８’が設けられている。本例では、ノズル５１に対向する壁面に発
熱素子５８’が配置されている。各個別流路５２’はそれぞれ共通液室５５に連通してい
る。共通液室５５には、図２のレジスト液貯蔵／装填部１４から供給されるレジスト液が
貯留されており、共通流路５５から各個別液室５２’にレジスト液が分配供給される。
【０１５４】
　かかる構成により、発熱素子５８’に所定の駆動信号が供給されると、発熱素子５８’
による発熱によって個別流路５２’内に気泡が成長し、その気泡により生じる圧力によっ
てノズル５１からレジスト液が吐出される。レジスト液の吐出後、共通液室５５から個別
流路５２’にインクが再供給される。
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【０１５５】
　なお、図１５(a),(b)には、レジスト液の吐出方式としてサーマル方式を例示したが、
もちろん上述した圧電素子の撓み変形によって圧力室の体積を変化させて、圧力室内のレ
ジスト液に吐出力を与える吐出方式を適用してもよい。これ以外にも、レジスト液の吐出
方式にはＣＩＪ（コンティニューアスインクジェット）方式、静電吐出方式、静電吸引方
式など様々な吐出方式を適用可能である。
【０１５６】
　本例では、主走査方向には固定された基板に対してヘッド２０２を移動させ、副走査方
向には固定されたヘッド２０２に対して基板２を移動させる態様を示したが、主走査方向
及び副走査方向とも固定された基板に対してヘッド２０２を２次元的に移動させてもよい
。
【０１５７】
　〔変形例２〕
　次に、本発明の他の変形例について説明する。以下に、基板２のレジスト液を硬化させ
て基板２に定着する硬化処理部２３（図２参照）の構成例を示す。
【０１５８】
　図１６には、処理液を用いてレジスト液を硬化させる２液系のインクジェット記録装置
２００の全体構成を示す。
【０１５９】
　図１６に示すインクジェット記録装置２２０は、レジスト液と接触することでレジスト
液を硬化させる処理液を基板２上に付与する処理液付与部２２２と、該処理液付与部２２
２の基板搬送方向下流側に設けられ、処理液と反応して硬化するレジスト液を吐出するイ
レジスト液ヘッド２２４と、を備えている。また、処理液付与部２２２には処理液貯蔵／
装填部１４Ｓから不図示の供給路を介して処理液が供給される。なお、処理液貯蔵／装填
部１４Ｓは、レジスト液ヘッド２２４にレジスト液を供給するインク貯蔵／装填部１４Ｒ
（図２に示したレジスト液貯蔵／装填部１４）と同一構成を有している。
【０１６０】
　処理液が付与された基板２にレジスト液を吐出させると、処理液の作用によってレジス
ト液の樹脂粒子が凝集し、基板２にレジスト液（樹脂粒子）が定着する。なお、図示は省
略するが、基板２上に残留するレジスト液の溶媒は溶媒除去部によって除去される。レジ
スト液の溶媒の除去には、吸収ローラなどの吸収部材によって接触除去する態様や、ヒー
タなどの加熱手段を用いて乾燥させる態様がある。
【０１６１】
　処理液付与部２２２には、レジスト液ヘッド２２４と同一構造を有する吐出ヘッドを適
用してもよいし、ローラなどの塗布部材により基板２へ処理液を塗布する態様を適用して
もよい。即ち、処理液はレジスト液によるドット形成位置にのみ付与されてもよいし、レ
ジスト液ドット形成位置よりも広い範囲に付与されてもよい。
【０１６２】
　図１６に示す２液系のインクジェット記録装置２２０では、図２に示す基板２をプリヒ
ートするための加熱ファン４１や、硬化処理部２３の一例として挙げた加熱手段は不要で
ある。
【０１６３】
　処理液付与部２２２は、吐出制御部（図７参照）から送られる制御信号によって処理液
付与制御部を介して制御される。例えば、吐出ヘッドを用いてレジスト液の吐出位置に処
理液を付与する態様では、レジストパターンデータから生成されたレジスト液の吐出デー
タと同一の処理液吐出データに基づいて処理液用の吐出ヘッドの吐出制御が行われる。
【０１６４】
　図１６には、処理液付与部２２２とレジスト液ヘッド２２４とを個別に備える態様を例
示したが、処理液付与部２２２に吐出ヘッドを適用する態様では、処理液付与部２２２（
処理液ヘッド）とレジスト液ヘッド２２４とを一体に形成することも可能である。
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【０１６５】
　２液の反応によりレジスト液を硬化させる態様では、図２に示すような硬化処理部２３
を備えることなく、レジスト液を硬化させて基板２に定着させることが可能である。
【０１６６】
　図１６に示す態様以外にも、輻射線硬化機能を有するレジスト液を用いて基板２にレジ
