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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方の表面が絶縁性を有する振動板と、
　前記振動板の前記一方の表面に当接して形成された複数の個別電極と、
　これら複数の個別電極の前記振動板と当接する面と反対側に形成された圧電層と、
　前記圧電層を挟んで前記複数の個別電極と対向する共通電極と、を備え、
　前記振動板の前記一方の表面に、前記複数の個別電極に夫々対応する複数の第１端子部
と、前記複数の個別電極と前記複数の第１端子部とを夫々電気的に接続する複数の第１配
線部とが形成され、
　前記第１配線部のすべての領域が前記振動板の前記一方の表面に形成されていることを
特徴とする圧電アクチュエータ。
【請求項２】
　前記振動板の前記一方の表面に、前記共通電極に対応する第２端子部と、前記共通電極
と前記第２端子部とを電気的に接続する第２配線部とが形成されており、
　前記第２配線部の前記圧電層の前記共通電極が形成された面と前記振動板の前記一方の
面とを接続する部分に、前記第２配線部を補強するための補強部が形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の圧電アクチュエータ。
【請求項３】
　前記振動板の前記一方の表面に、前記共通電極に対応する第２端子部と、前記共通電極
と前記第２端子部とを電気的に接続する第２配線部とが形成されており、
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　前記第２配線部の幅が前記第１配線部の幅よりも広いことを特徴とする請求項１に記載
の圧電アクチュエータ。
【請求項４】
　前記振動板の前記一方の表面に、前記第１端子部及び前記第２端子部に接合される複数
の出力端子を有し、前記複数の個別電極に対して選択的に駆動電圧を供給する駆動装置が
配置されていることを特徴とする請求項２又は３に記載の圧電アクチュエータ。
【請求項５】
　前記振動板の前記一方の表面に、前記駆動装置の入力端子と接合される接続端子であっ
て、前記駆動装置とこの駆動装置を制御する制御装置とを電気的に接続する為の接続端子
が形成されていることを特徴とする請求項４に記載の圧電アクチュエータ。
【請求項６】
　前記振動板が、絶縁材料からなる板であることを特徴とする請求項１～５の何れかに記
載の圧電アクチュエータ。
【請求項７】
　前記振動板が、金属板と、前記金属板の表面に形成された絶縁層とを含んでいることを
特徴とする請求項１～５の何れかに記載の圧電アクチュエータ。
【請求項８】
　前記絶縁層がセラミックス材料からなることを特徴とする請求項７に記載の圧電アクチ
ュエータ。
【請求項９】
　インクを吐出するノズルに連通した複数の圧力室を有し、その表面においてこれら複数
の圧力室が夫々開口した流路ユニットと、前記複数の圧力室に夫々対応する前記複数の個
別電極を有する請求項７又は８に記載の圧電アクチュエータとを備えたインクジェットヘ
ッドであって、
　前記金属板は鉄系合金、ニッケル系合金、チタン系合金、及び、アルミニウム系合金の
何れかの材料で形成され、且つ、前記流路ユニットの表面に積層されており、
　前記流路ユニットの少なくとも前記金属板が積層される部分が、鉄系合金、ニッケル系
合金、チタン系合金、及び、アルミニウム系合金の何れかの材料で形成されていることを
特徴とするインクジェットヘッド。
【請求項１０】
　前記金属板と、前記流路ユニットの少なくとも前記金属板が積層される部分とが、同じ
種類の材料で形成されていることを特徴とする請求項９に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１１】
　前記金属板と、前記流路ユニットの少なくとも前記金属板が積層される部分とが、ステ
ンレス鋼で形成されていることを特徴とする請求項１０に記載のインクジェットヘッド。
【請求項１２】
　前記個別電極と前記第１端子部と前記第１配線部のそれぞれのすべての領域が前記振動
板の前記一方の表面に形成されていることを特徴とする請求項１～１１の何れかに記載の
圧電アクチュエータ。
【請求項１３】
　少なくとも一方の表面が絶縁性を有する振動板を形成する第１工程と、
　前記振動板の前記一方の表面に当接して複数の個別電極を形成する第２工程と、
　これら複数の個別電極の前記振動板と当接する面と反対側に圧電層を形成する第３工程
と、
　前記圧電層を挟んで前記複数の個別電極と対向する共通電極を形成する第４工程と、を
備え、
　前記第２工程において、前記振動板の前記一方の表面に、前記複数の個別電極とともに
、複数の個別電極に夫々対応する複数の第１端子部と、前記複数の個別電極と前記複数の
第１端子部とを夫々電気的に接続する複数の第１配線部とを形成し、
　前記第２工程において、前記第１配線部のすべての領域を前記振動板の前記一方の表面
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に形成することを特徴とする圧電アクチュエータの製造方法。
【請求項１４】
　前記第４工程において、前記振動板の前記一方の表面に、前記共通電極とともに、この
共通電極に対応する第２端子部と、前記共通電極と前記第２端子部とを電気的に接続する
第２配線部とを形成することを特徴とする請求項１３に記載の圧電アクチュエータの製造
方法。
【請求項１５】
　前記振動板の前記一方の表面に、前記複数の個別電極に対して選択的に駆動電圧を供給
する駆動装置を配置するとともに、前記第１端子部及び前記第２端子部と前記駆動装置の
出力端子とを接合する第５工程をさらに備えたことを特徴とする請求項１４に記載の圧電
アクチュエータの製造方法。
【請求項１６】
　前記第２工程において、前記振動板の前記一方の表面に、前記駆動装置の入力端子と接
合される接続端子であって、前記駆動装置とこの駆動装置を制御する制御装置とを電気的
に接続する為の接続端子をさらに形成することを特徴とする請求項１５に記載の圧電アク
チュエータの製造方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェットヘッド等に用いられる圧電アクチュエータ、この圧電アクチ
ュエータを備えたインクジェットヘッド、及び、圧電アクチュエータの製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、圧電体に電界を作用させることにより圧電体を変形させて駆動対象を駆動す
る圧電アクチュエータが知られている。このような圧電アクチュエータとしては、例えば
、特許文献１に記載されているようなインクジェットヘッドに用いられたものがある。こ
の特許文献１の圧電アクチュエータは、チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）からなる圧電体
と、この圧電体の下面にインクジェットヘッドの複数の圧力室に夫々対応して設けられた
