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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】印刷品質を向上させることが可能なサーマルプ
リントヘッドおよびサーマルプリンタを提供する。
【解決手段】主面１１を有する主基板１と、主基板１の
主面１１に支持され、且つ主走査方向に配列された複数
の発熱部３１と、複数の発熱部３１を覆う保護層５と、
を備えたサーマルプリントヘッドＡ１であって、主基板
１の主面１１と複数の発熱部３１との間に介在し、主基
板１の厚さ方向ｚ視において主走査方向ｚに延びる帯状
であり且つ主面１１が向く側に膨出する形状とされた発
熱部グレーズ層２を備えており、保護層５の表面形状は
、厚さ方向ｚ視において発熱部グレーズ層２を含む部分
の最大膨出高さの１／４の高さと、保護層表面５１の最
大膨出部５１１から最大膨出高さの１／４の位置での副
走査方向幅と、に基づいて算出された相当曲率半径Ｒｅ
が、６，２００μｍ以上１５，０００μｍ以下である。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面を有する主基板と、
　前記主基板の前記主面に支持され、且つ主走査方向に配列された複数の発熱部と、
　前記複数の発熱部を覆う保護層と、
を備えたサーマルプリントヘッドであって、
　前記主基板の前記主面と前記複数の発熱部との間に介在し、前記主基板の厚さ方向視に
おいて主走査方向に延びる帯状であり且つ前記主面が向く側に膨出する形状とされた発熱
部グレーズ層を備えており、
　前記保護層の表面形状は、前記厚さ方向視において前記発熱部グレーズ層を含む部分の
最大膨出高さの１／４の高さと、前記保護層表面の最大膨出部から前記最大膨出高さの１
／４の位置での副走査方向幅と、に基づいて算出された相当曲率半径が、６，２００μｍ
以上１５，０００μｍ以下であることを特徴とする、サーマルプリントヘッド。
【請求項２】
　前記複数の発熱部を構成する抵抗体層を備える、請求項１に記載のサーマルプリントヘ
ッド。
【請求項３】
　前記複数の発熱部に電力供給するための電極層を備える、請求項２に記載のサーマルプ
リントヘッド。
【請求項４】
　前記抵抗体層は、前記主基板の前記主面と前記電極層との間に介在する、請求項３に記
載のサーマルプリントヘッド。
【請求項５】
　前記主基板は、セラミックスからなる、請求項４に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項６】
　前記抵抗体層は、ＴａＳｉＯ2またはＴａＮからなる、請求項５に記載のサーマルプリ
ントヘッド。
【請求項７】
　前記電極層は、Ａｌからなる、請求項６に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項８】
　前記電極層は、各々が前記複数の発熱部へと延びる複数の個別電極を有する、請求項４
ないし７のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項９】
　前記電極層は、前記複数の発熱部に対して前記複数の個別電極と異なる極性に設定され
る共通電極を有する、請求項８に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１０】
　前記共通電極は、各々が主走査方向において隣り合う２つの前記個別電極に挟まれ且つ
主走査方向において隣り合う２つの前記発熱部に繋がる２つの枝部を含む複数の分岐部を
有している、請求項９に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１１】
　前記電極層は、各々が隣り合う前記個別電極と前記枝部とに繋がる２つの前記発熱部に
副走査方向において前記枝部とは反対側から繋がる複数の中間電極を有する、請求項１０
に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１２】
　前記複数の中間電極は、前記厚さ方向視において前記発熱部グレーズ層に内包されてい
る、請求項１１に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１３】
　前記主基板に対して副走査方向に隣接して配置された副基板と、
　前記副基板に搭載され、かつ前記複数の発熱部での発熱を制御するドライバＩＣと、を
備える、請求項１ないし１２のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
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【請求項１４】
　前記副基板は、ガラスエポキシ樹脂からなる、請求項１３に記載のサーマルプリントヘ