ストパターンを形成し、該レジストパターンに輻射線を照射してレジスト液を硬化させる
態様も可能である。即ち、レジスト液に重合開始剤及び輻射線硬化型モノマー（または、
輻射線硬化型オリゴマー）などの輻射線硬化型重合性化合物を含有し、図６で説明した硬
化処理部２３には輻射線源が適用される。輻射線には紫外線や電子線などが適用可能であ
り、輻射線源には、照射する輻射線の照射源となる紫外線光源、赤外線光源、電子線照射
機構などが適用される。
【０１６７】
　なお、第２実施形態に対して輻射線照射によりレジスト液を硬化させる態様を適用する
場合には、ヘッドの構成には図９(b)に示すような、副走査方向に１列のノズル列を有す
るヘッドブロックを主走査方向に複数配置する態様が好ましい。更に、各ヘッドブロック
の後段に輻射線源を備え、各ヘッドブロックから吐出されたレジスト液に対して個別の輻
射線を用いて輻射線を照射してレジスト液を硬化させた後に、次のヘッドブロックからの
レジスト液吐出を行う態様が好ましい。
【０１６８】
　また、図示は省略するが、吐出されたレジスト液を飛翔中に乾燥させて硬化させてもよ
い。即ち、レジスト液の飛翔雰囲気を乾燥雰囲気とする態様も適用可能である。更に、熱
可塑性を有するレジスト液または相変化性能を有するレジスト液（例えば、ソリッドイン
クと同一性能を有するレジスト液）を用い、ヘッドを加熱するヘッド加熱手段を用いてレ
ジスト液を相変化させて吐出し、基板２上に着弾したレジスト液を冷却手段によって冷却
して硬化させる態様や、ＥＲ機能を有するレジスト液（電気粘性型レジスト液）を用いる
とともに基板２上のレジスト液に電界を付与する電界付与手段を備え、電気粘性効果を用
いて基板２上のレジスト液を硬化させる態様も可能である。
【０１６９】
　〔応用例〕
　次に、本発明の実施形態に係る応用例について説明する。図１７は、静電式インクジェ
ット記録装置の構成及びレジスト液の吐出方式を説明する概念図である。以下に説明する
静電式インクジェット記録装置は、ヘッド３００内でレジスト液３１６を濃縮して吐出す
るので、基板２に着弾したレジスト液３１６を予備硬化させる構成を備えることなく基板
２上での着弾干渉を効果的に防止できるとともに、レジスト液３１６に帯電手段（電界付
与手段）から電界を作用させてレジスト液３１６を吐出するので、高精細なドットを形成
でき、且つ、安定した高い着弾精度を実現することができる。したがって、高精細及び高
精度が要求されるプリント配線基板のレジストパターン形成にはより好適である。
【０１７０】
　図１７(a)に、本発明の応用例に係るヘッド３００の概略構成の断面を模式的に示し、
図１７(b)に、図１７(a)のＸＶＩＩｂ－ＸＶＩＩｂ線に沿う断面図を示す。図１７(a)に
示すように、ヘッド３００は、ヘッド基板３０２と、吐出ガイド３０４と、吐出口３０６
が形成された吐出口基板３０８とを有する。吐出口基板３０８には、吐出口３０６を囲む
ように吐出電極３２０が配置されている。ヘッド３００の吐出側の面（図中、上面）に対
面する位置に、基板２を支持する対向電極３１０と、基板２の帯電ユニットが配置される
。
【０１７１】
　また、ヘッド基板３０２と吐出口基板３０８は、互いに対面した状態で所定間隔離間し
て配置される。ヘッド基板３０２と吐出口基板３０８の間に形成される空間によって各吐
出口３０６にインクを供給するレジスト液流路３１４が形成される。
【０１７２】
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　ヘッド３００は、より高密度な画像記録を高速に行うために、複数の吐出口（ノズル）
３０６が２次元的に配列されたマルチチャンネル構造を有する。ヘッド３００の吐出口基
板３０８に複数の吐出口３０６は２次元的に配列されているが、図１７(a)及び図１７(b)
においては、ヘッド３００を分かりやすく示すために、複数の吐出口のうちの１つの吐出
口だけを示している。
【０１７３】
　ヘッド３００においては、電荷を有する樹脂粒子を絶縁性の液体（キャリア液）に分散
してなるレジスト液３１６を用いる。そして、吐出口基板３０８に設けられた吐出電極３
２０に駆動電圧を印加して吐出口３０６に電界を発生させ、吐出口３０６のレジスト液を
静電力により吐出させる。また、吐出電極３２０に印加する駆動電圧を、レジストパター
ンデータに応じてｏｎ／ｏｆｆ（吐出ｏｎ／ｏｆｆ）することにより、レジストパターン
データに応じて吐出口３０６からレジスト液を吐出して、基板２上にレジストパターンを
形成する。
【０１７４】
　以下、図１７(a)及び図１７(b)に示した本発明のヘッド３００の構造についてより詳細
に説明する。
【０１７５】
　図１７(a)に示すように、ヘッド３００の吐出口基板３０８は、絶縁基板３２２と、吐
