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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に平行に向けられた複数の変換器であって、各々が内面と、前記内面と向かい合う
外面とを有し、平面的アレイに配置された変換器と、
　複数のノズルであって、各々のノズルが、それぞれの変換器と組み合わされており、前
記それぞれの変換器は、組み合わされたノズルを、ノズルの軸線と一致する方向に移動さ
せて、そこから液体を噴射するために励起可能であるところのノズルと、
　液体を前記複数のノズルの内面に供給するための液体供給手段と、
　必要に応じて、変換器を選択的に励起し、かくして、ノズルの移動により、液体がノズ
ル中を移動することによって、液体をそれぞれの変換器の外面からジェット又は液滴とし
て噴射するための手段と
からなり、
　前記複数の変換器は梁状であり、前記梁状の変換器の各々の側部は、その対向する端部
から相互に向かって先細りにされており、それぞれの複数のノズルは、それぞれの前記梁
状の変換器の狭い部分に位置していることを特徴とする、複数のノズルから液体をジェッ
ト又は液滴として噴射するための装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、「フェイスシューター」アレイとして知られた形態の液体噴射装置に関する
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【０００２】
【従来の技術】
　インクジェットに関する技術分野においては、複数のノズルと組み合わされた複数の毛
細管チャンネルまたはチャンバ（以下、「セル」と総称する）の共振を利用して、圧縮波
をもたらし、液体をこれらのノズルから噴射させる数多くの液体噴射装置がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　これらの技術は、これらのセルの液体共振周波数により、それらの最大作動周波数にお
いて制約を受ける。これに加えて、セルは流れを制限するものとして作用して、セル内の
圧力を発生させ、これにより、滴下放出を生ずる。従って、セルを通過する流れは、補充
量によって制限されて、このような装置の作動周波数に対する更なる上方限界を生ぜしめ
る。その上、セルは、作動を著しく阻害し、除去するのに問題がある気泡や不純物のため
のトラップとして作用する。これにより、セルを採用した構造はまた、特別なレオロジー
、高純度及び高い安定性を有する液体の処理に対して制約を受ける。例えば、白色、金色
及び銀色のインクを形成するために使用される不安定な懸濁液を、セルを採用した装置を
用いて信頼性をもって塗布することはできない。
【０００４】
　先行技術に記載された更なる技術においては、別体としてのノズルプレートの後部に近
接して、バルク液体中に励起部材を設けている。この構造は、気泡の逃がしを許容すると
いう利点を有しているが、この方法は、エネルギーの使用において、本来役に立たないも
のであり、そして、クロストークを生じやすい。
【０００５】
　この分野において公知のプリントヘッドとの組合せに伴う更なる問題は、プリントヘッ
ドの構造が、二次元的なワークピースよりもむしろ、三次元的な構造に基づくということ
である。その結果として、製品の変異性が増加し、そして、製造歩留まりが低下する。
【０００６】
　インクジェット産業においては、単一のプリントヘッド上において、十分な数の噴射サ
イトと組み合わされて、ページワイドアレイを構成するプリントヘッドに対する実現され
ていない要求が存在する。このようなプリントヘッドの製造に関する問題は、製造方法に
おいて、数千の噴射サイト間に高密度構造を提供しなければならないという要求にある。
主に、先行技術、例えば、欧州特許第０７２８５８３Ａ２においては、数多くの構成要素
を三次元的に位置せしめて、デマンドインクジェットプリントヘッド上において直線滴下
を形成するという要求がなされた構造が開示されている。この構造は、変換器手段を平面
形態で一体化することを実現するものではない。一体化の欠如により、先行技術の方法に
よって構成されたアレイの幅において、根本的な制限が生ずると本発明者等は信じる。
【０００７】
　励起手段が、複数のノズルが形成された材料層に、一体的にではなく結合されている国
際公開第ＷＯ－Ａ－９４／２２５９２においても、同一の構造に伴う問題が発生する。こ
の先行技術はまた、滴下を可能にする音響エネルギーをもたらすために、ノズルプレート
の後方に延長された構造を必要とする。この先行技術の製造方法は、三次元的な製造工程
により実施されなければならず、再び、構成要素の配置に関する問題をもたらす。
【０００８】
　上述したように、この問題の解決は、延長された構造は、変換器手段を表面に一体化す
ることによって実現可能であることを理解することにあると本発明者等は信じる。実際問
題として、これの実現は、克服されるべき自明な問題ではない。
【０００９】
　例えば、国際公開第ＷＯ－Ａ－９４／２２５９２に開示された構造の高さを減少させて
、平面的な状態を実現すると、矛盾が生ずる。第一に、構成されたＰＺＴ（圧電ジルコン
酸鉛チタン酸塩セラミック）の動作用が、ＰＺＴの高さの減少に伴って著しく低下する。
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第二に、この構造は、柔軟性を有する表面を必要とするが、ＰＺＴは、更なる表面に強固
に結合したままの状態に置かれなければならない。この構造を層状に減少させることはで
きない。
【００１０】
　第二のアプローチは、欧州特許公開第ＥＰ－Ａ－０６１５４７０に記載されているよう
に、アニュラーリング幾何学形状寸法を適用して、これらの装置の表面アレイを形成する
ことである。撓みリングをアレイに位置しそして連結すると、第一に、アレイ上のノズル
の分離は、液滴を許容作動電圧で生ぜしめる、ＰＺＴリングの実現可能な最大外径によっ
て決定されるという大きさの問題がある。これは、（例えば、多くの印刷用途において要
求された１インチ当たり１５０のノズルがあるような）高分解能リニアアレイを形成する
には大きすぎる。表面（バイモーフ）撓みリングに振動を適用する試みが日本特許公開第
０９－２２６１１１に開示されている。しかしながら、この場合には、材料層に結合され
、又は、形成された複数のリングは、材料層全体に対して外周の周りに不可避的に結合さ
れており、従って、これらリング間において、好ましくないクロストークを生ぜしめる。
【００１１】
　日本特許公開第０９－２２６１１１に類似する物理構造から励起する別の形態が、日本
特許公開第１０－５８６７２に示されている。この出願においては、表面リングのラジア
ル振動が明らかに生じている。しかしながら、これらリングは、また、材料層全体に対し
て外周の周りに不可避的に結合されており、従って、好ましくないクロストークを生ぜし
める。
【００１２】
　また、上述した出願に続いてなされた日本特許公開第１０－５８６７３は、表面メニス
カス共振波を発生させるために適用されたアニュラーリング幾何学形状寸法を開示してい
る。日本特許公開第１０－５８６７３の発明者は、更なる構造を、ノズルの下方において
、インクの特定の深さをもって導き、共振セル構造を効果的に形成するフロー圧縮を形成
することによって、流体カップリングを改善し、かくして、平面状態の構造をなくすこと
を求めている。
【００１３】
　日本特許公開第０９－２２６１１１、日本特許公開第１０－５８６７２、日本特許公開
第１０－５８６７３に教示された先行技術の構造においては、形成された液滴は、基材の
「ノズル」開口に匹敵して小さい。例えば、低表面張力、即ち、プリントヘッドに対する
物理的衝撃が小さいインクの条件下で、放出されたジェットがノズルを満たして、ほぼ同
