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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部が形成された基材と、
　前記凹部に形成された蓄熱部と、
　前記基材に形成された抵抗体層と、
　前記基材に形成され且つ前記抵抗体層に導通する電極層と、を備え、
　前記抵抗体層は、前記基材の厚さ方向視において、前記電極層のうち互いに離間した２
つの部位に跨る発熱部を含み、
　前記発熱部は、前記厚さ方向視において、前記凹部に重なる位置に位置しており、前記
基材を構成する材料の熱伝導率は、１００～３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）である、サーマルプリ
ントヘッド。
【請求項２】
　前記蓄熱部を構成する材料の熱伝導率と前記基材を構成する材料の熱伝導率との比は、
１：１０～６００である、請求項１に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項３】
　前記蓄熱部は、前記基材の厚さ方向視において、副走査方向における一方である第１方
向に前記発熱部からはみ出た部位と、前記第１方向とは反対の第２方向に前記発熱部から
はみ出た部位と、を有する、請求項１または請求項２に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項４】
　前記基材を構成する材料の熱伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる第１バリア部
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を更に備え、
　前記基材には、前記凹部に対し副走査方向に離間する第１溝が形成されており、
　前記第１バリア部は、前記第１溝に形成されている、請求項１ないし請求項３のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項５】
　前記第１バリア部は、前記基材の厚さ方向視において、前記発熱部に対し副走査方向に
離間した位置に形成されている、請求項４に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項６】
　前記第１溝の深さは、前記凹部の深さよりも深い、請求項４または請求項５に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
【請求項７】
　前記第１溝は、主走査方向に沿って延びる形状である、請求項４ないし請求項６のいず
れかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項８】
　前記第１バリア部を構成する材料は、前記蓄熱部を構成する材料と同一の材料よりなる
、請求項４ないし請求項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】
　前記基材を構成する材料の熱伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる第２バリア部
を更に備え、
　前記基材には、前記凹部に対し副走査方向に離間する第２溝が形成されており、
　前記凹部は、前記基材の厚さ方向視において、前記第１溝および前記第２溝の間に位置
しており、
　前記第２バリア部は、前記第２溝に形成されている、請求項４ないし請求項８のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１０】
　前記第２バリア部は、前記基材の厚さ方向視において、前記発熱部に対し副走査方向に
離間した位置に形成されている、請求項９に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１１】
　前記第２溝の深さは、前記凹部の深さよりも深い、請求項９または請求項１０に記載の
サーマルプリントヘッド。
【請求項１２】
　前記第２溝は、主走査方向に沿って延びる形状である、請求項９ないし請求項１１のい
ずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１３】
　前記第２バリア部を構成する材料は、前記蓄熱部を構成する材料と同一の材料よりなる
、請求項９ないし請求項１２のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１４】
　前記発熱部および前記蓄熱部の間に介在する中間層を更に備える、請求項１ないし請求
項１３のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１５】
　前記中間層は、前記発熱部の位置する側を向く中間層表面を有し、
　前記中間層表面は、前記基材の厚さ方向視において前記発熱部に重なる平坦面を有する
、請求項１４に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１６】
　前記平坦面の副走査方向における寸法は、前記発熱部の副走査方向における寸法よりも
、大きい、請求項１５に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１７】
　前記中間層表面は、前記平坦面から連続する第１曲面を有し、
　前記第１曲面は、前記平坦面から遠ざかるにつれて前記基材に近づき、
　前記電極層は、前記基材の厚さ方向視において、前記第１曲面に重なる部位を有する、



(3) JP 6178669 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

請求項１５または請求項１６に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１８】
　前記中間層表面は、前記平坦面から連続する第２曲面を有し、
　前記平坦面は、前記第１曲面および前記第２曲面の間に位置しており、
　前記第２曲面は、前記平坦面から遠ざかるにつれて前記基材に近づき、
　前記電極層は、前記基材の厚さ方向視において、前記第２曲面に重なる部位を有する、
請求項１７に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項１９】
　前記電極層および前記基材の間に介在する絶縁層を更に備える、請求項１ないし請求項
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】
　前記基材は、前記凹部が形成された基材表面を有し、
　前記絶縁層は、前記基材表面に直接接している、請求項１９に記載のサーマルプリント
ヘッド。
【請求項２１】
　前記抵抗体層は、副走査方向の一方を向く第１端面を有し、
　前記絶縁層は、前記第１端面を覆う部分を含む、請求項１９または請求項２０に記載の
サーマルプリントヘッド。
【請求項２２】
　前記抵抗体層は、前記第１端面の位置する側とは反対側を向く第２端面を有し、
　前記絶縁層は、前記第２端面を覆う部分を含む、請求項２１に記載のサーマルプリント
ヘッド。
【請求項２３】
　前記基材は、半導体材料よりなる、請求項１ないし請求項２２のいずれかに記載のサー
マルプリントヘッド。
【請求項２４】
　前記抵抗体層と前記電極層と前記絶縁層とを覆う保護層を更に備える、請求項１９に記
載のサーマルプリントヘッド。
【請求項２５】
　配線基板と、
　複数のワイヤと、
　前記配線基板、前記複数のワイヤ、および、前記保護層を覆う樹脂層と、を更に備える
、請求項２４に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項２６】
　前記保護層には、貫通窓が形成されており、
　前記電極層は、前記貫通窓から露出するボンディング部を含み、
　前記ボンディング部には、前記複数のワイヤのいずれかがボンディングされている、請
求項２５に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項２７】
　前記樹脂層は、前記保護層に直接接している、請求項２５または請求項２６に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
【請求項２８】
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、
　前記駆動ＩＣは、前記基材内に作りこまれている、請求項１ないし請求項２７のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項２９】
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、前記駆動ＩＣは、前記配線基板に搭載さ
れている、請求項２５に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項３０】
　前記絶縁層は、ＳｉＯ2またはＳｉＡｌＯ2よりなる、請求項１９ないし請求項２２のい
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ずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項３１】