出電極３２０と、を有し、絶縁基板３２２の図中下側の面（ヘッド基板３０２に対面する
側の面）には、レジスト液を吐出するための駆動電圧が印加される吐出電極３２０が形成
されている。
【０１７６】
　また、吐出口基板３０８には、レジスト液滴３２８を吐出するための吐出口３０６が絶
縁基板３２２を貫通して形成されている。吐出口３０６は、図１７(b)に示すように、長
方形の両方の短辺側を半円形にした、レジスト液の流れ方向に細長い繭形の開口（スリッ
ト）であり、レジスト液の流れ方向の長さＬとレジスト液の流れに直交する方向の長さＤ
とのアスペクト比（Ｌ／Ｄ）が１以上となる形状を有する。
【０１７７】
　本発明では、このように、吐出口３０６をレジスト液の流れ方向の長さＬとレジスト液
の流れに直交する方向の長さＤとのアスペクト比（Ｌ／Ｄ）が１以上の開口とすることで
、吐出口３０６にレジスト液が流れやすくなる。つまり吐出口３０６へのレジスト液の粒
子供給性を高めることができ、周波数応答性を向上させ、更に目詰まりも防止することが
できる。この点については、レジスト液滴の吐出の作用とともに、後ほど詳細に説明する
。
【０１７８】
　また、本実施の形態では、吐出口３０６を繭形の開口として形成したが、これに限らず
、吐出口３０６からレジスト液を吐出することができるのであれば、円形や略円形、楕円
形、矩形、正方形、ひし形、平行四辺形など任意の形状で吐出口３０６を形成することが
できる。
【０１７９】
　吐出口３０６の形状としてはレジスト液の流れ方向の長さとレジスト液の流れに垂直な
方向の長さとのアスペクト比が１以上となるようなレジスト液の流れ方向に細長い形状で
あることが好ましい。これにより、吐出口へのレジスト液の供給性が高められ、目詰まり
を防止することができ、連続した大ドットを安定して基板２に形成することができ、より
高い周波数の描画数波数で高画質のレジストパターンを描画することができる。例えば、
レジスト液の流れ方向を長辺とする矩形状、又は、レジスト液の流れ方向を長軸とする楕
円形若しくはひし形で吐出口を形成することができる。また、レジスト液の流れの上流側
を上底、下流側を下底とし、レジスト液の流れ方向の高さが下底よりも長い台形状で吐出
口を形成してもよい。この場合、上流側の辺を長くしても下流側の辺を長くしてもよい。
また、レジスト液の流れ方向を長辺とする長方形の両方の短辺側に、直径がその長方形の
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短辺よりも大きな円が接続されたような形状にしてもよい。このように吐出口３０６をレ
ジスト液の流れ方向に細長い形状とすることにより、この吐出口３０６へのレジスト液の
供給性を高めることができるとともに目詰まりも防止することができる。また、吐出口３
０６は、その中心に対して、上流側と下流側で対称な形状であっても非対称な形状であっ
ても良い。
【０１８０】
　次に、図１７(a)に示したヘッド３００の吐出口基板３０８に形成されている吐出電極
３２０について説明する。絶縁基板３２２の下面（ヘッド基板３０２と対向する面）には
、図１７(b)に示すような吐出電極３２０が形成されている。吐出電極３２０は、吐出口
３０６の周囲を囲むように吐出口３０６の周縁に沿って配置されている。図１７(b)にお
いては、吐出電極３２０は吐出口３０６と相似形の形状で形成されているが、これに限定
されず、吐出口３０６の周囲を囲む形状であれば種々の形状に変更することができる。例
えば、円形、略円形、楕円形、略楕円形などの形状で吐出電極を形成することができる。
また、吐出口３０６の形状に応じて種々の形状に変更することができ。吐出口３０６の周
囲を完全に取り囲んでいなくてもよく、例えば、レジスト液の流れ方向の上流側又は下流
側の吐出電極の一部が切りかかれたようなＣ字型、コ字型などの形状であってもよい。ま
た、レジスト液の流れ方向に平行で吐出口を挟むように配置された平行電極や略平行電極
としてもよい。
【０１８１】
　前述のように、ヘッド３００は、吐出口３０６が２次元的に配列された（図３参照）マ
ルチチャンネル構造を有するので、吐出電極３２０もまた各吐出口３０６に対応して２次
元的に配置されている。
【０１８２】
　また、吐出電極３２０は、レジスト液流路３１４に露出し、レジスト液流路３１４を流
れるレジスト液３１６と接触している。図１７(a)に示すヘッド３００は、このような構
造としたことにより、レジスト液の吐出性を大幅に向上させることができる。この点につ
いては、後に、吐出の作用と共に詳述する。しかしながら、吐出電極３２０は、必ずしも
レジスト液流路３１４に露出してレジスト液と接触している必要はなく、吐出電極３２０
