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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁性を有するケースと、このケースの内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部
に形成された外部電極と、この外部電極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部
を配設したヒューズエレメント部とを備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一
部にレーザを照射することによって設けた面実装型電流ヒューズ。
【請求項２】
ヒューズエレメント部と外部電極とを一体の金属で構成した請求項１記載の面実装型電流
ヒューズ。
【請求項３】
外部電極の厚みを他の部分の厚みより薄くした請求項２記載の面実装型電流ヒューズ。
【請求項４】
少なくとも溶断部を２層以上の金属で構成した請求項１記載の面実装型電流ヒューズ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、過電流が流れると溶断して各種電子機器を保護する面実装型電流ヒューズに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来のこの種の面実装型電流ヒューズは、図７に示すように、セラミックからなるケー
ス１と、このケース１の内部に形成された空間部２と、前記ケース１の両端部に形成され
た外部電極３と、この外部電極３と電気的に接続された断面が円形のヒューズエレメント
部４とを備え、前記ヒューズエレメント部４の溶断部５を前記ケース１の内部に形成され
た空間部２内に配設した構成としていた。
【０００３】
　なお、この出願の発明に関する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知ら
れている。
【特許文献１】特開平８－１６２０００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した従来の面実装型電流ヒューズにおいては、ヒューズエレメント部４として同じ
線径のものや同じ材料のものを使用しているため、線径や材料によって決まる溶断電流等
の溶断特性を調整することができないという課題を有していた。
【０００５】
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、溶断特性の調整ができる面実装型電流ヒュ
ーズを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明は、以下の構成を有するものである。
【０００７】
　本発明の請求項１に記載の発明は、絶縁性を有するケースと、このケースの内部に形成
された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部電極と、この外部電極と電気的に
接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設したヒューズエレメント部とを備え、前記溶
断部を前記ヒューズエレメント部の一部にレーザを照射することによって設けたもので、
この構成によれば、レーザを照射した部分が劣化して抵抗値が高くなるため、ヒューズエ
レメント部を切削することなく溶融させやすくすることができ、これにより、溶断特性を
調整することができるという作用効果が得られるものである。
【０００８】
　本発明の請求項２に記載の発明は、特に、ヒューズエレメント部と外部電極とを一体の
金属で構成したもので、この構成によれば、ヒューズエレメント部と外部電極とを接続す
る必要がなくなるため、生産性を向上させることができるという作用効果が得られるもの
である。
【０００９】
　本発明の請求項３に記載の発明は、特に、外部電極の厚みを他の部分の厚みより薄くし
たもので、この構成によれば、外部電極の厚みが薄いため、この外部電極をケースに沿っ
て容易に折り曲げることができ、そして、そのまま外部との接続用端子とすることができ
るため、接続用端子を別途設ける必要もなくなるという作用効果が得られるものである。
【００１０】
　本発明の請求項４に記載の発明は、特に、少なくとも溶断部を２層以上の金属で構成し
たもので、この構成によれば、溶断部を合金化または共晶化することができるため、溶断
部の抵抗値が高くなり、これにより、溶融させやすくすることができるため、溶断特性を
調整することができるという作用効果が得られるものである。
【発明の効果】
【００１１】
　以上のように本発明の面実装型電流ヒューズは、絶縁性を有するケースと、このケース
の内部に形成された空間部と、前記ケースの両端部に形成された外部電極と、この外部電
極と電気的に接続され、かつ前記空間部内に溶断部を配設したヒューズエレメント部とを