　前記抵抗体層は、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮの少なくともいずれ
かよりなる、請求項１ないし請求項３０のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項３２】
　前記電極層は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉの少なくともいず
れかよりなる、請求項１ないし請求項３１のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項３３】
　前記基材を支持する放熱板を更に備える、請求項１ないし請求項３２のいずれかに記載
のサーマルプリントヘッド。
【請求項３４】
　前記蓄熱部は、前記基材に食い込む形状の第１部分を有している、請求項１に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
【請求項３５】
　前記蓄熱部は、前記第１部分と、前記発熱部との間に介在する第２部分を有している、
請求項３４に記載のサーマルプリントヘッド。
【請求項３６】
　前記第１部分の内部には、複数の空隙が形成されている、請求項３４に記載のサーマル
プリントヘッド。
【請求項３７】
　請求項１ないし請求項３６のいずれかに記載の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に正対するプラテンローラと、を備える、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】
　従来から知られているサーマルプリントヘッドは、基板と、グレーズ層と、発熱抵抗体
と、電極と、を備える。このようなサーマルプリントヘッドは、たとえば特許文献１に開
示されている。同文献に開示のサーマルプリントヘッドにおいて、グレーズ層は基板に形
成されている。グレーズ層は、発熱抵抗体にて発生した熱を蓄熱する役割を果たす。発熱
抵抗体は、グレーズ層に形成されている。発熱抵抗体は、複数の発熱部を含む。各発熱部
は、電極のうち互いに離間した２つの部分に跨るように、形成されている。保護層は、た
とえばガラス製であり、電極の２つの部分の両方を覆うように形成されており、両者に跨
る発熱部も覆っている。
【０００３】
　このようなサーマルプリントヘッドにおいて、発熱部にて発生した熱が、グレーズ層を
経由して、グレーズ層における、当該発熱部に隣接する発熱部の形成されている領域まで
、伝わることがある。このようなことでは、印刷媒体への印刷の際に、にじみが生じるお
それがある。
【０００４】
　このようなサーマルプリントヘッドにおいて、グレーズ層が薄いと、発熱部にて発生し
た熱を、グレーズ層が十分に蓄えることができない。このようなことでは、印刷媒体への
印刷を綺麗に行うことができないおそれがある。そのため、従来では、印刷媒体への印刷
を綺麗に行うには、グレーズ層を厚く形成する必要があると考えられている。グレーズ層
を厚く形成するには、高度な技術を要する。
【０００５】
　このようなサーマルプリントヘッドにおいて、発熱部からグレーズ層に伝わった熱が、
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基板に多く逃げてしまうと、印刷媒体への印刷を綺麗に行うことができないおそれがある
。
【０００６】
　このようなサーマルプリントヘッドにおいて、発熱部で生じた熱が保護層を経由して印
刷媒体へ伝わる。しかしながら、発熱部で生じた熱の一部はグレーズ層の方に伝わり、ま
た、保護層内を伝わる過程でも熱が拡散するため、印刷媒体に効率的に熱量を伝えること
が困難であり、発熱部で発熱する熱量を大きくする必要があった。発熱部での発熱量を増
やすには、電極に流す電力をある程度大きくしなければならない。このことは、印刷時の
消費電力の削減を図るうえで障害となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－５１３１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、印刷媒体への印刷品位を
向上させることができるサーマルプリントヘッドを提供することをその主たる課題とする
。
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、印刷媒体への印刷の際に
にじみの発生を抑制できるサーマルプリントヘッドを提供することをその主たる課題とす
る。
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、製造の容易化を図ること
のできるサーマルプリントヘッドを提供することをその主たる課題とする。
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、発熱部から印刷媒体への
熱伝達の効率化を図り、そのことにより消費電力の削減を図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主たる課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の側面によると、凹部が形成された基材と、前記凹部に形成された蓄熱部
と、前記基材に形成された抵抗体層と、前記基材に形成され且つ前記抵抗体層に導通する
電極層と、を備え、前記抵抗体層は、前記基材の厚さ方向視において、前記電極層のうち
互いに離間した２つの部位に跨る発熱部を含み、前記発熱部は、前記厚さ方向視において
、前記凹部に重なる位置に位置しており、前記基材を構成する材料の熱伝導率は、１００
～３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）である、サーマルプリントヘッドが提供される。
【００１０】
　好ましくは、前記蓄熱部を構成する材料の熱伝導率と前記基材を構成する材料の熱伝導
率との比は、１：１０～６００である。
【００１１】
　好ましくは、前記蓄熱部は、前記基材の厚さ方向視において、副走査方向における一方
である第１方向に前記発熱部からはみ出た部位と、前記第１方向とは反対の第２方向に前
記発熱部からはみ出た部位と、を有する。
【００１２】
　好ましくは、前記基材を構成する材料の熱伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる
第１バリア部を更に備え、前記基材には、前記凹部に対し副走査方向に離間する第１溝が
形成されており、前記第１バリア部は、前記第１溝に形成されている。
【００１３】
　好ましくは、前記第１バリア部は、前記基材の厚さ方向視において、前記発熱部に対し
副走査方向に離間した位置に形成されている。
【００１４】
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　好ましくは、前記第１溝の深さは、前記凹部の深さよりも深い。
【００１５】
　好ましくは、前記第１溝は、主走査方向に沿って延びる形状である。
【００１６】
　好ましくは、前記第１バリア部を構成する材料は、前記蓄熱部を構成する材料と同一の
材料よりなる。
【００１７】
　好ましくは、前記基材を構成する材料の熱伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる
第２バリア部を更に備え、前記基材には、前記凹部に対し副走査方向に離間する第２溝が
形成されており、前記凹部は、前記基材の厚さ方向視において、前記第１溝および前記第
２溝の間に位置しており、前記第２バリア部は、前記第２溝に形成されている。
【００１８】
　好ましくは、前記第２バリア部は、前記基材の厚さ方向視において、前記発熱部に対し
副走査方向に離間した位置に形成されている。
【００１９】
　好ましくは、前記第２溝の深さは、前記凹部の深さよりも深い。
【００２０】
　好ましくは、前記第２溝は、主走査方向に沿って延びる形状である。
【００２１】
　好ましくは、前記第２バリア部を構成する材料は、前記蓄熱部を構成する材料と同一の
材料よりなる。
【００２２】
　好ましくは、前記発熱部および前記蓄熱部の間に介在する中間層を更に備える。
【００２３】
　好ましくは、前記中間層は、前記発熱部の位置する側を向く中間層表面を有し、前記中
間層表面は、前記基材の厚さ方向視において前記発熱部に重なる平坦面を有する。
【００２４】
　好ましくは、前記平坦面の副走査方向における寸法は、前記発熱部の副走査方向におけ
る寸法よりも、大きい。
【００２５】
　好ましくは、前記中間層表面は、前記平坦面から連続する第１曲面を有し、前記第１曲
面は、前記平坦面から遠ざかるにつれて前記基材に近づき、前記電極層は、前記基材の厚
さ方向視において、前記第１曲面に重なる部位を有する。
【００２６】
　好ましくは、前記中間層表面は、前記平坦面から連続する第２曲面を有し、前記平坦面
は、前記第１曲面および前記第２曲面の間に位置しており、前記第２曲面は、前記平坦面
から遠ざかるにつれて前記基材に近づき、前記電極層は、前記基材の厚さ方向視において
、前記第２曲面に重なる部位を有する。
【００２７】
　好ましくは、前記電極層および前記基材の間に介在する絶縁層を更に備える。