は吐出口基板３０８の内部に形成されていてもよいし、図１７(a)に示した吐出電極３２
０のレジスト液流路３１４に露出している面を絶縁層で被覆してもよい。
【０１８３】
　また、吐出電極３２０は、図１７(a)に示すように、駆動電圧制御部３３０に接続され
ている。駆動電圧制御部３３０は、レジスト液吐出時及び非吐出時に吐出電極に印加する
駆動電圧を、描画信号（レジストパターンデータ）に応じて制御することができる。
【０１８４】
　次に、図１７(a)に示したヘッド３００の吐出ガイド３０４について説明する。吐出ガ
イド３０４は、所定の厚みを有するセラミック製平板からなり、各吐出口３０６（吐出部
）に対応してヘッド基板３０２の上に配置されている。吐出ガイド３０４は、吐出口３０
６の長辺方向の長さに応じてわずかに幅広に形成されている。上述したように、吐出ガイ
ド３０４は、吐出口３０６を通過し、その先端部分３０４Ａが吐出口基板３０８の基板２
側の表面（絶縁基板３２２の表面）よりも上方に突出している。
【０１８５】
　吐出ガイド３０４の先端部分３０４Ａは、レジスト液の流れ方向に平行な断面形状が、
対向電極３１０側へ向かうに従って次第に細くなる略三角形（ないしは台形）になるよう
に成形されている。吐出ガイド３０４は、先端部分３０４Ａの傾斜面がレジスト液の流れ
方向と交差するように配置される。これにより、吐出口３０６に流入するレジスト液が吐
出ガイド３０４の先端部分３０４Ａの傾斜面に沿って先端部分３０４Ａの頂点に到達する
ので、吐出口３０６にレジスト液のメニスカスが安定して形成される。
【０１８６】
　また、吐出ガイド３０４を吐出口３０６の長辺方向に幅広に形成することで、レジスト
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液の流れに直交する方向の幅を短くすることができ、レジスト液の流れに及ぼす影響を少
なくすることができ、かつ後述するメニスカスを安定して形成させることができる。
【０１８７】
　なお、吐出ガイド３０４の形状は、レジスト液３１６内の樹脂粒子を吐出口基板３０８
の吐出口３０６を通って先端部分３０４Ａに濃縮させることができれば、特に、制限的で
はなく、例えば、先端部分３０４Ａが対向電極３１０側に向かうに従って細くなるような
形状でなくても良く、適宜変更することができる。例えば、吐出ガイド３０４の中央部分
に、図中上下方向に毛細管現象によってレジスト液３１６を先端部分３０４Ａに集める案
内溝となる切り欠きが形成されていても良い。また、図１７(b)では、吐出口の形状に応
じて、レジスト液流方向に長い板状の形状としたが、これに限定されず、角柱にしてもよ
い。
【０１８８】
　また、吐出ガイド３０４は、その最先端部に、金属が蒸着されていることが好ましく、
吐出ガイド３０４の最先端部に金属を蒸着させることにより、吐出ガイド３０４の先端部
分３０４Ａの誘電率が実質的に大きくなる。これにより、吐出電極に駆動電圧が印加され
たときに、吐出ガイド３０４に強電界を生じさせやすくなり、レジスト液の吐出性を向上
することができる。
【０１８９】
　本実施形態のヘッド３００は、図１７(a)に示すように、好ましい形態として、ヘッド
基板３０２に吐出口３０６にレジスト液を誘導する誘導堰３４０が設けられている。誘導
堰３４０は、ヘッド基板３０２のレジスト液流路３１４側の面、即ちレジスト液流路３１
４の底面で、吐出ガイド３０４のレジスト液の流れ方向の上流側および下流側に設けられ
ている。誘導堰３４０は、レジスト液の流れ方向に対して、吐出口３０６に対応する位置
の近傍から吐出口３０６の中心に対応する位置に向かって、吐出口基板３０８に漸次近接
するように傾斜した面を有している。即ち、誘導堰３４０は、レジスト液の流れ方向に沿
って、吐出口３０６に向かって傾斜する形状を有している。
【０１９０】
　また、誘導堰３４０は、レジスト液の流れに直交する方向には、吐出口３０６と略同一
の幅を有し、底面から垂設する壁面を有する形状とされている。また、誘導堰３４０は、
吐出口３０６を塞ぐことなく、レジスト液３１６の流路を確保するように、吐出口基板３
０８のレジスト液流路３１４側の面、即ちレジスト液流路３１４の上面から所定の間隔を
置いて設けられている。このような誘導堰３４０は、各々の吐出部にそれぞれ設けられて
いる。
【０１９１】
　このように、レジスト液流路３１４の底面に、レジスト液の流れ方向に沿って、吐出口
３０６に向かって傾斜する誘導堰３４０を設けることによって、吐出口３０６へ向かうレ
ジスト液の流れが形成され、レジスト液３１６が吐出口３０６のレジスト液流路３１４側
の開口部に誘導される。そのため、レジスト液３１６を吐出口３０６内部へ好適に流入さ