一の大きさの液滴を形成するという構造よりも、比較的大きいノズルは、プリントヘッド
の前面の好ましくない濡れに対して、より相応の影響を与える。この影響は、大きい「ノ
ズル」内における比較的大きい直径のメニスカスが持続し得る低い圧力差から起こる。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、
　相互に平行に向けられた複数の変換器であって、各々が内面と、前記内面と向かい合う
外面を有し、平面的なアレイに配置された変換器と、
　複数のノズルであって、各々が、それぞれの変換器と組み合わされており、前記それぞ
れの変換器は、組み合わされたノズルを、ノズルの軸線と一致する方向に移動させて、そ
こから液体を噴射するために励起可能であるところのノズルと、
　液体を前記複数のノズルの前記内面に供給するための液体供給手段と、
　必要に応じて、変換器を選択的に励起し、かくして、ノズルの移動に応じて、液体がノ
ズル内を移動することによって、液体をそれぞれの外面からジェット又は液滴として噴射
するための手段と
からなることを特徴とする、複数のノズルから液体をジェット又は液滴として噴射するた
めの装置が提供される。
【００１５】
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　従って、このような装置においては、複数の変換器はすべて同一方向に並んで配置され
ており、そして、そこにおいては、変換器は直線的であり、これらはすべて他の変換器の
長軸と平行な長軸を有する。複数の変換器が直線的でない場合であっても、これらが正確
に一致している限り、これらの少なくとも一端部は、アレイにおける他の変換器の同一側
端部と平行である。
【００１６】
　用語「変換器（トランスデューサ）」とは、組み合わされた個々にアドレス可能な励起
手段によって、励起されて作動可能な液体噴射装置の局所領域を意味する。用語「平面的
な」とは、構成要素の高さが、個々の構成要素のアレイの横方向の広がりに対して小さい
ことを意味する。
【００１７】
　本発明者等は、ページワイドアレイを実現するためのキーは、表面処理技術を用いて光
学的に整合可能な複数の層にアレイを形成することにあると信じる。
【００１８】
　変換器構成要素を、例えば、圧電又はこれに類似した励起手段からなるワンピースに形
成してもよい。変換器を、例えば、励起手段のための取付サポート又は基材をもたらして
もよい１又はそれ以上の材料本体に、励起手段が、例えば、結合され又は一体的に形成さ
れたところの複合コンポーネントとして形成してもよい。
【００１９】
　すべての変換器が、これらと組み合わされるノズルを有する必要はない。しかしながら
、ノズルと組み合わせて使用されるこれら変換器については、ノズルは、励起手段と貫通
してもよく、又は、励起手段と共に複合変換器を形成する単一の（又は複数の）材料本体
を貫通してもよく、又は、上記励起手段及び上記単一の材料本体（又は、複数の材料本体
）の双方を貫通してもよい。何れの場合においても、各ノズルが貫通して交差する変換器
の表面は、この変換器の内面及び外面を構成する。これに対応して、この明細書において
は、単一の（又は複数の）ノズルが別体として形成され、これに励起が直接的に適用され
るところの本発明の実施は、全体的に変換器を含むものと判断される。
【００２０】
　変換器を構成する、励起手段及びこれに組み合わされる単一の（又は複数の）材料本体
は層状であることが好ましい。噴射装置の変換器をこのように層状コンポーネントから構
成することにより、液体噴射装置の組立において、これらコンポーネント部品の正確な位
置決めを、先行技術で使用された三次元構造によって実現されるよりも、より容易且つ信
頼性をもって実現することが許容される。
【００２１】
　層を選択的に薄くすることによって、材料層内に別個の変換器領域を形成してもよく、
これにより、それぞれの領域が、材料層の残りの部分から拘束を緩めた状態で移動するこ
とが許容され、かくして、変換器の作動を高めることができる。材料層に正確に切断加工
（スリッティング）を施して、各変換器領域の周りに複数のスリットを形成することによ
り、拘束力を更に減少させることができる。従って、これらの領域は、材料層内又はこれ
を貫通するスリットによって形成されたビームの形態を有していてもよく、そして、これ
らスリットの各々はシールされていてもよい。更に、スリットを櫛の歯状、又は、２つの
相互に結合された櫛の歯状に配置してもよい。
【００２２】
　先行技術においては、曲げを許容するために単にスリットが形成されているに過ぎず、
さもなければ、部材を薄くする必要があり、洩れが生じ、これにより、良い点もあるが、
悪い点もある。スリットは、複数の変換器を結合しない隔離手段になるので、曲げをもた
らすための手段のみならず、クロストークを抑制するための方法として、スリットを用い
ることにより、我々は上記問題を利益に転換した。これらスリットを従順な媒体で充填す
ることにより、隔離性を改善することができ、これにより、洩れの問題が克服される。上
述した従順な媒体は、隔離状態の選択を許容して、必要な隔離状態をもたらすため、これ
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らスリットは、変換器の幅に匹敵するものであってもよい。
【００２３】
　複数の変換器を主として平行な隙間のうちの末端のものに隣接する材料層の大部分に拘
束し、そして、接触させた状態で、好ましくは、液体（典型的には、インク）を噴射する
ノズル開口（好ましくは、上述した末端の隙間から離れて位置したノズル開口）に最も近
い変換器の作動を最大限に増幅した状態で、表面内又は表面を貫通する平行な隙間によっ
て複数の変換器を隔離することによって、このように非結合状態が実現される。更に、物
理的な隔離によって、変換器間の空間を満たすために第二材料を使用することが許容され
る。これを、剛性を有する媒体よりもむしろ従順な媒体であるように選択すれば、優れた
非結合状態を実現することができる。従順なシーリング層を上記空間をシールするために
使用してもよく、これにより、また、優れた非結合状態が維持される。柔軟性を有するノ
ズルプレートを分割するためにスリットを使用することが国際特許公開第ＷＯ－Ａ－９４
／２２５９２に開示されているが、ノズルを有する変換器の平面的配置は教示されておら
ず、そして、スリットの幅が、液体のしみ込む傾向、又は、充填及び液滴噴射のぞれぞれ
の実施中に、外表面に液体が吸い出される傾向によって制限される。本発明においては、
国際特許公開第ＷＯ－Ａ－９４／２２５９２におけるような在外的な細長い剛性を有する
棒よりもむしろ、柔軟性を有するものによって、ノズルプレートの作動が誘起される。従
って、本発明においては、ノズルを備えた層の機械的特性、例えば、剛性が、「励起手段
」層のこれらの特性に匹敵し、隣接するノズルを有する変換器の共平面性を維持するのに
役立つ。これにより、液体がシールされていないスリットから排出されることが防止され
ると共に、スリットがシールされていない場合において、作動励起を維持して、シール手
段によってもたらされたクロストークの低レベル又は容認可能なレベルで、液滴を形成す
ることに役立つ。従って、クロストークを導入することなく、液体シールのためのシール
手段を用いることは、本発明の１つの特徴である。
【００２４】
　クロストークを抑制するために、延長された材料層から選択的に取り外され、そして、
この変換器内で励起手段を構成して、曲げモードにおいて共同で作用する変換器手段の一
部として、層の表面を利用してもよい。更に、このような新たな層表面のアプローチによ
って、噴射される液滴の直径よりも小さい直径のノズルを（着色インク等の懸濁液の場合
において、良好な耐ブロッキング性をもって）使用することができ、従って、先行技術の
装置によって示された「湿潤」に対する感度を回避することができる。
