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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板上に位置する発熱素子と、
　該発熱素子上に設けられている保護層とを有しており、
　該保護層は、ダイヤモンドライクカーボン材料を主とする第１層と、該第１層を被覆す
る第２層とを複数含んでなり、前記第１層と前記第２層とが複数回交互に積層されており
、前記第２層が最表層に配置されているとともに、
　前記第２層の形成材料は、前記第１層の形成材料に比べて耐昇華性が高いことを特徴と
する記録ヘッド。
【請求項２】
　前記第２層の厚みは、前記第１層の厚みに比べて厚いことを特徴とする請求項１に記載
の記録ヘッド。
【請求項３】
　前記保護層は、前記第１層および前記第２層に比べて封止性が高く、かつ前記第１層お
よび前記第２層と形成材料が異なり、前記発熱素子と接する下地層をさらに含んでなるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の記録ヘッド。
【請求項４】
　前記保護層は、前記第１層と前記第２層との間に位置し、前記第１層と前記第２層との
密着性を高める第３層を有していることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の
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記録ヘッド。
【請求項５】
　前記第２層は、ＳｉＣ系材料を主とすることを特徴とする請求項１から４のいずれかに
記載の記録ヘッド。
【請求項６】
　前記第２層は、Ｔａ２Ｏ５系材料を主とすることを特徴とする請求項１から４のいずれ
かに記載の記録ヘッド。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の記録ヘッドと、
　記録媒体を搬送する搬送部とを備えることを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発熱素子を覆う保護層を有する記録ヘッド、および該記録ヘッドを備える記
録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリ、レジスターなどのプリンタとしては、サーマルプリンタが用いられてい
る。このサーマルプリンタは、サーマルヘッドおよびプラテンローラを備えている。この
サーマルプリンタに搭載されるサーマルヘッドとしては、複数の発熱素子と、保護層とを
有するものがある。この複数の発熱素子は、基板上に配列されている。この保護層は、複
数の発熱素子上に位置しており、発熱素子を保護する機能を有している。このプラテンロ
ーラは、記録媒体を発熱素子上に位置する保護層に対して押し当てる機能を有するもので
ある。この記録媒体としては、例えば感熱紙などがある。このような構成のサーマルプリ
ンタでは、所望の画像に応じて発熱素子を発熱させるともに、この発熱した発熱素子上に
位置する保護層に対して記録媒体をプラテンローラで押し当てることによって、発熱素子
の発する熱を記録媒体に対して伝達している。記録媒体に対する所望の印画は、この処理
を繰り返すことにより行われている。
【０００３】
　このようなサーマルプリンタでは、搭載されるサーマルヘッドの保護層が記録媒体で摩
耗してしまい、保護層としての機能が低下する場合があった。そこで、保護層の形成材料
として耐摩耗性の高いダイヤモンドライクカーボン膜（以下、「ＤＬＣ膜」とする）を用
いたサーマルヘッドが開発されている。このようなサーマルヘッドは、例えば特許文献１
に開示されている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されたサーマルヘッドでは、ＤＬＣ膜が空気中の酸素
と結合し、昇華してしまう場合があった。このような昇華は、例えばサーマルプリンタの
記録媒体を搬送する搬送部の搬送異常によって、記録媒体の搬送が止まった状態で発熱抵
抗体が駆動される、いわゆる空印字の状態となった際に生じる場合がある。このようにし