せることができ、レジスト液の樹脂粒子供給性をより向上させることができる。更に吐出
口の目詰まりも、より確実に防止することができる。
【０１９２】
　誘導堰３４０のインク流方向の長さｌは、隣接する吐出口と干渉しない範囲で、レジス
ト液３１６を吐出口３０６へ好適に誘導できるように適宜設定されればよいが、誘導堰３
４０の最高部の高さｈに対し、３倍以上（ｌ／ｈ≧３）とするのが好ましく、８倍以上（
ｌ／ｈ≧８）とするのがより好ましい。
【０１９３】
　誘導堰３４０のレジスト液の流れと直交する方向の幅は、吐出口３０６と同等か、若干
広いのが好ましい。また、誘導堰３４０の幅は、図示例のように均一なものには限定され
ず、幅が漸減するものや漸増するもの等であってもよい。また、その壁面も、垂直面には
限定されず、傾斜面等であってもよい。
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【０１９４】
　誘導堰３４０の傾斜面（レジスト液の誘導面）は、レジスト液３１６を吐出口３０６に
誘導するのに好適な形状とすればよく、一定の傾斜角を有する斜面であってもよいし、傾
斜角が変化する面や、湾曲面であってもよい。また、その表面は、平滑面には限定されず
、インク流方向に、或いは吐出口３０６の中心部に向かって放射状に、１条以上の畝や溝
等が形成されていてもよい。
【０１９５】
　また、誘導堰３４０の上部の吐出ガイド３０４との接部近傍は、図示例のように段差を
有することなく、滑らかにつながる形状としてもよい。
【０１９６】
　図示例では、誘導堰３４０が吐出ガイド３０４の上流側および下流側に配置された形態
としているが、吐出口３０６の上流側および下流側に斜面を有する台形状の誘導堰３４０
を設け、その上部に吐出ガイド３０４を立設する形態としてもよいし、吐出ガイド３０４
および誘導堰３４０を一体的に形成してもよい。このように、誘導堰３４０は、吐出ガイ
ド３０４と別々に、または、一体的に形成されて、ヘッド基板３０２に取り付けられても
よいし、あるいは、従来公知の掘削手段によりヘッド基板３０２を削り出して形成されて
もよい。
【０１９７】
　なお、誘導堰３４０は、吐出口３０６の上流側に設けられていれば良いが、図示例のよ
うに、吐出口３０６の下流側にも、レジスト液滴３２８の吐出方向の高さが吐出口３０６
から遠ざかるにつれて低くなるように設けられているのが好ましい。これにより、上流側
の誘導堰３４０によって吐出口３０６に向かって誘導されたレジスト液３１６が滑らかに
下流側へ流れるので、レジスト液３１６が乱流になることなく、レジスト液の流れの安定
を保つことができ、吐出安定性を保つことができる。
【０１９８】
　次に、ヘッド３００のレジスト液滴３２８の吐出面と対面して配置される対向電極３１
０について説明する。対向電極３１０は、図１７(a)に示すように、吐出ガイド３０４の
先端部分３０４Ａに対向する位置に配置され、接地される電極基板３５０と、電極基板３
５０の図中下側の表面、即ちヘッド３００側の表面に配置される絶縁シート３５２で構成
される。
【０１９９】
　この対向電極３１０の図中下側の表面、即ち絶縁シート３５２の表面に、基板２が例え
ば静電吸着によって保持される。対向電極３１０（絶縁シート３５２）は、基板２のプラ
テンとして機能する。
【０２００】
　対向電極３１０の絶縁シート３５２に保持された基板２は、少なくとも記録時には、帯
電ユニット３１２によって、吐出電極３２０に印加される駆動電圧と逆極性の所定の負の
高電圧に帯電される。その結果、基板２は負帯電して負の高電圧にバイアスされ、吐出電
極３２０に対する実質的な対向電極として作用し、かつ、対向電極３１０の絶縁シート３
５２に静電吸着される。
【０２０１】
　帯電ユニット３１２は、基板２を負の高電圧に帯電させるためのスコロトロン帯電器３
５４と、スコロトロン帯電器３５４に負の高電圧を供給するバイアス電圧源３５６とを有
している。なお、本発明に用いられる帯電ユニット３１２の帯電手段としては、スコロト
ロン帯電器３５４に限定されず、コロトロン帯電器、固体チャージャ、放電針などの種々
の放電手段を用いることができる。
【０２０２】
　また、図示例においては、対向電極３１０を電極基板３５０と絶縁シート３５２とで構
成し、基板２を、帯電ユニット３１２によって負の高電圧に帯電させることにより、バイ
アス電圧を印加して対向電極として作用させ、かつ、絶縁シート３５２の表面に静電吸着
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させているが、本発明はこれに限定されず、対向電極３１０を電極基板３５０のみで構成