【００２５】
　本発明から生ずる１つの構造において、変換器は、それぞれがその機能に最適な３つの
材料層からなっていてもよく、例えば、励起手段を提供し、そして、圧電材料からなる第
１層を、この圧電層と協働して、可撓性をもたらすように、（例えば）ステンレススチー
ル製の第２支持層上に取り付け、そして、この第１層が、複数の液体噴射ノズルが設けら
れた第３の薄いポリマー層を、その向かい合う面上に、有するものであってもよい。また
、このような作用を２つ又は１つの層に結合させてもよい。
【００２６】
　ノズルを有するこれらの変換器に関して、これら変換器のノズルの局部的付近を、「ノ
ズル領域」と定義付けする。使用時に、変換器が励起されて、少なくともノズル領域が（
適切な振幅及び応答時間をもって）ノズルの軸線と一致する方向に移動すると、変換器の
内面でのノズル領域に存在する液体がノズル中を通過して、単一のジェット又は液滴（若
しくは、複数のジェット又は液滴）として噴射される。最も好都合なことに、ノズルの軸
線及びノズル領域の運動の双方が、変換器のノズルを有する領域の表面法線と平行な方向
に置かれる。
【００２７】
　ノズルを有する領域内の複数のノズルは、装置内で配列されているが、このアレイは、
これらノズルの列又は線等の一次元的なものであっても、または、好ましくは相互に並行
に配置された複数の列又は線等の二次元的なものであってもよい。このようなノズルの配
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置により、少なくとも、ノズルを有する複数の変換器の単一の列が確保される。更に、上
記アレイ内において、ノズルを有さない付加的な変換器（例えば、ノズルを有する変換器
に散在する変換器）が存在していてもよい。これらの付加的な変換器は、残留クロストー
クによって誘起される層の共振を抑制することにおいて有用である。
【００２８】
　本発明の好ましい実施形態においては、ノズルを有する少なくともこれらの変換器は、
個々にアドレス可能である。（対応するノズルから液体を噴射するために励起された、）
ノズルを有する１つの変換器の運動は、ノズルを有する他の変換器の同様の運動を生ぜし
めず、他の変換器の隣接するノズルを有する領域において、実質的な圧力変化を生ぜしめ
ないことが通常は望ましい。このように、ノズルを有する複数の変換器は個々にアドレス
可能であるのみならず、更に、ノズルを有する各々の変換器から、液体噴射の個々の制御
を得ることができ、そして、各変換器が単一のノズルしか有さない場合において、各ノズ
ルからの噴射を個々に制御することができる。このことを、「ノズル間（及び／又はノズ
ルを有する変換器間）の「クロストーク」を減少させる」と称する。
【００２９】
　上述した複数の変換器のアレイ及び／又は（励起手段、励起手段用支持体及び／又はノ
ズルを有する部材等の）その構成部材の何れかを、相互に一体的に形成してもよく、また
は、個々に独立して形成してもよい。一体的に形成して、装置の固体素子を介して生ずる
クロストーク（「機械的クロストーク」）を減少させる場合には、隙間、典型的には、ス
リットによって、これらを完全に分離し又は部分的に分離することが一般的に望ましい。
これらの隙間は、複数の変換器の構成層の１つ、幾つか又はすべてに達していても（よく
、例えば、励起手段及びその支持部材には到達するが、薄いポリマーのノズルを有する層
には到達していなくても）よい。
【００３０】
　スリット、即ち、隙間がこれらの構成要素のすべてに到達して、変換器の内外面間にス
リットを形成している場合には、液体の流出又は蒸発を防止するために、これらのスリッ
ト、即ち、隙間をシールすることが一般的に有益である。これは、例えば、ＲＳによて、
商品番号５６１５４９の下に供給されているラテックスソルダレジスト等の、変換器の運
動をスリットに平行に伝達し難い軟質弾性材料体を上記スリット内に組み込むことによっ
て行われる。また、（更なる変換器コンポーネントとして、変換器の作用に貢献する程度
に考えられ、そして、すべての変換器のために、このようにシールする共通の構成要素と
して、装置性能全体のみに影響を与える程度に考えられる）更なる単一の（又は複数の）
材料層を上記スリットに跨って塗布し、かくして、これをシールすることも可能である。
このような更なる材料層を、例えば、Upilex等の２５ミクロンの厚さを有するポリイミド
シートから形成してもよい。
【００３１】
　従って、本発明の好ましい実施形態においては、複数のノズルを有する単一の材料層又
は複数の材料層であって、これらノズルに導かれるバルク液体に対して運動を励起する材
料層が設けられている。この運動は、変換器のノズル領域内におけるバルク液体内の圧力
エクスカーションを誘起する。ノズルを有する各変換器は、ここに励起されて運動し（「
個々にアドレス可能であり」）、そして、本発明によって、このように個々にアドレス可
能なマルチノズル型液滴噴射装置の構造を簡単にすることが可能である。
【００３２】
　本発明は、ノズル間の機械的クロストークの減少を促進し、かくして、各ノズルからの
液体の噴射の個々の制御を促進すると共に、個々にアドレス可能な複数の変換器をもたら
す。
【００３３】
　本発明による装置は、少なくともノズルを有する領域におけるこのような液体圧力の積
極的及び消極的な変動の両者を効果的に生ぜしめて、上記ノズルから液体を噴射させる。
「運動ノズル」方法は、液体の低圧縮率または硬いセルに依存するものではないので、圧
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力がセル内で圧縮力を作用するところの従来のインクジェット液滴噴射装置と対比される
ものである。
【００３４】
　本発明は、ノズル領域の「直接的」励起をもたらすものである（ある意味では、この「
直接的」という用語は、液体を伝達媒体として使用することによって、励起が主としてノ
ズル領域には伝達されないことを意味する）。むしろ、主として、それぞれの変換器が形
成される固体材料素子を経由して励起が伝達される。このように、本発明による装置によ
れば、ノズルの直後のノズルを有する領域において、大きな圧力変動が生ぜしめられ、か
くして、液体によって生ずる「液体クロストーク」が減少する。この「液体クロストーク
」とは、１つの変換器のノズル領域から他の変換器のノズル領域への液体を介したエネル
ギー伝達を意味（し、さもなければ、他のノズルからもの液体噴射に対する望ましくない
貢献をもたらす可能性がある）
　従来技術における装置の中で、本発明による装置の独特な利益は、変換器の個々のアド
レス可能性及び変換器の基材の共通性により、隣接する複数の変換器の部分的又は段階的
（又は、双方の）起動によって、残留クロストーク信号を１つの局部領域から積極的に有
効に消滅させることができることにある。この結果、クロストークを積極的に減衰させる
ために干渉する複数の変換器（これらはノズルを有していなくてもよい）を用いて、次の
最も近くに隣接する局部領域を作動させることができる。
【００３５】
　励起及びノズル手段と、運動励起機構とを一体化することにより、各ノズルのために液
体セルを分離する必要性を少なくし、又は、除去することもできる。また、これにより、
液体中の気泡に対するジェット又は液滴の感度を抑制し、このようなセルに基づく設計に
より、気泡がこれらのセル内に捕集されるようになり、ジェット及び／又は液滴の噴射の
摂動が連続して行われる。
【００３６】
　本発明はまた、高精度な構成要素を多くても数枚のシート状の層に集中させることを可
能にする。片状部材が単一の平面上で組み付けられるので、上述により製造が簡単になる
。
【００３７】
　本発明者等は、ここに説明する液体噴射装置は、変換器手段の独特な超音波作用に起因
して、白色、金色及び銀色のインク、又は、大きいピグメントサイズ及び不安定な分散特