複数の下部電極と、圧電体の上面に複数の下部電極に夫々対応して設けられた複数の上部
電極とを有する。複数の下部電極と複数の上部電極からは夫々配線部が延びており、これ
ら配線部の端部には圧電アクチュエータに駆動電圧を供給するドライバＩＣ（駆動装置）
が接続される電気接点部が夫々設けられている。そして、圧電アクチュエータに駆動電圧
が供給されたときには、下部電極と上部電極の電位が異なった状態となって、電極間に挟
まれた圧電体に電界が作用して圧電体が変形し、圧力室内のインクに圧力が印加される。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１５４６４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前記特許文献１に記載された圧電アクチュエータにおいては、複数の下部電極
に夫々対応する複数の電気接点部と複数の上部電極に夫々対応する複数の電気接点部とは
、異なる高さ位置に形成されている。従って、高さ位置の異なる複数の電気接点部とドラ
イバＩＣの出力端子を直接接合することは難しいことから、フレキシブルプリント配線板
（ＦＰＣ：Flexible Printed Circuit）等の可撓性を有する配線部材を用いる必要がある
。しかし、近年の印字品質の高解像度化とインクジェットヘッドの小型化の双方の要求に
応えるために、圧電アクチュエータの複数の電極や電気接点部を高密度に配置した場合に
は、配線ピッチが非常に狭い配線部材が必要となる。このような配線部材は高価であるた
めに圧電アクチュエータの製造コストが高くなってしまう。また、高さ位置の異なる複数
の電気接点部とドライバＩＣとを１枚の配線部材で接続する場合には、高さ位置の異なる
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複数の電気接点部と配線部材の複数の接続端子を接合したときに配線部材が湾曲してしま
うため、電気的接続の信頼性が低下する虞がある。異なる高さ位置の電気接点部に対して
夫々別々の配線部材を用いてドライバＩＣと圧電アクチュエータとを電気的に接続する場
合には、配線部材の枚数が増える分、電気接点部とドライバＩＣとの電気的接続にかかる
コストが高くなってしまう。
【０００５】
　本発明の目的は、駆動装置との電気的接続の高い信頼性を確保しつつ、その電気的接続
にかかるコストを低減することが可能な圧電アクチュエータ、これを含むインクジェット
ヘッド及び圧電アクチュエータ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及び発明の効果】
【０００６】
　第１の発明の圧電アクチュエータは、少なくとも一方の表面が絶縁性を有する振動板と
、前記振動板の前記一方の表面に当接して形成された複数の個別電極と、これら複数の個
別電極の前記振動板と当接する面と反対側に形成された圧電層と、前記圧電層を挟んで前
記複数の個別電極と対向する共通電極と、を備えている。そして、前記振動板の前記一方
の表面に、前記複数の個別電極に夫々対応する複数の第１端子部と、前記複数の個別電極
と前記複数の第１端子部とを夫々電気的に接続する複数の第１配線部とが形成されている
。さらに、前記第１配線部のすべての領域が前記振動板の前記一方の表面に形成されてい
る。なお、前記個別電極と前記第１端子部と前記第１配線部のそれぞれのすべての領域が
前記振動板の前記一方の表面に形成されていてもよい。 
【０００７】
　この圧電アクチュエータにおいては、複数の個別電極が振動板の前記一方の表面に配置
され、隣接する個別電極は振動板により互いに電気的に絶縁されている。そして、複数の
個別電極に対して選択的に駆動電圧が供給されて、個別電極と共通電極の電位が異なった
状態になると、圧電層において両電極に挟まれた領域に電界が発生する。そして、この電
界の作用により圧電層が変形し、この圧電層の変形に伴って振動板も変形して駆動対象を
駆動するようになっている。
【０００８】
　本発明では、第１の特徴として、振動板の前記一方の表面には、複数の個別電極に加え
て、さらに、複数の個別電極に夫々対応する複数の第１端子部と、複数の個別電極と複数
の第１端子部とを夫々接続する複数の第１配線部とが形成されている。そして、第１配線
部のすべての領域が振動板の前記一方の表面に形成されている。従って、個別電極と、圧
電アクチュエータを駆動する駆動装置等が接続される第１端子部とを、これらと同じ平面
上に形成された第１配線部により、コストの高いＦＰＣ等の配線部材を介さずに直接接続
できる。 
【０００９】
　また、第２の特徴として、個別電極と協働して圧電層に電界を発生させる電極が、個別
電極ごとに独立に設けられているのではなく、複数の個別電極に共通の１つの電極（共通
電極）として、圧電層を挟んで複数の個別電極と対向している。それゆえ、共通電極を駆
動装置等に接続する為の端子部の数は、振動板の前記一方の表面上に形成された個別電極
を駆動装置等に接続する為の端子部の数に比べると非常に少なくなる（例えば、共通電極
を全ての個別電極に亙って形成した場合には共通電極用の端子部の数は１つで済む）。そ
のため、そのような端子部の少ない共通電極を駆動装置等に接続する場合にもわざわざ配
線部材を使用する必要もなく、また、端子部の数が少ないことから電気的接続も容易且つ
確実に行うことが可能になる。上述した２つの特徴を有するために、本発明の圧電アクチ
ュエータによると、駆動装置との電気的接続のコストを低減でき、さらに、電気的接続の
信頼性も高くなる。
【００１０】
　第２の発明の圧電アクチュエータは、前記第１の発明において、前記振動板の前記一方
の表面に、前記共通電極に対応する第２端子部と、前記共通電極と前記第２端子部とを電
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気的に接続する第２配線部とが形成されていること、および、前記第２配線部の前記圧電
層の前記共通電極が形成された面と前記振動板の前記一方の面とを接続する部分には、前
記第２配線部を補強するための補強部が形成されていることを特徴とするものである。 
【００１１】
　この圧電アクチュエータにおいては、複数の個別電極に夫々対応する複数の第１端子部
と共通電極に対応する第２端子部とが、共に、振動板の前記一方の表面に形成されている
ため、これら端子部の高さ位置を全て同じにすることができ、圧電アクチュエータを駆動
する駆動装置の出力端子と第１端子部及び第２端子部との接合作業が容易になり、接合後
の電気的接続の信頼性も高くなる。さらに、これら端子部を全て振動板の前記一方の表面
に形成するにあたり、振動板の前記一方の表面に第１配線部及び第２配線部を形成するだ
けでよいので、スルーホールなどの複雑な構造を採ることなく、簡単な配線構造で端子部
の高さ位置を一致させることができる。また、補強部が設けられているために、第２配線
部に係る信頼性を高めることができる。
