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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インク流路が形成されているインクジェット基板と、
　前記インクジェット基板の長さ方向の断面から前記インク流路の外側に形成され、前記
インクジェット基板のヘッドチップ単位の分離により形成される切断面を有し、前記切断
面には切断跡のような切断表示部が形成されている切断部と
　を含み、
　前記切断面は、前記切断表示部の外側に前記切断表示部より表面粗さが小さい部分を含
むインクジェットプリントヘッド。
【請求項２】
　前記切断表示部は、表面粗さが前記長さ方向の断面の残りの部分より大きく形成される
ことを特徴とする請求項１に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項３】
　前記切断表示部内には、表面粗さが相対的に小さい部分が形成されることを特徴とする
請求項１または２に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項４】
　前記切断部の一面から前記インクジェット基板の厚さ方向の内側に形成され、前記イン
クジェット基板のヘッドチップ単位の分離を補助する切断補助部をさらに含むことを特徴
とする請求項１から３の何れか１項に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項５】
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　前記切断補助部は、前記インクジェット基板の厚さを貫通する１つ以上の貫通ホールの
形態であることを特徴とする請求項４に記載のインクジェットプリントヘッド。
【請求項６】
　前記切断補助部は、前記切断部の一面から前記インクジェット基板の厚さ方向の内側に
凹んだ１つ以上の溝の形態であることを特徴とする請求項４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トヘッド及びその製造方法に関し、より詳細にはサイド
シューター方式のインクジェットプリントヘッドの製造において、ノズルの開放及びイン
クジェットプリントヘッドのチップ単位の切断時に発生する異物がノズルに流入されるこ
とを防ぐインクジェットプリントヘッド及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的にインクジェットプリントヘッドは、電気信号を物理的な力に変換し、小さなノ
ズルを通じて、インクを液滴（ｄｒｏｐｌｅｔ）の形態で吐出させる構造体である。この
ようなインクジェットプリントヘッドは、インクに加わる圧力の方向とインク液滴の吐出
方向により、サイドシューター（Ｓｉｄｅ　Ｓｈｏｏｔｉｎｇ）方式のインクジェットプ
リントヘッドとルーフシューター（Ｒｏｏｆ　Ｓｈｏｏｔｉｎｇ）方式のインクジェット
プリントヘッドに分けることができる。
【０００３】
　上記サイドシューター方式のインクジェットプリントヘッドはインクに加わる圧力の方
向とインク液滴の吐出方向が直角を成し、上記ルーフシューター方式のインクジェットプ
リントヘッドはインクに加わる圧力の方向とインク液滴の吐出方向が同一である。
【０００４】
　上記サイドシューター方式のインクジェットプリントヘッドはシリコンウェハーでヘッ
ドの集積度を高め、多量のインクジェットプリントヘッドを製造することはできるが、ノ
ズルを、ブレードダイシング、レーザーダイシングまたはレーザーカットなどのダイシン
グ工程に形成するため、ダイシング時に発生するシリコン粒子などの異物がノズルに流入
するという問題があり、ブレードによりノズルに物理的損傷が生ずるという問題がある。
【０００５】
　このように、異物の流入によりノズルが塞がったり、ノズルの形状が物理的に損傷され
ると、インクジェットプリントヘッドのインクの吐出時に、方向性の不良やウェッティン
グ（ｗｅｔｔｉｎｇ）を誘発し、インクジェットプリントヘッドの性能を低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記のような従来技術の問題点を解決するためのもので、サイドシューター方
式のインクジェットプリントヘッドの製造において、ノズルの開放及びインクジェットプ
リントヘッドの幅方向の側面の切断時に発生する異物がノズルに流入することを防ぐイン
クジェットプリントヘッド及びその製造方法を提供することに、その目的がある。
【０００７】
　本発明の他の目的は、インクジェットプリントヘッドのチップ単位の切断時に、切断が
容易なインクジェットプリントヘッド及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施例によるインクジェットプリントヘッドは、インク流路が形成されるイ
ンクジェット基板と、上記インクジェット基板の長さ方向の断面から上記インク流路の外
側に形成され、上記インクジェット基板のヘッドチップ単位の分離により形成される切断
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面を有し、上記切断面には切断跡のような切断表示部が形成される切断部を含むことがで
きる。
【０００９】
　また、本発明の一実施例によるインクジェットプリントヘッドにおける上記切断表示部
は、表面粗さが上記長さ方向の断面の残りの部分より大きく形成されることができる。
【００１０】
　また、本発明の一実施例によるインクジェットプリントヘッドにおける上記切断面は、
上記切断表示部の外側に、上記切断表示部より表面粗さが小さい部分を含むことができる
。
【００１１】
　また、本発明の一実施例によるインクジェットプリントヘッドにおける上記切断表示部
内には、表面粗さが相対的に小さい部分が形成されることができる。
【００１２】
　また、本発明の一実施例によるインクジェットプリントヘッドは、上記切断部の一面か
ら上記インクジェット基板の厚さ方向の内側に形成され、上記インクジェット基板のヘッ
ドチップ単位の分離を補助する切断補助部をさらに含むことができる。
【００１３】