ッド。
【請求項１５】
　前記電極層と前記ドライバＩＣとを接続する複数のワイヤを備える、請求項１３または
１４に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１６】
　前記複数のワイヤは、前記厚さ方向視において前記主基板の端縁と前記副基板の端縁と
を跨いでいる、請求項１５に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１７】
　前記複数のワイヤを覆う封止部材を備える、請求項１６に記載のサーマルプリントヘッ
ド。
【請求項１８】
　前記封止部材は、前記ドライバＩＣを覆う、請求項１７に記載のサーマルプリントヘッ
ド。
【請求項１９】
　前記副基板に接続された外部接続部を備える、請求項１３ないし１８のいずれかに記載
のサーマルプリントヘッド。
【請求項２０】
　前記外部接続部は、フレキシブル配線基板である、請求項１９に記載のサーマルプリン
トヘッド。
【請求項２１】
　前記主基板および前記副基板を、前記主面とは反対側から支持する支持部材を備える、
請求項１３ないし２０のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項２２】
　前記支持部材は、金属からなる、請求項２１に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項２３】
　請求項１ないし２２のいずれかに記載の前記サーマルプリントヘッドと、
　前記サーマルプリントヘッドの前記複数の発熱部に向けて押し付けられ且つ印刷対象材
を搬送するためのプラテンローラと、
を備えることを特徴とする、サーマルプリンタ。
【請求項２４】
　前記プラテンローラの半径は、前記相当曲率半径の２７％以上６５％以下である、請求
項２３に記載のサーマルプリンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーマルプリントヘッドおよびサーマルプリンタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　サーマルプリントヘッドは、感熱紙などに印刷するサーマルプリンタの主要構成デバイ
スである。特許文献１には、従来のサーマルプリントヘッドの一例が開示されている。同
文献に開示されたサーマルプリントヘッドは、基材上に抵抗体層および電極層が積層され
ている。これらの抵抗体層および電極層がパターニングされていることにより、前記抵抗
体層によって主走査方向に配列された複数の発熱部が構成されている。また、前記抵抗体
層および前記電極層は、絶縁性の保護層によって覆われている。前記保護層は、感熱紙な
どとの摩擦によって前記電極層や前記抵抗体層が損傷することを回避するためのものであ
る。
【０００３】
　サーマルプリントヘッドと感熱紙等との押付状態が適切でないと、印刷品質が低下して
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しまう。例えば、サーマルプリントヘッドと感熱紙等との押付力が不足すると、印刷が薄
くなるという不具合が生じる。また、サーマルプリントヘッドのサーマルプリンタに対す
る取り付け精度は、印刷品質を左右する要因となりうる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２４８７５６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、前記した事情のもとで考え出されたものであって、印刷品質を向上させるこ
とが可能なサーマルプリントヘッドおよびサーマルプリンタを提供することをその課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の側面によって提供されるサーマルプリントヘッドは、主面を有する主基
板と、前記主基板の前記主面に支持され、且つ主走査方向に配列された複数の発熱部と、
前記複数の発熱部を覆う保護層と、を備えたサーマルプリントヘッドであって、前記主基
板の前記主面と前記複数の発熱部との間に介在し、前記主基板の厚さ方向視において主走
査方向に延びる帯状であり且つ前記主面が向く側に膨出する形状とされた発熱部グレーズ
層を備えており、前記保護層の表面形状は、前記厚さ方向視において前記発熱部グレーズ
層を含む部分の最大膨出高さの１／４の高さと、前記保護層表面の最大膨出部から前記最
大膨出高さの１／４の位置での副走査方向幅と、に基づいて算出された相当曲率半径が、
６，２００μｍ以上１５，０００μｍ以下であることを特徴としている。
【０００７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記複数の発熱部を構成する抵抗体層を備え