性を有する他のインクを付着させる能力において独特のものであると信ずる。
【００３８】
　更に、少なくともノズル領域の動的駆動の作用により、この装置が、これらの領域の内
外面及び複数のノズルそのものを含む、変換器の少なくともこれらの領域の超音波洗浄作
用をもたらすことが可能になる。これにより、装置の面をパージし、拭き取る必要性が減
少したメンテナンスが可能になる。
【００３９】
　好都合なことに、変換器の励起によって、励振圧力を、ノズル領域と直接的に接触する
液体に集中させることができる。これは、例えば、ノズル領域を、変換器の他の部分より
も曲げ動作に対して剛性を小さくし、もって、大きな動的反応をノズル領域そのものに発
生させ（そして、これにより、大きな励振圧力を生ぜしめ）ることによって実現可能であ
る。
【００４０】
　このことは、この新規な液体噴射装置においては、正に急な共振は必要ではなく、従っ
て、液体噴射は、一般には、従来の液体噴射装置の性能及びコストに非常に顕著な効果を
与える、液体の軟度、液体中の気泡の有無及び装置の製造誤差等の要素に対して感度が著
しく低いことを意味する。従って、この新規な液体噴射装置は、先行技術の装置よりも、
潜在的に安価で、動作においてより信頼性を有し、そして、このような複雑な液体条件調
節装置を必要としない。
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【００４１】
　好都合なことに、各変換器の運動方向の厚さは、下記不等式を満たす：
【００４２】
【数１】
【００４３】
上記式において、ｔｉは、変換器における材料のｉ番目の層の厚さであり、そして、ｃｉ

は、その厚さの方向において、層を伝播する圧縮波又は剪断波の作動周波数ｆでの上記層
中の速度である。
【００４４】
　本発明において使用に適した、圧電素子以外の他の励起手段は、電歪的、磁歪的及び静
電的に撓んだ電気機械的素子である。
【００４５】
　１つの実施形態においては、圧電素子に印加された電場に対応して、ノズルを有する材
料層の運動を励起する励起手段として、圧電素子が使用されている。これらの素子は、両
面に電極を有する圧電材料の薄い層からなっている。焼結素子として予め成形する場合に
は、各圧電素子の１つの面は、ノズルを有する材料層の一部に機械的に結合される。（セ
ラミック等の）耐火ノズルを有する層材料を使用する場合には、圧電素子を、（例えば、
スクリーン印刷によって）厚い層として交互に析出させ、そして、下の位置に焼結して、
励起手段を形成してもよい。何れの場合においても、圧電層は、これに印加された電圧に
至り又は接触するように配置される。従って、素子が協働的に結合されたノズルを有する
材料層の領域との結合において、各素子は、可撓性を有する部材の形態の変換器を形成す
る。従って、ノズルを有する層の結合領域又はその付近の領域の何れかに設けられたノズ
ルは、ノズルを有する変換器を完全に形成する。ノズルを有する変換器及びノズルを有し
ない変換器は何れも励起して、圧電素子及び全体としての変換器の電極面に対して直交す
る方向に屈曲運動を行う。これにより、第１の利益として、変換器及びその中のノズル領
域の運動励起が、簡単且つ効果的な方法でもたらされる。
【００４６】
　この実施形態の結果として生ずる第２の利益は、このようなノズルを有する変換器構造
の励起部分（この場合には、圧電素子及びこれが結合されたノズルを有する材料層の領域
）は、従来の液体噴射装置におけるよりも著しく低い音響インピーダンスを有し、この励
起部分の音響インピーダンスは、ノズル領域のそれに匹敵（し、ノズルが励起部分内に位
置する場合には、同一のインピーダンスになる）するように構成することが可能であるこ
とである。これらの事実は、このような変換器に蓄積される励起エネルギー量が、従来の
装置において蓄積されるそれよりも小さく、そして、大きなエネルギー量が励起中におい
て、励起部分及びノズル領域間の何れの方向にも伝播可能であることを意味する。これに
より、駆動信号を励起手段に供給することによって、ノズル領域の励起を直接的に制御し
、従って、望ましくない運動を積極的に抑制することが可能になる。
【００４７】
　複数の変換器を隙間によって分離して構成すること、即ち、他の変換器、特に、他の隣
接する変換器と共通の層内において、材料を部分的に除去して、隙間を形成し、もって、
これらの間の機械的な結合度合いを減少させることによって、１つの変換器の他の変換器
からの隔離状態（即ち、クロストークの減少）を改善することができる。これは、例えば
、研磨又はレーザ切断によって実現可能であり、後者の場合には、約５ミクロンの幅の狭
いスリットを形成して、不完全な切断部分のない適正に限定されたスリットを形成するこ
とにおいて有利である。
【００４８】
　変換器は、付加的な基材（必須要件ではないが、層状であることが好ましい）を有して
いてもよい。この基材は、その上に上記励起手段が取り付けられるもので、孔と、上記基
材上に取り付けられ、上記孔を覆う柔軟性薄膜とを有しており、上記ノズルが、上記孔を
覆う柔軟性薄膜の領域を通過する。別の基材と柔軟性薄膜とを用いたこのような構造にお
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いては、例えば、ステンレススチールから形成される基材に柔軟性薄膜を結合することが
できる。
【００４９】
　本発明を様々に適用する場合には、単一のアレイ（又は複数の一連のアレイ）において
、そのそれぞれの変換器の励起手段によって個々にアドレス可能なように複数のノズルを
配置することが望ましい。共通のノズルを有する層の外面と一致することが好都合である
ところの共通の外面を形成するように、複数のノズルのこのようなアレイを形成してもよ
い。この場合には、複数の変換器間のエネルギーを１つのノズルから他のノズルに伝播す
る進行波の発生を回避して、機械的クロストークを最小限に減少させるように、励起手段
及び変換器、又は、その各々の形状及び位置を適切に構成することが好ましい。これは、
例えば、使用に係る、ノズルを有する層及び／又は補助材料層に（上述した）スリットを
形成することによって実現される。
【００５０】
　センサ手段を、ノズルを有する複数の変換器の励起手段と分離して、又は、これらと一
体的に設け、そして、このセンサ手段からのフィードバックを利用して、バックグランド
ノイズを除去することによって、更なる洗練化を実施することが可能である。同様に、ノ
ズルを有しない複数の変換器を、交互に、又は、付加的に励起して、ノズルを有する複数
の変換器のノズル領域における運動又は圧力を減衰又は消去してもよい。この作用のため
に、ノズルを有しないこのような複数の変換器を、ノズルを有する複数の変換器間に散在
させて、交互アレイを形成することが有効である。実際問題として、ノズルを有する複数
の変換器間に、励起手段をも有さないノズルなしの変換器、又は、これらが有する励起手
段には駆動体が設けられていないところのノズルなしの変換器から典型的に構成されるこ
れらの簡単な「積極的要素」を、ノズルを有する変換器間に設けることによってでさえ、
有効な効果をもたらすことができる。
【００５１】
　インクを少なくともノズル領域に供給するための空間を有するマニホルド上に、ノズル
を有する層を設けてもよい。このマニホルドは、励起減衰材料を有していてもよく、また
は、共振を防止するように構成されていてもよく、そして、複数のノズルのすべて又は幾
つかを超えて伸長させることによって、従来のインクジェット式プリントヘッドの「セル
」構造が気泡や固体の付着に対して関連した感度を有することを回避することができる。
【００５２】
　また、液体噴射装置を、予め成形された構成要素からなる区分的組立体として形成して
もよい。これにより、複数の変換器のための限界条件の選択、構成部品の予備試験、及び
、ノズル領域のための更なる層や変換器間のシール構造の適用が有効に可能になる。