【００２８】
　好ましくは、前記基材は、前記凹部が形成された基材表面を有し、前記絶縁層は、前記
基材表面に直接接している。
【００２９】
　好ましくは、前記抵抗体層は、副走査方向の一方を向く第１端面を有し、前記絶縁層は
、前記第１端面を覆う部分を含む。
【００３０】
　好ましくは、前記抵抗体層は、前記第１端面の位置する側とは反対側を向く第２端面を
有し、前記絶縁層は、前記第２端面を覆う部分を含む。
【００３１】
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　好ましくは、前記基材は、半導体材料よりなる。
【００３２】
　好ましくは、前記抵抗体層と前記電極層と前記絶縁層とを覆う保護層を更に備える。
【００３３】
　好ましくは、配線基板と、複数のワイヤと、前記配線基板、前記複数のワイヤ、および
、前記保護層を覆う樹脂層と、を更に備える。
【００３４】
　好ましくは、前記保護層には、貫通窓が形成されており、前記電極層は、前記貫通窓か
ら露出するボンディング部を含み、前記ボンディング部には、前記複数のワイヤのいずれ
かがボンディングされている。
【００３５】
　好ましくは、前記樹脂層は、前記保護層に直接接している。
【００３６】
　好ましくは、前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、前記駆動ＩＣは、前記基材
内に作りこまれている。
【００３７】
　好ましくは、前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、前記駆動ＩＣは、前記配線
基板に搭載されている。
【００３８】
　好ましくは、前記絶縁層は、ＳｉＯ2またはＳｉＡｌＯ2よりなる。
【００３９】
　好ましくは、前記抵抗体層は、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮの少な
くともいずれかよりなる。
【００４０】
　好ましくは、前記電極層は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉの少
なくともいずれかよりなる。
【００４１】
　好ましくは、前記基材を支持する放熱板を更に備える。
【００４２】
　好ましくは、前記蓄熱部は、前記基材に食い込む形状の第１部分を有している。
【００４３】
　好ましくは、前記蓄熱部は、前記第１部分と、前記発熱部との間に介在する第２部分を
有している。
【００４４】
　好ましくは、前記第１部分の内部には、複数の空隙が形成されている。
【００４５】
　本発明の第２の側面によると、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
トヘッドと、前記サーマルプリントヘッドに正対するプラテンローラと、を備える、サー
マルプリンタが提供される。
【００４６】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明のＡ１実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【図２】本発明のＡ１実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。
【図３】図２に示したサーマルプリントヘッドの部分拡大平面図（一部構成省略）である
。
【図４】図３の領域ＩＶの部分拡大平面図である。
【図５】図４から、電極層および絶縁層を省略して示す平面図である。
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【図６】図３、図４のＶＩ－ＶＩ線に沿う部分拡大断面図である。
【図７】本発明のＡ１実施形態のサーマルプリントヘッドの製造工程の一工程を示す断面
図である。
【図８】図７に続く一工程を示す断面図である。
【図９】図８に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図１０】図８に続く一工程を示す断面図である。
【図１１】図１０に続く一工程を示す断面図である。
【図１２】図１１に続く一工程を示す断面図である。
【図１３】図１２に続く一工程を示す断面図である。
【図１４】図１３に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図１５】図１３に続く一工程を示す断面図である。
【図１６】図１５に続く一工程を示す断面図である。
【図１７】図１６に続く一工程を示す断面図である。
【図１８】図１７に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図１９】図１７に続く一工程を示す断面図である。
【図２０】図１９に続く一工程を示す部分拡大平面図である。
【図２１】図２０に続く一工程を示す部分拡大平面図である。
【図２２】図２１に続く一工程を示す断面図である。
【図２３】図２２に続く一工程を示す断面図である。
【図２４】本発明のＡ１実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大平面
図（一部構成省略）である。
【図２５】図２４のＸＸＶ－ＸＸＶ線に沿う部分拡大断面図である。
【図２６】本発明のＡ１実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面
図である。
【図２７】本発明のＡ１実施形態の第３変形例のサーマルプリントヘッドの断面図である
。
【図２８】本発明のＡ２実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【図２９】本発明のＡ２実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。
【図３０】図２９に示したサーマルプリントヘッドの部分拡大平面図（一部構成省略）で
ある。
【図３１】図３０の領域ＸＸＸＩの部分拡大平面図である。
【図３２】図３０、図３１のＸＸＸＩＩ－ＸＸＸＩＩ線に沿う部分拡大断面図である。
【図３３】図３１のＸＸＸＩＩＩ－ＸＸＸＩＩＩ線に沿う部分拡大断面図である。
【図３４】本発明のＡ２実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面
図である。
【図３５】本発明のＡ２実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面
図である。
【図３６】本発明のＡ２実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの断面図である
。
【図３７】本発明のＡ３実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【図３８】本発明のＡ３実施形態のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面図である。
【図３９】本発明のＡ３実施形態の基材裏面の部分拡大平面図である。
【図４０】本発明のＡ３実施形態の第１変形例のサーマルプリンタの断面図である。
【図４１】本発明の他の実施形態のサーマルプリントヘッドの部分断面図である。
【図４２】図４１に示したサーマルプリントヘッドの平面図である。
【図４３】図４１に示したサーマルプリントヘッドの製造工程の一工程を示す断面図であ
る。
【図４４】図４３に続く一工程を示す断面図である。
【図４５】図４４に続く一工程を示す断面図である。
【図４６】図４５に続く一工程を示す断面図である。
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【図４７】本実施形態の変形例のサーマルプリントヘッドの部分断面図である。
【図４８】図４７に示したサーマルプリントヘッドの製造工程の一工程を示す断面図であ
る。
【図４９】図４８に続く一工程を示す断面図である。
【図５０】図４９に続く一工程を示す断面図である。
【図５１】本発明のＢ１実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【図５２】本発明のＢ１実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。
【図５３】図５２に示したサーマルプリントヘッドの部分拡大平面図（一部構成省略）で
ある。
【図５４】図５３の領域ＬＩＶの部分拡大平面図である。
【図５５】図５４から、電極層および絶縁層を省略して示す平面図である。
【図５６】図５３、図５４のＬＶＩ－ＬＶＩ線に沿う部分拡大断面図である。
【図５７】図５４のＬＶＩＩ－ＬＶＩＩ線に沿う部分拡大断面図である。
【図５８】図５６の領域ＬＶＩＩＩの部分拡大図である。
【図５９】本発明のＢ１実施形態のサーマルプリントヘッドの製造工程の一工程を示す断
面図である。
【図６０】図５９に続く一工程を示す断面図である。
【図６１】図６０に続く一工程を示す断面図である。
【図６２】図６１の部分拡大図である。
【図６３】図６２に続く一工程を示す断面図である。
【図６４】図６３に続く一工程を示す断面図である。
【図６５】図６４に続く一工程を示す断面図である。
【図６６】図６５に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図６７】図６５に続く一工程を示す断面図である。