　一方、本発明の他の実施例によるインクジェットプリントヘッドは、インク流路が形成
されるインクジェット基板と、上記インクジェット基板から上記インク流路の外側に形成
され、上記インクジェット基板のヘッドチップ単位の分離による切断面が形成される切断
部と、上記切断部の一面から上記インクジェット基板の厚さ方向の内側に形成され、上記
インクジェット基板のヘッドチップ単位の分離を補助する切断補助部を含むことができる
。
【００１４】
　また、本発明の他の実施例によるインクジェットプリントヘッドにおける上記切断補助
部は、上記インクジェット基板の厚さを貫通する１つ以上の貫通ホールの形態であること
ができる。
【００１５】
　また、本発明の他の実施例によるインクジェットプリントヘッドにおける上記切断補助
部は、上記切断部の一面から上記インクジェット基板の厚さ方向の内側に凹んだ１つ以上
の溝の形態であることができる。
【００１６】
　他の側面において、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法は、複数の
インクジェットヘッドが連続的にアレイされているウェハーを形成するために上部基板及
び下部基板に複数のインク流路を形成する段階と、上記インク流路の端部であるノズルが
露出するように上記インク流路の端部を上記インクジェットヘッドの長さ方向にエッチン
グするが、上記インク流路の外側に連結部を形成させる段階と、上記上部基板及び上記下
部基板を接合して上記ウェハーを形成する段階と、上記インクジェットヘッドの長さ方向
の側面が露出するように上記ウェハーを切開する段階と、上記連結部を切断する段階を含
むことができる。
【００１７】
　また、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法は、上記連結部に上記連
結部の切断が容易になるように上記連結部の一部をエッチングするが、上記インクジェッ
トプリントヘッドの厚さを貫通する貫通ホールが形成されるようにエッチングする段階を
さらに含むことができる。
【００１８】
　また、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法は、上記連結部に上記連
結部の切断が容易になるように上記連結部の一部をエッチングするが、上記インクジェッ
トプリントヘッドの厚さ方向の内側に凹む溝が形成されるようにエッチングする段階をさ
らに含むことができる。
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【００１９】
　また、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法における上記ウェハーを
形成する段階は、上記上部基板と上記下部基板のシリコン直接接合（ＳＤＢ）により行わ
れることができる。
【００２０】
　また、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法における上記段階は、順
次行われることができる。
【００２１】
　また、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法における上記ウェハーを
切開する段階は、ダイシング工程により行われることができる。
【００２２】
　また、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法における上記連結部を切
断する段階は、上記連結部の切断面に切断跡のような切断表示部が形成されるように行わ
れることができる。
【００２３】
　また、本発明によるインクジェットプリントヘッドの製造方法における上記連結部を切
断する段階は、上記連結部の切断面に形成される切断表示部の表面粗さが上記インクジェ
ットプリントヘッドの長さ方向の断面の残りの部分より大きく形成されるように行われる
ことができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によるインクジェットプリントヘッド及びその製造方法によれば、ノズルの開放
及びインクジェットプリントヘッドの幅方向の側面の切断時に発生する異物がノズルに流
入することを防ぐことができる。
【００２５】
　また、エッチングによりノズルの開放を行うことで、ノズルの形状に物理的な損傷を与
えることを防ぐことができる。
【００２６】
　従って、インクジェットプリントヘッドのインクの吐出方向性または濡れ性などのイン
ク吐出特性が向上するという効果がある。
【００２７】
　また、インクジェットプリントヘッドに切断補助部を形成することで、インクジェット
プリントヘッドをチップ単位に切断する時、切断を容易にし、切断面を滑らかに形成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製造
方法において、上部基板にインク流路を形成する工程を示す工程図である。
【図３】本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製造
方法において、下部基板にインク流路を形成する工程を示す工程図である。
【図４】本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製造
方法において、上部基板と下部基板を接合する工程を示す断面図である。
【図５】本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製造
方法において、上部に圧電アクチュエータを形成する工程を示す断面図である。
【図６】本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製造
方法において、長さ方向の側面を切開する工程を示す平面図である。
【図７】本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドの連結部の構造を示す
部分平面図である。
【図８】本発明の第２実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図である。
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【図９】本発明の第２実施例によるインクジェットプリントヘッドの連結部の構造を示す