てＤＬＣ膜が昇華すると、サーマルヘッドの耐摩耗性が著しく低下してしまい、保護層と
しての機能を良好に維持できない場合がある。
【特許文献１】特開平７－１３２６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような事情のもとで考え出されたものであって、保護層としての機能を
良好に維持することが可能な記録ヘッド、および該記録ヘッドを備える記録装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明の記録ヘッドは、基板と、複数の発熱素子と、保護層を有している。前記複数の
発熱素子は、前記基板上に位置している。前記保護層は、前記複数の発熱素子上に設けら
れており、ダイヤモンドライクカーボン材料を主とする第１層と、該第１層を被覆する第
２層とを複数含んでいる。前記第１層と前記第２層とが複数回交互に積層されており、前
記第２層が最表層に配置されている。前記第２層の形成材料は、前記第１層の形成材料に
比べて耐昇華性が高い。
【０００７】
　本発明の記録装置は、本発明の記録ヘッドと、記録媒体を搬送する搬送手段とを備えて
いる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の記録ヘッドおよび記録装置では、保護層としての機能を良好に維持することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の記録ヘッドの実施形態の一例であるサーマルヘッドの概略構成を示す平
面図である。
【図２】（ａ）が図１に示したサーマルヘッドの要部を拡大した平面図であり、（ｂ）が
図２（ａ）に示したIIｂ－IIｂ線に沿った断面図である。
【図３】図２（ｂ）に示す保護層の要部をさらに拡大した図である。
【図４】本発明の記録装置の実施形態の一例であるサーマルプリンタの概略構成を示す図
である。
【図５】（ａ），（ｂ）は、図３に示した保護層の変形例をそれぞれ示す図である。
【図６】図３に示した保護層の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜記録ヘッド＞
　図１～３に示した本例のサーマルヘッド１０は、基板２０と、蓄熱層３０と、電気抵抗
層４０と、導電層５０と、保護層６０と、駆動ＩＣ７０とを含んで構成されている。
【００１１】
　基板２０は、蓄熱層３０と、電気抵抗層４０と、導電層５０と、保護層６０と、駆動Ｉ
Ｃ７０とを支持する機能を有するものである。この基板２０は、平面視において矢印方向
Ｄ１，Ｄ２に延びる矩形状に構成されている。この矢印方向Ｄ１，Ｄ２は、サーマルヘッ
ド１の主走査方向である。ここで、「平面視」とは、矢印方向Ｄ５，Ｄ６におけるＤ６方
向視のことをいう。この矢印方向Ｄ５，Ｄ６は、基板２０の厚み方向である。この基板２
０を形成する材料としては、例えばセラミックスと、ガラスと、シリコンと、サファイア
と、エポキシ系樹脂を含む絶縁樹脂とが挙げられる。これらの材料の中でも、印画の高密
度化の観点からは、ガラスと、シリコンと、サファイアとが好ましい。
【００１２】
　蓄熱層３０は、電気抵抗層４０の後述する発熱素子４０ａにおいて発生する熱の一部を
一時的に蓄積する機能を有するものである。すなわち、蓄熱層３０は、発熱素子４０ａの
温度を上昇させるのに要する時間を短くして、サーマルヘッド１０の熱応答特性を高める
役割を担うものである。この蓄熱層３０は、基板２０上に位置しており、矢印方向Ｄ１，
Ｄ２に延びる帯状に構成されている。また、この蓄熱層３０は、矢印方向Ｄ１，Ｄ２に直
交する矢印方向Ｄ３，Ｄ４における断面形状が略半楕円状に構成されている。この矢印方
向Ｄ３，Ｄ４は、サーマルヘッド１０の副走査方向である。この蓄熱層３０を形成する材
料としては、例えば熱伝導率が０．７Ｗ・ｍ－１・Ｋ－１以上１．０Ｗ・ｍ－１・Ｋ－１

以下の範囲の絶縁材料が挙げられる。ここで、「絶縁」とは、電流が実質的に流れなくな
る程度をいい、例えば電気抵抗率が１．０×１０１２Ω・ｍ以上であることをいう。この
ような絶縁材料としては、例えばガラスが挙げられる。なお、本例では、蓄熱層３０が設