【図６８】図６７に続く一工程を示す断面図である。
【図６９】図６８に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図７０】図６８に続く一工程を示す断面図である。
【図７１】図７０に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図７２】図７０に続く一工程を示す断面図である。
【図７３】図７２に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図７４】図７３に続く工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図７５】図７４に続く一工程を示す断面図である。
【図７６】図７５に続く一工程を示す断面図である。
【図７７】本発明のＢ１実施形態の変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面図で
ある。
【図７８】本発明のＢ１実施形態の変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面図で
ある。
【図７９】本発明のＢ１実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面
図である。
【図８０】本発明のＢ１実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの部分断面図で
ある。
【図８１】本発明のＢ１実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面
図である。
【図８２】本発明のＢ１実施形態の第３変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面
図である。
【図８３】本発明のＢ２実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【図８４】図８３に示したサーマルプリンタにおけるサーマルプリントヘッドの部分拡大
平面図（一部構成省略）である。
【図８５】図８３の部分拡大断面図である。
【図８６】図８５の領域ＬＸＸＶＩの部分拡大図である。
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【図８７】図８６のＬＸＸＶＩＩ－ＬＸＸＶＩＩ線に沿う矢視図（一部構成省略）である
。
【図８８】図８６のＬＸＸＶＩＩＩ－ＬＸＸＶＩＩＩ線に沿う矢視図（一部構成透視化）
である。
【図８９】本発明のＢ２実施形態のサーマルプリントヘッドの製造工程の一工程を示す断
面図である。
【図９０】図８９に続く一工程を示す断面図である。
【図９１】図９０に続く一工程を示す断面図である。
【図９２】図９１に続く一工程を示す断面図である。
【図９３】図９２の部分拡大図である。
【図９４】図９３に続く一工程を示す部分拡大断面図である。
【図９５】図９４に続く一工程を示す部分拡大断面図である。
【図９６】図９５に続く一工程を示す部分拡大断面図である。
【図９７】図９６の縮小断面図である。
【図９８】本発明のＢ２実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面
図である。
【図９９】本発明のＣ１実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。
【図１００】図９９のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図１０１】図９９に示したサーマルプリントヘッドの部分拡大平面図（一部構成省略）
である。
【図１０２】図１０１のＣＩＩ－ＣＩＩ線に沿う部分拡大断面図である。
【図１０３】本発明のＣ１実施形態のサーマルプリントヘッドの製造工程の一工程を示す
断面図である。
【図１０４】図１０３に続く一工程を示す断面図である。
【図１０５】図１０４に続く一工程を示す断面図である。
【図１０６】図１０５に続く一工程を示す断面図である。
【図１０７】図１０６に続く一工程を示す断面図である。
【図１０８】図１０７に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図１０９】図１０７に続く一工程を示す断面図である。
【図１１０】図１０９に続く一工程を示す断面図である。
【図１１１】図１１０に続く一工程を示す断面図である。
【図１１２】図１１１に続く一工程を示す断面図である。
【図１１３】図１１２に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図１１４】図１１２に続く一工程を示す部分拡大平面図である。
【図１１５】図１１４に続く一工程を示す断面図である。
【図１１６】図１１５に示す工程を行ったときの部分拡大平面図である。
【図１１７】図１１６に続く一工程を示す部分拡大平面図である。
【図１１８】図１１７に続く一工程を示す断面図である。
【図１１９】図１１８に続く一工程を示す断面図である。
【図１２０】本発明のＣ２実施形態のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００４９】
＜Ａ１実施形態＞
　図１～図２７を用いて、本発明のＡ１実施形態について説明する。
【００５０】
　図１は、本発明のＡ１実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【００５１】
　同図に示すサーマルプリンタＡ８００は印刷媒体８０１に印刷を施す。印刷媒体８０１
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としては、たとえばバーコードシートやレシートを作成するための感熱紙が挙げられる。
サーマルプリンタＡ８００は、サーマルプリントヘッドＡ１００と、プラテンローラ８０
２と、を備える。
【００５２】
　サーマルプリントヘッドＡ１００は、基材１１と、配線基板１２と、放熱板１３と、蓄
熱部２と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、中間層５８と、保護層６と、駆動Ｉ
Ｃ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３とを備える。
【００５３】
　放熱板１３は、基材１１からの熱を放散させるためのものである。放熱板１３を構成す
る材料としては、たとえば、Ａｌ、ＡｌＮ、Ａｇ、あるいは、Ｃｕが挙げられる。放熱板
１３は、基材１１および配線基板１２を支持している。
【００５４】
　図２は、本発明のＡ１実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。なお、図１
は、図２のＩ－Ｉ線に沿う断面図に相当する。
【００５５】
　基材１１は板状を呈している。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よりなる
。基材１１を構成する半導体材料としては、たとえば、Ｓｉ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｓ
、ＩｎＰ、およびＧａＮが挙げられる。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よ
りなるが、基材１１は半導体材料からなっていなくてもよい。たとえば、基材１１は、セ
ラミックなどの絶縁材料よりなっていてもよい。基材１１を構成する材料の熱伝導率は、
１００～３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）であることが好ましい。たとえば、基材１１がＳｉよりな
る場合を想定すると、Ｓｉの熱伝導率は、１４０～１７０Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。蓄熱部
２（後述）を構成する材料の熱伝導率は、０．５～５Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。たとえば、
蓄熱部２がＳｉＯ2よりなる場合を想定すると、ＳｉＯ2の熱伝導率は、１．１Ｗ／（ｍ・
Ｋ）である。蓄熱部２を構成する材料の熱伝導率と基材１１を構成する材料の熱伝導率と
の比は、１：１０～６００であることが好ましく、１：１００～２００であることが更に
好ましい。基材１１の厚さは、たとえば０．６２５～０．７２０ｍｍである。図２に示す
ように、基材１１は、主走査方向Ｙに長く延びる平板状である。基材１１の幅（基材１１
の副走査方向Ｘにおける寸法）は、たとえば、３～２０ｍｍである。基材１１の主走査方
向Ｙにおける寸法は、たとえば、１０～３００ｍｍである。
【００５６】
　基材１１は、基材表面１１１と基材裏面１１２とを有する。基材表面１１１は、副走査
方向Ｘと主走査方向Ｙとに広がる平面状である。基材表面１１１は、主走査方向Ｙに沿っ
て長手状に延びる。基材表面１１１は、基材１１の厚さ方向Ｚの一方（以下、方向Ｚａと
言う。図１では上方）を向く。すなわち、基材表面１１１は、抵抗体層４の位置する側を
向く面である。基材裏面１１２は、副走査方向Ｘと主走査方向Ｙとに広がる平面状である