　なお、第２の発明の圧電アクチュエータにおいて、前記補強部を設けることに代えて又
はこれに加えて、前記第２配線部の幅を前記第１配線部の幅よりも広くしてもよい。　
【００１２】
　第３の発明の圧電アクチュエータは、前記第２の発明において、前記振動板の前記一方
の表面に、前記第１端子部及び前記第２端子部に接合される複数の出力端子を有し、前記
複数の個別電極に対して選択的に駆動電圧を供給する駆動装置が配置されていることを特
徴とするものである。従って、複数の個別電極及び共通電極と駆動装置とが第１配線部及
び第２配線部により直接接続されるため、ＦＰＣ等の配線部材が不要になり、電気的接続
にかかるコストを低減できる。
【００１３】
　第４の発明の圧電アクチュエータは、前記第３の発明において、前記振動板の前記一方
の表面に、前記駆動装置の入力端子と接合される接続端子であって、前記駆動装置とこの
駆動装置を制御する制御装置とを電気的に接続する為の接続端子が形成されていることを
特徴とするものである。一般的に、駆動装置には、この駆動装置を制御する制御装置が接
続されるが、本発明によれば、この制御装置と駆動装置とをＦＰＣやフレキシブルフラッ
トケーブル（Flexible Flat Cable：ＦＦＣ）等で接続する為の接続端子を、複数の個別
電極、複数の端子部及び複数の配線部と一度に形成することが可能になる。
【００１４】
　第５の発明の圧電アクチュエータは、前記第１～４の何れかの発明において、前記振動
板が、絶縁材料からなる板であることを特徴とするものである。
【００１５】
　第６の発明の圧電アクチュエータは、前記第１～４の何れかの発明において、前記振動
板が、金属板と、前記金属板の表面に形成された絶縁層とを含んでいることを特徴とする
ものである。
【００１６】
　第７の発明の圧電アクチュエータは、前記第６の発明において、前記絶縁層がセラミッ
クス材料からなることを特徴とするものである。このように、絶縁層が弾性率の高いセラ
ミックス材料で形成されているため、アクチュエータの剛性が上がり、応答性がより高く
なる。
【００１７】
　第８の発明のインクジェットヘッドは、インクを吐出するノズルに連通した複数の圧力
室を有し、その表面においてこれら複数の圧力室が夫々開口した流路ユニットと、前記複
数の圧力室に夫々対応する前記複数の個別電極を有する前記第６又は７の圧電アクチュエ
ータとを備えたインクジェットヘッドであって、前記金属板は鉄系合金、ニッケル系合金
、チタン系合金、及び、アルミニウム系合金の何れかの材料で形成され、且つ、前記流路
ユニットの表面に積層されており、前記流路ユニットの少なくとも前記金属板が積層され
る部分が、鉄系合金、ニッケル系合金、チタン系合金、及び、アルミニウム系合金の何れ
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かの材料で形成されていることを特徴とするものである。
【００１８】
　流路ユニットの少なくとも一部が鉄系合金、ニッケル系合金、及び、アルミニウム系合
金の何れかの材料で形成されているため、流路ユニット内部のインク流路をエッチング等
により容易に形成できる。また、金属板も同様の材料で形成されているため、流路ユニッ
トと金属板の熱膨張係数が近くなり、両者の接合強度が向上する。
【００１９】
　第９の発明のインクジェットヘッドは、前記第８の発明において、前記金属板と、前記
流路ユニットの少なくとも前記金属板が積層される部分とが、同じ種類の材料で形成され
ていることを特徴とするものである。従って、金属板と、流路ユニットの金属板が積層さ
れる部分の熱膨張係数がより近くなり、両者の接合強度がより向上する。また、流路ユニ
ット内のインクは、同じ種類の材料で形成された金属板と流路ユニットに接触することに
なるため、どのようなインクを選択しても局部電池が形成される虞がなく、インクの選択
が腐食面で制約されることがないため、インク選択の自由度が大きくなる。
【００２０】
　第１０の発明のインクジェットヘッドは、前記第９の発明において、前記金属板と、前
記流路ユニットの少なくとも前記金属板が積層される部分とが、ステンレス鋼で形成され
ていることを特徴とするものである。従って、金属板と、流路ユニットの金属板が積層さ
れる部分の、インクに対する耐食性が共に向上するため、インク選択の自由度がさらに大
きくなる。
【００２１】
　第１１の発明の圧電アクチュエータの製造方法は、少なくとも一方の表面が絶縁性を有
する振動板を形成する第１工程と、前記振動板の前記一方の表面に当接して複数の個別電
極を形成する第２工程と、これら複数の個別電極の前記振動板と当接する面と反対側に圧
電層を形成する第３工程と、前記圧電層を挟んで前記複数の個別電極と対向する共通電極
を形成する第４工程と、を備え、前記第２工程において、前記振動板の前記一方の表面に
、前記複数の個別電極とともに、複数の個別電極に夫々対応する複数の第１端子部と、前
記複数の個別電極と前記複数の第１端子部とを夫々電気的に接続する複数の第１配線部と
を形成し、前記第２工程において、前記第１配線部のすべての領域を前記振動板の前記一
方の表面に形成することを特徴とするものである。
【００２２】
　この圧電アクチュエータの製造方法によれば、前述の第１の発明と同様の効果が得られ
る圧電アクチュエータを容易に製造することができる。それに加えて、第２工程において
、振動板の一方の表面に、複数の個別電極と、複数の第１端子部と、複数の第１配線部と
を一度に形成することができるため、製造工程を短縮することが可能になる。
【００２３】
　第１２の発明の圧電アクチュエータの製造方法は、前記第１１の発明において、前記第
４工程において、前記振動板の前記一方の表面に、前記共通電極とともに、この共通電極
に対応する第２端子部と、前記共通電極と前記第２端子部とを電気的に接続する第２配線
部とを形成することを特徴とするものである。従って、前述の第２の発明と同様の効果が
得られる圧電アクチュエータを容易に製造することができる。それに加えて、第４工程に
おいて、振動板の一方の表面に、共通電極とこの共通電極に対応する第２端子部と第２配
線部とを一度に形成することができるため、製造工程を短縮することができる。
【００２４】
　第１３の発明の圧電アクチュエータの製造方法は、前記第１２の発明において、前記振
動板の前記一方の表面に、前記複数の個別電極に対して選択的に駆動電圧を供給する駆動
装置を配置するとともに、前記第１端子部及び前記第２端子部と前記駆動装置の出力端子
とを接合する第５工程をさらに備えたことを特徴とするものである。従って、複数の個別
電極と駆動装置とを第１配線部及び第２配線部により直接接続することができるため、Ｆ
ＰＣ等の配線部材が不要になり、電気的接続にかかるコストを低減できる。
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【００２５】
　第１４の発明の圧電アクチュエータの製造方法は、前記第１３の発明において、前記第