し、対向電極３１０（電極基板３５０自体）を負の高電圧のバイアス電圧源に接続して、
負の高電圧に常時バイアスしておき、対向電極３１０の表面に基板２を静電吸着させるよ
うにしても良い。
【０２０３】
　また、基板２の対向電極３１０への静電吸着と、基板２への負の高電圧への帯電または
対向電極３１０への負のバイアス高電圧の印加とを別々の負の高電圧源によって行っても
良いし、対向電極３１０による基板２の保持は、基板２の静電吸着に限られず、他の保持
方法や保持手段を用いても良い。
【０２０４】
　以上、本発明のヘッド３００の構造について詳細に説明した。次に、このような構造を
有するヘッドのレジスト液の吐出の動作について説明する。
【０２０５】
　ヘッド３００の記録動作時には、吐出電極３２０には、駆動電圧が印加される。即ち、
描画信号（レジストパターンデータ）に同期して、レジスト液を吐出するための駆動電圧
が印加される。レジスト液の吐出を指示する描画信号が吐出電極３２０に接続された駆動
電圧制御部３３０に供給されると、その描画信号と同じタイミングで吐出電極３２０に駆
動電圧が印加される。これにより、吐出電極３２０からインクの吐出に作用する電界が発
生し、吐出口３０６からインクが吐出される。
【０２０６】
　一方、レジスト液の非吐出を指示する描画信号が駆動電圧制御部に供給された場合には
、吐出電極３２０には駆動電圧は印加されずに０［Ｖ］とされる。このため、吐出電極３
２０からは吐出のための電界は発生しないので、吐出口３０６からインクは吐出されない
。なお、描画信号の１周期が基板２に１ドットを形成するのに要する時間に相当する。ま
た、吐出電極３２０に印加される駆動電圧は、例えば、６００［Ｖ］に設定される。吐出
電極３２０に駆動電圧を印加しない場合は、吐出電極３２０は、例えば、０［Ｖ］に設定
される。駆動電圧の電圧値は、上記値に限定されず、吐出電極３２０に駆動電圧を印加し
たときに確実にインクを吐出させることができれば、任意の電圧値に設定することができ
る。
【０２０７】
　次に、本応用例のヘッド３００に用いられるインクについて説明する。
【０２０８】
　レジスト液３１６は、樹脂粒子をキャリア液に分散することにより得られる。キャリア
液は、高い電気抵抗率（１０9 Ω・ｃｍ以上、好ましくは１０10Ω・ｃｍ以上）を有する
誘電性の液体（非水溶媒）であるのが好ましい。キャリア液の電気抵抗が低いと、制御電
極に印加される駆動電圧により、キャリア液自身が電荷注入を受けて帯電してしまい、樹
脂粒子の濃縮がおこらない。また、電気抵抗の低いキャリア液は、隣接する制御電極間で
の電気的導通を生じさせる懸念もあるため不向きである。
【０２０９】
　キャリア液として用いられる誘電性液体の比誘電率は、５以下が好ましく、より好まし
くは４以下、更に好ましくは３．５以下である。このような比誘電率の範囲とすることに
よって、キャリア液中の樹脂粒子に有効に電界が作用し、泳動が起こりやすくなる。
【０２１０】
　なお、このようなキャリア液の固有電気抵抗の上限値は１０16Ω・ｃｍ程度であるのが
望ましく、比誘電率の下限値は１．９程度であるのが望ましい。キャリア液の電気抵抗が
上記範囲であるのが望ましい理由は、電気抵抗が低くなると、低電界下でのレジスト液の
吐出が悪くなるからであり、比誘電率が上記範囲であるのが望ましい理由は、誘電率が高
くなると溶媒の分極により電界が緩和され、これにより形成されたドットの滲みを生じた
りするからである。
【０２１１】
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　キャリア液として用いられる誘電性液体としては、好ましくは直鎖状もしくは分岐状の
脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、または芳香族炭化水素、および、これらの炭化水素の
ハロゲン置換体がある。例えば、へキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、デカン
、イソデカン、デカリン、ノナン、ドデカン、イソドデカン、シクロヘキサン、シクロオ
クタン、シクロデカン、ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチレン、アイソパーＣ、ア
イソパーＥ、アイソパーＧ、アイソパーＨ、アイソパーＬ、アイソパーＭ（アイソパー：
エクソン社の商品名）、シェルゾール７０、シェルゾール７１（シェルゾール：シェルオ
イル社の商品名）、アムスコＯＭＳ、アムスコ４６０溶剤（アムスコ：スピリッツ社の商
品名）、シリコーンオイル（例えば、信越シリコーン社製ＫＦ－９６Ｌ）等を単独あるい
は混合して用いることができる。
【０２１２】
