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(57)【要約】
【課題】　感熱素子を収納するキャビティ内の熱を効果
的に外部に放熱可能な赤外線センサ実装部材を提供する
こと。
【解決手段】　絶縁性基板２に感熱素子３Ａ，３Ｂ及び
複数の端子電極４が形成された赤外線センサ本体５を、
上部に固定して実装基板へ実装可能な赤外線センサ実装
部材であって、絶縁性の実装部材本体６と、実装部材本
体に取り付けられ上端部が端子電極に接続されると共に
下端部が実装基板への実装時に接続される導電性の複数
の端子部材７とを備え、端子部材が、実装部材本体より
熱伝導性の高い材料で形成されていると共に、側方に突
出した端子ピン部７ａを有し、実装部材本体が、側部に
形成され端子ピン部が差し込み固定される端子部材用穴
部６ａと、上部に形成され感熱素子の直下に配されると
共に端子部材用穴部に連通している素子収納用穴部８と
を有している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基板に少なくとも一つの感熱素子及び複数の端子電極が形成された赤外線センサ
本体を、上部に固定して実装基板へ実装可能な赤外線センサ実装部材であって、
　絶縁性の実装部材本体と、
　前記実装部材本体に取り付けられ上端部が前記端子電極に接続されると共に下端部が前
記実装基板への実装時に接続される導電性の複数の端子部材とを備え、
　前記端子部材が、前記実装部材本体より熱伝導性の高い材料で形成されていると共に、
側方に突出した端子ピン部を有し、
　前記実装部材本体が、側部に形成され前記端子ピン部が差し込み固定される端子部材用
穴部と、
　上部に形成され前記感熱素子の直下に配されると共に前記端子部材用穴部に連通してい
る素子収納用穴部とを有していることを特徴とする赤外線センサ実装部材。
【請求項２】
　請求項１に記載の赤外線センサ実装部材において、
　前記端子ピン部の先端部が、前記素子収納用穴部内に突出していることを特徴とする赤
外線センサ実装部材。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の赤外線センサ実装部材において、
　前記素子収納用穴部が、前記実装部材本体の上下に貫通していることを特徴とする赤外
線センサ実装部材。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の赤外線センサ実装部材において、
　前記実装部材本体が、前記素子収納用穴部を除いた他の部分より薄く形成された薄肉部
を有していることを特徴とする赤外線センサ実装部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定対象物からの赤外線を検知して該測定対象物の温度等を測定する赤外線
センサを支持して基板等に実装するための赤外線センサ実装部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、測定対象物から輻射により放射される赤外線を非接触で検知して測定対象物の温
度を測定する温度センサとして、赤外線センサが使用されている。
　例えば、特許文献１には、絶縁性フィルムと、該絶縁性フィルムの一方の面に互いに離
間させて設けられた第１の感熱素子及び第２の感熱素子と、絶縁性フィルムの一方の面に
形成され第１の感熱素子に接続された導電性の第１の配線膜及び第２の感熱素子に接続さ
れた導電性の第２の配線膜と、第２の感熱素子に対向して絶縁性フィルムの他方の面に設
けられた赤外線反射膜とを備えた赤外線センサが提案されている。
【０００３】
　このような赤外線センサを回路基板等の実装基板に実装する際に、赤外線センサを支持
して実装基板上に設置すると共に導通を図る実装部材が用いられる。例えば、特許文献２
には、絶縁性フィルムに感熱素子及び複数の端子電極が形成された赤外線センサ本体を、
上部に固定して基板へ実装可能な赤外線センサ実装部材が記載されている。この赤外線セ
ンサ実装部材は、樹脂製の実装部材本体と、実装部材本体に取り付けられ上端部が端子電
極に接続されると共に下端部が基板への実装時に接続される導電性の複数の端子部材とを
備えている。また、上記端子部材は、側方に突出した端子ピン部を有し、実装部材本体が
、側部に端子ピン部が差し込み固定される端子部材用穴部を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１０２７９１号公報