る。
【０００８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記複数の発熱部に電力供給するための電極
層を備える。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記抵抗体層は、前記主基板の前記主面と前
記電極層との間に介在する。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記主基板は、セラミックスからなる。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記抵抗体層は、ＴａＳｉＯ2またはＴａＮ
からなる。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記電極層は、Ａｌからなる。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記電極層は、各々が前記複数の発熱部へと
延びる複数の個別電極を有する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記電極層は、前記複数の発熱部に対して前
記複数の個別電極と異なる極性に設定される共通電極を有する。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記共通電極は、各々が主走査方向において
隣り合う２つの前記個別電極に挟まれ且つ主走査方向において隣り合う２つの前記発熱部
に繋がる２つの枝部を含む複数の分岐部を有している。
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【００１６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記電極層は、各々が隣り合う前記個別電極
と前記枝部とに繋がる２つの前記発熱部に副走査方向において前記枝部とは反対側から繋
がる複数の中間電極を有する。
【００１７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記複数の中間電極は、前記厚さ方向視にお
いて前記発熱部グレーズ層に内包されている。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記主基板に対して副走査方向に隣接して配
置された副基板と、前記副基板に搭載され、かつ前記複数の発熱部での発熱を制御するド
ライバＩＣと、を備える。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記副基板は、ガラスエポキシ樹脂からなる
。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記電極層と前記ドライバＩＣとを接続する
複数のワイヤを備える。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記複数のワイヤは、前記厚さ方向視におい
て前記主基板の端縁と前記副基板の端縁とを跨いでいる。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記複数のワイヤを覆う封止部材を備える。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記封止部材は、前記ドライバＩＣを覆う。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記副基板に接続された外部接続部を備える
。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記外部接続部は、フレキシブル配線基板で
ある。
【００２６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記主基板および前記副基板を、前記主面と
は反対側から支持する支持部材を備える。
【００２７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記支持部材は、金属からなる
【００２８】
　本発明の第２の側面によって提供されるサーマルプリンタは、本発明の第１の側面によ
って提供される前記サーマルプリントヘッドと、前記サーマルプリントヘッドの前記複数
の発熱部に向けて押し付けられ且つ印刷対象材を搬送するためのプラテンローラと、を備
えることを特徴としている。
【００２９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、前記プラテンローラの半径は、前記相当曲率