部分平面図である。
【図１０】本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図である
。
【図１１】本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製
造方法において、上部基板にインク流路を形成する工程を示す工程図である。
【図１２】本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製
造方法において、下部基板にインク流路を形成する工程を示す工程図である。
【図１３】本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製
造方法において、上部基板と下部基板を接合する工程を示す断面図である。
【図１４】本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製
造方法において、上部に圧電アクチュエータを形成する工程を示す断面図である。
【図１５】本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製
造方法において、長さ方向の側面を切開する工程を示す平面図である。
【図１６】本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドの連結部の構造を示
す部分平面図である。
【図１７】本発明の第４実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下では図面を参照して本発明の具体的な実施形態を詳細に説明する。但し、本発明の
思想は提示される実施形態に制限されず、本発明の思想を理解する当業者は同じ思想の範
囲内で他の構成要素の追加、変更、削除などを通じて、退歩的な他の発明や本発明の思想
の範囲内に含まれる他の実施形態を容易に提案することができ、これも本願発明の思想の
範囲内に含まれる。
【００３０】
　また、各実施形態の図面に示した同じ思想の範囲内の機能が同一の構成要素は、同一、
若しくは類似する参照符号を用いて説明する。
【００３１】
　図１は本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図である。
図１を参照すると、本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドはインク流
路が形成される上部基板１０及び下部基板２０と、上部基板１０の上面に形成される圧電
アクチュエータ３０を含む。
【００３２】
　上部基板１０には複数の圧力チャンバ（不図示）が形成され、下部基板２０にはインク
が流入されるインク流入口（不図示）と、インク流入口に流入されるインクを複数の圧力
チャンバのそれぞれに移送するマニホールド（不図示）と、インクを吐出する複数のノズ
ル２５を含むことができる。マニホールドと圧力チャンバの間には、インクが吐出される
時、圧力チャンバのインクがマニホールドに逆流することを抑制するために、複数のリス
トリクター（不図示）が形成されることができる。
【００３３】
　このとき、上部基板１０は単結晶シリコン基板やＳＯＩ基板であることができ、下部基
板２０も単結晶シリコン基板やＳＯＩ基板から成ることができる。また、本発明はこれに
限らず、さらに多くの基板を用いてインク流路を構成することができ、場合によっては１
つの基板で具現することもできる。インク流路を形成する構成要素も例示的なものに過ぎ
ず、求められる条件及び設計仕様により多様な構成のインク流路を設けることができる。
【００３４】
　圧電アクチュエータ３０は上部基板１０の圧力チャンバに対応するように上部基板１０
の上部に形成され、圧力チャンバに流入されたインクをノズル２５に吐出するための駆動
力を提供する。例えば、圧電アクチュエータ３０は共通電極の役割をする下部電極と、電
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圧の印加により変形される圧電膜と、駆動電極の役割をする上部電極を含んで構成される
ことができる。
【００３５】
　下部電極は上部基板１０の全表面に形成されることができ、１つの導電性金属物質から
成ることもできるが、チタン（Ｔｉ）と白金（Ｐｔ）から成る２つの金属薄膜層から成る
ことが好ましい。下部電極は共通電極の役割をする上、圧電膜と上部基板１０の間の相互
拡散を防ぐ拡散防止層としての役割もする。圧電膜は下部電極上に形成され、複数の圧力
チャンバのそれぞれの上部に位置するように配置される。このような圧電膜は圧電物質、
好ましくはＰＺＴ（Ｌｅａｄ　Ｚｉｒｃｏｎａｔｅ　Ｔｉｔａｎａｔｅ）セラミック材料
から成ることができる。上部電極は圧電膜上に形成され、Ｐｔ、Ａｕ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｔｉ
及びＣｕなどの物質の何れか１つの物質から成ることができる。
【００３６】
　本実施例では圧電アクチュエータ３０を用いた圧電駆動方式によりインクが吐出される
構成を例に挙げて説明しているが、インクの吐出方式により本発明が制限されたり、限定
されるのではなく、求められる条件によって熱駆動方式などの多様な方式でインクが吐出
されるように構成されることができる。
【００３７】
　本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドは、インク流路の外側に形成
され、インクジェットプリントヘッドのヘッドチップ単位の分離による切断面が形成され
る切断部４０を含む。すなわち、切断部４０はインクジェットプリントヘッドの長さ方向
の両側に形成され、切断部４０の一面からインクジェットプリントヘッドの厚さ方向の内
側に形成され、上記ヘッドチップ単位の分離を補助する切断補助部４２を含むことができ
る。
【００３８】
　一方、方向に対する用語を定義すると、長さ方向は図１において、複数の圧電アクチュ
エータ３０の１つから他の１つに向かう方向を意味し、厚さ方向は上部基板１０から下部
基板２０に向かう方向またはその逆方向を意味し、幅方向は圧力チャンバからノズル２５