【特許文献２】特開２０１４－７１０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の技術には、以下の課題が残されている。
　すなわち、上記従来技術では、赤外線センサ実装部材の実装部材本体にサーミスタを収
納するキャビティが形成されているが、キャビティ内の熱が外部に放熱され難く、熱がこ
もってしまうと赤外線センサ本体での温度計測に影響を与えてしまう不都合があった。
【０００６】
　本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、感熱素子を収納するキャビティ内の熱
を効果的に外部に放熱可能な赤外線センサ実装部材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】
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。すなわち、第１の発明に
係る赤外線センサ実装部材は、絶縁性基板に少なくとも一つの感熱素子及び複数の端子電
極が形成された赤外線センサ本体を、上部に固定して実装基板へ実装可能な赤外線センサ
実装部材であって、絶縁性の実装部材本体と、前記実装部材本体に取り付けられ上端部が
前記端子電極に接続されると共に下端部が前記実装基板への実装時に接続される導電性の
複数の端子部材とを備え、前記端子部材が、前記実装部材本体より熱伝導性の高い材料で
形成されていると共に、側方に突出した端子ピン部を有し、前記実装部材本体が、側部に
形成され前記端子ピン部が差し込み固定される端子部材用穴部と、上部に形成され前記感
熱素子の直下に配されると共に前記端子部材用穴部に連通している素子収納用穴部とを有
していることを特徴とする。
【０００８】
　この赤外線センサ実装部材では、実装部材本体が、側部に形成され端子ピン部が差し込
み固定される端子部材用穴部と、上部に形成され感熱素子の直下に配されると共に端子部
材用穴部に連通している素子収納用穴部とを有しているので、キャビティとしての素子収
納用穴部が端子ピン部が差し込まれている端子部材用穴部に連通していることで、素子収
納用穴部内の熱を端子ピン部を介して外部に放熱させることができる。
【０００９】
　第２の発明に係る赤外線センサ実装部材は、第１の発明において、前記端子ピン部の先
端部が、前記素子収納用穴部内に突出していることを特徴とする。
　すなわち、この赤外線センサ実装部材では、端子ピン部の先端部が、素子収納用穴部内
に突出しているので、素子収納用穴部内に突出して露出した端子ピン部がより効果的な放
熱体として機能することで、高い放熱性を得ることができる。また、端子ピン部の先端部
の素子収納用穴部内への突出量を調整することで、放熱特性を調整することも可能である
。
【００１０】
　第３の発明に係る赤外線センサ実装部材は、第１又は第２の発明において、前記素子収
納用穴部が、前記実装部材本体の上下に貫通していることを特徴とする。
　すなわち、この赤外線センサ実装部材では、素子収納用穴部が、実装部材本体の上下に
貫通しているので、素子収納用穴部内に外気が流通し易くなると共に実装基板にも熱が伝
わり易くなり、内部の熱を外部に放熱し易くなると共に、素子収納用穴部内を外部の雰囲
気温度により近づけることが可能になる。また、貫通していることで裏面側から素子収納
用穴部を介して感熱素子の搭載状態を目視等で確認することが可能になる。
【００１１】
　第４の発明に係る赤外線センサ実装部材は、第１から第３の発明のいずれかにおいて、
前記実装部材本体が、前記素子収納用穴部を除いた他の部分より薄く形成された薄肉部を
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有していることを特徴とする。
　すなわち、この赤外線センサ実装部材では、実装部材本体が、素子収納用穴部を除いた
他の部分より薄く形成された薄肉部を有しているので、実装部材本体の体積が小さくなる
ことで、熱容量も小さくなり、応答性が向上する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、以下の効果を奏する。
　すなわち、本発明に係る赤外線センサ実装部材によれば、実装部材本体が、側部に形成
され端子ピン部が差し込み固定される端子部材用穴部と、上部に形成され感熱素子の直下