半径の２７％以上６５％以下である。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、前記相当曲率半径が６，２００μｍ以上１５，０００μｍ以下である
ことにより、印刷品質を向上させることができる。
【００３１】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
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【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドを示す要部平面図である
。
【図２】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドおよびサーマルプリンタ
を示す図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドを示す要部拡大断面図で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドを示す要部平面図である
。
【図５】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドを示す要部拡大平面図で
ある。
【図６】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドの最大膨出部の測定例を
示すグラフである。
【図７】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドの最大膨出部の他の測定
例を示すグラフである。
【図８】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドの最大膨出部の他の測定
例を示すグラフである。
【図９】相当曲率半径と印字品質との関係を示すグラフである。
【図１０】良好な印字結果例を示す平面図である。
【図１１】不良な印字結果例を示す平面図である。
【図１２】不良な印字結果例を示す平面図である。
【図１３】良好な印字結果例を示す平面図である。
【図１４】不良な印字結果例を示す平面図である。
【図１５】本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドの変形例を示す要部拡
大平面図である。
【図１６】本発明の第２実施形態に基づくサーマルプリントヘッドを示す要部拡大断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００３４】
　図１～図５は、本発明の第１実施形態に基づくサーマルプリントヘッドおよびサーマル
プリンタを示している。本実施形態のサーマルプリンタＢ１は、サーマルプリントヘッド
Ａ１およびプラテンローラ９１を備えている。サーマルプリントヘッドＡ１は、主基板１
、発熱部グレーズ層２、抵抗体層３、電極層４、保護層５、副基板６、ドライバＩＣ６１
、ワイヤ６２、外部接続部６３、封止部材７および支持部材８を備えている。
【００３５】
　図１は、サーマルプリントヘッドＡ１を示す要部平面図である。図２は、サーマルプリ
ントヘッドＡ１およびサーマルプリンタＢ１を示す図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う要部断面図
である。図３は、サーマルプリントヘッドＡ１を示す要部拡大断面図である。図４は、サ
ーマルプリントヘッドＡ１を示す要部平面図である。図５は、サーマルプリントヘッドＡ
１を示す要部拡大平面図である。
【００３６】
　主基板１は、サーマルプリントヘッドＡ１の土台となるものであり、好ましくは表面が
絶縁性を示す。主基板１の材質は特に限定されないが、本実施形態においてはアルミナな
どのセラミックスからなる場合を例に説明する。主基板１は、主走査方向ｘに長く延びる
長矩形状である。主基板１は、厚さ方向ｚにおいて互いに反対側を向く主面１１および裏
面１２を有する。
【００３７】
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　発熱部グレーズ層２は、主基板１の主面１１に形成されており、厚さ方向ｚ視において
主走査方向ｘに長く延びる帯状である。発熱部グレーズ層２は、主面１１が向く側（厚さ
方向ｚにおける図中上側）に膨出する形状とされている。発熱部グレーズ層２は、たとえ
ばガラスからなる。
【００３８】
　また、本実施形態においては、主面１１上にボンディング部グレーズ層２１および補助
ガラス層２２が形成されている。ボンディング部グレーズ層２１は、発熱部グレーズ層２
に対して副走査方向ｙに離間した位置に形成されており、たとえば主走査方向ｘに長く延
びる帯状である。ボンディング部グレーズ層２１は、たとえばガラスからなる。補助ガラ