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けられているが、蓄熱層３０を設けなくてもよい。蓄熱層３０を設けない場合としては、
例えば基板２０がガラスによって形成される場合が挙げられる。
【００１３】
　電気抵抗層４０は、発熱素子４０ａとして機能する部位を有するものである。この電気
抵抗層４０は、単位長さ当たりの電気抵抗値が導電層５０の単位長さ当たりの電気抵抗値
に比べて大きくなるように構成されている。この電気抵抗層４０は、一部が蓄熱層３０上
に位置している。本例では、導電層５０から電圧が印加される電気抵抗層４０のうち導体
層４０が上に形成されていない部位が発熱素子４０ａとして機能している。この電気抵抗
層４０を主として形成する材料としては、例えばＴａＮ系材料と、ＴａＳｉＯ系材料と、
ＴａＳｉＮＯ系材料と、ＴｉＳｉＯ系材料と、ＴｉＳｉＣＯ系材料と、ＮｂＳｉＯ系材料
とが挙げられる。
【００１４】
　発熱素子４０ａは、電圧印加によって発熱するものである。この発熱素子４０ａは、導
電層５０からの電圧印加による発熱温度が例えば２００℃以上５５０℃以下の範囲となる
ように構成されている。この発熱素子４０ａは、複数設けられており、蓄熱層３０の上面
の上に設けられている。この複数の発熱素子４０ａは、矢印方向Ｄ１，Ｄ２に沿って配列
されている。本例では、この複数の発熱素子４０ａの配列方向がサーマルヘッド１０の主
走査方向となっている。
【００１５】
　導電層５０は、発熱素子４０ａに対して電圧を印加する機能を有するものである。この
導電層５０は、電気抵抗層４０上に位置している。また、この導電層５０は、第１導電層
５１と、第２導電層５２とを含んで構成されている。導電層５０を主として形成する材料
としては、例えばアルミニウム、金、銀、および銅のいずれか一種の金属、またはこれら
の合金が挙げられる。
【００１６】
　第１導電層５１は、複数に分かれて設けられている。各々の第１導電層５１は、一端部
が複数の発熱素子４０ａのそれぞれの一端部に電気的に独立した状態で接続されている。
また、各々の第１導電層５１は、他端部が駆動ＩＣ７０に対して電気的に接続されている
。この第１導電層５１は、発熱素子４０ａの矢印方向Ｄ３，Ｄ４におけるＤ４方向側に位
置している。
【００１７】
　第２導電層５２は、一体的に設けられている。第２導電層５２は、端部が複数の発熱素
子４０ａの他端部、および図示しない電源に対して電気的に接続されている。この第２導
電層５２は、発熱素子４０ａの矢印方向Ｄ３，Ｄ４におけるＤ３方向側に位置している。
【００１８】
　図３に要部を示した本例の保護層６０は、発熱素子４０ａと、導電層５０とを保護する
機能を有するものである。この保護層６０は、発熱素子４０ａと、導電層５０の一部とを
覆うように形成されている。保護層６０を主として形成する材料としては、例えばダイヤ
モンドライクカーボン材料（ＤＬＣ材料）と、ＳｉＣ系材料と、ＳｉＮ系材料と、ＳｉＣ
Ｎ系材料と、ＳｉＯＮ系材料と、ＳｉＯＮＣ系材料と、ＳｉＡｌＯＮ系材料と、ＳｉＯ２

系材料と、Ｔａ２Ｏ５系材料と、ＴａＳｉＯ系材料と、ＴｉＣ系材料と、ＴｉＮ系材料と
、ＴｉＯ２系材料と、ＴｉＢ２系材料と、ＡｌＣ系材料と、ＡｌＮ系材料と、Ａｌ２Ｏ３

系材料と、ＺｎＯ系材料と、Ｂ４Ｃ系材料と、ＢＮ系材料とが挙げられる。ここで「ダイ
ヤモンドライクカーボン材料」とは、ｓｐ３混成軌道をとる炭素原子（Ｃ原子）の割合が
１原子％以上１００原子％未満の範囲である膜をいう。また、ここで「～系材料」とは、
ＳｉＣ系材料を例に挙げると、Ｓｉ原子と、Ｃ原子とからなる材料であって、化学量論的
組成を有する材料は勿論のこと、異なる組成比率を有する材料であってもよい。また、「
～系材料を主とする材料」とは、主とする材料が全体に対して５０質量％以上であるもの
をいい、例えば添加物を含んでいてもよい。
【００１９】
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　また、この保護層６０は、下地層６１と、複数の第１層６２と、複数の第２層６３とを