　このようなキャリア液に分散される樹脂粒子は、樹脂粒子自身を樹脂粒子としてキャリ
ア液中に分散させてもよいが、好ましくは、定着性を向上させるための分散樹脂粒子を含
有させる。
【０２１３】
　更に、分散樹脂粒子としては、例えば、ロジン類、ロジン変性フェノール樹脂、アルキ
ッド樹脂、（メタ）アクリル系ポリマー、ポリウレタン、ポリエステル、ポリアミド、ポ
リエチレン、ポリブタジエン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリビニールアルコール
のアセタール変性物、ポリカーボネート等を挙げられる。
【０２１４】
　これらのうち、粒子形成の容易さの観点から、重量平均分子量が２，０００～１０００
，０００の範囲内であり、かつ多分散度（重量平均分子量／数平均分子量）が、１．０～
５．０の範囲内であるポリマーが好ましい。更に、前記定着の容易さの観点から、軟化点
、ガラス転移点または、融点の何れか１つが４０℃～１２０℃の範囲内にあるポリマーが
好ましい。
【０２１５】
　レジスト液３１６において、樹脂粒子の含有量（樹脂粒子あるいは更に分散樹脂粒子の
合計含有量）は、レジスト液全体に対して０．５～３０重量％の範囲で含有されることが
好ましく、より好ましくは１．５～２５重量％、更に好ましくは３～２０重量％の範囲で
含有されることが望ましい。樹脂粒子の含有量が少なくなると、印刷画像濃度が不足した
り、レジスト液３１６と基板２表面との親和性が得られ難くなって強固な画像が得られな
くなったりするなどの問題が生じ易くなり、一方、含有量が多くなると均一な分散液が得
られにくくなったり、ヘッド等でのレジスト液３１６の目詰まりが生じやすく、安定なイ
ンク吐出が得られにくいなどの問題が生じるからである。
【０２１６】
　また、キャリア液に分散された樹脂粒子の平均粒径は、０．１～５μｍが好ましく、よ
り好ましくは０．２～１．５μｍであり、更に好ましくは０．４～１．０μｍである。こ
の粒径はＣＡＰＡ－５００（堀場製作所（株）製商品名）により求めたものである。
【０２１７】
　樹脂粒子をキャリア液に分散させた後（必要に応じて、分散剤を使用しても可）、荷電
制御剤をキャリア液に添加することにより樹脂粒子を荷電して、荷電した樹脂粒子をキャ
リア液に分散してなるレジスト液３１６とする。なお、樹脂粒子の分散時には、必要に応
じて、分散媒を添加してもよい。
【０２１８】
　荷電制御剤は、一例として、電子写真液体現像剤に用いられている各種のものが利用可
能である。また、「最近の電子写真現像システムとトナー材料の開発・実用化」１３９～
１４８頁、電子写真学会編「電子写真技術の基礎と応用」４９７～５０５頁（コロナ社、
１９８８年刊）、原崎勇次「電子写真」１６（Ｎｏ．２）、４４頁（１９７７年）等に記
載の各種の荷電制御剤も利用可能である。
【０２１９】
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　なお、樹脂粒子は、制御電極に印加される駆動電圧と同極性であれば、正電荷および負
電荷の何れに荷電したものであってもよい。
【０２２０】
　また、樹脂粒子の荷電量は、好ましくは５～２００μＣ／ｇ、より好ましくは１０～１
５０μＣ／ｇ、更に好ましくは１５～１００μＣ／ｇの範囲である。
【０２２１】
　また、荷電制御剤の添加によって誘電性溶媒の電気抵抗が変化することもあるため、下
記に定義する分配率Ｐを、好ましくは５０％以上、より好ましくは６０％以上、更に好ま
しくは７０％以上とする。
【０２２２】
　Ｐ＝１００×（σ１－σ２）／σ１
　ここで、σ１は、レジスト液３１６の電気伝導度、σ２は、レジスト液３１６を遠心分
離器にかけた上澄みの電気伝導度である。電気伝導度は、ＬＣＲメーター（安藤電気（株
）社製ＡＧ－４３１１）および液体用電極（川口電機製作所（株）社製ＬＰ－０５型）を
使用し、印加電圧５［Ｖ］、周波数１ｋＨｚの条件で測定を行った値である。また遠心分
離は、小型高速冷却遠心機（トミー精工（株）社製ＳＲＸ－２０１）を使用し、回転速度
１４５００ｒｐｍ、温度２３℃の条件で３０分間行った。
【０２２３】
　以上のようなレジスト液３１６を用いることによって、荷電粒子の泳動が起こりやすく
なり、濃縮しやすくなる。
【０２２４】
　レジスト液３１６の電気伝導度は、１００～３０００ｐＳ／ｃｍが好ましく、より好ま
しくは１５０～２５００ｐＳ／ｃｍ、更に好ましくは２００～２０００ｐＳ／ｃｍである
。以上のような電気伝導度の範囲とすることによって、制御電極に印加する電圧が極端に
高くならず、隣接する記録電極間での電気的導通を生じさせる懸念もない。
【０２２５】
　また、レジスト液３１６の表面張力は、１５～５０ｍＮ／ｍの範囲が好ましく、より好