ス層２２は、主面１１のうち発熱部グレーズ層２とボンディング部グレーズ層２１とに挟
まれた領域を覆っている。補助ガラス層２２の厚さは、発熱部グレーズ層２の最大厚さよ
りも薄い。補助ガラス層２２は、たとえば発熱部グレーズ層２およびボンディング部グレ
ーズ層２１を構成するガラスよりも焼成温度が低いガラスからなる。
【００３９】
　抵抗体層３は、主基板１の主面１１に支持されている。本実施形態においては、抵抗体
層３は、発熱部グレーズ層２、ボンディング部グレーズ層２１および補助ガラス層２２上
に形成されている。抵抗体層３は、複数の発熱部３１を有する。複数の発熱部３１は、主
走査方向ｘに配列されており、サーマルプリントヘッドＡ１（サーマルプリンタＢ１）を
用いた印刷において、印刷媒体９２へと伝える熱を発する部位である。抵抗体層３の材質
としては、たとえば、ＴａＳｉＯ2またはＴａＮが挙げられる。また、抵抗体層３の厚さ
は特に限定されないが、その一例を挙げると、たとえば０．０５μｍ～０．２μｍ程度で
ある。
【００４０】
　電極層４は、抵抗体層３上に積層されており、抵抗体層３よりも抵抗値が小さい材質か
らなる。このような電極層４の材質としては、たとえばＡｌが挙げられるがこれに限定さ
れず、たとえばＣｕやＡｕ等が用いられてもよい。電極層４の厚さは特に限定されないが
、その一例を挙げると、たとえば０．５μｍ～２．０μｍ程度である。
【００４１】
　本実施形態においては、電極層４が形成された領域すべてに抵抗体層３が存在している
。一方、電極層４は、抵抗体層３を部分的に露出させている。電極層４のうち抵抗体層３
から露出した部分が、複数の発熱部３１とされている。
【００４２】
　図４および図５に示すように、本実施形態においては、電極層４は、複数の個別電極４
１、共通電極４２および複数の中間電極４３を有する。
【００４３】
　複数の個別電極４１は、各々が概ね副走査方向ｙに沿って延びる帯状であり、主走査方
向ｘに配列されている。個別電極４１の副走査方向ｙ図中上端から発熱部３１が露出して
いる。これにより、個別電極４１は、発熱部３１に繋がる構成となっている。
【００４４】
　共通電極４２は、複数の個別電極４１と異なる極性に設定される電極である。共通電極
４２は、複数の分岐部４２１を有する。各分岐部４２１は、隣り合う２つの個別電極４１
に挟まれている。分岐部４２１は、２つの枝部４２２を有する。２つの枝部４２２は、隣
り合う２つの発熱部３１に繋がっている。
【００４５】
　複数の中間電極４３は、各々が隣り合う４１と枝部４２２とに繋がる２つの発熱部３１
に副走査方向ｙにおいて枝部４２２とは反対側から繋がる。中間電極４３は、たとえば厚
さ方向ｚ視においてコの字状である。本実施形態においては、複数の中間電極４３は、そ
のすべてが厚さ方向ｚ視において発熱部グレーズ層２に内包されている。
【００４６】
　このような構成により、いずれかの個別電極４１が選択的に導通状態に置かれると、当
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該個別電極４１、発熱部３１、中間電極４３、隣り合う発熱部３１および枝部４２２から
構成される導通経路に通電される。この結果、この導通経路に含まれる２つの発熱部３１
が発熱する。
【００４７】
　複数の個別電極４１は、各々がワイヤボンディング部４８を有する。ワイヤボンディン
グ部４８は、個別電極４１のうち副走査方向ｙにおいて発熱部３１とは反対側の部分であ
る。本実施形態においては、複数のワイヤボンディング部４８は、ボンディング部グレー
ズ層２１上に形成されている。ワイヤボンディング部４８は、主走査方向ｘ寸法が相対的
に大である。
【００４８】
　図４に示すように、共通電極４２は、帯状部４２３を有している。帯状部４２３は、複
数のワイヤボンディング部４８よりも副走査方向ｙ図中下方に位置し、且つ主走査方向ｘ
に長く延びる帯状である。複数の分岐部４２１は、帯状部４２３に繋がっており、互いに
導通している。
【００４９】
　保護層５は、複数の発熱部３１を覆っており、複数の発熱部３１を保護するためのもの
である。本実施形態においては、保護層５は、抵抗体層３および電極層４のほぼ全体を覆
っている。たとえば、複数のワイヤボンディング部４８は、保護層５から露出している。
保護層５は、たとえばガラス等からなる絶縁層を含む。この絶縁層は、抵抗体層３および
電極層４に直接当接する。この絶縁層の材質としては、たとえばＳｉＯ2が挙げられる。
この絶縁層の厚さは特に限定されないが、一例を挙げると０．６μｍ～２．０μｍ程度で
ある。また、保護層５は、前記絶縁層上に積層された導電層を含む構成であってもよい。
この導電層の材質としては、たとえばＣ／ＳｉＣ、ＳｉＮまたはＳｉＡＬＯＮが挙げられ
る。この導電層の厚さは、特に限定されないが、一例を挙げると４．０～６．０μｍ程度
である。
【００５０】