に配されると共に端子部材用穴部に連通している素子収納用穴部とを有しているので、素
子収納用穴部内の熱を、端子ピン部を介して外部に放熱させることができる。したがって
、本発明の赤外線センサ実装部材では、素子収納用穴部又は端子部材用穴部に端子ピン部
が放熱体として露出していることで、素子収納用穴部内の熱が下がり、応答性を向上させ
ることができると共により正確な温度測定が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る赤外線センサ実装部材の一実施形態において、赤外線センサ本体を
設置した状態を示す平面図（ａ）及びＡ－Ａ線断面図（ｂ）である。
【図２】本実施形態において、赤外線センサ実装部材を示す平面図である。
【図３】本実施形態において、赤外線センサ実装部材を示す側面図である。
【図４】本実施形態において、赤外線センサ本体を示す裏面図である。
【図５】本実施形態における赤外線センサ実装部材の製造方法において、下側金型を示す
平面図（ａ）及び下側金型と上側金型とを合わせた状態を示す側面図（ｂ）である。
【図６】下側金型と上側金型とを合わせた状態を示す図５のＢ－Ｂ線の位置に対応した断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る赤外線センサ実装部材の一実施形態を、図１から図６を参照しなが
ら説明する。
【００１５】
　本実施形態の赤外線センサ実装部材１は、図１から図４に示すように、絶縁性基板２に
第１の感熱素子３Ａ，第２の感熱素子３Ｂ及び複数の端子電極４が形成された赤外線セン
サ本体５を、上部に固定して実装基板（図示略）へ実装可能な赤外線センサ実装部材であ
る。この赤外線センサ実装部材１は、樹脂等の絶縁性の実装部材本体６と、実装部材本体
６に取り付けられ上端部が端子電極４にはんだ付け等で接続されると共に下端部が実装基
板への実装時にはんだ付け等で接続される導電性の複数の端子部材７とを備えている。
【００１６】
　上記端子部材７は、実装部材本体６より熱伝導性の高い金属等の材料で形成されている
と共に、側方に突出した端子ピン部７ａを有している。
　上記実装部材本体６は、側部に形成され端子ピン部７ａが差し込み固定される端子部材
用穴部６ａと、上部に形成され感熱素子３Ａ，３Ｂの直下に配されると共に端子部材用穴
部６ａに連通している素子収納用穴部８とを有している。
　すなわち、長く突出した端子ピン部７ａは、長孔形状の端子部材用穴部６ａに差し込ま
れて嵌め込まれることで固定される。
【００１７】
　なお、上記端子ピン部７ａの先端部は、素子収納用穴部８内に突出している。
　また、上記素子収納用穴部８は、実装部材本体６の上下に貫通している。
　また、実装部材本体６は、素子収納用穴部８を除いた他の部分より薄く形成された薄肉
部６ｂを有している。この薄肉部６ｂは、実装部材本体６の中央部に平面視矩形状に設け
られた穴部である。
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【００１８】
　本実施形態では、実装部材本体６が平面視略正方形状に形成された薄板状のブロック形
状であり、４つの端子部材７が４つの角部の近傍に設置され、対向する両側にそれぞれ２
つずつ端子部材７が配されている。すなわち、実装部材本体６の両側にそれぞれ赤外線セ
ンサ本体５を支持する部分が２つずつ互いに間隔を空けて設けられ、全部で４箇所で赤外
線センサ本体５が支持、固定される。
【００１９】
　なお、赤外線センサ本体５は、実装部材本体６との間に平行な隙間を設けて支持されて
いる。すなわち、上記端子部材７は、その上部が実装部材本体６の上面から一定量だけ突
出しており、上端部にはんだ付け等で接続された赤外線センサ本体５を実装部材本体６か
ら浮かせた状態で支持している。
【００２０】
　端子部材７は、端子ピン部７ａの下に該端子ピン部７ａの突出方向と逆に延在した端子
スリット部７ｃを有し、実装部材本体６は、端子スリット部７ｃに差し込まれる端子用差
し込み部６ｃを有している。
　なお、上記端子スリット部７ｃの基端から端子ピン部７ａの先端までを端子ピン部７ａ
の長さと規定すると、端子ピン部７ａは、実装部材本体６の厚さ以上の長さに設定されて
いる。
　また、上記端子ピン部７ａの途中に、抜け止め用の凸部を形成しても構わない。
【００２１】
　上記端子スリット部７ｃは、端子用差し込み部６ｃが差し込み可能に横方向に切り込ま