【００５３】
　この装置は、複数のターミナルに接続され、その結果、複数の変換器に接続され、そし
て、それぞれの変換器ターミナルに駆動信号を独立して供給するように配置された電子駆
動機構を含み、かくして、ノズルからの液滴の生成が、対応して選択的に生ずる駆動信号
によって選択的に実行されるように構成することが好ましい。
【００５４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に従って構成された実施形態に係る装置を、添付図面を参照して詳述する
。
【００５５】
　図１ａは、液体２を、９８の部分に示された方向においてノズル８を通過させて、液体
２中において正の圧力変動を誘起する、４に示す運動に応答して、出現した液体３を形成
するために、慣性及び粘性において効果的な著しく短い長さをもたらすように、薄い材料
層に形成されたノズルを有する部材１を示す。図１ｂは、液体２中に負の圧力変動を生ぜ
しめて、出現した液体３を、１００に示す出現液滴に形成する、５に示す運動に応答して
、９９で示す方向における液体２の流れを示す。これにより、１マイクロ秒から１ミリ秒



(10) JP 4644790 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

の範囲内における時間の間の圧力変動を生ぜしめるという本発明による装置の機能と共に
、非常に高い周波数での液体噴射が効果的に可能になる。
【００５６】
　アレイ装置全体における単一の変換器について、実施状態に置かれた１つの実施形態が
、図２に平面図で示されている。これは、「ビーム」６を組み込んだ変換器９であり、例
えば、１つのノズル８当たり、ＰＺＴから形成された２つの圧電素子を備えている。ノズ
ル８は、材料層１００を貫通する。この構造により、ノズル孔８を変換器のアンチノード
に正確に配置して、ノズル孔のサブ領域に対称的な圧力分布をもたらすことが可能になる
。この場合において、変換器９は、材料層１００にスリット１０を導入することによって
形成されていることは明らかである。作動液体噴射装置としてのこの実施例においては、
材料層１００は、１００ミクロンの厚さを有する電気的に形成されたニッケルであり、出
口直径が２５ミクロンのノズルを有している。スリット１０は電気的に形成されており、
２０ミクロンの幅を有している。スリット長さは９ミリメートルであり、スリット１０間
の距離は１ミリメートルである。圧電素子７の各々は、０．８ミリメートルの幅、１．５
ミリメートルの長さ、２００ミクロンの厚さを有しており、ドイツのCeramtec of Laufか
ら提供される圧電セラミックＰ５から形成され、高い圧電定数及び高い機械強度をもたら
す。上記圧電素子７に適用された電極材料は、ニッケル－コバルト－金によるスパッタリ
ング処理され、２－５ミクロンの範囲の厚さを有している。これにより、ＰＺＴ材料への
損傷を無視できる程度の状態で、切断作業が可能になり、即ち、切断加工が可能になる。
また、これにより、３０ミクロンの直径を有するアルミニウムワイヤを用いた変換器への
電気接続を、超音波ワイヤボンダを用いて行うことが可能になる。圧電素子７は、イギリ
スのCiba-Geigyの提供に係る接着剤、Araldite２０１９を用いて、ノズルプレート１００
に接合される。
【００５７】
　共振周波数での各方向における交互のビーム運動を連続的に励起することにより、この
ような装置が液滴を連続した流れとして噴射することが可能になる。上述した装置は、９
５．８ｋＨｚの周波数で、ピークからピークまで、１２０ボルトの交互方形波によって励
起した場合に、連続的な液滴流を形成する。
【００５８】
　このようなサイクルのうちの単一のみで、または、不連続な幾つかによって励起するこ
とによって、この装置が、「要求に応じて」、即ち、短い液滴噴射パルス又はパルストレ
インに対応して液滴を噴射し、パルストレインが終わった後、その噴射が終了することが
可能になる。上述した装置は、ピークからピークまで１５０ボルトの駆動電圧、及び、９
７．３ｋＨｚの基本周波数で作動する。この一般的な形態を有する他の装置においてでは
、ピークからピークまでの４０ボルトの駆動電圧を用いて、１０ｋＨｚまでの要求に応じ
た周波数が認められている。
【００５９】
　水性インクを用いた場合には、０から３０ミリバールの供給バイアス圧力で、この装置
は、オンデマンドモードで、液滴噴射作用が実証されている。上述した構造を有する液体
噴射装置は、印刷メディアに近接して、液体供給手段をもたらし、もって、インクジェッ
ト印刷のための適切なシステムを形成するために、マニホルドに取り付けられる。長期間
にわたる信頼性を得るためには、シール層が必要であるが、このスリットからの液体の流
出を防止するためには、シーラントは必要ないことが実験的に確認されている。
【００６０】
　有限要素モデリングによって予測されるように、図２の装置に関する、周波数の関数と
しての運動応答のピーク値は図３に示されており、そして、これは典型的な場合には、広
範である。周波数スケールは８０ｋＨｚから１００ｋＨｚに至っており、予測される最大
振幅が周波数が８７ｋＨｚの場合であることを示している。これは、望ましい作動周波数
付近においては、好ましくない振動モードが存在しないことをも示している。
【００６１】
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　図４は、ＨＰ４１９４インピーダンススペクトロメータを用いた、機械的インピーダン
スフェーズの実験における測定結果を示す。周波数掃引は、５０ｋＨｚから１５０ｋＨｚ
に至っており、これは、この範囲内において、最も高いピーク値は、９９．５ｋＨｚを境
にして１つの共振のみが生じていることを示している。
【００６２】
　図２の実施例の他の構造に関しては、７に示した励起手段のために、シングルモルフ（
即ち、単層）及びバイモルフ（即ち、二重層）の幾何学的構造の何れをも適用してもよい
。スリットの端部付近における材料層１００の領域の厚さは、装置の共振周波数を制御す
るように選択される。
【００６３】
　スリット１０によって隔離されれば、このような複数の変換器のアレイによって、液滴
噴射の制御を、インクジェット式プリントヘッド等のアレイ液体噴射装置から独立して行
うことができる。図５ａ、５ｂおよび５ｃは、ノズルを有する複数の変換器９が、材料層
１１内に設けられ、これらの横方向の広がりが複数のスリット１２によって制限されてい
るところの付加的な構造を示している。各々の変換器は層１１を貫通するノズル１３を有
している。図５ａ、５ｂ及び５ｃは、示されているように、励起手段構造１４の様々な順
列を図示していることにおいて、これらの図は異なっている。
【００６４】
　励起モード、及び、固定－自由（カンチレバー）型境界条件、又は、固定－ヒンジ型境
界条件、又は、固定－固定型境界条件を含む利用可能な音響境界条件を選択して、１又は
２以上のリニアアレイの形態を有する予め成形された変換器（ノズルを有するもの、又は
、その他のもの）の組立体から上記装置を構成してもよい。個々の変換器を、所望の共振
条件を適切に実現できるように、固定－自由型境界条件、固定－固定型境界条件、ヒンジ
－固定型境界条件、又は、ヒンジ－ヒンジ型境界条件で組み付けてもよい。ここで、用語
「ヒンジ」及び「ピボット」は、同義語として扱うものとし、用語「クランプ」及び「固
定」は、音響理論における慣例と同一に扱う。
【００６５】
　予め成形された領域のこのような組立体が、図６ａ及び６ｂに示されており、ここにお
いて、単一の（又は、複数の）孔１０を有する材料層１５は、複数の変換器１６（励起手
段２０を含む）の取付けのためのベースを形成する。このベースは、これ自身が、予め成
形された複数の孔１７を有するか、又は、ブランク１８のままで、これらブランク部材が
、励起手段１９を参照して示すように、積極的なクロストーク補償手段として使用できる