へのインク吐出方向またはその逆方向を意味する。
【００３９】
　本実施例における切断補助部４２は切断部４０の一面からインクジェットプリントヘッ
ドの厚さを貫通する１つ以上の貫通ホールの形態であるが、これは例示的なものに過ぎず
、インクジェットプリントヘッドの厚さ方向の内側に凹んで形成される溝の形態であるこ
ともでき、その他に、隣接した他のインクジェットプリントヘッドとの切断時に切断を容
易にする構成を含むことができる。
【００４０】
　また、本実施例ではインクジェットプリントヘッドの幅方向の一側であるノズル側に切
断補助部４２が形成されることを説明しているが、インクジェットプリントヘッドの幅方
向の他側にも多様な形態の切断補助部が形成されることができる。
【００４１】
　インクジェットプリントヘッドの幅方向の側面である上記切断部４０の切断面には、ウ
ェハー上で隣接した他のインクジェットプリントヘッドとの機械的切断時に発生し得る切
断跡４４が形成されることができる。すなわち、ウェハー上で隣接した他のインクジェッ
トプリントヘッドとの切断時に切断面が滑らかに形成されることが最も好ましいが、機械
的切断による切断跡４４が生じ、これにより切断面が凹凸に形成されることがある。
【００４２】
　また、本実施例ではインクジェットプリントヘッドの幅方向の側面のうち、ノズル側の
切断面に切断跡４４が形成されることを説明しているが、インクジェットプリントヘッド
の幅方向の側面のうち、ノズル側の切断面と対向する側面の切断面にも切断跡が形成され
ることができる。
【００４３】
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　以下では上記の構成を有する本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッド
の製造方法を説明する。
【００４４】
　先ず、本実施例の好ましい製造方法を概略的に説明すると、上部基板及び下部基板に複
数のインクジェットプリントヘッドがアレイされるようにインク流路を形成し、上部基板
及び下部基板を接合し、複数のインクジェットプリントヘッドをチップ単位に切断するこ
とで、本発明によるインクジェットプリントヘッドが製造される。一方、上部基板及び下
部基板にインク流路を形成する段階は順序に関らず行われることができる。すなわち、上
部基板及び下部基板の何れか１つにインク流路が先に形成されることも、上部基板及び下
部基板に同時にインク流路が形成されることもできる。但し、以下では説明の便宜上、上
部基板にインク流路を形成する工程を先に説明する。また、インク流路を形成する段階は
、一般的に１つ以上の基板で行われる段階であり、以下では説明の便宜上、インク流路を
形成する段階に対する詳細な説明は省略する。
【００４５】
　図２は本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製造
方法において、上部基板にインク流路を形成する工程を示す工程図であり、図３は下部基
板にインク流路を形成する工程を示す工程図であり、図４は上部基板と下部基板を接合す
る工程を示す断面図であり、図５は上部基板の上部に圧電アクチュエータを形成する工程
を示す断面図であり、図６は長さ方向の側面を切開する工程を示す平面図である。
【００４６】
　先ず、図２の（ａ）に図示されたように、単結晶シリコン基板やＳＯＩウェハーから成
る上部基板１０を用意する。フォトリソグラフィー（ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ
）工程、エッチング（ｅｔｃｈｉｎｇ）工程などのような微細加工（ｍｉｃｒｏｍａｃｈ
ｉｎｇ）技術を用いて所望するインク流路をより微細なサイズで、精密、かつ容易に形成
することができる。
【００４７】
　特に、ＳＯＩウェハーは２つのシリコン層の間に絶縁層が形成された構造であり、上記
絶縁層がエッチング停止層としての役割をし、圧力チャンバの高さを正確に調節すること
ができる。
【００４８】
　一方、上部基板１０の厚さは約５０～２００μｍであり、これは圧力チャンバ１２の高
さによって適切に決まる。このとき、上部基板１０の下面を化学・機械的研磨（ＣＭＰ）
工程などにより所望する厚さに調節することができる。
【００４９】
　次に、図２の（ｂ）に図示されたように、上部基板１０の下面をエッチングして複数の
圧力チャンバ１２を形成する。図２は隣接した２つのインクジェットプリントヘッドに対
し上部基板１０にインク流路を形成することを図示しているが、これは説明の便宜のため
であり、アレイされた複数のインクジェットプリントヘッドに対して上部基板１０にイン
ク流路が形成されることができる。
【００５０】
　一方、上部基板１０の下面をエッチングして圧力チャンバ１２を形成する方法は、フォ
トレジスト（ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）をエッチングマスクとしてエッチングする公知の
方法を用いることができる。すなわち、上部基板１０の下面にフォトレジストを塗布し、
これを現像して圧力チャンバ１２を形成するための開口部を形成し、フォトレジストをエ
ッチングマスクとして用い、開口部を通じて露出した部分を乾式または湿式エッチングに
より除去することで、圧力チャンバ１２を形成することができる。後述する基板のエッチ
ング工程にもこのような方法を用いることができる。
【００５１】
　次に、図２の（ｃ）に図示されたように、幅方向に隣接しているインクジェットプリン
トヘッドのノズルを形成するために、上部基板１０の厚さを貫通するようにエッチングし
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て上側開放部１４を形成する。上側開放部１４は図２の（ｄ）に図示されたように、イン
クジェットプリントヘッドの長さ方向において、上側連結部１４０を除いた部分をエッチ
ングして形成する。
【００５２】
　このとき、上側連結部１４０を部分的にエッチングして上側切断補助部１４２を形成す
ることができ、上側切断補助部１４２は上部基板１０の厚さを貫通する貫通ホールの形態
または上部基板１０の一面から厚さ方向の内側に凹む溝の形態で形成されることができる