れて形成されている。
　端子部材７の下端部は、実装部材本体６に取り付けられた状態で実装部材本体６の両側
よりも内側に配されており、全体として傾きが生じ難く設定されている。
　端子部材７の上端部及び下端部は、はんだ付け用に平坦部とされている。
【００２２】
　なお、上記端子部材７は、金属板から型抜き加工、エッチング加工又はレーザ加工によ
って形成された板状である。なお、エッチング液によって金属板から所定形状の端子部材
７を得るエッチング加工や、レーザ光照射によって金属板から所定形状の端子部材７を切
り抜くレーザ加工では、型抜き加工よりも微細な形状を高精度に形成可能である。
【００２３】
　上記赤外線センサ本体５は、図４に示すように、絶縁性基板２と、該絶縁性基板２の一
方の面（下面）に互いに離間させて設けられた第１の感熱素子３Ａ及び第２の感熱素子３
Ｂと、絶縁性基板２の一方の面に形成され第１の感熱素子３Ａに接続された導電性金属膜
である一対の第１の配線膜１１Ａ及び第２の感熱素子３Ｂに接続された導電性金属膜であ
る一対の第２の配線膜１１Ｂと、第２の感熱素子３Ｂに対向して絶縁性基板２の他方の面
に設けられた赤外線反射膜１２とを備えている。
　なお、図１において赤外線反射膜１２には、ハッチングを施している。
【００２４】
　また、第１の配線膜１１Ａ及び第２の配線膜１１Ｂには、その一端部にそれぞれ絶縁性
基板２に形成された一対の接着電極１３が接続されていると共に、他端部にそれぞれ絶縁
性基板２に形成された端子電極４が接続されている。
　なお、上記接着電極１３には、それぞれ対応する第１の感熱素子３Ａ及び第２の感熱素
子３Ｂの端子部が半田等の導電性接着剤で接着される。
【００２５】
　上記絶縁性基板２は、ポリイミド樹脂シート等の絶縁性フィルムで形成され、赤外線反
射膜１２、第１の配線膜１１Ａ及び第２の配線膜１１Ｂが銅箔で形成されている。すなわ
ち、これらは、絶縁性基板２とされるポリイミド基板の両面に、赤外線反射膜１２、第１
の配線膜１１Ａ及び第２の配線膜１１Ｂとされる銅箔のフロート電極がパターン形成され
た両面フレキシブル基板によって作製されたものである。
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【００２６】
　上記赤外線反射膜１２は、第２の感熱素子３Ｂの直上に略四角形状で配されている。
　この赤外線反射膜１２は、絶縁性基板２よりも高い赤外線反射率を有する材料で形成さ
れ、銅箔上に金メッキ膜が施されて形成されている。なお、金メッキ膜の他に、例えば鏡
面のアルミニウム蒸着膜やアルミニウム箔等で形成しても構わない。この赤外線反射膜１
２は、第２の感熱素子３Ｂよりも大きなサイズでこれを覆うように形成されている。
【００２７】
　上記第１の感熱素子３Ａ及び第２の感熱素子３Ｂは、両端部に端子部が形成されたチッ
プサーミスタである。このサーミスタとしては、ＮＴＣ型、ＰＴＣ型、ＣＴＲ型等のサー
ミスタがあるが、本実施形態では、第１の感熱素子３Ａ及び第２の感熱素子３Ｂとして、
例えばＮＴＣ型サーミスタを採用している。このサーミスタは、Ｍｎ－Ｃｏ－Ｃｕ系材料
、Ｍｎ－Ｃｏ－Ｆｅ系材料等のサーミスタ材料で形成されている。
【００２８】
　上記素子収納用穴部８は、第１の感熱素子３Ａ及び第２の感熱素子３Ｂを収納可能な空
間を有した貫通孔である。なお、素子収納用穴部８は上下に貫通した孔であることが好ま
しいが、有底の穴部としても構わない。
【００２９】
　なお、本実施形態の赤外線センサ実装部材１の製造方法を、図５及び図６を参照して以
下に記載する。
　本実施形態の赤外線センサ実装部材１の製造方法は、図５及び図６に示すように、上側
金型２１と下側金型２２との間に形成されるキャビティ２２ａ内に樹脂を注入する射出成
形により、実装部材本体６を形成する成形工程と、端子部材用穴部６ａに端子部材７を取
り付ける端子取り付け工程とを有している。
【００３０】
　上記成形工程では、端子部材用穴部６ａに対応した形状のピン用移動金型２３をキャビ
ティ内２２ａに配すると共に、ピン用移動金型２３の先端部を上側金型２１と下側金型２
２との少なくとも一方に設けたピン押さえ部で押さえた状態で射出成形を行う。
　また、上側金型２１と下側金型２２との少なくとも一方が、素子収納用穴部８に対応し
た形状の穴部形成用凸部２４を有している。なお、本実施形態では、穴部形成用凸部２４