　上述した構成の保護層５の形状は、主基板１、ボンディング部グレーズ層２１、抵抗体
層３および電極層４の影響を受ける。特に保護層５の形状は、ボンディング部グレーズ層
２１によって概略が決定される。このため、保護層５の保護層表面５１のうち厚さ方向ｚ
視においてボンディング部グレーズ層２１と重なる部分の形状は、主面１１が向く側に膨
出した形状となっている。保護層表面５１のうち主面１１から厚さ方向ｚに最も離間した
部位が、最大膨出部５１１とされている。
【００５１】
　副基板６は、主基板１に対して副走査方向ｙに隣接して設けられている。副基板６は、
主走査方向ｘに長く延びる長矩形状である。副基板６は、たとえばガラスエポキシ樹脂か
らなる基材を有しており、この基材上に配線層が形成されている。
【００５２】
　ドライバＩＣ６１は、複数の発熱部３１に対して選択的に通電することにより、複数の
発熱部３１における発熱分布や発熱タイミングなどを制御するものである。本実施形態に
おいては、複数のドライバＩＣ６１が、副基板６上に配置されている。ドライバＩＣ６１
には、複数のワイヤ６２がボンディングされている。これらのワイヤ６２は、厚さ方向ｚ
視において主基板１の端縁と副基板６の端縁とに跨っており、電極層４の複数の個別電極
４１のワイヤボンディング部４８にボンディングされている。また、ドライバＩＣ６１と
副基板６の前記配線層の適所とは、他の複数のワイヤによって接続されていてもよい。
【００５３】
　外部接続部６３は、副基板６に接続されており、たとえばサーマルプリントヘッドＡ１
をサーマルプリンタＢ１に組み込む際に、サーマルプリンタＢ１の制御部（図示略）や電
源部（図示略）と電気的に接続するために用いられる。外部接続部６３の具体的構成は特
に限定されず、図示された例においては、たとえばフレキシブル配線基板である。
【００５４】
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　封止部材７は、複数のワイヤ６２を覆っており、本実施形態においては、ドライバＩＣ
６１をさらに覆っている。封止部材７は、たとえば黒色の樹脂からなる。
【００５５】
　支持部材８は、主基板１および副基板６を支持している。支持部材８の材質は特に限定
されず、本実施形態においては、ＦｅやＡｌ等の金属からなる。図１に示された支持部材
８の厚さ方向ｚ視形状は一例であり、支持部材８の形状や大きさは特に限定されない。
【００５６】
　プラテンローラ９１は、サーマルプリンタＢ１において、印刷媒体９２を搬送するため
の部品である。プラテンローラ９１は、たとえば表層がゴムや樹脂等の材質からなり、主
走査方向ｘに延びる軸を有する円柱形状である。本実施形態のプラテンローラ９１は、そ
の半径Ｒｐが４ｍｍとされている。
【００５７】
　図６～図８や、サーマルプリントヘッドＡ１の保護層表面５１の形状の計測結果例を示
している。当該計測においては、接触式の表面形状計測器を用いた。なお、これらの図に
おいては、副走査方向ｙ方向における向きは、図３と同様であり、理解の便宜上、厚さ方
向ｚの大きさを副走査方向ｙに対して２０倍程度に拡大して示している。
【００５８】
　図６に示す例においては、保護層表面５１は、発熱部グレーズ層２の膨出形状によって
図中上方（厚さ方向ｚ上方）に膨出した部分と、発熱部グレーズ層２に対して副走査方向
ｙにおいて隣接する主面１１の部位によって形作られた比較的平坦な部分と、を有してい
る。最大膨出部５１１は、保護層表面５１のうち主面１１から厚さ方向ｚに最も離間した
部位である。最大高さＨｍは、保護層表面５１の前記平坦な部分から最大膨出部５１１ま
での高さである。１／４高さＨｑは、最大高さＨｍの１／４の高さである。１／４値幅Ｗ
ｑは、最大膨出部５１１から１／４高さＨｑだけ厚さ方向ｚ下方の位置における保護層表
面５１の副走査方向ｙにおける幅である。
【００５９】
　発熱部グレーズ層２によって概ね形作られる保護層表面５１の形状は、緩やかに膨出し
た形状である。保護層表面５１のうち最大膨出部５１１を含む領域を、円弧形状であると
仮定した場合に、その仮想的な曲率半径である相当曲率半径Ｒｅは、以下の数式１で定義
される。
【００６０】
【数１】

【００６１】
　図６に示す例においては、最大高さＨｍが５４．８μｍ、１／４高さＨｑが１３．７μ
ｍ、１／４値幅Ｗｑが９７０μｍであり、相当曲率半径Ｒｅは、８，５９２μｍであった
。図７に示す例においては、最大高さＨｍが５４．１μｍ、１／４高さＨｑが１３．５μ
ｍ、１／４値幅Ｗｑが９５９μｍであり、相当曲率半径Ｒｅは、８，５２２μｍであった
。図８に示す例においては、最大高さＨｍが５４．１μｍ、１／４高さＨｑが１３．５μ
ｍ、１／４値幅Ｗｑが９５５μｍであり、相当曲率半径Ｒｅは、８，４５１μｍであった
。
【００６２】