。
【００５３】
　次に、図３を参照して下部基板２０にインク流路を形成する工程を説明する。図３の（
ａ）に図示されたように、単結晶シリコン基板やＳＯＩウェハーから成る下部基板２０を
用意する。
【００５４】
　下部基板２０として２つのシリコン層の間に絶縁層が形成された構造のＳＯＩウェハー
を用いると、上記絶縁層がエッチング停止層としての役割をするため、マニホールド、リ
ストリクター、ダンパなどの高さを正確に調節することができる。一方、下部基板２０の
厚さは約５０～２００μｍであり、これは所望する厚さによって適切に決める。
【００５５】
　図３の（ｂ）に図示されたように、下部基板２０の上面をエッチングしてリストリクタ
ー２２を形成し、ダンパ（不図示）及びノズル２５が形成される流路２１を形成する。こ
のとき、下部基板２０がＳＯＩウェハーであると、絶縁層がエッチング停止層としての役
割をするため、リストリクター２２と、ダンパ及びノズル２５が形成される流路２１の高
さを正確に調整できる。また、下部基板２０のエッチングは上述のように、フォトレジス
トをエッチングマスクとし、乾式または湿式方法によって行うことができる。
【００５６】
　次に、図３の（ｃ）に図示されたように、下部基板２０の下面をエッチングしてインク
流入口（不図示）及びマニホールド２３を形成する。インク流入口に流入されたインクは
マニホールド２３からリストリクター２２を経て圧力チャンバ１２に移送される。
【００５７】
　次に、図３の（ｄ）に図示されたように、幅方向に隣接しているインクジェットプリン
トヘッドのノズルを形成するために下部基板２０の厚さを貫通するようにエッチングして
下側開放部２４を形成する。下側開放部２４は図３の（ｅ）に図示されたように、インク
ジェットプリントヘッドの長さ方向において、下側連結部２４０を除いた部分をエッチン
グして形成する。このように、ノズル２５の開放がエッチングにより行われるため、ノズ
ル２５の形状に物理的損傷が加わらない上、機械的加工によりノズル２５を開放する時発
生する異物がノズル２５に流入することを防ぐことができる。
【００５８】
　このとき、下側連結部２４０を部分的にエッチングして下側切断補助部２４２を形成す
ることができ、下側切断補助部２４２は下部基板２０の厚さを貫通する貫通ホールの形態
または下部基板２０の一面から厚さ方向の内側に凹む溝の形態に形成されることができる
。
【００５９】
　次に、図４に図示されたように、上部基板１０及び下部基板２０を接合し、複数のイン
クジェットプリントヘッドがアレイされたウェハーを形成する。上部基板１０と下部基板
２０の接合はシリコン直接接合（ＳＤＢ）により行われることができる。すなわち、上部
基板１０及び下部基板２０を密着させた状態で熱処理、例えばアニーリング（ａｎｎｅａ
ｌｉｎｇ）することにより上記２つの基板を接着剤を使用せず、直接接合させる。
【００６０】
　一方、本実施例では、上部基板１０及び下部基板２０にそれぞれ上側開放部１４及び下
側開放部２４を形成してノズル２５を開放した後、上部基板１０及び下部基板２０を接合
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する段階を行うと説明しているが、本発明は上記段階の順序に限らず、上部基板１０及び
下部基板２０を接合した後、これらの基板をエッチングしてノズル２５を開放することも
できる。このように、ノズル２５を開放するために、上記接合された上部基板１０及び下
部基板２０をエッチングする時、上側連結部１４０及び下側連結部２４０を部分的にエッ
チングして上側及び下側切断補助部１４２、２４２を形成することができる。
【００６１】
　次に、図５に図示されたように、上部基板１０の上面の圧力チャンバ１２に対応する位
置に圧電アクチュエータ３０を形成する。圧電アクチュエータ３０を形成する方法は、ス
クリーンプリンティングなどの厚膜工程を用いて形成する方法と、バルクセラミック素材
をヘッドチップ単位で接着する方法などを用いることができる。
【００６２】
　次に、図６に図示されたように、ウェハー上に行と列にアレイされている複数のインク
ジェットプリントヘッドにおいて、１つの行にアレイされている複数のインクジェットプ
リントヘッドの長さ方向の側面を切開して複数のインクジェットプリントヘッドを行毎に
分離する。上記切開はブレードダイシング、レーザーダイシングまたはレーザーカットな
どのダイシングにより行われることができる。
【００６３】
　このとき、エッチングにより開放されたノズル２５にダイシングにより発生する異物な
どが流入されることを確実に防ぐために、ダイシングする前にウェハーの上下面にＵＶフ
ィルムやダイシング用フィルムなどの保護用フィルムを塗布してパッシベーション（ｐａ
ｓｓｉｖａｔｉｏｎ）することが好ましい。
【００６４】
　このように、ダイシングによりインクジェットプリントヘッドの長さ方向の側面を露出
させる場合、本実施例ではインクジェットプリントヘッドの長さ方向において、両側に連
結部３４０が形成されているため、上記ダイシング時に発生する異物がノズル２５に流入
されることを防ぐことができる。
【００６５】
　次に、図６の連結部３４０を切断してインクジェットプリントヘッドをチップ単位に分
離すると、図１に図示されたインクジェットプリントヘッドが完成する。ダイシングする
前にパッシベーションが行われた場合は、上記保護用フィルムを除去した後にチップ単位
の分離が行われるべきである。連結部３４０の切断は機械的加工により行われることがで
き、連結部３４０の中間部分に切断面が形成されることができる。
【００６６】
　図７は本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドの連結部の構造を示す
部分平面図である。図７は４つの隣接したインクジェットプリントヘッドの連結部を示し
たもので、第１連結部５４０と第２連結部６４０の間にはダイシングライン５０が形成さ
れ、第１連結部５４０を共有する第１及び第２インクジェットプリントヘッド１００、２
００の間には第１エッチングライン５４が形成される。上記第１エッチングライン５４で
第１及び第２インクジェットプリントヘッド１００、２００の何れか１つのヘッド側にノ
ズルが開放される。