。基材裏面１１２は、主走査方向Ｙに沿って長手状に延びる。基材裏面１１２は、基材１
１の厚さ方向Ｚの他方（以下、方向Ｚｂと言う。図１では下方）を向く。すなわち、基材
裏面１１２は、抵抗体層４の位置する側とは反対側を向く面である。
【００５７】
　図３は、図２に示したサーマルプリントヘッドの部分拡大平面図（一部構成省略）であ
る。図４は、図３の領域ＩＶの部分拡大平面図である。図５は、図４から、電極層および
絶縁層を省略して示す平面図である。図６は、図３、図４のＶＩ－ＶＩ線に沿う部分拡大
断面図である。
【００５８】
　図４～図６に示すように、基材１１には凹部１１３ａが形成されている。図４、図５で
は、凹部１１３ａの形成されている領域を、ハッチングを付すことにより示している。凹
部１１３ａは、基材表面１１１から凹んでいる。本実施形態においては、凹部１１３ａは
、主走査方向Ｙに沿って延びる形状である。凹部１１３ａの深さＤ１１（厚さ方向Ｚにお
ける、基材表面１１１から凹部１１３ａの底面に至るまでの寸法）は、１０～１００μｍ
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であることが好ましく、１０～３０μｍであることが更に好ましい。
【００５９】
　図６に示すように、蓄熱部２は基材１１に形成されている。本実施形態においては、蓄
熱部２は、凹部１１３ａに形成されている。蓄熱部２は、発熱部４１（後述）にて発生し
た熱を蓄えるためのものである。蓄熱部２は、基材１１を構成する材料の熱伝導率よりも
小さい熱伝導率の材料よりなる。蓄熱部２は、たとえば、ＳｉＯ2よりなる。図６に示す
ように、蓄熱部２は蓄熱部表面２１を有する。蓄熱部表面２１は方向Ｚａを向く。すなわ
ち、蓄熱部表面２１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である。本実施形態では、蓄熱
部表面２１は、基材表面１１１とほぼ面一となっている。
【００６０】
　蓄熱部表面２１は、第１縁２１１および第２縁２１２を有する。第１縁２１１は、蓄熱
部表面２１のうち、副走査方向Ｘにおける一方である第１方向Ｘａ側の端に位置している
。一方、第２縁２１２は、副走査方向Ｘにおける他方である第２方向Ｘｂ側の端に位置し
ている。第１縁２１１および第２縁２１２は、主走査方向Ｙに沿って延びている。
【００６１】
　図１、図３、図６に示す電極層３は基材１１に形成されている。図３における電極層３
には、理解の便宜上、ハッチを付している。電極層３は抵抗体層４に積層されている。本
実施形態においては、電極層３と蓄熱部２との間に、抵抗体層４が介在している。電極層
３は、抵抗体層４に導通している。電極層３は、抵抗体層４に通電するための経路を構成
している。電極層３を構成する材料としては、たとえば、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ
－Ｓｉ、および、Ｔｉが挙げられる。本実施形態とは異なり、電極層３は、蓄熱部２と抵
抗体層４との間に介在していてもよい。
【００６２】
　図４、図５に示すように、電極層３は、第１導電部３１と第２導電部３２とを含む。第
１導電部３１および第２導電部３２は、互いに離間している。第１導電部３１と第２導電
部３２の離間寸法は、たとえば、１０５μｍである。
【００６３】
　本実施形態においては、図３に示すように、電極層３は、複数の個別電極３３（同図に
は６つ示す）と、一つの共通電極３５と、複数の中継電極３７（同図には６つ示す）とを
含む。より具体的には、次のとおりである。以下に述べる電極層３のパターン形状は一例
にすぎず、他のパターン形状であってもよい。
【００６４】
　複数の個別電極３３は、互いに導通していない。そのため、各個別電極３３には、サー
マルプリントヘッドＡ１００の組み込まれたプリンタが使用される際に、個別に、互いに
異なる電位が付与されうる。各個別電極３３は、個別電極帯状部３３１と、屈曲部３３３
と、直行部３３４と、斜行部３３５と、ボンディング部３３６とを有する。図４、図５に
示すように、各個別電極帯状部３３１は、電極層３における第１導電部３１を構成してお
り、副走査方向Ｘに沿って延びる帯状である。各個別電極帯状部３３１は、抵抗体層４に
積層されている。屈曲部３３３は、個別電極帯状部３３１につながり、主走査方向Ｙおよ
び副走査方向Ｘのいずれに対しても傾斜している。直行部３３４は、副走査方向Ｘに平行
にまっすぐ延びている。斜行部３３５は、主走査方向Ｙおよび副走査方向Ｘのいずれに対
しても傾斜した方向に延びている。ボンディング部３３６は、ワイヤ８１がボンディング
される部分である。本実施形態においては、個別電極帯状部３３１、屈曲部３３３、直行
部３３４、および斜行部３３５の幅が、たとえば４７．５μｍ程度であり、ボンディング
部３３６の幅がたとえば８０μｍ程度である。
【００６５】
　共通電極３５は、サーマルプリントヘッドＡ１００の組み込まれたプリンタが使用され
る際に複数の個別電極３３に対して電気的に逆極性となる部位である。共通電極３５は、
複数の共通電極帯状部３５１と、複数の分岐部３５３と、複数の直行部３５４と、複数の
斜行部３５５と、複数の延出部３５６と、一つの基幹部３５７とを有する。各共通電極帯
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状部３５１は、副走査方向Ｘに延びる帯状である。図４、図５に示すように、各共通電極
３５において、複数の共通電極帯状部３５１は、電極層３における第１導電部３１を構成
しており、主走査方向Ｙに互いに離間し、且つ、互いに導通している。各共通電極帯状部
３５１は、抵抗体層４に積層されている。各共通電極帯状部３５１は、個別電極帯状部３
３１と主走査方向Ｙに離間している。本実施形態においては、互いに隣接した２つずつの
共通電極帯状部３５１が、２つの個別電極帯状部３３１に挟まれている。複数の共通電極
帯状部３５１、および複数の個別電極帯状部３３１は、主走査方向Ｙに沿って配列されて
いる。分岐部３５３は、２つの共通電極帯状部３５１と１つの直行部３５４をつなぐ部分
であり、Ｙ字状である。直行部３５４は、副走査方向Ｘに平行にまっすぐ延びている。斜
行部３５５は、主走査方向Ｙおよび副走査方向Ｘのいずれに対しても傾斜した方向に延び
ている。延出部３５６は、斜行部３５５につながり、副走査方向Ｘに沿って延びている。
基幹部３５７は、主走査方向Ｙに延びる帯状であり、複数の延出部３５６がつながってい
る。本実施形態においては、共通電極帯状部３５１、直行部３５４、斜行部３５５、およ
び延出部３５６の幅が、たとえば４７．５μｍ程度である。
【００６６】
　複数の中継電極３７はそれぞれ、複数の個別電極３３のうちの一つと共通電極３５との
間に電気的に介在する。複数の中継電極３７はそれぞれ、複数の発熱部４１（後述）のう
ち主走査方向Ｙにおいて互いに隣接するいずれか２つの発熱部４１を、連結している。各
中継電極３７は、２つの中継電極帯状部３７１と連結部３７３とを有する。図４、図５に
示すように、各中継電極帯状部３７１は、電極層３における第２導電部３２を構成してお
り、副走査方向Ｘに延びる帯状である。すなわち、電極層３における第２導電部３２と第
１導電部３１とは、互いに離間しており、本実施形態においては、副走査方向Ｘに互いに
離間している。複数の中継電極帯状部３７１は、主走査方向Ｙに互いに離間している。各
中継電極帯状部３７１は、抵抗体層４に積層されている。複数の中継電極帯状部３７１は
、抵抗体層４上において、複数の帯状部３３１，３５１とは副走査方向Ｘにおいて反対側
に配置されている。各中継電極３７における２つの中継電極帯状部３７１の一方は、複数
の共通電極帯状部３５１のいずれか一つと、副走査方向Ｘに互いに離間している。各中継
電極３７における２つの中継電極帯状部３７１の他方は、複数の個別電極帯状部３３１の
いずれか一つと、副走査方向Ｘに互いに離間している。複数の連結部３７３はそれぞれ、
主走査方向Ｙに沿って延びている。各連結部３７３は、各中継電極３７における２つの中
継電極帯状部３７１につながる。これにより、各中継電極３７における２つの中継電極帯
状部３７１どうしが互いに導通している。
【００６７】
　なお、電極層３は、必ずしも中継電極３７を含む必要はなく、たとえば、複数の個別電
極と、これらの個別電極に隣接する共通電極と、を含むものであってもよい。
【００６８】
　図１、図３～図６に示す抵抗体層４は基材１１に形成されている。図４、図５に示すよ
うに、本実施形態においては、抵抗体層４は、複数の矩形状の部分を有する。抵抗体層４
は、電極層３からの電流が流れた部分が発熱する。このように発熱することによって印刷
ドットが形成される。抵抗体層４は、電極層３を構成する材料よりも抵抗率が高い材料よ
りなる。抵抗体層４を構成する材料としては、たとえば、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、
および、ＴｉＯＮが挙げられる。本実施形態においては、抵抗体層４には、抵抗値の調整
のため、イオン（たとえば、ホウ素）がドーピングされている。抵抗体層４の厚さは、た
とえば、０．２μｍ～１μｍである。
【００６９】
　図４～図６に示すように、抵抗体層４は、第１端面４１６と、第２端面４１７とを有す
る。
【００７０】