含んで構成されている。この下地層６１は、電気抵抗層４０および導電層５０に接してい
る。また、第１層６２および第２層６３は、下地層６１上に位置しているとともに、第１
層６２と第２層６３とが交互に積層されている。
【００２０】
　下地層６１は、電気抵抗層４０および導電層５０と、第１層６２および第２層６３との
間に介在している。この下地層６１の有する機能としては、例えば電気抵抗層４０および
導電層５０と、第１層６２または第２層６３との密着性を高める機能と、電気抵抗層４０
および導電層５０を外部から良好に封止する機能と、第１層６２および第２層６３から電
気抵抗層４０および導電層５０を絶縁する機能と、電気抵抗層４０と導電層５０との段差
を小さくする機能とが挙げられ、前述した機能のうち少なくともいずれか一つの機能を有
するのが好ましい。ここで、「絶縁」とは、電流が実質的に流れなくなる程度をいい、例
えば電気抵抗率が１．０×１０１２Ω・ｍ以上であることをいう。本例の下地層６１は、
ＳｉＮ系材料によって形成されており、これにより、電気抵抗層４０および導電層５０を
外部から良好に封止している。ここで、「封止」とは、電気抵抗層４０および導電層５０
を外雰囲気からの影響を低減するために、覆うことをいう。この封止によって、例えば記
録媒体などに含まれるＮａイオン等から導電層５０を形成する材料の腐食が低減されてい
る。ここで「腐食」とは、ＪＩＳ規格Ｚ０１０３：１９９６に規定されているものをいい
、「金属がそれをとり囲む環境物質によって、化学的又は電気化学的に浸食されるか若し
くは材質的に劣化する現象」をいう。
【００２１】
　第１層６２と第２層６３とは、主として摺動面として機能する役割を担っている。第１
層６２を形成する材料は、第２層６３を形成する材料に比べて保護基本特性のいずれかが
良好な材料であり、第２層６３を形成する材料は、第１層６２を形成する材料に比べて耐
昇華性が良好な材料である。この第２層６３は、発熱素子４０ａの発熱温度である５５０
℃以下の範囲で昇華しない材料であるのが望ましい。ここで「保護基本特性」としては、
例えば耐摩耗性と、絶縁性と、封止性とが挙げられる。また、「耐摩耗性」とは、例えば
記録媒体が保護層６０の表面を摺動することによる摩耗に対する耐性をいう。さらに、「
耐昇華性」とは、例えば発熱素子４０ａなどから生じる熱による加熱によって昇華に対す
る耐性をいう。この第２層６３は、一の層が露出しており、全ての第１層６２の矢印Ｄ５
方向側に位置している。つまり、本例では、保護層６０の最表層が第２層６３になってい
る。この第１層６２の厚みＴ１および第２層６３の厚みＴ２としては、例えば１０ｎｍ以
上１００ｎｍ以下の範囲が挙げられる。本例では、この第２層６３の厚みＴ２が第１層６
２の厚みＴ１に比べて厚くなるように構成されている。さらに、この第１層６２と第２層
６３とが交互に積層される回数としては、例えば１０回以上１００回以下の範囲が挙げら
れる。本例では、第１層６２の昇華を低減するとともに、保護層６０を介した熱伝達性を
高めるため、第１層６２と第２層６３とが６０回交互に積層されている。
【００２２】
　本例の第１層６２は、保護層６０の耐摩耗性を高める観点からダイヤモンドライクカー
ボン材料によって形成されている。また、第２層６３は、第１層６２の昇華を低減すると
ともに耐摩耗性を高める観点からＳｉＣ系材料によって形成されている。さらに、このＳ
ｉＣ系材料は、耐摩耗性を高める観点から、Ｓｉ原子に比べてＣ原子を多く含んでおり、
このＣ原子を含む量としては、例えば５０原子％以上９０原子％以下の範囲が挙げられる
。また、本例では、ＳｉＮ系材料に対する密着性を高める観点から第２層６３が下地層６
１に接している。
【００２３】
　駆動ＩＣ７０は、複数の発熱素子４０ａの電力供給状態を制御する機能を有するもので
ある。この駆動ＩＣ７０は、第１導電層５１の他端部に対して電気的に接続されている。
このような構成とすることにより、発熱素子４０ａを選択的に発熱させることができる。
また、この駆動ＩＣ７０には、外部接続用部材７１が電気的に接続されている。
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【００２４】