ものであってもよい。図示された手段を液体噴射装置として使用するためには、複数の孔
１７と、複数の変換器１６間（及び、複数の変換器とプレート１５との間）の間隙領域そ
のものとを、更なる層によってシールする。このさらなる層には、孔１７に対応する領域
に複数のノズルが形成されているか、又は、それ自身がノズルとして形成されていてもよ
い。
【００６６】
　図７は、材料層１１０から構成された組立体を示しており、この材料層においては、２
セットのカンチレバー型ビームが、相互に結合された櫛２２及び２３として形成され、こ
れらの櫛の歯が柔軟性のある、ノズルを有する変換器を提供する。これらの櫛は、シール
層１０１に結合された材料層１００内に形成されている。材料層１１０が圧電材料等の励
起材料から形成されている実施形態においては、この材料の局部領域１０２、１０３は、
材料層自身に形成されたパターントラック１０４及びパッドコネクション１０５を用いて
これらの領域において電流がながれ、そして、活性化される。ノズル手段１０６は、柔軟
性を有する変換器１０８又はシール層１０１を介して形成される。柔軟性を有する部材の
アレイへの高密度での電気的接続のための必要性を効果的に減少させるドライバ集積回路
からアレイコンタクトを受けるように、パッドコネクションを配置することができる。
【００６７】
　図８は、図７の実施形態の変形例を示しており、ここにおいて、点線の円で示されたノ
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ズル領域１０７は、点線１０９で示された変換器（この場合には、柔軟性を有する変換器
）と組み合わせて使用されているが、この変換器によって形成されているわけではない。
このような変形例により、柔軟性を有するシール層１０１をノズル７５に組み入れること
が可能になり、これは、例えば、ノズルの形成が、変換器の材料自身によってよりも、む
しろ、シール層によって形成した方がより簡単でかつより正確である場合に有利である。
この場合には、また、材料層１１０は、カンチレバー型ビーム２２、２３のみを有してお
り、励起手段１０２、パターントラックインターコネクション１０４及びパッドコネクシ
ョン１０５が、ノズルを有するシール層１０１上に形成されている。
【００６８】
　図７及び図８において、シール層１０１を、例えば、２５ミクロンの厚さを有するUpil
exから形成してもよい。
【００６９】
　図９及び図１０は、それぞれ概略平面図及びＡ－Ａ線断面図において、アレイ装置全体
において使用されるべき、１つが２４の位置に示した柔軟性を有する変換器の構造を示し
ている。このアレイ装置においては、材料シート１００において予め成形されたスリット
１０および孔２５と、励起手段２９とが、ノズルを有する層２６で覆われている。この構
造により、ノズル８が、柔軟性を有する手段の運動のアンチノードに有利に位置した状態
で、（図９において、材料層１００として示された）分離したノズル構造及びスリットシ
ール手段が実現される。
【００７０】
　ノズルを有する層２６は、材料層１００上を覆うが、この材料層は、励起手段２９のた
めの受けポケット２８を有している。このような構造体は、支持手段３０に固定されるが
、液体供給手段の一部として使用されてもよい。
【００７１】
　液体噴射装置の構造体に形成されたノズルは、円筒形状、または、先細りにされた断面
を有する他の形状を有していてもよい。ノズルを先細りにすることによる結果として、内
面における開口が、インクジェット印刷の分野において周知の形式である外面よりも小さ
くなる。また、外面における開口を、内面における開口よりも小さくなるように形成して
、本願出願人の出願に係る特許された欧州特許第ＥＰ－Ｂ－０７３２９７５及び同時係属
イギリス出願第ＧＢ９９０３４３３．２におけるアエロゾルの塗布に関して記載された、
異なる作動形態をもたらすことも可能である。
【００７２】
　ノズルを有する層２６又は支持層３０を、ステンレスシートから形成することが有利で
ある。この材料に化学的エッチング又はレーザ研磨を適用することにより、小さく且つ合
理的に適切に特徴付けられたノズル孔を有する応力のない基材を簡単に製造する方法が実
現される。
【００７３】
　本発明において使用に適した変換器の更なる実施形態に関する構造が、図１１に示され
ている。この構造においては、材料層３１が、ＰＺＴの運動と、プレートの柔軟運動とを
良好に連結するのに十分な厚さを有するプレートから形成されている。上記層３１の局部
的に薄くされた領域３２によって、印加電圧でのノズルの振幅運動が増加する。このよう
な実施形態は、例えば、電鋳によって実現される。
【００７４】
　液体供給圧力を制御し、即ち、供給されるインクの量を制限して、キャッピング及びメ
ンテナンスステーションにおいて、装置を空にすることが可能である。これは、装置が不
使用の際に、ノズル内の液体メニスカスからの蒸発に起因するノズルの目詰まり作用を有
利に減少させる。
【００７５】
　通常の周波数又は材料層の洗浄のために選択された他の周波数で、励起手段を使用して
、装置に超音波振動を与えることにより、メンテナンスステーションでの付加的な洗浄を
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実施することが有益である。また、メンテナンスステーションに取り付けられた別の励起
手段によって振動を与えたり、または、材料層上に又はその付近に位置した、積極的な減
衰作用に使用される別の励起手段によって振動を与えてもよい。
【００７６】
　上述した実施形態においては、ノズル及びスリットを、電鋳によってニッケル中におい
て交互に形成してもよく、次いで、ＰＺＴをニッケル上に結合してもよい。また、複数の
ノズル孔のみを電鋳工程で形成してもよく、この場合には、ニッケルをレーザ切断してス
リットを形成してもよい。何れの場合においても、レーザ又は研磨ソーを使用して、ＰＺ
Ｔを貫通するスリットを形成することができる。ニッケルの電鋳を使用することにより、
単一又は２段階工程ので、スリット及びノズルの石版印刷的な形成のために、パターン化
されたレジスト技術を適用することが可能になる。
【００７７】
　ノズルを有する層が、スリットシール層から分離して形成された設計においては、スリ
ットをシールするが、ノズルの開口をそのまま残す２５ミクロンの厚さのKapton等の従順
な単一の（又は複数の）薄膜として、スリットシールを設けることが好ましい。これによ
り、液体がスリットから流出しないことが確保され、そして、複数のノズル領域及び／又
はこれらと組み合わされる変換器の動きを妨げる可能性のある、液体のスリットからの蒸
発が防止される。
【００７８】
　良好なノズル孔の品質及びこれらノズルの狭いピッチをもたらす好ましい形成方法を説
明する。レーザ加工技術、特に、励起二量体レーザ及び周波数三重パルスヤグレーザによ
り、材料の所定の領域において、高品質のスリット及び高品質のノズル孔をもたらすこと
ができる。実際には、励起二量体レーザ、特に、４０Ｈｚの反復率で２４８ｎｍのパワー
を３００ｍＷ発生させるLambda Physik model Minex 30796が、ＰＺＴにおけるノズル及
びスリットの形成に非常に適していることを出願人は見出した。２５ミクロンの直径を有
するＰＺＴにおける高品質なノズル孔は、１０秒間で加工される。ＰＺＴにおけるスリッ
トは、装置をレーザビーム中でスキャンすることにより形成される。材料の消耗率は、約
２０ミクロン／秒または等価的な０．５ミクロン／パルスであることが発見されている。
大規模な製造においては、１秒間で約１個の変換器のための複数のノズル及びスリットを
、この形成方法を用いて、プリントヘッドのノズル１個当たりのコストに殆ど影響を与え
ることなく形成することができる。
【００７９】
　更に別の実施形態においては、この構造は、異方性をもってエッチングが施されたシリ