【００６７】
　第２連結部６４０を共有する第３及び第４インクジェットプリントヘッド３００、４０
０の間に第２エッチングライン６４が形成され、上記第２エッチングライン６４で第３及
び第４インクジェットプリントヘッド３００、４００の何れか１つのヘッド側にノズルが
開放される。
【００６８】
　第１連結部５４０には第１インクジェットプリントヘッド１００側、第２インクジェッ
トプリントヘッド２００側、及び第１エッチングライン５４に対応する部分に１つ以上の
第１切断補助部５４２が形成されている。第１切断補助部５４２はウェハーの厚さを貫通
する貫通ホールの形態で形成されるが、その他にもウェハーの一面から厚さ方向の内側に
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向かって凹む溝の形態で形成されることもできる。
【００６９】
　同様に、第２連結部６４０には第３インクジェットプリントヘッド３００側、第４イン
クジェットプリントヘッド４００側、及び第２エッチングライン６４に対応する部分に１
つ以上の第２切断補助部６４２が形成されている。
【００７０】
　このように、本実施例では１つ以上の貫通ホールの形態から成る第１及び第２切断補助
部５４２、６４２が形成されているため、第１及び第２インクジェットプリントヘッドの
切断、第３及び第４インクジェットプリントヘッドの切断時に切断が容易に行われること
ができ、切断面を最大限滑らかに形成することができる。
【００７１】
　以上で本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドの製造方法を説明した
。本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドの製造方法の工程は上部基板
１０にインク流路を形成する段階と、上部基板１０をエッチングして上側開放部１４を形
成する段階と、下部基板２０にインク流路を形成する段階と、下部基板２０をエッチング
して下側開放部２４を形成する段階と、上部基板１０及び下部基板２０を接合する段階と
、上部基板１０の上面に圧電アクチュエータ３０を形成する段階と、ウェハーをダイシン
グする段階と、チップ単位に切断する段階を含む。これらの段階は説明の便宜上順次行わ
れると記載しているが、本発明はこれに限らず、各工程で求められる条件に従って多様な
順序で行われることができる。例えば、上部基板及び下部基板にエッチングして開放部を
形成する工程は、インク流路を形成する工程と同時に行われることも、上部基板及び下部
基板を接合した後に行われることもできる。
【００７２】
　図８は本発明の第２実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図であり、
図９は本発明の第２実施例によるインクジェットプリントヘッドの連結部の構造を示す部
分平面図である。
【００７３】
　図８及び図９に図示された本発明の第２実施例によるインクジェットプリントヘッドは
、切断補助部が切断跡のような切断表示部を有する切断部の外側に形成されるという点で
、図１に図示された本発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドの連結部の
構造と異なる。従って、以下では、説明の便宜上、異なる構成に対して具体的に説明する
。
【００７４】
　図８に図示されたように、本発明の第２実施例によるインクジェットプリントヘッドは
長さ方向の断面からインク流路の外側に形成され、切断跡のような切断表示部を有する切
断部４０の外側に切断補助部４２が形成される。切断補助部４２は切断表示部が形成され
た切断部４０より表面粗さが小さい部分を含む。
【００７５】
　これは幅方向に隣接しているインクジェットプリントヘッドのノズルを形成するために
上部基板１０及び下部基板２０の厚さを貫通するようにエッチングする時、上記切断補助
部４２が形成される部分をエッチングして形成することができる。
【００７６】
　図９に図示されたように、第１及び第２インクジェットプリントヘッド１００、２００
の間に第１連結部５４０が形成され、第３及び第４インクジェットプリントヘッド３００
、４００の間に第２連結部６４０が形成される。第１連結部５４０と第２連結部６４０の
間にはダイシングライン５０が形成され、第１及び第２インクジェットプリントヘッド１
００、２００の間には第１エッチングライン５４が形成され、第３及び第４インクジェッ
トプリントヘッド３００、４００の間に第２エッチングライン６４が形成される。
【００７７】
　第１連結部５４０には第１エッチングライン５４に対応する所に第１切断補助部５４２
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が形成されており、第２連結部６４０には第２エッチングライン６４に対応する所に第２
切断補助部６４２が形成されている。このとき、切断補助部５４２、６４２はウェハーの
厚さを貫通する貫通ホールの形態で形成されるが、その他にもウェハーの一面から厚さ方
向の内側に向かって凹む溝の形態で形成されることもできる。
【００７８】
　図１０は本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図である
。図１０を参照すると、本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドはイン
ク流路が形成される上部基板１０及び下部基板２０と、上部基板１０の上面に形成される
圧電アクチュエータ３０を含む。
【００７９】
　上部基板１０及び下部基板２０のインク流路の構成と、圧電アクチュエータ３０は、本
発明の第１実施例によるインクジェットプリントヘッドとその構成が実質的に同一である
ため、説明の便宜上、これらの構成に対する具体的な説明は省略する。
【００８０】
　本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドは長さ方向の断面からインク
流路の外側に形成され、切断表示部が形成された切断部４０を含む。上記切断部４０は表
面粗さが上記長さ方向の断面の残りの部分より大きく形成される切断表示部を含む。すな