２工程において、前記振動板の前記一方の表面に、前記駆動装置の入力端子と接合される
接続端子であって、前記駆動装置とこの駆動装置を制御する制御装置とを電気的に接続す
る為の接続端子をさらに形成することを特徴とするものである。従って、制御装置と駆動
装置と接続する為の接続端子を、複数の個別電極、複数の第１端子部及び複数の第１配線
部と同時に形成することが可能になる。
【００２６】
　第１５の発明の圧電アクチュエータの製造方法は、前記第１１～１４の何れかの発明に
おいて、前記振動板が、金属板と、前記金属板の表面に形成された絶縁層とを含んでおり
、前記第１工程が、前記金属板の表面に前記絶縁層を形成する工程を含んでいることを特
徴とするものである。
【００２７】
　第１６の発明の圧電アクチュエータの製造方法は、前記第１１～１４の何れかの発明に
おいて、前記振動板が、絶縁材料からなる板であることを特徴とするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態について説明する。本実施形態は、本発明をインクジェットヘッ
ドに用いられる圧電アクチュエータに適用した一例である。
　図１に示すように、インクジェットヘッド１は、内部にインク流路が形成された流路ユ
ニット２と、この流路ユニット２の上面に積層された圧電アクチュエータ３とを備えてい
る。
【００２９】
　まず、流路ユニット２について説明する。図２は、図１のインクジェットヘッド１の右
半分の概略平面図である。また、図３は図２のIII-III線断面図、図４は図２のIV-IV線断
面図である。図２～図４に示すように、流路ユニット２はキャビティプレート１０、ベー
スプレート１１、マニホールドプレート１２、及びノズルプレート１３を備えており、こ
れら４枚のプレート１０～１３が積層状態で接着されている。このうち、キャビティプレ
ート１０、ベースプレート１１及びマニホールドプレート１２は略矩形のステンレス鋼製
の板である。そのため、これら３枚のプレート１０～１２に、後述するマニホールド１７
や圧力室１４等のインク流路をエッチングにより容易に形成することができるようになっ
ている。また、ノズルプレート１３は、例えば、ポリイミド等の高分子合成樹脂材料によ
り形成され、マニホールドプレート１２の下面に接着される。あるいは、このノズルプレ
ート１３も、３枚のプレート１０～１２と同様にステンレス鋼等の金属材料で形成されて
いてもよい。
【００３０】
　図２に示すように、キャビティプレート１０には、平面に沿って配列された複数の圧力
室１４が形成されている。これら複数の圧力室１４は、流路ユニット２の表面（後述する
ステンレス板３０が接合されるキャビティプレート１０の上面）において開口している。
尚、図２には、複数の圧力室１４のうちの一部（８つ）が示されている。各圧力室１４は
、平面視で略楕円形状に形成されており、その長軸方向がキャビティプレート１０の長手
方向に平行になるように配置されている。
【００３１】
　ベースプレート１１において平面視で圧力室１４の長軸方向両端部に重なる位置には、
夫々連通孔１５，１６が形成されている。また、マニホールドプレート１２には、マニホ
ールドプレートの短手方向（図２の上下方向）に２列に延び、平面視で圧力室１４の図２
における右半分と重なるマニホールド１７が形成されている。このマニホールド１７には
、キャビティプレート１０に形成されたインク供給口１８を介してインクタンク（図示省
略）からインクが供給される。また、平面視で圧力室１４の図２における左端部と重なる
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位置には、連通孔１９も形成されている。さらに、ノズルプレート１３において平面視で
複数の圧力室１４の左端部に重なる位置には、複数のノズル２０が夫々形成されている。
ノズル２０は、例えば、ポリイミド等の高分子合成樹脂の基板にエキシマレーザー加工を
施すことにより形成される。
【００３２】
　そして、図３に示すように、マニホールド１７は連通孔１５を介して圧力室１４に連通
し、さらに、圧力室１４は、連通孔１６，１９を介してノズル２０に連通している。この
ように、流路ユニット２内には、マニホールド１７から圧力室１４を経てノズル２０に至
る個別インク流路が形成されている。
【００３３】
　次に、圧電アクチュエータ３について説明する。図１～図４に示すように、圧電アクチ
ュエータ３は、流路ユニット２の上面に配置された振動板５０と、振動板５０の上面に形
成され、複数の圧力室１４に夫々対向する複数の個別電極３２と、これら複数の個別電極
３２を覆う圧電層３３と、この圧電層３３の上面に形成され、複数の個別電極３２（本実
施形態の場合、すべての個別電極３２）に亙って共通に設けられた（つまり、圧電層３３
を挟んで複数の個別電極３２と対向する）矩形平面形状を有する共通電極３４とを備えて
いる。振動板５０は、ステンレス板３０と、ステンレス板３０の上面に形成された絶縁層
３１との２層構造となっている。
【００３４】
　ステンレス板３０は、平面視で略矩形状の板であり、複数の圧力室１４の開口を塞ぐ状
態でキャビティプレート１０の上面に積層された状態で接合されている。ここで、ステン
レス板３０が比較的弾性率の高いステンレス鋼で形成されているため、後述するようにイ
ンクの吐出動作の際に圧電層３３が変形したときに、ステンレス板３０の剛性の高さによ
って、圧電アクチュエータ３の応答性が高くなる。また、このステンレス板３０は、同じ
くステンレス鋼で形成されたキャビティプレート１０の上面に接合される。そのため、ス
テンレス板３０とキャビティプレート１０の熱膨張係数が等しくなり、両者の接合強度が
向上する。さらに、流路ユニット２内のインクは、インクに対する耐食性に優れるステン
レス鋼で形成されたステンレス板３０と流路ユニット２とに接触する。そのため、どのよ
うなインクを選択しても流路ユニット２内あるいはステンレス板３０に局部電池が形成さ
れる虞がなく、インクの選択が腐食面で制約されることがないため、インク選択の自由度
が大きくなる。
【００３５】
　絶縁層３１は、アルミナ、ジルコニア、あるいは、窒化ケイ素等の、弾性率が高いセラ
ミックス材料からなり、その上面が平面となっている。このように、絶縁層３１が弾性率
の高いセラミックス材料で形成されているため、アクチュエータの剛性が上がり応答性が
より高くなる。また、このように、ステンレス板３０の上面に絶縁層３１が形成されてい
るため、ステンレス板３０の上に絶縁層３１を介して複数の個別電極３２を形成すること
が可能になる。
【００３６】
　さらに、この絶縁層３１の上面には、圧力室１４よりも一回り小さい楕円形の平面形状
を有する複数の個別電極３２が形成されている。個別電極３２は、平面視で対応する圧力
室１４の中央部に重なる位置に形成されている。個別電極３２は金などの導電性材料から
なる。尚、隣接する個別電極３２は絶縁層３１により互いに電気的に絶縁されている。
【００３７】
　絶縁層３１の上面において、複数の個別電極３２の一端部（図２における右端部）から