コン基材を使用することによって実現可能である。これにより、大きなノズル先細り角度
（ＫＯＨ溶液を用いた湿式化学エッチングにより、シリコン１１１面と１００面との間の
５４．７度の角度分だけ良好に露出するが、これは、この分野において周知である）がも
たらされ、孔の最小及び最大直径間の２：１またはそれより大きい比率を与えることがで
き、改善されたチャネル間コンシステンシーがもたらされ、半導体産業における大量生産
に一般的に使用される製造技術がもたらされる。
【００８０】
　このような装置のアレイの形成においては、圧電セラミック（ＰＺＴ）層等の励起材料
のモノリシックスラブ又は複数層スラブを用いて個々の変換器を形成してもよい。図１２
に示すように、先ず、このような材料のモノリシック層３６に切り込みを入れて、中央溝
３５を形成する。これにより、変換器レイにおけるすべての変換器の共通の内側端部が特
定され、外側端部は、モノリシックスラブ３６の周辺部によって形成される。次いで、こ
の構造体をクロスカットすることにより、個々の変換器素子３７が形成される。この「ト
ーテムポール」構造体を次いで逆にして更なる材料層の上に結合して、柔軟性を有する変
換器のアレイを形成する。材料層がノズルを有する層である場合には、この方法は、複数
のノズルに対して複数の変換器を単一の工程で、整列して位置させるために有利である。
結合後、次いで、複数の変換器は、中央溝の領域の材料を残す１つ又は２つ以上のダイシ
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ングカットによって相互に分離される。
【００８１】
　このような方法で製造された変換器の断面が、図１３において、ノズルを有する材料層
４２に結合されたＰＺＴ素子３９を取り囲む点線９４によって示されている。この構造体
において、次いで、電気接続のために、ＰＺＴ素子３９の後方に（高い熱伝導率を有する
材料から形成されることが好ましい）スペーサ材料層３８が挿入される。次いで、パター
ントラックされた電極４１を有する相互接続・保護層４０が３８、３９条に結合され、こ
れにより、ＰＺＴ素子３９に個々にアドレスする個々の手段が提供される。材料層４２に
よってグラウンド層への接続が（層４２が導電性を有する場合には、直接的に、また、層
として、非導電材料が選択された場合には、層４２上に予め形成された単一の又は複数の
電極によって）なされる。変換器素子の端部に充填剤が塗布されて、これら素子を液体と
の接触からシールし、電極及び圧電素子の化学的又は電気的攻撃からこれらを保護する。
この組立体は、適宜選択により、上述した何れかの方法でインクマニホルドに結合される
。充填材料を使用して、又は、付加的なシール層７３を設けることによって、これらスリ
ットをシールしてもよい。
【００８２】
　また、ＰＺＴ素子、相互接続・スペーサ層、及び、グルー充填剤を、マニホルド３０と
共に装置の液体側に配置してもよい。このような構成にすれば、ＰＺＴを使用時の機械的
損傷から保護し、そして、キャッピング、パージング及びクリーニングにおける装置のメ
ンテナンスを用意にするために頂面を平面的にすることができる。何れの場合においても
、液体は、励起要素への冷却材として作用することができる。
【００８３】
　図１３に示した装置の製造方法の他の形態は、ノズルを有する層４２に結合される以前
に、先ず、層４０に取り付けられるＰＺＴ素子のための位置決め具として相互接続・保護
層４０を使用することによって提供される。ＰＺＴを、上述した方法によって励起素子に
形成してもよく、または、ＰＺＴを個々に形成し、そして、ピックアンドプレイス機械に
よって所定の位置に載置してもよい。プリントヘッドの一体部品としてのパワードライブ
マイクロチップ及び表面マウント電子部品を支持するように、層４２又は４０を構成する
ことも可能である。これによれば、ワイヤボンディングの必要性（これによって得られる
高い集積度）を除去し、電子部品全体をパッシベーション化及び／又はエンキャプシュレ
ート化（し、かくして、組立体全体を化学的攻撃から効果的に保護）することが可能にな
る。
【００８４】
　適用に際して、アレイ内の個々の変換器の特性において幾つかの変化の度合いが必然的
に存在する。この変化は、複数のノズル間における異なった性能に関する特性に至るので
、これは望ましくない。従って、局部的領域間のこのような変化を低減させるための方法
が有効である。このような方法は、例えば、電極の選択的なレーザ研磨によって、変換器
における励起手段の電極パターンを変更することや、変換器、特に、変換器のビーム領域
から材料を物理的に除去し、もって、ビームの周波数応答を、例えば、レーザ光の作用に
よって変更することや、例えば、マイクロマシーニングによって、材料を励起手段から除
去することを含む。
【００８５】
　更なる実施形態（図１４参照）においては、複数の変換器、例えば、柔軟性を有する複
数の変換器が設けられ、変換器の幅、及び、隣接する変換器間の対応するスリット幅がそ
れぞれの長さに準じて変化している。従って、この実施形態においては、変換器９７は、
形状において直線で囲まれているものではなく、それぞれの端部４５、４６に向かって先
細りにされている。この構造の調和によって、アレイにおける複数の変換器が、平行な少
なくとも１つの共通の端部、例えば、端部１１６及び１１７を有するという条件が維持さ
れる。これらの先細りにされた部分は、ノズル領域に向かうビームの曲げ剛性を連続的に
減少させ、これにより、上記領域におけるビームの曲げを向上し、液滴の形成効率を向上
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させる。例えば、圧電セラミックから形成され、そして、変換器９７を有する、ノズルを
有する柔軟な層４４は、４５、４６において示されるように、ノズル４７から離れた側の
１６９ミクロンの最も薄い幅と、ノズル４７に近い方の８４．５ミクロンの最も薄い幅と
を有している。変換器９７間の組織間領域４８は、２５ミクロンの厚さを有するUpilex等
の従順なポリマー材料層９６によってシールされる。この材料層は、変換器が個々に励起
して作動する際に、変換器から他の変換器に発生するクロストークを吸収する作用という
付加的な利益を有する。複数の４７は、変換器層４４及び９６の双方を介して形成されて
いる。
【００８６】
　その例が図１５に示されているところの更なる実施においては、柔軟性を有する変換器
９５及び支持層５３、５４を通る部分が図示されており、ここにおいては、層４９はＰＺ
Ｔから形成され、そして、約２００ミクロンの厚さを有している。作動において、電極表
面（ノズル５２の通路によって限定された外面及び内面）に印加された電圧によって、層
４９の撓みがノズル５２の軸線と平行に、そして／または、非並行になる。この撓みは、
末端５０、５１において、約１００ミクロンだけ薄くされた領域（溝）を導入することに
よって向上される。２つの薄い領域間の間隔は２．０ｍｍであり、これにより、約９０ｋ
Ｈｚの作動周波数が得られる。
【００８７】
　図１６は、図１５に示された装置に関する、有限要素のモデリング結果を示す。グラフ
は、６個の装置についてのモデリング結果を示している。各々の装置は、シール層のため
の材料としてUpilexを使用した構造に基づいて、ポリマーシール層７４の異なる厚さを有
している。この層の厚さが１０ミクロン未満の場合には、ノズルの運動振幅は、８．５ミ
クロンのピークトゥーピークで一定である。シール層の厚さが１００ミクロンを超える場
合には、シール層は、ノズル運動を減衰し、もって、ノズル振幅が液体噴射を与えるため
にはあまりにも小さくなる。モデリングは、２５ミクロンの厚さのUpilexの層は、ダンピ
ングまたはクロストークを誘発することなく、スリットを流体の流出に対してシールする
ために適している。