　第１端面４１６は、第２導電部３２（中継電極帯状部３７１）の位置する側とは反対側
（すなわち、図６の右方向）を向いている。第２端面４１７は、第１導電部３１（個別電
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極帯状部３３１もしくは共通電極帯状部３５１）の位置する側とは反対側（すなわち、図
６の左方向）を向いている。
【００７１】
　抵抗体層４は、サーマルプリントヘッドＡ１００の使用時に発熱する複数の発熱部４１
を含む。各発熱部４１は、電極層３のうち互いに離間した２つの部位に跨る。本実施形態
では、各発熱部４１は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第１導電部３１および第２導
電部３２に跨っている。複数の発熱部４１は、一方向（主走査方向Ｙ）に沿って配列され
ている。
【００７２】
　図５、図６に示すように、各発熱部４１は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、凹部１
１３ａに重なる位置に位置している。本実施形態では、基材１１の厚さ方向Ｚ視において
、副走査方向Ｘにおける一方である第１方向Ｘａに発熱部４１からはみ出た部位を、蓄熱
部２が有している。すなわち、図６にて、発熱部４１の左端よりも、蓄熱部２の左端の方
が左側にある。そのため、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、発熱部４１よりも、第１方
向Ｘａ側に、基材表面１１１における第１縁２１１が位置している。同様に、基材１１の
厚さ方向Ｚ視において、副走査方向Ｘにおける他方である第２方向Ｘｂに発熱部４１から
はみ出た部位を、蓄熱部２が有している。すなわち、図６にて、発熱部４１の右端よりも
、蓄熱部２の右端の方が右側にある。そのため、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、発熱
部４１よりも、第２方向Ｘｂ側に、基材表面１１１における第２縁２１２が位置している
。
【００７３】
　図６に示すように、各発熱部４１は、第１当接部４１１および第２当接部４１２を含ん
でいる。第１当接部４１１は、電極層３における第１導電部３１に当接している。第２当
接部４１２は、電極層３における第２導電部３２に当接している。
【００７４】
　図６に示すように、中間層５８は、発熱部４１および蓄熱部２の間に介在している。よ
り具体的には、中間層５８は、発熱部４１および蓄熱部２に直接接している。本実施形態
では、中間層５８は、絶縁性材料よりなる。中間層５８を構成する絶縁性材料としては、
たとえば、ＳｉＯ2、および、ポリイミドが挙げられる。本実施形態とは異なり、中間層
５８が、導電性材料よりなっていてもよい。中間層５８の厚さ（基材１１の厚さ方向Ｚに
おける寸法）は、たとえば、１０～１００μｍである。
【００７５】
　中間層５８は、中間層表面５８１を有する。中間層表面５８１は、発熱部４１の位置す
る側を向いている。中間層表面５８１は、平坦面５８２と、第１曲面５８３と、第２曲面
５８４と、を有する。
【００７６】
　平坦面５８２は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において発熱部４１に重なっている。平坦面
５８２の副走査方向Ｘにおける寸法は、発熱部４１の副走査方向Ｘにおける寸法よりも大
きいことが好ましい。第１曲面５８３は、平坦面５８２から連続している。第１曲面５８
３は、平坦面５８２から遠ざかるにつれて、基材１１に近づいている。本実施形態では、
第１曲面５８３は、基材表面１１１に接している。基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第
１曲面５８３に重なる部位を、電極層３が有している。第２曲面５８４は、平坦面５８２
から連続している。第２曲面５８４と第１曲面５８３との間に、平坦面５８２が位置して
いる。第２曲面５８４は、平坦面５８２から遠ざかるにつれて、基材１１に近づいている
。本実施形態では、第２曲面５８４は、基材表面１１１に接している。基材１１の厚さ方
向Ｚ視において、第２曲面５８４に重なる部位を、電極層３が有している。
【００７７】
　本実施形態とは異なり、サーマルプリントヘッドＡ１００が中間層５８を備えていなく
てもよい。
【００７８】
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　図６に示すように、絶縁層５は、電極層３と基材１１との間に介在している。本実施形
態では、絶縁層５は、基材表面１１１のうち、中間層５８が形成された領域以外の領域を
、覆っている。絶縁層５は、基材表面１１１に直接接している。絶縁層５は、抵抗体層４
における第１端面４１６を覆う部分、および、抵抗体層４における第２端面４１７を覆う
部分を有している。
【００７９】
　絶縁層５は、発熱部４１および電極層３の間に介在している部分を有する。絶縁層５を
構成する材料としては、たとえば、ＳｉＯ2、および、ＳｉＡｌＯ2が挙げられる。絶縁層
５は、第１介在部５１と、第２介在部５２と、中間部５３とを含む。図６に示すように、
第１介在部５１は、第１導電部３１および発熱部４１の間に介在している部位である。第
２介在部５２は、第２導電部３２および発熱部４１の間に介在している。中間部５３は、
基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第１介在部５１と第２介在部５２とに挟まれている。
中間部５３は、第１介在部５１および第２介在部５２につながっている。
【００８０】
　図４、図６に示すように、本実施形態において、第１介在部５１には、少なくとも１以
上の第１開口５１１が形成されている。図４にて第１開口５１１は円形状である例を示し
ているが、第１開口５１１の形状は円形状に限られない。たとえば、第１開口５１１は矩
形状であってもよい。図４にて第１介在部５１に第１開口５１１が複数形成されている例
を示しているが、第１介在部５１に形成されている第１開口５１１の個数は、１つであっ
てもよい。第１開口５１１と重なる位置に、上述の発熱部４１における第１当接部４１１
が位置している。図６に示すように、本実施形態においては更に、第１開口５１１内に、
第１導電部３１の一部が形成されている。
【００８１】
　本実施形態において、第２介在部５２には、少なくとも１つの第２開口５２１が形成さ
れている。図４、図６にて第２開口５２１は円形状である例を示しているが、第２開口５
２１の形状は円形状に限られない。たとえば、第２開口５２１は矩形状であってもよい。
図４にて第２介在部５２に第２開口５２１が複数形成されている例を示しているが、第２
介在部５２に形成されている第２開口５２１の個数は、１つであってもよい。第２開口５
２１と重なる位置に、上述の発熱部４１における第２当接部４１２が位置している。図６
に示すように、本実施形態においては更に、第２開口５２１内に、第２導電部３２の一部
が形成されている。
【００８２】
　本実施形態とは異なり、絶縁層５が、発熱部４１および電極層３の間に介在している部
分を有していなくてもよい。
【００８３】
　図１、図６に示す保護層６は、電極層３と抵抗体層４と絶縁層５とを覆っており、電極
層３と抵抗体層４と絶縁層５とを保護するためのものである。保護層６は、絶縁材料より
なる。保護層６を構成する絶縁材料としては、たとえば、ポリイミド、ポリアミド、ポリ
エチレン、ＳｉＮおよびＳｉＯ2が挙げられる。本実施形態においては、保護層６は、電
極層３および絶縁層５に直接接している。保護層６の厚さは、たとえば、１～２０μｍで
ある。
【００８４】
　保護層６には、複数の貫通窓６１（図１には１つ示す）が形成されている。各貫通窓６
１からは、ボンディング部３３６が露出している。
【００８５】
　図１に示す配線基板１２は、たとえば、プリント配線基板である。配線基板１２は、基
材層と図示しない配線層とが積層された構造を有する。基材層は、たとえばガラスエポキ
シ樹脂よりなる。配線層は、たとえばＣｕよりなる。
【００８６】
　図１、図２に示す駆動ＩＣ７は、各個別電極３３にそれぞれ電位を付与し、各発熱部４
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１に流す電流を制御するものである。各個別電極３３にそれぞれ電位が付与されることに
より、共通電極３５と各個別電極３３との間に電圧が印加され、各発熱部４１に選択的に
電流が流れる。駆動ＩＣ７は、配線基板１２に搭載されている。図３に示すように、駆動
ＩＣ７は、複数のパッド７１を含む。複数のパッド７１は、たとえば、２列に形成されて
いる。
【００８７】
　図１、図３に示す複数のワイヤ８１は、たとえば、Ａｕなどの導体よりなる。複数のワ
イヤ８１のうちワイヤ８１１はそれぞれ、駆動ＩＣ７にボンディングされ、且つ、電極層
３にボンディングされている。より具体的には、各ワイヤ８１１は、駆動ＩＣ７における
パッド７１にボンディングされ、且つ、ボンディング部３３６にボンディングされている
。これにより、駆動ＩＣ７と各個別電極３３とが導通している。図３に示すように、複数
のワイヤ８１のうちワイヤ８１２は、それぞれ、駆動ＩＣ７におけるパッド７１にボンデ