が上側金型２１と下側金型２２との両方に設けられており、上下の穴部形成用凸部２４を
互いに突き合わせることで素子収納用穴部８に供される部分が構成される。
【００３１】
　上記ピン押さえ部２４ａは、穴部形成用凸部２４に形成されている。
　なお、本実施形態では、ピン押さえ部２４ａが、上側金型２１と下側金型２２とに形成
された上下の穴部形成用凸部２４の対向面にそれぞれ形成されている。
　上記成形工程では、ピン用移動金型２３の先端部が、穴部形成用凸部２４のピン押さえ
部２４ａの位置まで配され、互いに対向する上下の穴部形成用凸部２４のピン押さえ部２
４ａでピン用移動金型２３の先端部を挟んで支持した状態で射出成形を行う。すなわち、
ピン用移動金型２３を成形時に素子収納用穴部８となる位置にまで先端部を突出させると
共に、ピン用移動金型２３の先端部を成形金型（上側金型２１，下側金型２２）に設けた
ピン押さえ部２４ａで把持した状態で成形を行う。
【００３２】
　また、上側金型２１と下側金型２２とは、ピン用移動金型２３の基端部を押さえる基端
押さえ部２４ｂをそれぞれ有している。したがって、ピン用移動金型２３は、射出成形時
に先端部と基端部との両方で上側金型２１と下側金型２２とに支持される。
　さらに、上側金型２１は、薄肉部６ｂに対応した形状の薄肉部用凸部２１ａを有してい
る。なお、薄肉部６ｂに対応した形状の薄肉部用凸部を下側金型２２に設け、実装部材本
体６の下面に薄肉部６ｂを形成しても構わない。
　上記成形後、ピン用移動金型２３を抜いて形成された端子部材用穴部６ａは、素子収納
用穴部８に連通した状態となる。このように形成された端子部材用穴部６ａに端子ピン部
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７ａを差し込んで端子部材７を取り付けることで赤外線センサ実装部材１が作製される。
【００３３】
　このように本実施形態の赤外線センサ実装部材１は、実装部材本体６が、側部に形成さ
れ端子ピン部７ａが差し込み固定される端子部材用穴部６ａと、上部に形成され感熱素子
３Ａ，３Ｂの直下に配されると共に端子部材用穴部６ａに連通している素子収納用穴部８
とを有しているので、キャビティとしての素子収納用穴部８が端子ピン部７ａが差し込ま
れている端子部材用穴部６ａに連通していることで、素子収納用穴部８内の熱を、端子ピ
ン部７ａを介して外部に放熱させることができる。
【００３４】
　また、端子ピン部７ａの先端部の素子収納用穴部８内への突出量を調整することで、放
熱特性を調整することも可能である。
　また、端子ピン部７ａの先端部が、素子収納用穴部８内に突出しているので、素子収納
用穴部８内に突出して露出した端子ピン部７ａがより効果的な放熱体として機能すること
で、高い放熱性を得ることができる。
【００３５】
　また、素子収納用穴部８が、実装部材本体６の上下に貫通しているので、素子収納用穴
部８内に外気が流通し易くなると共に実装基板にも熱が伝わり易くなり、内部の熱を外部
に放熱し易くなると共に、素子収納用穴部８内を外部の雰囲気温度により近づけることが
可能になる。また、貫通していることで裏面側から素子収納用穴部８を介して感熱素子３
Ａ，３Ｂの搭載状態を目視等で確認することが可能になる。
　さらに、実装部材本体６が、素子収納用穴部８を除いた他の部分より薄く形成された薄
肉部６ｂを有しているので、実装部材本体６の体積が小さくなることで、熱容量も小さく
なり、応答性が向上する。
【００３６】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００３７】
　例えば、上記実施形態では、チップサーミスタの第１の感熱素子及び第２の感熱素子を
採用しているが、薄膜サーミスタで形成された第１の感熱素子及び第２の感熱素子を採用
しても構わない。
　なお、感熱素子としては、上述したように薄膜サーミスタやチップサーミスタが用いら
れるが、サーミスタ以外に焦電素子等も採用可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　１…赤外線センサ実装部材、２…絶縁性基板、３Ａ…第１の感熱素子、３Ｂ…第２の感
熱素子、４…端子電極、５…赤外線センサ本体、６…実装部材本体、６ａ…端子部材用穴
部、６ｂ…薄肉部、７…端子部材、７ａ…端子ピン部、８…素子収納用穴部
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