わち、切断表示部はウェハー上で隣接した他のインクジェットプリントヘッドとの機械的
切断時に発生し得る切断跡である。
【００８１】
　ウェハー上で隣接した他のインクジェットプリントヘッドとの切断時に切断面が滑らか
に形成されることが最も好ましいが、機械的切断による切断跡が生じ、これにより切断面
が凹凸に形成されることができる。本実施例では、切断表示部が上記長さ方向の断面の残
りの部分より突出した状態で凹凸に形成されたものを説明し、図示しているが、これは例
示的なものに過ぎず、切断表示部の表面粗さが上記長さ方向の断面の残りの部分より大き
く形成される多様な形態を有することができる。
【００８２】
　本実施例では、インクジェットプリントヘッドの幅方向の一側であるノズル側に切断表
示部が形成されるものを説明しているが、インクジェットプリントヘッドの幅方向の他側
にも切断表示部が形成されることができる。
【００８３】
　以下では、上記の構成を有する本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッ
ドの製造方法を説明する。
【００８４】
　図１１は本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドのウェハー単位の製
造方法において、上部基板にインク流路を形成する工程を示す工程図であり、図１２は下
部基板にインク流路を形成する工程を示す工程図であり、図１３は上部基板と下部基板を
接合する工程を示す断面図であり、図１４は上部に圧電アクチュエータを形成する工程を
示す断面図であり、図１５は長さ方向の側面を切開する工程を示す平面図である。
【００８５】
　本実施例によるインクジェットプリントヘッドの上部基板及び下部基板にインク流路を
形成する工程と、圧電アクチュエータを形成する工程は、本発明の第１実施例によるイン
クジェットプリントヘッドの製造方法と実質的に同一であるため、説明の便宜上、工程の
具体的な説明は省略する。以下では差異点を主に説明する。
【００８６】
　先ず、図１１の（ａ）に図示されたように、単結晶シリコン基板やＳＯＩウェハーから
成る上部基板１０を用意する。
【００８７】
　次に、図１１の（ｂ）に図示されたように、上部基板１０の下面をエッチングして複数
の圧力チャンバ１２を形成する。
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【００８８】
　次に、図１１の（ｃ）に図示されたように、幅方向に隣接しているインクジェットプリ
ントヘッドのノズルを形成するために上部基板１０の厚さを貫通するようにエッチングし
て上側開放部１４を形成する。上側開放部１４は図１１の（ｄ）に図示されたように、イ
ンクジェットプリントヘッドの長さ方向において、上側連結部１４０を除いた部分をエッ
チングして形成する。
【００８９】
　次に、図１２の（ａ）に図示されたように、単結晶シリコン基板やＳＯＩウェハーから
成る下部基板２０を用意する。
【００９０】
　次に、図１２の（ｂ）に図示されたように、下部基板２０の上面をエッチングしてリス
トリクター２２を形成し、ダンパ（不図示）及びノズル２５が形成される流路２１を形成
する。
【００９１】
　次に、図１２の（ｃ）に図示されたように、下部基板２０の下面をエッチングしてイン
ク流入口（不図示）及びマニホールド２３を形成する。
【００９２】
　次に、図１２の（ｄ）に図示されたように、幅方向に隣接しているインクジェットプリ
ントヘッドのノズルを形成するために下部基板２０の厚さを貫通するようにエッチングし
て下側開放部２４を形成する。下側開放部２４は図１２の（ｅ）に図示されたように、イ
ンクジェットプリントヘッドの長さ方向において、下側連結部２４０を除いた部分をエッ
チングして形成する。このように、エッチングによりノズル２５の開放が行われるため、
ノズル２５の形状に物理的損傷が加わらない上、機械的加工によりノズル２５を開放する
時発生する異物がノズル２５に流入することを防ぐことができる。
【００９３】
　次に、図１３に図示されたように、上部基板１０及び下部基板２０を接合して複数のイ
ンクジェットプリントヘッドがアレイされたウェハーを形成する。上部基板１０と下部基
板２０の接合はシリコン直接接合（ＳＤＢ）により行われることができる。すなわち、上
部基板１０及び下部基板２０を密着させた状態で熱処理、例えば、アニーリング（ａｎｎ
ｅａｌｉｎｇ）することにより上記２つの基板を接着剤を使用せず、直接接合させる。
【００９４】
　次に、図１４に図示されたように、上部基板１０の上面の圧力チャンバ１２に対応する
位置に圧電アクチュエータ３０を形成する。圧電アクチュエータ３０を形成する方法はス
クリーンプリンティングなどの厚膜工程を用いて形成する方法と、バルクセラミック素材
をヘッドチップ単位で接着する方法などを用いることができる。
【００９５】
　次に、図１５に図示されたように、ウェハー上に行列にアレイされている複数のインク
ジェットプリントヘッドにおいて、１つの行にアレイされている複数のインクジェットプ
リントヘッドの長さ方向の側面を切開して複数のインクジェットプリントヘッドを行毎に
分離する。上記切開はブレードダイシング、レーザーダイシングまたはレーザーカットな
どのダイシングにより行われることができる。
【００９６】
　このとき、エッチングにより開放されたノズル２５にダイシングにより発生する異物な
どが流入されることを確実に防ぐために、ダイシングする前にウェハーの上下面にＵＶフ
ィルムやダイシング用フィルムなどの保護用フィルムを塗布してパッシベーション（ｐａ
ｓｓｉｖａｔｉｏｎ）することが好ましい。
【００９７】
　このように、ダイシングによりインクジェットプリントヘッドの長さ方向の側面を露出
させる場合、本実施例ではインクジェットプリントヘッドの長さ方向において、両側に連
結部３４０が形成されているため、上記ダイシング時に発生する異物がノズル２５に流入
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することを防ぐことができる。
【００９８】
　次に、図１５の連結部３４０を切断してインクジェットプリントヘッドをチップ単位に
分離すると、図１０に図示されたインクジェットプリントヘッドが完成する。ダイシング