ィングされ、且つ、配線基板１２における配線層にボンディングされている。これにより
、当該配線層を介して、駆動ＩＣ７とコネクタ８３とが導通している。同図に示すように
、複数のワイヤ８１のうちワイヤ８１３は、共通電極３５における基幹部３５７にボンデ
ィングされ、且つ、配線基板１２における配線層にボンディングされている。これにより
、共通電極３５と上記配線層とが導通している。
【００８８】
　図１に示す封止樹脂８２は、たとえば、黒色の樹脂よりなる。封止樹脂８２は、駆動Ｉ
Ｃ７、複数のワイヤ８１、および、保護層６を覆っており、駆動ＩＣ７および複数のワイ
ヤ８１を保護している。封止樹脂８２は保護層６に直接接する。コネクタ８３は、配線基
板１２に固定されている。コネクタ８３は、サーマルプリントヘッドＡ１００の外部から
サーマルプリントヘッドＡ１００へ電力を供給するためのものである。
【００８９】
　次に、サーマルプリントヘッドＡ１００の使用方法の一例について簡単に説明する。
【００９０】
　サーマルプリントヘッドＡ１００は、サーマルプリンタＡ８００に組み込まれた状態で
使用される。図１に示したように、サーマルプリンタＡ８００内において、サーマルプリ
ントヘッドＡ１００は、プラテンローラ８０２に正対している。サーマルプリンタＡ８０
０の使用時には、プラテンローラ８０２が回転することにより、印刷媒体８０１が、副走
査方向Ｘに沿ってプラテンローラ８０２と各発熱部４１との間に一定速度で送給される。
印刷媒体８０１は、プラテンローラ８０２によって保護層６のうち各発熱部４１を覆う部
分に押しあてられる。一方、図３に示した各個別電極３３には、駆動ＩＣ７によって選択
的に電位が付与される。これにより、共通電極３５と複数の個別電極３３の各々との間に
電圧が印加される。そして、複数の発熱部４１には選択的に電流が流れ、熱が発生する。
そして、各発熱部４１にて発生した熱は、保護層６を介して印刷媒体８０１に伝わる。そ
して、印刷媒体８０１上の主走査方向Ｙに線状に延びる第１ライン領域に、複数のドット
が印刷される。また、各発熱部４１にて発生した熱は、蓄熱部２にも伝わり、蓄熱部２に
て蓄えられる。
【００９１】
　更に、プラテンローラ８０２が回転することにより、印刷媒体８０１が、副走査方向Ｘ
に沿って一定速度で引き続き送給される。そして、上述の第１ライン領域への印刷と同様
に、印刷媒体８０１上の主走査方向Ｙに線状に延びる、第１ライン領域に隣接する第２ラ
イン領域への印刷が行われる。第２ライン領域への印刷の際、印刷媒体８０１には、各発
熱部４１にて発生した熱に加え、第１ライン領域への印刷時に蓄熱部２にて蓄えられた熱
が伝わる。このようにして、第２ライン領域への印刷が行われる。以上のように、印刷媒
体８０１上の主走査方向Ｙに線状に延びるライン領域ごとに、複数のドットを印刷するこ
とにより、印刷媒体８０１への印刷が行われる。
【００９２】
　次に、サーマルプリントヘッドＡ１００の製造方法の一例について簡単に説明する。本
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実施形態においてサーマルプリントヘッドＡ１００を製造するには、主として半導体プロ
セスを用いる。
【００９３】
　まず、図７に示すように、半導体基板１９を用意する。本実施形態において半導体基板
１９はＳｉよりなる。次に、図８、図９に示すように、半導体基板１９に、凹部１１３ａ
を形成することにより、基材１１を得る。半導体基板１９に凹部１１３ａを形成するには
、たとえば、半導体基板１９をエッチングすることにより行う。次に、図１０に示すよう
に、凹部１１３ａに蓄熱部２を形成する。蓄熱部２の形成は、たとえば、スパッタリング
、ＣＶＤ、あるいは、印刷により行う。
【００９４】
　次に、図１１に示すように、基材１１の基材表面１１１および蓄熱部２の蓄熱部表面２
１に、中間層５８を形成する。中間層５８の形成は、たとえば、ＣＶＤもしくはスパッタ
により行う。本実施形態とは異なり、中間層５８および蓄熱部２の形成を一度に行なって
もよい。
【００９５】
　次に、図１２に示すように、抵抗体層４’を形成する。抵抗体層４’の形成は、たとえ
ば、ＣＶＤもしくはスパッタにより行う。抵抗体層４’は、基材１１の表面の全面に形成
する。次に、図１３、図１４に示すように、抵抗体層４’をエッチングすることにより、
抵抗体層４’’を形成する。抵抗体層４’のエッチングは、フォトリソグラフィーにより
行う。図１４に示すように、本実施形態では、抵抗体層４’’は、一方向に沿って帯状に
延びる形状である。次に、抵抗体層４が所望の抵抗値になるように、抵抗体層４’’にイ
オンを打ち込む（図示略）。
【００９６】
　次に、図１５に示すように、絶縁層５’を形成する。絶縁層５’の形成は、たとえば、
ＣＶＤもしくはスパッタにより行う。次に、図１６に示すように、絶縁層５’をエッチン
グすることにより、上述の絶縁層５を形成する。絶縁層５’をエッチングする当該工程を
経ることにより、上述の第１開口５１１および第２開口５２１が形成される。
【００９７】
　次に、図１７、図１８に示すように、電極層３’を形成する。電極層３’の形成は、た
とえば、スパッタもしくはＣＶＤにより行う。次に、図１９、図２０に示すように、電極
層３’をエッチングすることにより、上述の形状の電極層３を形成する。電極層３’のエ
ッチングは、フォトリソグラフィーにより行う。
【００９８】
　次に、図２１に示すように、抵抗体層４’’をエッチングすることにより、複数の矩形
状の部分を有する上述の抵抗体層４を形成する。これは、サーマルプリントヘッドＡ１０
０の使用時において、抵抗体層４内を図２１の横方向に電流が流れることを防止するため
である。なお、本実施形態とは異なり、帯状の抵抗体層４’’を形成することなく、抵抗
体層４’を一度エッチングすることにより、複数の矩形状の部分を有する上述の抵抗体層
４を形成してもよい。
【００９９】
　次に、図２２に示すように、保護層６’を形成する。保護層６’の形成は、たとえば、
ＣＶＤにより行う。次に、図２３に示すように、保護層６’をエッチングすることにより
、複数の（図２３には一つのみを示す）貫通窓６１を形成する。保護層６’のエッチング
は、フォトリソグラフィーにより行う。
【０１００】
　次に、図示は省略するが、基材１１の裏面を研磨することにより、基材１１の厚みを低
減させる。次に、抵抗体層４の抵抗値の測定、および、基材１１のダイシングを行ったの
ち、ダイシング後の製品と、配線基板１２とを放熱板１３に配置する。次に、図１に示し
た、駆動ＩＣ７を配線基板１２に搭載し、ワイヤ８１を所望の箇所にボンディングし、封
止樹脂８２を形成する。これらの工程を経るなどして、図１に示したサーマルプリントヘ
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ッドＡ１００が製造される。
【０１０１】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０１０２】
　本実施形態においては、基材１１には、凹部１１３ａが形成されている。凹部１１３ａ
には、蓄熱部２が形成されている。発熱部４１は、厚さ方向Ｚ視において、凹部１１３ａ
に重なる位置に位置しており、基材１１を構成する材料の熱伝導率は、１００～３００Ｗ
／（ｍ・Ｋ）である。このような構成によれば、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、発熱
部４１に重なる蓄熱部２の体積を大きくすることができる。そのため、蓄熱部２が、発熱
部４１にて発生した熱をより多く蓄えることができる。その結果、基材１１を構成する材
料の熱伝導率が大きくても発熱部４１にて発生した熱が基材１１に逃げてしまうことを防
止でき、発熱部４１にて発生した熱をより多く印刷媒体８０１へと伝えることが可能とな
る。これにより、印刷媒体８０１への印刷品位を向上させることができる。また、発熱部
４１にて発生した熱を、より多く印刷媒体８０１へと伝えることが可能となると、サーマ
ルプリントヘッドＡ１００の消費電力を削減できる、
【０１０３】
　本実施形態においては、蓄熱部２は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、副走査方向Ｘ
における一方である第１方向Ｘａに発熱部４１からはみ出た部位と、第１方向Ｘａとは反
対の第２方向Ｘｂに発熱部４１からはみ出た部位と、を有する。このような構成によると
、蓄熱部２が、発熱部４１にて発生した熱を更に多く蓄えることができる。これにより、
発熱部４１にて発生した熱が基材１１に逃げてしまうことをより好適に防止でき、発熱部
４１にて発生した熱をさらに多く印刷媒体８０１へと伝えることが可能となる。その結果
、印刷媒体８０１への印刷品位を向上させることができる。特に、印刷媒体８０１への印
字をより濃くできる。
【０１０４】
　本実施形態においては、サーマルプリントヘッドＡ１００は、発熱部４１および蓄熱部
２の間に介在する中間層５８を備える。このような構成は、保護層６のうち発熱部４１を
覆っている部分を、隆起した形状に形成するのに適する。これにより、印刷媒体８０１に
保護層６を当接させやすくなる。その結果、発熱部４１にて発生した熱を、より効率良く
印刷媒体８０１へと伝えることが可能となる。
【０１０５】