【００８８】
　図１５に示した実施例においては、変換器全体が単一のＰＺＴ層から形成されているが
、この明細書内でなされた様々な変形に従って、図示された原理を実施してもよい。変換
器９５は、局部領域の端部をクランプするように作用し、柔軟運動を最大限に高めるため
の薄い領域に対応して位置した、例えば、ステンレススチール製の支持層５３、５４上に
取り付けられている。再び、ノズルを単なる孔で置き換えてもよく、そして、変換器間の
スリットをシールし、層４９の外面を保護するように作用し、相互接続状態をもたらす更
なるノズルを有するポリマー層７４によって（これらの孔にノズルが一致するように）、
層４９を覆ってもよい。
【００８９】
　複数層構造を採用したこのような構造が図１７に示されている。この複数層構造におい
ては、変換器５９の柔軟性部材５５が２つの部材に分割されており、５７内にノズルを有
するノズル領域５６が別のシール層５８に形成されている。この別の層５８は、ノズル形
成のための基材を提供すると共に、変換器素子間のシール手段と提供するように作用する
。これにより、ノズルが構造体内において横方向における最大の寸法を有することが可能
になり、そして、スリットが、ノズルの直径の重要な部分である幅を有することが可能に
なる。この構造を実現することによる更なる利益は、柔軟性を有するポリマーを、単なる
スリットによって得られる間隔よりも、変換器間の間隔を広くして、分離層５８に使用し
た場合に、クロストークの減少に関するより大きい減衰効果が得られることである。
【００９０】
　図１８には、スリット７４、７５、７６によって分離された変換器７２、７３の末端部
分における境界条件の変更が、更なる補強層７７を含ませることによってどのようになさ
れるかが示されている。微小な液滴付着装置の層構造により、この更なる補強層の光学的
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整合を独特の方法で可能にしている。タブ７８、７９がこれらに対応する変換器要素８０
、８１の下方に位置するように、更なる層を配置してもよく、これにより、重複部分８２
の領域においてヒンジ連結またはクランプ連結を補強し、その結果、柔軟性を有する層８
３が他の可能な方法よりも相対的に低い剛性をもって形成することが可能になる。この補
強層はまた、複数の局部領域間の音響バリアを形成することによって、これら局部領域の
末端部分間のクロストークを有効に防止する。
【００９１】
　図１９に示された実施形態は、ノズル９０を有する変換器８９のセクションからなって
おり、更なる補強層の作用が、液体８５を収容する作用をも有する支持層８４によって実
現されている。図示された形態においては、励起手段８６は、材料層８７を覆っており、
この材料層においては、複数の局部領域が形成され、そして、励起手段の末端部分８８が
支持層８４を覆うように配置されている。これにより、変換器の末端部分での境界拘束条
件を、ヒンジ状態に変更することが実現される。
【００９２】
　図２０には、更なる実施形態が示されており、ここにおいては、液体噴射装置が、デジ
タル印刷に適した方法で構成されている。この装置は、材料層５９上に設けられており、
その上に、複数の変換器の二次元的なアレイが、複数の線６０に沿って配列されている。
変換器の幾何学的構造の詳細は、これを明確化するための挿入図６２に示されている。複
数の変換器は、ノズル６３及び励起手段６４を有しており、そして、スリット６５によっ
て相互に分離されている。この実施形態においては、変換器は、上述した実施形態と比較
して、変換器１個当たり２つのスリットを有するものとして示されているが、１つのスリ
ットを適用してもよい。図示された変換器レイは、低製作解像度間隔６６が印刷方向６７
と直行するように有利に配置されている。各線の印刷解像度は、これにより、間隔６８に
対して最大である。アレイ６０の付加的な複数の線は、間隔６８の一部において（図示さ
れた場合においては、間隔６８の四分の一で）食違いに配置されており、これにより、プ
リントを個々の線から連続的に覆うことによって、印刷解像度を更に向上させることが可
能になる。この実施形態において最後に示された精密構造は、複数の変換器６０を、サブ
アレイ７０上において、これら変換器の線に対して角度７１で配置していることである。
この配置７０によって、隣接する変換器への印刷信号を、サブアレイにおける他の変換器
に関して遅延させ、もって、隣接する変換器間に残るクロストークをやがて分配させるこ
とができる。サブアレイ内における複数の変換器の相対的配置に関して考え得る様々な置
換があり、そして、ここに示された実施形態は、このような置換の単なる一例に過ぎない
。
【００９３】
　液体噴射装置を作動するための電子駆動装置に概略的なレイアウトが図２１に示されて
いる。ＥＴＣｓ．ｒ．ｏ．、Ｚｉｌｉｎａ，Ｓｌｏｖａｋ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃの製造に係
るＥＴＣＭ３２１ジェネレータソフトウェア等の適切なソフトウェアを実行するパーソナ
ルコンピュータ１１１が示されている。このソフトウェアは、上述と同一の提供者からの
ＥＴＣＭ３２１ジェネレータカード等の対応するドライブカード１１２にデータを供給す
る。発生した信号は、注文品の増幅器１１３を経由して、明細書に記載した液体噴射装置
１１４に送られる。図２２には、ドライブ信号が模式的に示されており、ここにおいては
、波形例１１５が図示されている。この波形の典型的なピーク電圧は、４０から１５０ボ
ルトの範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　図１ａは、プッシュストローク中における作動原理を簡略化して示す装置の
断面図。
【図１ｂ】　図１ｂは、プルストローク中における作動原理を簡略化して示す装置の断面
図。
【図２】　図２は、第１装置の平面図。
【図３】　図３は、第１装置の周波数応答作用に関する有限要素のモデリング結果。
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【図４】　図４は、第１装置の実験的な周波数応答作用のグラフ
【図５】　図５ａ、５ｂ、５ｃは、３つの更なる実施例の平面図。
【図６】　図６ａ、６ｂは、区分的組立方法を用いた２つの更なる実施例の構造の平面図
。
【図７】　図７は、一体化されたカンチレバー形ビーム構造を有する装置の平面図。
【図８】　図８は、一体化されたカンチレバー形ビーム構造を有する更なる装置の平面図
。
【図９】　図９は、複数材料層を用いて構成された装置の部分平面図。
【図１０】　図９の装置の断面図。
【図１１】　図１１は、変換器ビームの選択的な薄肉化を具現化した更なる装置の等角図
。
【図１２】　図１２は、本発明による装置に使用するためのＰＺＴ構造体の等角図。
【図１３】　図１３は、図１１のＰＺＴ構造体を組み込んだ装置の断面図。
【図１４】　図１４は、先細りにされたビームを有する構造の平面図。
【図１５】　図１５は、スロットを有するＰＺＴ構造体を備えた装置の部分断面図。
【図１６】　図１６は、シール層の様々な厚さによる有限要素のモデリング結果。
【図１７】　図１７は、更に他の実施例の平面図。
【図１８】　図１８は、ＰＺＴ素子の端部に付加的なサポートを備えた層状構造の平面図
。
【図１９】　図１９は、更なる実施例の部分断面図。
【図２０】　図２０は、ノズルの二次元アレイを有する装置の平面図。
【図２０ａ】　図２０ａは、図２０の装置の拡大部の平面図。
【図２１】　図２１は、装置構造の概略図。
【図２２】　図２２は、適切な駆動波形の概略グラフ。
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【図２１】
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