備え、前記溶断部を前記ヒューズエレメント部の一部にレーザを照射することによって設
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けているため、レーザを照射した部分が劣化して抵抗値が高くなるため、ヒューズエレメ
ント部を切削することなく溶融させやすくすることができ、これにより、溶断特性を調整
することができるという優れた効果を奏するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１における面実装型電流ヒューズの斜視図、図２は同面実装
型電流ヒューズの主要部の上面断面図である。
【００１３】
　図１、図２に示すように、本発明の実施の形態１における面実装型電流ヒューズは、絶
縁性を有するケース１１と、このケース１１の内部に形成された空間部１２と、前記ケー
ス１１の両端部に形成された外部電極１３と、この外部電極１３と電気的に接続され、か
つ前記空間部１２内に溶断部１４を配設したヒューズエレメント部１５とを備えている。
また、前記溶断部１４はヒューズエレメント部１５の一部を切削することによって設ける
ようにしている。
【００１４】
　上記構成において、前記ケース１１は、絶縁性を有しているもので、アルミナ等のセラ
ミックあるいはエポキシ等の樹脂により構成され、かつその形状は角柱状となっている。
また、このケース１１の内部には空間部１２が形成され、さらに、このケース１１は底部
１１ａと蓋部１１ｂからなり、そしてこの底部１１ａと蓋部１１ｂを接着剤で接合するよ
うにしている。
【００１５】
　また、前記外部電極１３は、ケース１１の両端部に形成された外部との接続用端子とし
ての機能を有する筒状の電極キャップで構成されているもので、この筒状の電極キャップ
は筒部をケース１１の両端部に圧入することにより取り付けている。なお、この外部電極
１３は、銀を印刷することにより設けてもよい。
【００１６】
　そしてまた、前記溶断部１４は、ヒューズエレメント部１５の中央部においてその一部
を切削することによって形成されている。なお、この切削はスクライブやパンチング等の
機械的方法によって行う。また、この溶断部１４は一定以上の電流が流れると溶断する部
分であり、前記空間部１２の内部に設けられている。
【００１７】
　このように溶断部１４を空間部１２の内部に設けることにより、溶断部１４で発生した
熱は放熱されにくくなるため、溶断部１４をより高温にすることができ、これにより、所
定の電流値が流れると確実に溶断させることができる。また、この溶断部１４は低融点の
ガラスや金属を塗布することにより蓄熱させ、速く溶断させるようにしてもよいものであ
る。
【００１８】
　前記ヒューズエレメント部１５は、断面が円形状または方形状、あるいは箔状で、そし
て直線状に構成されているもので、前記外部電極１３間に張架され、かつ外部電極１３と
電気的に接続されている。そしてこのヒューズエレメント部１５は銀、銅、ニッケル、ア
ルミニウム等の良好な導電性を有する金属からなり、その中央部には空間部１２内に配設
される溶断部１４が形成されている。また、このヒューズエレメント部１５の両端部はケ
ース１１の底部１１ａの両端部の上面に載置されている。
【００１９】
　次に、本発明の実施の形態１における面実装型電流ヒューズの製造方法について説明す
る。
【００２０】
　まず、図１、図２において、空間部１２を有するケース１１の底部１１ａの両端部の上
面にヒューズエレメント部１５を載置する。このとき、ヒューズエレメント部１５の中央
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部を空間部１２の内部に備える。
【００２１】
　次に、空間部１２の内部に備えられたヒューズエレメント部１５の中央部を、スクライ
ブやパンチング等で切削して溶断部１４を形成する。このとき、抵抗値を測定しながら切
削し、抵抗値が一定となるようにする。なお、溶断部１４はあらかじめ形成しておいても
よい。
【００２２】
　最後に、ケース１１の蓋部１１ｂを底部１１ａと接着剤により接合し、その後、ケース
１１の両端部に筒状の電極キャップからなる外部電極１３を形成する。このとき、外部電
極１３とヒューズエレメント部１５とを電気的に接続する。
【００２３】
　上記した本発明の実施の形態１においては、溶断部１４をヒューズエレメント部１５の
一部を切削することによって設けるようにしているため、このヒューズエレメント部１５
の切削によって溶断部１４の線径を調整でき、これにより、溶断特性を調整することがで
きるという効果が得られるものである。また、この構成においては、溶断部１４の抵抗値
を安定させることができるため、溶断時間を安定させることもできる。
【００２４】
　なお、前記ヒューズエレメント部１５の断面が円形等でその断面積が大きい場合でも、
本発明の実施の形態１のようにヒューズエレメント部１５を切削すれば、ヒューズエレメ