は、夫々、個別電極３２の長軸方向に平行に複数の配線部３５（第１配線部）が延びてお
り、これら複数の配線部３５の端部には夫々端子部３６（第１端子部）が形成されている
。これら複数の端子部３６の高さ位置は全て同じである。そして、複数の個別電極３２に
夫々対応する複数の端子部３６には、複数の個別電極３２に対して選択的に駆動電圧を供
給するドライバＩＣ３７（駆動装置）の出力端子３７ａが半田等の導電性ろう材からなる
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バンプ３８を介して接合されている。つまり、ドライバＩＣ３７は、端子部３６及びバン
プ３８を介して絶縁層３１の上面に配置されている。このように、複数の個別電極３２と
ドライバＩＣ３７とを、個別電極３２と同一平面上に形成された配線部３５により、コス
トの高いＦＰＣ等の配線部材を介さずに直接接続できるため、電気的接続のコストを低減
できるし、また、電気的接続の信頼性も高くなる。
【００３８】
　さらに、絶縁層３１上には、ドライバＩＣ３７の入力端子３７ｂと接合される複数の接
続端子４０も形成されている。そして、これら複数の接続端子４０とドライバＩＣ３７の
入力端子３７ｂとを半田等からなるバンプ３９を介して夫々接合することにより、ドライ
バＩＣ３７とこのドライバＩＣ３７を制御する制御装置（図示省略）とを接続端子４０を
介して容易に接続することができる。
【００３９】
　圧電層３３は、チタン酸鉛とジルコン酸鉛との固溶体であり強誘電体であるチタン酸ジ
ルコン酸鉛（ＰＺＴ）を主成分としている。この圧電層３３は、複数の個別電極３２の上
面全域を覆うように、複数の個別電極３２の全てに亙る矩形平面形状を有する連続した１
つの層として形成されている。さらに、この圧電層３３の上面には、複数の個別電極３２
に共通の共通電極３４が圧電層３３の全面に亙って形成されている。図２に示すように、
共通電極３４からは１本の配線部４１（第２配線部）が延びており、この配線部４１は圧
電層３３の上面と絶縁層３１の上面とに亙って延在するように形成されている。また、こ
の配線部４１の端部に設けられた端子部４２（第２端子部）は、ドライバＩＣ３７の端子
（図示せず）と接している。これにより、共通電極３４は、この配線部４１及びドライバ
ＩＣ３７を介して接地され、グランド電位に保持されている。この共通電極３４も金など
の導電性材料からなる。尚、端子部４２の高さ位置は、端子部３６の高さ位置と同じであ
る。
【００４０】
　ここで、図３に示すように、共通電極３４は圧電層３３の上面に形成されているため、
共通電極３４と個別電極３２及び配線部３５との高さ位置が相違している。したがって、
個別電極３２と同じ平面上に形成された配線部３５によりドライバＩＣ３７と接続される
個別電極３２に比べると、共通電極３４とドライバＩＣ３７との電気的接続はやや困難で
あるとも考えられる。しかしながら、共通電極３４は全ての個別電極３２に対向し得る１
つの電極として形成されているので、共通電極３４をドライバＩＣ３７に接続する配線部
４１は１本で済む。そのため、共通電極３４をドライバＩＣ３７に接続するためにわざわ
ざＦＰＣ等の配線部材を使用する必要もなく、また、端子数が１つしかないことから導電
性ペーストなどを用いて電気的な接続を容易に行うことができ、その接続の信頼性も高い
ものとなる。
【００４１】
　複数の個別電極３２に対応する複数の端子部３６と共通電極３４に対応する１つの端子
部４２とが、共に、絶縁層３１の上面に形成されているため、これらの端子部３６，４２
の高さ位置を全て同じにすることができる。従って、ドライバＩＣ３７の出力端子３７ａ
とこれら端子部３６，４２とのバンプ３８を介した接合作業が容易になり、接合後の電気
的接続の信頼性も高くなる。さらに、複数の端子部３６と１つの端子部４２とを全て絶縁
層３１の上面に形成するにあたり、絶縁層３１の上面に複数の配線部３５と１本の配線部
４１を形成するだけでよいため、スルーホールなどの複雑な構造を採ることのない簡単な
配線構造で、端子部３６，４２の高さ位置を一致させることができる。
【００４２】
　さらに、配線部４１は圧電層３３の厚み分の段差を有する面上に延在するように形成さ
れているため、平面上に延在する配線部３５と比べて、構造的な信頼性が劣るものと思わ
れる。しかし、上述したように、この相対的に信頼性の劣る配線部４１は１本で済み、そ
れ以外の複数の配線部３５は構造的な信頼性が高いことから、全体的に信頼性の高い配線
構造を実現することができる。尚、配線部４１が共通電極３４から絶縁層３１に亙って一
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度に形成されている場合には、段差にかかる部分の厚さが薄くなるため、図２に示すよう
に、この部分に補強部４３を設けて、その信頼性を高めることができる。
【００４３】
　次に、インク吐出時における圧電アクチュエータ３の作用について説明する。
　ドライバＩＣ３７に複数の配線部３５を介して夫々接続された複数の個別電極３２に対
して、ドライバＩＣ３７から選択的に駆動電圧が供給されると、駆動電圧が供給された圧
電層３３下側の個別電極３２とグランド電位に保持されている圧電層３３上側の共通電極
３４の電位が異なった状態となり、両電極３２，３４の間に挟まれた圧電層３３に上下方
向の電界が生じる。すると、圧電層３３のうち、駆動電圧が印加された個別電極３２の直
上の部分が、分極方向である上下方向と直交する水平方向に収縮する。ここで、圧電層３
３の下側の振動板５０はキャビティプレート１０に対して固定されているため、両電極３
２，３４の間に挟まれた圧電層３３の部分が圧力室１４側に凸となるように変形し、この
圧電層３３の部分的な変形に伴い、振動板５０の圧力室１４を覆う部分も圧力室１４側に
凸となるように変形する。すると、圧力室１４内の体積が減少するためにインク圧力が上
昇し、圧力室１４に連通するノズル２０からインクが吐出される。
【００４４】
　次に、この圧電アクチュエータ３及びこれを含むインクジェットヘッド１の製造方法に
ついて説明する。
　まず、図５に示すように、ステンレス製の３枚のプレート１０～１２と、ステンレス板
３０とを拡散接合等により接合する。ここで、キャビティプレート１０とステンレス板３
０とは同じステンレス製であるため、熱膨張係数が等しくなり、接合面における残留応力
が小さいために、両者の接合強度は極めて良好なものとなる。
【００４５】
　次に、図６に示すように、ステンレス板３０の上面に、アルミナ、ジルコニア、あるい
は窒化ケイ素等のセラミックス材料により絶縁層３１を形成する。これにより、ステンレ
ス板３０の上面が絶縁層３１で覆われた振動板５０が形成される（第１工程）。絶縁層３
１を形成する方法としては、例えば、超微微粒子材料を高速で衝突させて堆積させるエア
ロゾルデポジション法を用いることができる。エアロゾルデポジション法を用いると、例