　外部接続用部材７１は、発熱素子４０ａを駆動するための電気信号を供給する機能を有
するものである。この電気信号としては、駆動ＩＣ７０の駆動電力、タイミングを制御す
るクロック信号、および印画する画像に応じた画像信号、ならびに発熱素子へ供給する駆
動電力が挙げられる。この外部接続用部材７１としては、例えばフレキシブルケーブルお
よびコネクタの組み合わせが挙げられる。
【００２５】
　サーマルヘッド１０は、基板２０と、該基板２０上に位置する発熱素子４０ａと、発熱
素子４０ａ上に設けられる保護層６０とを有しており、保護層６０は、第１層６２と、第
２層６３とを含んでなるとともに、第１層６２と第２層６３とが複数回交互に積層されて
おり、第２層６３の形成材料は、第１層６２の形成材料に比べて耐昇華性が高い。そのた
め、サーマルヘッド１０は、例えば空印字によって一つの第１層６２が昇華した場合でも
、当該第１層６２の下に位置する第２層６３によって該第２層６３の下に位置する他の第
１層６２の昇華を低減することができる。したがって、サーマルヘッド１０では、第１層
６２の昇華を低減し、保護層６０としての機能を良好に維持することができる。
【００２６】
　サーマルヘッド１０において、第２層６３の厚みＴ２が第１層６２の厚みＴ１に比べて
厚いので、例えば摩耗により第２層６３の厚みが薄くなった場合でも、第１層６２の昇華
を低減する機能を良好に維持することができる。したがって、サーマルヘッド１０では、
保護層６０としての機能をより良好に維持することができる。
【００２７】
　サーマルヘッド１０において、第２層６３の形成材料が第１層６２の形成材料と同じＣ
原子を含むので、第１層６２と第２層６３との密着性を高めることができる。
【００２８】
　サーマルヘッド１０において、第２層６３が露出している。つまり、サーマルヘッド１
０の一の第２層６３が、全ての第１層６２より上部に設けられているので、第２層６３に
より第１層６２の昇華を低減することができ、保護層６０としての機能をより良好に維持
することができる。
【００２９】
　サーマルヘッド１０の保護層６０が、第１層６２および第２層６３に比べて封止性が高
く、かつ第１層６２および第２層６３と形成材料が異なり、発熱素子４０ａと接する下地
層６１をさらに含んでなるので、保護層６０に求められる機能の一つである封止性を下地
層６１に分離することができ、第１層６２および第２層６３を形成する材料の選択性を高
めることができる。
【００３０】
　サーマルヘッド１０において、第１層６２がダイヤモンドライクカーボン材料を主とす
る膜であるので、保護層６０の耐摩耗性を高めるとともに、第２層６３による第１層６２
の昇華を低減の効果を享受することができる。
【００３１】
　サーマルヘッド１０において、第２層６３がＳｉＣ系材料を主とする膜であるので、耐
摩耗性をより高めるとともに、ダイヤモンドライクカーボン系材料からなる第１層６２と
の密着性も高めることができる。
【００３２】
　＜記録装置＞
　図４に示した本例のサーマルプリンタ１は、サーマルヘッド１０と、搬送機構８０と、
制御機構９０とを有している。
【００３３】
　搬送機構８０は、記録媒体１１を矢印方向Ｄ３，Ｄ４におけるＤ３方向に搬送しつつ、
該記録媒体１１をサーマルヘッド１０の発熱素子４０ａに接触させる機能を有するもので
ある。この搬送機構８０は、プラテンローラ８１と、搬送ローラ８２，８３，８４，８５
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とを含んで構成されている。
【００３４】
　プラテンローラ８１は、記録媒体１１を発熱素子４０ａに押し付ける機能を有するもの
である。このプラテンローラ８１は、発熱素子４０ａ上に位置する保護層６０に接触した
状態で回転可能に支持されている。このプラテンローラ８１は、円柱状の基体の外表面を
弾性部材により被覆した構成を有している。この基体は、例えばステンレスなどの金属に
よって形成されており、この弾性部材は、例えば厚みの寸法が３ｍｍ以上１５ｍｍ以下の
範囲ブタジエンゴムによって形成されている。
【００３５】