　図９は、相当曲率半径Ｒｅと、印刷品質指標Ｓａおよび許容シフト量Ｓｂの関係を示し
ている。図中の黒四角のマークが印刷品質指標Ｓａを示しており、黒丸のマークが許容シ
フト量Ｓｂを示している。
【００６３】
　印刷品質指標Ｓａは、印刷媒体９２に印刷した際の印刷品質を所定の基準によって数値
化した指標である。図１０は、印刷品質指標Ｓａが、１，８００以上である場合の印刷例
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を示している。図１１は、印刷品質指標Ｓａが、１，８００未満である場合の印刷例を示
している。それぞれの印刷例における複数の点状部分は、複数の発熱部３１に対応する印
刷ドットである。図１０に示す印刷例においては、複数の印刷ドットが適切な大きさおよ
び濃さで印刷されている。複数の印刷ドットの大きさにばらつきが少なく、隣り合う印刷
ドットの隙間が少ない。一方、図１１に示す印刷例においては、複数の印刷ドットの大き
さが図１０の印刷ドットよりも小であり、ばらつきもが大きい。また、隣り合う印刷ドッ
トの間に隙間が散見される。
【００６４】
　図１０の印刷例は、サーマルプリントヘッドＡ１の複数の発熱部３１がプラテンローラ
９１に対して適切な圧力で押し付けられている場合である。一方、図１１の印刷例は、複
数の発熱部３１に対するプラテンローラ９１の押し付け圧力が不足している場合である。
プラテンローラ９１の押し付け圧力は、保護層表面５１の相当曲率半径Ｒｅが小さいほど
高めやすく、相当曲率半径Ｒｅが大であるほど低くなる傾向にある。このため、図９にお
いては、相当曲率半径Ｒｅが大きくなるにしたがって、印刷品質指標Ｓａが低下している
。印刷品質指標Ｓａを許容範囲である１，８００以上に維持するためには、相当曲率半径
Ｒｅは、１５，０００μｍ以下であることが必要である。なお、この場合、プラテンロー
ラ９１の半径Ｒｐ（４ｍｍ）は、相当曲率半径Ｒｅの２７％以上である。
【００６５】
　許容シフト量Ｓｂは、良好な印刷結果を維持するのに許容される、プラテンローラ９１
の中心軸と最大膨出部５１１との副走査方向ｙにおけるシフト量である。プラテンローラ
９１の中心軸と最大膨出部５１１との副走査方向ｙ位置が一致する場合、図１３に示す印
刷例が得られている。一方、プラテンローラ９１の中心軸に対して最大膨出部５１１を副
走査方向ｙ一方側に０．３ｍｍシフトさせた場合、図１２に示す印刷例が得られた。また
、プラテンローラ９１の中心軸に対して最大膨出部５１１を副走査方向ｙ他方側に０．３
ｍｍシフトさせた場合、図１４に示す印刷例が得られた。図１３に示す印刷例が良好な印
刷ドットが得られているのに対し、図１２および図１４に示す印刷例においては、プラテ
ンローラ９１と複数の発熱部３１との押し付け状態が不適切な状態となったため、印刷ド
ットが不鮮明である。
【００６６】
　図１０においては、図１３に示す良好な印刷例を維持し得る許容シフト量Ｓｂを、相当
曲率半径Ｒｅごとに試験した結果を示している。同図から理解されるように、相当曲率半
径Ｒｅが大きくなるにしたがって、許容シフト量Ｓｂは大きくなる傾向がみられる。プラ
テンローラ９１の中心軸と最大膨出部５１１とが副走査方向ｙにずれる要因としては、サ
ーマルプリンタＢ１に対するサーマルプリントヘッドＡ１の取り付け精度が挙げられる。
サーマルプリントヘッドＡ１の取り付け精度として実用的である０．５ｍｍを許容シフト
量Ｓｂの基準とした場合、相当曲率半径Ｒｅは、６，２００μｍ以上であることが必要で
ある。なお、この場合、プラテンローラ９１の半径Ｒｐ（４ｍｍ）は、相当曲率半径Ｒｅ
の６５％以下である。
【００６７】
　次に、サーマルプリントヘッドＡ１およびサーマルプリンタＢ１の作用について説明す
る。
【００６８】
　本実施形態によれば、相当曲率半径Ｒｅが６，２００μｍ以上であることにより、サー
マルプリントヘッドＡ１の取り付け精度が０．５ｍｍ以下であれば、プラテンローラ９１
を複数の発熱部３１に対して適切に押し付けることが可能であり、図１３に示す良好な印
刷結果が得られる。また、相当曲率半径Ｒｅが１５，０００μｍ以下であることにより、
プラテンローラ９１と複数の発熱部３１との押し付け圧力を適切に高めることが可能であ
り、図１０に示す良好な印刷結果が得られる。したがって、サーマルプリントヘッドＡ１
およびサーマルプリンタＢ１によれば、印刷品質を向上させることができる。
【００６９】



(11) JP 2017-114071 A 2017.6.29

10

20

30

40

50

　また、プラテンローラ９１の半径Ｒｐが、相当曲率半径Ｒｅの２７％以上６５％以下で
あることは、印刷品質の向上に好ましい。
【００７０】
　発熱部グレーズ層２上に抵抗体層３および電極層４を積層させた構成は、保護層５の保
護層表面５１に過大な凹凸が生じることを抑制するのに好ましい。