ント部１５の溶断部１４の断面積を小さくすることができるため、溶断部１４に電流が集
中して、速く溶断させることができる。
【００２５】
　また、ヒューズエレメント部１５の断面が円形等である場合、その表面積が小さいため
、放熱が少なく、溶断しにくかったが、ヒューズエレメント部１５の断面をシート状にす
れば、表面積を大きくすることができるため、放熱が大きくなって、容易に溶断させるこ
とができるものである。
【００２６】
　なお、上記本発明の実施の形態１においては、ヒューズエレメント部１５の切削は、ス
クライブやパンチング等で行うようにしていたが、図３に示すようにレーザにより行って
もよい。このようにすれば、精度よく所定の抵抗値が得られる。
【００２７】
　（実施の形態２）
　図４は本発明の実施の形態２における面実装型電流ヒューズの斜視図、図５は同面実装
型電流ヒューズの主要部の上面断面図である。なお、本発明の実施の形態２においては、
上記した本発明の実施の形態１の構成と同様の構成を有するものについては、同一符号を
付しており、その説明は省略する。
【００２８】
　図４、図５において、本発明の実施の形態２が上記した本発明の実施の形態１と相違す
る点は、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の金属で構成した点である。
この場合、外部電極１３はケース１１の底部１１ａの端面および裏面に沿うように折り曲
げている。
【００２９】
　上記構成においては、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを一体の金属で構成
しているため、ヒューズエレメント部１５と外部電極１３とを接続する必要はなくなり、
これにより、生産性を向上させることができるという効果が得られるものである。
【００３０】
　この場合、前記ヒューズエレメント部１５における溶断部１４の厚みは、図６に示すよ
うに、他の部分の厚みより薄くしてもよいもので、このような構成にした場合は、切削す
る必要がある溶断部１４の厚みが薄くなっているため、切削が容易に、かつ精度良く行え
る。また、外部電極１３の厚みを他の部分の厚みより薄くしてもよく、この場合は、外部
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とができ、そして、そのまま外部との接続用端子とすることができるため、接続用端子を
別途設ける必要もなくなるものである。そしてまた、上記した外部電極１３の厚みや溶断
部１４の厚みを薄くする場合は、圧延によって延ばすことにより厚みを薄くするのが好ま
しい。
【００３１】
　なお、上記本発明の実施の形態１、２においては、ヒューズエレメント部１５を切削す
ることによって溶断部１４を設けるようにしていたが、ヒューズエレメント部１５の一部
にレーザを照射することによって溶断部１４を設けるようにしてもよく、この場合は、レ
ーザを照射した部分が劣化して抵抗値が高くなるため、ヒューズエレメント部１５を切削
することなく溶融させやすくすることができ、これにより、溶断特性を調整することがで
きる。
【００３２】
　また、前記ヒューズエレメント部１５は少なくとも溶断部１４を２層以上の金属で構成
してもよく、この場合は、レーザ照射により溶断部１４を合金化または共晶化することが
できるため、溶断部１４の抵抗値が高くなり、これにより、溶断部１４をより溶融させや
すくすることができるため、溶断特性を調整することができる。
【００３３】
　そしてまた、上記したようにレーザを照射することによって溶断部１４を設けるように
すれば、溶断部１４の抵抗値が高くなるため、溶融させやすくなる。したがって、サージ
などの大電流が流れても断線しないように、ヒューズエレメント部１５の断面積を大きく
した場合でも、所定の電流が流れれば溶断させることができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明に係る面実装型電流ヒューズは、溶断特性を調整することができるという効果を
有するものであり、過電流が流れると溶断して各種電子機器を保護する面実装型電流ヒュ
ーズ等において有用となるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態１における面実装型電流ヒューズの斜視図
【図２】同面実装型電流ヒューズの主要部の上面断面図
【図３】同面実装型電流ヒューズの他の例を示す主要部の上面断面図
【図４】本発明の実施の形態２における面実装型電流ヒューズの斜視図
【図５】同面実装型電流ヒューズの主要部の上面断面図
【図６】同面実装型電流ヒューズの他の例を示す主要部の上面断面図
【図７】従来の面実装型電流ヒューズの主要部の上面断面図
【符号の説明】
【００３６】
　１１　ケース
　１２　空間部
　１３　外部電極
　１４　溶断部
　１５　ヒューズエレメント部
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