えば５μｍ以下、特に２μｍ以下でも絶縁性に優れた非常に薄い層を形成することができ
る。その他、ゾルゲル法、あるいは、スパッタ法を用いて絶縁層３１を形成することもで
きる。
【００４６】
　次に、図７に示すように、絶縁層３１の上面に個別電極３２、配線部３５、端子部３６
及び接続端子４０を形成する（第２工程）。このとき、例えば、絶縁層３１の上面に導電
性ペーストをスクリーン印刷することによりパターニングされた個別電極３２、配線部３
５、端子部３６及び接続端子４０を一度に形成することができる。あるいは、メッキ法、
スパッタ法又は蒸着法などにより、絶縁層３１の全面に導電層を形成してから、レーザー
やレジスト法等により導電層を部分的に除去して、個別電極３２、配線部３５、端子部３
６及び接続端子４０をパターニングしてもよい。
【００４７】
　次に、図８に示すように、個別電極３２の上面にＰＺＴからなる圧電層３３を、エアロ
ゾルデポジション法、ゾルゲル法、あるいは、スパッタ法等を用いて形成する（第３工程
）。続いて、圧電層３３の組織を結晶化するために６００℃程度の熱処理を施す。この熱
処理時にステンレス板３０を構成する原子が圧電層３３内に拡散しようとするが、絶縁層
３１がこれを防止ように作用する。そのため、ステンレス板３０の原子の拡散侵入による
圧電層３３の圧電特性の劣化を少なくすることができる。そして、図９に示すように、圧
電層３３の上面に、スクリーン印刷、蒸着法、あるいは、スパッタ法等を用いて共通電極
３４、配線部４１及び端子部４２を形成する（第４工程）。
【００４８】
　そして、図１０に示すように、絶縁層３１上にドライバＩＣ３７を配置し、このドライ
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バＩＣ３７の出力端子３７ａをバンプ３８を介して端子部３６及び端子部４２に接合する
とともに、ドライバＩＣ３７の入力端子３７ｂをバンプ３９を介して接続端子４０に接合
する（第５工程）。最後に、図１１に示すように、マニホールドプレート１２の下面にノ
ズルプレート１３を接着する。
【００４９】
　尚、ノズルプレート１３がステンレス鋼等の金属材料で形成されている場合には、予め
、ノズルプレート１３を他の３枚のプレートと同時に接合して流路ユニット２を形成して
から、この流路ユニット２の上面にステンレス板３０、個別電極３２及び圧電層３３を順
に積層させて、圧電層３３に熱処理を施すようにすることもできる。
【００５０】
　本実施形態の圧電アクチュエータ３においては、絶縁層３１の上面に、複数の個別電極
３２ととともに、これら複数の個別電極３２に夫々対応する複数の端子部３６と、複数の
個別電極３２と複数の端子部３６とを夫々接続する複数の配線部３５とが形成され、さら
に、絶縁層３１の上面には、複数の端子部３６に接合されたドライバＩＣ３７が配置され
ているため、複数の個別電極３２とドライバＩＣ３７とをコストの高いＦＰＣ等の配線部
材を介さずに直接接続でき、電気的接続の信頼性も高くなる。また、絶縁層３１上に複数
の個別電極３２を形成するときには（第２工程）、個別電極３２、端子部３６、配線部３
５及び接続端子４０を一度に形成することができるため、製造工程を短縮することが可能
になる。
【００５１】
　さらに、圧電層３３の上面に共通電極３４を形成するときにも（第４工程）、共通電極
３４、配線部４１及び端子部４２を一度に形成することができるため、製造工程を短縮す
ることができる。
【００５２】
　また、共通電極３４が全ての個別電極３２に亙って形成されているために、共通電極３
４をドライバＩＣ３７に接続する配線部４１は１本で済む。そのため、共通電極３４をド
ライバＩＣ３７に接続するためにわざわざ配線部材を使用する必要もなく、また、端子数
が１つしかないことから電気的な接続を容易に行うことができ、その接続の信頼性も高い
ものとなる。
【００５３】
　次に、第１実施形態の共通電極に関する２つの変形例について、それぞれ図１２及び図
１３に基づいて説明する。図１２は、第１変形例に係るインクジェットヘッドの平面図で
あって、図２に相当する。図１２において、第１実施形態と同じ構成を有するものについ
ては、同じ符号を付して適宜その説明を省略する。
【００５４】
　図１２に示す圧電アクチュエータ１０３において、共通電極１３４は、個別電極３２と
同一平面形状を有し且つ個別電極３２に対向した８個の対向領域１３４ａと、圧電アクチ
ュエータ１０３の短手方向（図１２の上下方向）に関して２列に千鳥状に配列された８個
の対向領域１３４ａのうち圧電アクチュエータ１０３の短手方向に関して斜めに隣接する
２つの対向領域１３４ａ同士を最短距離で互いに接続する細長矩形形状を有する７個の連
結領域１３４ｂと、補強部４３に最も近い対向領域１３４ａと補強部４３とを互いに接続
する細長矩形形状を有する１個の連結領域１３４ｃとから構成されている。これら領域１
３４ａ、１３４ｂ、１３４ｃは、同じ材料からなるものであってもよいし、互いに異なる
材料からなるものであってもよい。このように本変形例では、図２に示した第１実施形態
のように矩形平面形状を有する共通電極の一部分だけが個別電極と対向するのではなく、
共通電極１３４のほぼ全域（比較的平面積が小さい連結領域１３４ｂ及び１３４ｃを除い
た残りの領域）が個別電極３２と対向するように圧電層３３が部分的に共通電極１３４で
覆われている。その結果、圧電層３３が配線部３５と共通電極１３４とによって挟まれな
いようになっているので、余計な静電容量が発生するのを防止することができる。
【００５５】
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　図１３は、第２変形例に係るインクジェットヘッドの平面図であって、図２に相当する
。図１３において、第１実施形態と同じ構成を有するものについては、同じ符号を付して
適宜その説明を省略する。
【００５６】
　図１３に示す圧電アクチュエータ２０３において、共通電極２３４は、個別電極３２の
長さとほぼ同じ長さの短辺及び圧電アクチュエータ２０３の短手方向（図１３の上下方向
）に関して一直線上に配列された４個の個別電極３２に対向できるように、これらに跨る
長さの長辺を有する矩形平面形状を有する２つの矩形領域２３４ａと、これら２つの矩形
領域２３４ａと補強部４３とを互いに接続する連結領域２３４ｂとから構成されている。
連結領域２３４ｂは、図１３中において左方に描かれた矩形領域２３４ａと補強部４３と
を接続するＬ字形状部分と、図１３中において右方に描かれた矩形領域２３４ａとＬ字形
状部分とを接続する細長矩形形状部分とに分けられる。これら領域２３４ａ、２３４ｂは
、同じ材料からなるものであってもよいし、互いに異なる材料からなるものであってもよ
い。本変形例では、共通電極２３４において個別電極３２と対向する領域の割合が大きく
なるように、圧電層３３が部分的に共通電極２３４で覆われている。その結果、図２に示
した第１実施形態に比べて圧電層３３において配線部３５と共通電極２３４とによって挟