ましくは１５．５～４５ｍＮ／ｍ、更に好ましくは１６～４０ｍＮ／ｍの範囲である。表
面張力をこの範囲とすることによって、制御電極に印加する電圧が極端に高くならず、ヘ
ッド周りにインクが漏れ広がり汚染することがない。
【０２２６】
　更に、レジスト液３１６の粘度は０．５～５ｍＰａ・ｓｅｃが好ましく、より好ましく
は０．６～３．０ｍＰａ・ｓｅｃ、更に好ましくは０．７～２．０ｍＰａ・ｓｅｃである
。
【０２２７】
　このようなレジスト液３１６は、一例として、樹脂粒子をキャリア液に分散して粒子化
し、かつ、荷電調整剤を分散媒に添加して、樹脂粒子に荷電を生じさせることで、調製で
きる。具体的な方法としては、以下の方法が例示される。
【０２２８】
　（１）樹脂粒子あるいは更に分散樹脂粒子をあらかじめ混合（混練）した後、必要に応
じて分散剤を用いてキャリア液に分散し、荷電調整剤を加える方法。
【０２２９】
　（２）樹脂粒子、あるいは更に分散樹脂粒子および分散剤を、キャリア液に同時に添加
して、分散し、荷電調整剤を加える方法。
【０２３０】
　（３）樹脂粒子および荷電調整剤、あるいは更に分散樹脂粒子および分散剤を、同時に
キャリア液に添加して、分散する方法。
【０２３１】
　上述したように、本応用例に係るヘッド３００では、基板２に着弾するレジスト液の高
粘度化手段を別途具備することなく、ヘッド内でレジスト液を濃縮して吐出することが可
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に、高精細且つ、高い着弾精度といった特徴を有しているので、レジストパターンの形成
には好適である。
【図面の簡単な説明】
【０２３２】
【図１】本発明が適用されるプリント配線基板の製造方法を説明する図
【図２】本発明の第１実施形態に係るインクジェット記録装置の基本構成図
【図３】図１に示したインクジェット記録装置の印字周辺の要部平面図
【図４】ヘッドの構造例を示す平面透視図
【図５】ヘッドの立体構造を示す断面図
【図６】図１に示すインクジェット記録装置のインク供給系の構成を示す断面図
【図７】図１に示すインクジェット記録装置のシステム構成を示す要部ブロック図
【図８】図１に示すインクジェット記録装置のインク吐出を説明する図
【図９】本発明の第２実施形態に係るインクジェット記録装置に備えられたヘッドのノズ
ル配置を示す平面図
【図１０】図９に示すインクジェット記録装置のインク吐出を説明する概念図
【図１１】図９に示すインクジェット記録装置により形成されたドットの配置を説明する
概念図
【図１２】図１に示すドットの詳細を説明する図
【図１３】本発明の変形例に係るインクジェット記録装置の構成図
【図１４】図１３に示すインクジェット記録装置に備えられたヘッドのノズル配置を示す
平面図
【図１５】図１３に示すインクジェット記録装置のヘッドの構造を説明する図
【図１６】本発明の他の変形例に係るインクジェット記録装置の全体構成図
【図１７】本発明の応用例に係るインクジェット記録装置の全体構成図
【符号の説明】
【０２３３】
　２…基板、５，１４０，１４２…レジスト層、１０，２００，２２０，３００…インク
ジェット記録装置、１２，１２０，２０２，２２２，２２４，３００…ヘッド、２２…吸
着ベルト搬送部、２３…硬化処理部、５１，５１Ａ，５１Ｂ，３０６…ノズル、３１０…
対向電極、３１２…帯電ユニット、３２０…吐出電極
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成19年9月3日(2007.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３２】
　レジストパターンの画像解像度が１２００ｄｐｉの場合には、１層目のドット１４０の
副走査方向のドット間ピッチＰｄｓ（吐出タイミング（吐出インターバル）により決まる
）と、主走査方向のドット間ピッチＰｄｍ（ノズルの主走査方向の配置ピッチにより決ま
る）が同一であるとすると、
　Ｐｄｍ＝Ｐｄｓ＝２５．４×１０３（μｍ）／１２００≒２１（μｍ）
　となる。即ち、１層目のドット１４０の直径Ｄｄ１は、
　Ｄｄ１＜２１（μｍ）
となる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１０】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１２】

【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１５】
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