【００７１】
　複数の発熱部３１を挟んで、複数の個別電極４１および複数の分岐部４２１と複数の中
間電極４３とが離間配置されている。これにより、主走査方向ｘ視において複数の発熱部
３１と電極層４とは重ならない。このため、保護層表面５１のうち厚さ方向ｚ視において
複数の発熱部３１と重なる主走査方向ｘに長く延びる帯状部分は、比較的平坦な形状とな
る。これは、プラテンローラ９１に対して保護層５（保護層表面５１）ひいては複数の発
熱部３１を均一に押し付けるのに適している。
【００７２】
　補助ガラス層２２を設けることにより、発熱部グレーズ層２と主面１１との境界に抵抗
体層３および電極層４を形成することを回避することができる。補助ガラス層２２と発熱
部グレーズ層２との境界部分は、発熱部グレーズ層２と主面１１との境界部分よりも滑ら
かな形状に仕上げやすい。これは、抵抗体層３および電極層４に亀裂等が生じることを抑
制するのに好ましい。
【００７３】
　図１５および図１６は、本発明の変形例および他の実施形態を示している。なお、同図
において、前記実施形態と同一または類似の要素には、前記実施形態と同一の符号を付し
ている。
【００７４】
　図１５は、サーマルプリントヘッドＡ１の変形例を示す要部拡大平面図である。本変形
例においては、複数の個別電極４１が互いの間に共通電極４２を介在させることなく主走
査方向ｘに配列されている。共通電極４２は、複数の櫛歯部４２４および帯状部４２５を
有する。
【００７５】
　複数の櫛歯部４２４は、副走査方向ｙにおいて複数の発熱部３１を挟んで複数の個別電
極４１とは反対側に配置されている。各櫛歯部４２４は、副走査方向ｙに延びる形状であ
り、発熱部３１に繋がっている。帯状部４２５は、副走査方向ｙにおいて複数の発熱部３
１に対して複数の櫛歯部４２４と同じ側に配置されており、主走査方向ｘに長く延びる帯
状である。複数の櫛歯部４２４は、帯状部４２５に繋がっている。
【００７６】
　帯状部４２５は、厚さ方向ｚ視において発熱部グレーズ層２と重なる位置に形成されて
もよいし、発熱部グレーズ層２を避けた位置に形成されてもよい。また、帯状部４２５に
、たとえばＡｇからなる金属層を積層させてもよい。この金属層を設けることにより、導
通経路の低抵抗化を図ることが可能であり、通電による発熱損失を抑制することができる
。
【００７７】
　このような変形例によっても、サーマルプリントヘッドＡ１およびサーマルプリンタＢ
１による印刷品質を向上することができる。
【００７８】
　図１６は、本発明の第２実施形態に基づくサーマルプリントヘッドを示している。本実
施形態のサーマルプリントヘッドＡ２は、上述した補助ガラス層２２を備えていない。抵
抗体層３および電極層４は、主面１１のうち発熱部グレーズ層２とボンディング部グレー
ズ層２１とに挟まれた領域上にも形成されている。
【００７９】
　本実施形態によっても、サーマルプリントヘッドＡ２およびサーマルプリントヘッドＡ
２を用いたサーマルプリンタによる印刷品質を向上することができる。
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【００８０】
　本発明に係るサーマルプリントヘッドおよびサーマルプリンタは、上述した実施形態に
限定されるものではない。本発明に係るサーマルプリントヘッドおよびサーマルプリンタ
の各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【００８１】
　抵抗体層および電極層の形状等の構成は、上述した構成に限定されず、複数の発熱部に
通電可能な構成であればよい。また、抵抗体層と主基板の主面との間に、電極層が介在す
る構成であってもよい。
【符号の説明】
【００８２】
Ａ１，Ａ２：サーマルプリントヘッド
Ｂ１　　：サーマルプリンタ
１　　　：主基板
２　　　：発熱部グレーズ層
３　　　：抵抗体層
４　　　：電極層
５　　　：保護層
６　　　：副基板
７　　　：封止部材
８　　　：支持部材
１１　　：主面
１２　　：裏面
２１　　：ボンディング部グレーズ層
２２　　：補助ガラス層
３１　　：発熱部
４１　　：個別電極
４２　　：共通電極
４３　　：中間電極
４８　　：ワイヤボンディング部
５１　　：保護層表面
６１　　：ドライバＩＣ
６２　　：ワイヤ
６３　　：外部接続部
９１　　：プラテンローラ
９２　　：印刷媒体
４２１　：分岐部
４２２　：枝部
４２３　：帯状部
４２４　：櫛歯部
４２５　：帯状部
５１１　：最大膨出部
Ｈｍ　　：最大高さ
Ｒｅ　　：相当曲率半径
Ｒｐ　　：半径
Ｓａ　　：印刷品質指標
Ｓｂ　　：許容シフト量
ｘ　　　：主走査方向
ｙ　　　：副走査方向
ｚ　　　：方向
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