　搬送ローラ８２，８３，８４，８５は、記録媒体１１を搬送する機能を有するものであ
る。すなわち、搬送ローラ８２，８３，８４，８５は、サーマルヘッド１０の発熱素子４
０ａとプラテンローラ８１との間に記録媒体１１を供給するとともに、サーマルヘッド１
０の発熱素子４０ａとプラテンローラ８１との間から記録媒体１１を引き抜く役割を担う
ものである。これらの搬送ローラ８２，８３，８４，８５は、例えば金属製の円柱状部材
によって形成してもよいし、例えばプラテンローラ８１と同様に円柱状の基体の外表面を
弾性部材により被覆した構成であってもよい。
【００３６】
　制御機構９０は、駆動ＩＣ７０に画像信号を供給する機能を有するものである。つまり
、制御機構９０は、外部接続用部材７１を介して発熱素子４０ａを選択的に駆動する画像
信号を駆動ＩＣ７０に供給する役割を担うものである。
【００３７】
　サーマルプリンタ１は、サーマルヘッド１０を備えている。そのため、サーマルプリン
タ１は、サーマルヘッド１０の有する効果を享受することができる。したがって、サーマ
ルプリンタ１は、サーマルヘッド１０の保護層６０の保護層としての機能が良好に維持さ
れることにより、サーマルプリンタ１の耐久性を高めることができる。
【００３８】
　以上、本発明の具体的な実施形態を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、発明の要旨から逸脱しない範囲内で種々の変更が可能である。
【００３９】
　本例では、保護層６０が下地層６１と第１層６２と第２層６３とから構成されているが
、このような構成に限るものではない。例えば、図５（ａ）に示したように保護層６０Ａ
が、第１層６２Ａと第２層６３Ａとに加えて、第３層６４Ａを新たに含んでなり、これら
３つの層６２Ａ，６４Ａ，６３Ａが順次繰り返して積層されていてもよい。また、図５（
ｂ）に示したように保護層６０Ｂが、第１層６２Ｂと第２層６３Ｂとに加えて、第３層６
４Ｂを新たに含んでなり、第１層６２Ｂまたは第３層６４Ｂと、第２層６３Ｂとが規則的
に繰り返して積層されていてもよい。なお、符号６１Ａ，６１Ｂは、それぞれ下地層であ
る。
【００４０】
　本例では、保護層６０が第１層６２と第２層６３とを含んで構成されているが、このよ
うな構成に限るものではない。例えば、図６に示したように保護層６０Ｃが、第１層６２
Ｃと第２層６３Ｃとの間に第３層６４Ｃを新たに含んでいてもよい。このような構造で、
第３層６４Ｃの第１層６２Ｃに対する密着性が第２層６３Ｃに比べて高い場合、第１層６
２Ｃおよび第２層６３Ｃ間の密着性を高めることができ、第１層６２Ｃおよび第２層６３
Ｃを形成する材料の選択性を高めることができる。このような第３層６４Ｃとして機能す
る材料としては、例えばＳｉ系材料が挙げられる。
【００４１】
　本例では、耐摩耗性を高める観点から保護層６０の第１層６２としてダイヤモンドライ
クカーボン系材料を採用しているが、このような材料に限るものではない。
【００４２】
　本例では、耐摩耗性を高める観点から保護層６０の第２層６３としてＳｉＣ系材料を採
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用しているが、このような材料に限るものではない。例えば第２層としてＳｉＮ系材料を
採用した場合、耐スティッキング性を高めることができ、ＳｉＯＮ系材料またはＳｉＯ２

系材料を採用した場合、封止性を高めることができ、ＴａＯ系材料を採用した場合、熱化
学反応による保護層６０の溶融も低減することができる。
【００４３】
　本例では、保護層６０が下地層６１を含んで構成されているが、このような構成に限る
ものでなく、電気抵抗層４０および導電層５０上に直接、第１層６２または第２層６３が
形成されていてもよい。
【００４４】
　本例では、保護層６０が露出しているが、このような構成に限るものでなく、保護層６
０の上面に例えばフッ素系樹脂からなるコート層が設けられていたり、導電性材料からな
る除電層が設けられていたりしてもよい。
【実験例】
【００４５】
　本実施例では、サーマルヘッドの昇華に対する耐性について実験した。具体的には、下