する前にパッシベーションが行われた場合は、上記保護用フィルムを除去した後にチップ
単位の分離が行われるべきである。連結部３４０の切断は、機械的加工により行われるこ
とができ、連結部３４０の中間部分に切断面が形成されることができる。
【００９９】
　上記連結部３４０の切断面には、表面粗さが上記インクジェットプリントヘッドの長さ
方向の断面の残りの部分より大きく形成される切断跡のような切断表示部が形成されるこ
とができる。
【０１００】
　図１６は本発明の第３実施例によるインクジェットプリントヘッドの連結部の構造を示
す部分平面図である。
【０１０１】
　図１６に図示されたように、第１及び第２インクジェットプリントヘッド１００、２０
０の間に第１連結部５４０が形成され、第３及び第４インクジェットプリントヘッド３０
０、４００の間に第２連結部６４０が形成される。第１連結部５４０と第２連結部６４０
の間にはダイシングライン５０が形成され、第１及び第２インクジェットプリントヘッド
１００、２００の間には第１エッチングライン５４が形成され、第３及び第４インクジェ
ットプリントヘッド３００、４００の間に第２エッチングライン６４が形成される。
【０１０２】
　本実施例における第１連結部５４０及び第２連結部６４０には切断補助部が形成されな
い。第１連結部５４０及び第２連結部６４０はインクジェットプリントヘッドの長さ方向
において、その幅がμｍ単位であるため、第１連結部５４０及び第２連結部６４０の切断
時に問題はないと把握される。
【０１０３】
　勿論、切断の容易性及び切断面の平坦性においては、図７に図示された連結部の構造が
図１６に図示された連結部の構造より優れるが、図１６に図示された連結部の構造は、そ
の製造工程が図７に図示された連結部の構造よりも簡潔になるという利点がある。
【０１０４】
　図１７は本発明の第４実施例によるインクジェットプリントヘッドを示す斜視図である
。図１７に図示された本発明の第４実施例によるインクジェットプリントヘッドは切断部
の切断面内に切断補助部が形成されるという点で、図１０に図示された本発明の第３実施
例によるインクジェットプリントヘッドの構造と異なる。従って、以下では、説明の便宜
上、異なる構成に対して具体的に説明する。
【０１０５】
　図１７に図示されたように、本発明のさらに他の実施例によるインクジェットプリント
ヘッドは、長さ方向の断面からインク流路の外側に形成される切断部４０の切断面内に切
断補助部４２を含むことができる。
【０１０６】
　ここで、切断部４０の切断面内には表面粗さが上記長さ方向の断面の残りの部分より大
きく形成される切断表示部が形成される。切断表示部内に表面粗さが相対的に小さい部分
が形成される。
【０１０７】
　また、上記切断補助部４２は表面粗さが切断表示部内で相対的に小さい部分である。
【０１０８】
　これは幅方向に隣接しているインクジェットプリントヘッドのノズルを形成するために
上部基板及び下部基板の厚さを貫通するようにエッチングする時、上記切断補助部４２が
形成されるように長さ方向の断面からインク流路の外側を部分的にエッチングして形成す
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ることができる。このとき、上記切断補助部４２は上部基板及び下部基板の厚さを貫通す
るようにエッチングして形成することができるが、ウェハーの一面から厚さ方向の内側に
向かって凹む溝が形成されるようにエッチングして形成することもできる。
【０１０９】
　本実施例では上記切断補助部４２が切断表示部内に１ヵ所形成されることを図示して説
明しているが、これは例示的なものに過ぎず、切断表示部内に複数個所形成されることが
できる。
【０１１０】
　このように本発明によるインクジェットプリントヘッドを構成する場合、インクジェッ
トプリントヘッドのノズル部分はエッチングにより開放されるため、ノズルの形状に物理
的損傷が加わらず、また、インクジェットプリントヘッドの長さ方向の両側に連結部を備
え、長さ方向の側面のダイシング工程による切断時に発生する異物などがノズルに流入す
ることを防ぐことができる。
【０１１１】
　＜比較例＞
　比較例によるインクジェットプリントヘッドは本発明と同様に、サイドシューター方式
で製造され、流路が形成された上部基板と下部基板を接合した後にダイシング工程により
ノズルを開放したものである。比較例によるインクジェットプリントヘッドのノズルはダ
イシング工程により開放されるため、ダイシングブレードによりノズルの形状が物理的に
損傷されて壊れる。
【０１１２】
　これに対し、本発明の一実施例によるインクジェットプリントヘッドのノズル部分はエ
ッチングにより開放されるため、ノズルの形状に物理的損傷が加わらず、また、インクジ
ェットプリントヘッドの長さ方向の両側に連結部を備え、長さ方向の側面のダイシング工
程による切断時に発生する異物などがノズルに流入することを防ぐことができる。
【０１１３】
　以上で本発明の好ましい実施例を詳しく説明したが、これは例示的なものに過ぎず、当
該分野で通常の知識を有する者であれば、そこから多様な変形及び均等な他の実施例が可
能であるということは理解できる。例えば、本発明でインクジェットプリントヘッドのイ
ンク流路を形成する方法は、単なる例示に過ぎず、多様なエッチング方法が適用されるこ
とができ、製造方法の各段階の順序も例示されたものと異ならせることができる。従って
、本発明の真の技術的保護範囲は添付の特許請求の範囲により決まるべきである。
【符号の説明】
【０１１４】
１０　上部基板
１２　圧力チャンバ
２０　下部基板
２１　ノズル形成流路
２２　リストリクター
２３　マニホールド
３０　圧電アクチュエータ
３４　開放部
４０　切断部
４２　切断補助部
４４　切断跡
５０　ダイシングライン
５４、６４　第１、第２エッチングライン
１００、２００、３００、４００　第１、第２、第３、第４インクジェットプリントヘッ
ド
５４０、６４０　第１、第２連結部
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５４２、６４２　切断補助部
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