まれる割合が比較的小さくなっているので、余計な静電容量があまり発生することがない
。
【００５７】
　なお、共通電極は、第１実施形態及びその第１、第２変形例で説明したものに限らず、
複数の個別電極３２と対向する領域を有している限りにおいて、種々の平面形状に変更す
ることが可能である。
【００５８】
＜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。本実施形態は、振動板がセラミックス
板だけによって構成されている点を特徴とするものであって、この点のみにおいて第１実
施形態と相違している。本実施形態において、第１実施形態と同様の部材については、同
じ符号を付してその説明を省略する。
【００５９】
　図１４は本実施形態に係るインクジェットヘッドの断面図、図１５は図１４と直交する
方向についてのインクジェットヘッドの断面図であって、それぞれ、第１実施形態におけ
る図３及び図４に相当する。図１４及び図１５に示すように、圧電アクチュエータ３０３
は、流路ユニット２の上面に配置された振動板としてのセラミックス板３５０と、セラミ
ックス板３５０の上面に形成され、複数の圧力室１４に夫々対向する複数の個別電極３２
と、これら複数の個別電極３２を覆う圧電層３３と、この圧電層３３の上面に形成され、
複数の個別電極３２（本実施形態の場合、すべての個別電極３２）に亙って共通に設けら
れた（つまり、圧電層３３を挟んで複数の個別電極３２と対向する）共通電極３４とを備
えている。
【００６０】
　セラミックス板３５０は、平面視で略矩形状の板であり、複数の圧力室１４の開口を塞
ぐ状態でキャビティプレート１０の上面に積層された状態で接合されている。セラミック
ス板３５０は、アルミナ、ジルコニア、あるいは、窒化ケイ素等の、弾性率が高いセラミ
ックス材料からなり、その上面が平面となっている。このように、セラミックス板３５０
が弾性率の高いセラミックス材料で形成されているため、圧電アクチュエータ３０３の剛
性が上がり応答性がより高くなる。また、振動板がセラミックス板３５０で形成されてい
るので、セラミックス板３５０の上面に何も介することなく複数の個別電極３２を直接形
成することが可能になる。
【００６１】
　さらに、セラミックス板３５０の上面には、圧力室１４よりも一回り小さい楕円形の平
面形状を有する複数の個別電極３２が形成されている。個別電極３２は、平面視で対応す
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る圧力室１４の中央部に重なる位置に形成されている。個別電極３２は金などの導電性材
料からなる。尚、隣接する個別電極３２はセラミックス板３５０により互いに電気的に絶
縁されている。
【００６２】
　本実施形態の圧電アクチュエータ３０３においても、複数の個別電極３２とドライバＩ
Ｃ３７とを、個別電極３２と同一平面上に形成された配線部３５により、コストの高いＦ
ＰＣ等の配線部材を介さずに直接接続できるため、電気的接続のコストを低減できるし、
また、電気的接続の信頼性も高くなる、という利益が得られる。その他、第１実施形態に
おいて説明した効果を得ることができる。
【００６３】
　次に、圧電アクチュエータ３０３及びこれを含むインクジェットヘッドの製造方法につ
いて説明する。
　まず、図１６に示すように、キャビティプレート１０上に、エアロゾルデポジション法
、ＣＶＤ法、溶液塗布法、ゾルゲル法、水熱合成法、あるいは、スパッタ法等を用いて、
アルミナ、ジルコニア、あるいは窒化ケイ素等のセラミックス材料により厚み１～２０μ
ｍ程度のセラミックス板３５０を形成する。これにより、セラミックス板３５０だけによ
って構成された振動板が形成される（第１工程）。なお、キャビティプレート１０は、セ
ラミックス板３５０との間における熱膨張係数を整合させるために、セラミックス板３５
０と同一のセラミックス材料からなることが好ましい。
【００６４】
　次に、図１７に示すように、セラミックス板３５０の上面に個別電極３２、配線部３５
、端子部３６及び接続端子４０を形成する（第２工程）。このとき、例えば、セラミック
ス板３５０の上面に導電性ペーストをスクリーン印刷することによりパターニングされた
個別電極３２、配線部３５、端子部３６及び接続端子４０を一度に形成することができる
。あるいは、メッキ法、スパッタ法又は蒸着法などにより、セラミックス板３５０の全面
に導電層を形成してから、レーザー照射法やレジスト法等により導電層を部分的に除去し
て、個別電極３２、配線部３５、端子部３６及び接続端子４０をパターニングしてもよい
。
【００６５】
　次に、図１８に示すように、個別電極３２の上面にＰＺＴからなる圧電層３３を、エア
ロゾルデポジション法、ＣＶＤ法、溶液塗布法、ゾルゲル法、水熱合成法、あるいは、ス
パッタ法等を用いて形成する（第３工程）。続いて、図１９に示すように、キャビティプ
レート１０の下面にレジストをパターニングし、そのレジストをマスクとしてキャビティ
プレート１０をエッチングすることによって圧力室１４となる孔を形成する。
【００６６】
　次に、圧電層３３の組織を結晶化するために６００℃程度の熱処理を施す。この熱処理
時に、圧電層３３においてキャビティプレート１０と対向している領域（つまり圧力室１
４となる孔と対向していない領域）においてはキャビティプレート１０を構成する原子が
圧電層３３内に拡散しようとし、セラミックス板３５０がこれらを防止するように作用す
るものの、圧電層３３の圧電特性は若干劣化する。一方、圧電層３３においてキャビティ
プレート１０と対向していない領域（つまり圧力室１４となる孔と対向している領域）に
おいてはキャビティプレート１０を構成する原子が拡散によって圧電層３３内に侵入して
くることがほとんどないため、圧電層３３の圧電特性がほとんど劣化しない。しかる後、
図２０に示すように、圧電層３３の上面に、スクリーン印刷、蒸着法、あるいは、スパッ
タ法等を用いて共通電極３４、配線部４１及び端子部４２を形成する（第４工程）。
【００６７】
　その後、図２１に示すように、セラミックス板３５０上にドライバＩＣ３７を配置し、
このドライバＩＣ３７の出力端子３７ａをバンプ３８を介して端子部３６及び端子部４２
に接合するとともに、ドライバＩＣ３７の入力端子３７ｂをバンプ３９を介して接続端子
４０に接合する（第５工程）。最後に、キャビティプレート１０の下面に、残りのプレー
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ト１１～１３を接着する。
【００６８】
　上述した製造方法においても、第１実施形態で説明した製造方法と同様の利益が得られ
る。加えて、本実施形態の製造方法では、圧力室１４となる孔を形成するためにキャビテ
ィプレート１０をエッチングする前に、キャビティプレート１０によって支持されたセラ
ミックス板３５０上に圧電層３３を形成している。したがって、圧電層３３の形成時にセ
ラミックス板３５０が破損することがない。また、上述したように圧力室１４となる孔を