地層としてＳｉＮ系材料を採用し、第１層としてＤＬＣ材料を採用し、第２層としてＳｉ
Ｃ系材料を採用したサーマルヘッドを用いて、ＤＬＣ材料の昇華を低減できるＳｉＣ系材
料の厚みを調査する実験をした。
【００４６】
　まず、本発明の実施例に係るサーマルヘッドＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ、および比較例となるサー
マルヘッドＥを製造した。具体的には、まず、サーマルヘッドＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅに共通
のヘッド基体を以下の条件で製造した。なお、本実施例では、配線層に関する記載を除き
、主走査方向における長さを単に「幅」とし、副走査方向における長さを単に「長さ」と
した。
【００４７】
　＜サーマルヘッドの構成＞
　　・下地層の形成材料　：　ＳｉＮ系材料
　　・第１層の形成材料　：　ＤＬＣ材料
　　・第２層の形成材料　：　ＳｉＣ系材料（サーマルヘッドＥには設けていない）
　　・第１層および第２層の積層回数　：　各１層
　　・第１層の厚み　：　２．５μｍ
　　・第１層の昇華温度　：　約３５０℃
　　・第２層の原料組成比　：　Ｓｉ：Ｃ＝２０：８０
　　・第２層の厚み　：　Ａが５００Å、Ｂが３００Å、Ｃが２００Å、Ｄが１００Å
　　・電気抵抗層の材料　：　ＴａＳｉＯ系材料
　　・発熱素子の幅　：　６９μｍ
　　・発熱素子の長さ　：　１１０μｍ
　　・発熱素子の抵抗値　：　３２８０Ω／１ｄｏｔ
　次に、製造したサーマルヘッドＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅを用いてストレス試験をした。この
ストレス試験では、一定の周期で、一定の幅の電気パルスを繰り返し印加するものである
。今回のストレス試験では、電気パルスを１万回印加するごとに電圧値を大きくし、所定
電圧になるまで電気パルスを印加した。この電気パルスによって、発熱素子が繰り返し駆
動されて、発熱素子上に設けられている保護層の温度が上昇する。なお、このサーマルヘ
ッドでは、１Ｖ～３０Ｖの電気パルスを印加すると、保護層の温度が徐々に上昇し、累積
的な加熱によって保護膜が３５０℃以上の温度となるように構成されている。
【００４８】
　＜ストレス試験の条件＞
　　・電気パルスの周期　：　１．５３５ｍｓｅｃ
　　・電気パルスの幅　：　１．１３４ｍｓｅｃ
　　・電気パルスの電圧　：　１万パルスごとに＋１Ｖ
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　　・電気パルスの初期電圧　：　１Ｖ
　　・電気パルスの最大電圧　：　３２Ｖ
　次に、ストレス試験を経たサーマルヘッドＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの第２層をドライエッチング
によって除去した。なお、このドライエッチングの際に第１層が昇華しないように、チャ
ンバー内の温度を３５０℃以下にしている。
【００４９】
　＜ドライエッチングの条件＞
　　・チャンバー内の気圧　：　２５Ｐａ
　　・チャンバー内の温度　：　１５０℃
　　・ドライエッチングの時間：Ａが６分、Ｂが３分、Ｃが３分、Ｄが２分
　最後に、ドライエッチングを経たサーマルヘッドＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄと、ストレス試験を経
たサーマルヘッドＥとを光学顕微鏡で表面観察をした。この表面観察によって、ＤＬＣ材
料の昇華を確認した。この確認結果を表１に示す。
【００５０】

【表１】

【００５１】
　表１に示した試験結果から、サーマルヘッドＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄでは、ＤＬＣ材料の昇華を
低減できていることが明らかになった。つまり、ＤＬＣ材料上に、厚みが１００Å以上の
ＳｉＣ系材料を設けることで昇華を低減できることが分かった。
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