キャビティプレート１０に形成してから熱処理を行っているので、圧電層３３の圧電特性
がほとんど劣化しない。また、エアロゾルデポジション法等を用いてセラミックス板３５
０を形成しているので、セラミックス板３５０の厚みを１～２０μｍ程度と非常に薄くす
ることができる。そのため、非拘束部である圧力室１４の幅を小さくして集積度を高くし
たとしても、十分な変位を有するユニモルフ型アクチュエータを得ることができる。さら
に、集積度を高くすることによって製造コストを低下させることができると共に、インク
ジェットヘッドの多ノズル化が容易となって、高速印字を実現することができる。
【００６９】
　なお、第２実施形態においても、共通電極を、第１実施形態の第１、第２変形例のよう
な形状とすることが可能である。
【００７０】
　次に、前記した第１及び第２実施形態に種々の変更を加えた変更形態について説明する
。但し、前記実施形態と同じ構成を有するものについては、同じ符号を付して適宜その説
明を省略する。
　１］前記第２実施形態では、共通電極３４は全ての個別電極３２に亙って形成されてい
るが、図１２及び図１３に描かれた第１実施形態の変形例のように、複数の個別電極３２
が複数のグループに分けられており、各グループに対して１つの共通電極３４が対応して
形成されていてもよい。但し、当然のことながら、共通電極３４とドライバＩＣ３７とを
接続する配線部４１の数をできるだけ少なくするために、区分された共通電極３４の数は
少ないことが好ましい。
【００７１】
　２］流路ユニット２を構成する３枚のプレート１０～１３の全てをステンレス鋼で形成
する必要はなく、少なくとも圧電アクチュエータ３のステンレス板３０が積層されるキャ
ビティプレート１０がステンレス鋼で形成されていればよい。さらに、キャビティプレー
ト１０の材質はステンレス鋼に限られるものではなく、ステンレス鋼以外の鉄系合金、ニ
ッケル系合金、チタン系合金、あるいは、アルミニウム系合金等の、エッチングにより圧
力室１４を形成することが容易な材料であれば種々のものを採用できる。尚、この場合、
ステンレス板３０とキャビティプレート１０の熱膨張係数を近くして両者の接合性を良好
なものとするために、ステンレス板３０も、キャビティプレート１０と同様に、鉄系合金
、ニッケル系合金、チタン系合金、あるいは、アルミニウム系合金等で形成することが好
ましく、さらに、ステンレス板３０とキャビティプレート１０とを同じ材質にすることが
特に好ましい。
【００７２】
　３］前記第１及び第２実施形態の圧電アクチュエータ３の製造方法においては、エアロ
ゾルデポジション法、ゾルゲル法、あるいは、スパッタ法等を用いて圧電層３３を形成し
た後に、圧電層３３に熱処理を施しているが、焼成されたＰＺＴからなる圧電シートを絶
縁層３１上に貼り付けて圧電層３３を形成してもよい。但し、この場合には、予め、圧電
シートの上面にスクリーン印刷などにより共通電極３４を形成しておき、この圧電シート
の下面を個別電極３２の上面に接合することになる。また、低温焼成が可能なＰＺＴのグ
リーンシートを個別電極３２の表面にスクリーン印刷などにより形成してもよい。この場
合は、８５０～９００度で焼成する後工程が必要となる。
【００７３】
　４］ドライバＩＣ３７が絶縁層３１上に配置されている必要は必ずしもなく、少なくと
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も、ドライバＩＣ３７の出力端子３７ａが接合される複数の端子部３６が絶縁層３１上に
形成されていればよい。
【００７４】
　５］振動板としては、上述した例の他に、ポリイミドなどの樹脂材料からなる板を用い
てもよいし、あるいは、表面を酸化処理したシリコン基板を用いてもよい。また、個別電
極が形成される表面が絶縁性である限りにおいて、３層以上からなる振動板を用いてもよ
い。
【００７５】
　６］第２実施形態において、熱処理後に圧力室１４となる孔をキャビティプレート１０
に形成してもよい。
【００７６】
　７］上述した実施形態で説明した圧電アクチュエータは、インクジェットヘッドに限ら
ず、その他の用途に用いることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第１実施形態に係るインクジェットヘッドの斜視図である。
【図２】図１におけるインクジェットヘッドの右半部の平面図である。
【図３】図２のIII-III線断面図である。
【図４】図２のIV-IV線断面図である。
【図５】図３に示したインクジェットヘッドを製造順に示した断面図であって、流路ユニ
ットと金属板を接合する工程を示す図である。
【図６】絶縁層を形成する工程（第１工程）を示す図である。
【図７】個別電極を形成する工程（第２工程）を示す図である。
【図８】圧電層を形成する工程（第３工程）を示す図である。
【図９】共通電極を形成する工程（第４工程）を示す図である。
【図１０】ドライバＩＣを絶縁層上に配置する工程（第５工程）を示す図である。
【図１１】ノズルプレートを接合する工程を示す図である。
【図１２】本発明の第１実施形態の第１変形例におけるインクジェットヘッドの右半部の
平面図である。
【図１３】本発明の第１実施形態の第２変形例におけるインクジェットヘッドの右半部の
平面図である。
【図１４】本発明の第２実施形態のインクジェットヘッドの断面図である。
【図１５】図１４に示したインクジェットヘッドの、図１４とは別の切断線での断面図で
ある。
【図１６】図１４に示したインクジェットヘッドを製造順に示した断面図であって、振動
板であるセラミックス板を形成する工程（第１工程）を示す図である。
【図１７】個別電極を形成する工程（第２工程）を示す図である。
【図１８】圧電層を形成する工程（第３工程）を示す図である。
【図１９】圧力室となる孔を形成する工程を示す図である。
【図２０】共通電極を形成する工程（第４工程）を示す図である。
【図２１】ドライバＩＣをセラミックス板上に配置する工程（第５工程）を示す図である
。
【符号の説明】
【００７８】
　１    インクジェットヘッド
　２    流路ユニット
　３    圧電アクチュエータ
　１４  圧力室
　３０  金属板
　３１  絶縁層
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　３２  個別電極
　３３  圧電層
　３４  共通電極
　３５  配線部
　３６  端子部
　３７  ドライバＩＣ
　３７ａ      出力端子
　３７ｂ      入力端子
　４０  接続端子
　４１  配線部
　４２  端子部
　５０　振動板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(19) JP 4609182 B2 2011.1.12

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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