　本実施形態においては、中間層表面５８１は、平坦面５８２から連続する第１曲面５８
３を有する。第１曲面５８３は、平坦面５８２から遠ざかるにつれて基材１１に近づく。
電極層３は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第１曲面５８３に重なる部位を有する。
このような構成によると、中間層５８に急峻な段差が形成されることを防止することがで
きる。これにより、中間層５８上に形成される電極層３の断線を防止できる。
【０１０６】
　本実施形態においては、中間層表面５８１は、平坦面５８２から連続する第２曲面５８
４を有する。平坦面５８２は、第１曲面５８３および第２曲面５８４の間に位置している
。第２曲面５８４は、平坦面５８２から遠ざかるにつれて基材１１に近づく。電極層３は
、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第２曲面５８４に重なる部位を有する。このような
構成によると、中間層５８に急峻な段差が形成されることを防止することができる。これ
により、中間層５８上に形成される電極層３の断線を防止できる。
【０１０７】
　本実施形態においては、サーマルプリントヘッドＡ１００は絶縁層５を備える。絶縁層
５は、電極層３および発熱部４１の間に介在している部分を有する。このような構成によ
ると、電極層３と発熱部４１とが接触する領域を小さくすることができる。そうすると、
発熱部４１に電流が流れて発熱した際に、電極層３と発熱部４１とが共晶してしまう領域
を小さくすることができる。電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできると、
サーマルプリントヘッドＡ１００の使用時に、サーマルプリントヘッドＡ１００の抵抗値
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が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０１０８】
　本実施形態においては、絶縁層５は、第１介在部５１と第２介在部５２とを有する。第
１介在部５１は、第１導電部３１および発熱部４１の間に介在している。このような構成
によると、第１導電部３１と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。本実施形態に
おいては、第２介在部５２は、第２導電部３２および発熱部４１の間に介在している。こ
のような構成によると、第２導電部３２と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。
第１導電部３１と発熱部４１とが共晶すること、または、第２導電部３２と発熱部４１と
が共晶することを防止できると、電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできる
。これにより、サーマルプリントヘッドＡ１００の使用時に、サーマルプリントヘッドＡ
１００の抵抗値が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０１０９】
　仮に、電極層３が抵抗体層４と蓄熱部２との間に介在している場合には、抵抗体層４に
おける発熱部４１にて発生した熱は、電極層３に逃げてしまうおそれがある。電極層３に
逃げてしまった熱は、印刷媒体８０１への伝熱には寄与しない。一方、本実施形態におい
ては、抵抗体層４は、電極層３および蓄熱部２の間に介在している。このような構成によ
ると、抵抗体層４における発熱部４１にて発生した熱が電極層３に伝わっても、電極層３
に伝わった熱は、印刷媒体８０１への伝熱に寄与しうる。そのため、発熱部４１にて発生
した熱をより効率的に、印刷媒体８０１に伝えることができる。すなわち、サーマルプリ
ントヘッドＡ１００における印刷媒体８０１に接触する部位（保護層６）を、より速く、
高温にすることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への高速印刷が可能となる。
【０１１０】
　本実施形態では、基材１１は、Ｓｉよりなる。Ｓｉは、熱伝導率が大きいため、発熱部
４１にて発生した熱を、より速く基材１１の外部（本実施形態では放熱板１３）へと伝え
ることができる。そのため、高温になった発熱部４１の温度を、より速く、低下させるこ
とができる。このことは、印刷媒体８０１への印刷の高速化に適する。
【０１１１】
　本実施形態では、保護層６における貫通窓６１は、保護層６’をエッチングすることに
より形成される。そうすると、保護層６における所望の部位に貫通窓６１を形成すること
ができるから、電極層３のうち保護層６に覆われていない部分を、封止樹脂８２とは別の
樹脂層（ソルダーレジスト層）で覆う必要がない。別の樹脂層（ソルダーレジスト層）を
形成する必要がないことは、サーマルプリントヘッドＡ１００の製造効率の向上を図るの
に適する。
【０１１２】
　以下の説明（図５０までを参照して説明する実施形態およびその変形例）では、上記と
同一もしくは類似の構成については上記と同一の符号を付し、説明を適宜省略する。
【０１１３】
＜Ａ１実施形態の第１変形例＞
　図２４、図２５を用いて、本発明のＡ１実施形態の第１変形例について説明する。
【０１１４】
　図２４は、本発明のＡ１実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大平
面図（一部構成省略）である。図２５は、図２４のＸＸＶ－ＸＸＶ線に沿う部分拡大断面
図である。
【０１１５】
　同図に示すサーマルプリントヘッドＡ１０１は、基材１１と、配線基板１２（本変形例
では図示略）と、放熱板１３（本変形例では図示略）と、蓄熱部２と、第１バリア部２９
１と、第２バリア部２９２と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、中間層５８と、
保護層６と、駆動ＩＣ７（本変形例では図示略）と、複数のワイヤ８１（本変形例では図
示略）と、封止樹脂８２（本変形例では図示略）と、コネクタ８３（本変形例では図示略
）とを備える。
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【０１１６】
サーマルプリントヘッドＡ１０１は、第１バリア部２９１および第２バリア部２９２を更
に備える点において、サーマルプリントヘッドＡ１００と主に異なる。図２４では、第１
バリア部２９１および第２バリア部２９２の形成されている領域を、砂模様を付すことに
より示している。基材１１と、第１バリア部２９１と、第２バリア部２９２とを除き、サ
ーマルプリントヘッドＡ１０１における、配線基板１２と、放熱板１３と、蓄熱部２と、
電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、中間層５８と、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複
数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３と、の各構成は、サーマルプリントヘ
ッドＡ１００と同様であるから、説明を省略する。
【０１１７】
　サーマルプリントヘッドＡ１０１において、基材１１には、凹部１１３ａと、第１溝１
１３ｂと、第２溝１１３ｃと、が形成されている。凹部１１３ａはサーマルプリントヘッ
ドＡ１００におけるものと同様であるから、説明を省略する。
【０１１８】
　第１溝１１３ｂは、凹部１１３ａに対し副走査方向Ｘに離間した位置に形成されている
。本変形例においては、第１溝１１３ｂは、凹部１１３ａに対し第１方向Ｘａに離間した
位置に形成されている。第１溝１１３ｂは、基材表面１１１から凹んでいる。本実施形態
においては、第１溝１１３ｂは、主走査方向Ｙに沿って延びる形状である。第１溝１１３
ｂの深さＤ１２（厚さ方向Ｚにおける、基材表面１１１から第１溝１１３ｂの底面に至る
までの寸法）は、たとえば、１５～１５０μｍである。第１溝１１３ｂの深さＤ１２は、
凹部１１３ａの深さＤ１１よりも深いことが好ましい。本変形例とは異なり、第１溝１１
３ｂの深さＤ１２は、凹部１１３ａの深さＤ１１と同一であってもよいし、凹部１１３ａ
の深さＤ１１より浅くてもよい。
【０１１９】
　第２溝１１３ｃは、凹部１１３ａに対し副走査方向Ｘに離間した位置に形成されている
。本変形例においては、第２溝１１３ｃは、凹部１１３ａに対し第２方向Ｘｂに離間した
位置に形成されている。基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第２溝１１３ｃおよび第１溝
１１３ｂの間に、凹部１１３ａが位置している。第２溝１１３ｃは、基材表面１１１から
凹んでいる。本実施形態においては、第２溝１１３ｃは、主走査方向Ｙに沿って延びる形
状である。第２溝１１３ｃの深さＤ１３（厚さ方向Ｚにおける、基材表面１１１から第２
溝１１３ｃの底面に至るまでの寸法）は、たとえば、１５～１５０μｍである。第２溝１
１３ｃの深さＤ１３は、凹部１１３ａの深さＤ１１よりも深いことが好ましい。本変形例
とは異なり、第２溝１１３ｃの深さＤ１３は、凹部１１３ａの深さＤ１１と同一であって
もよいし、凹部１１３ａの深さＤ１１より浅くてもよい。
【０１２０】
　第１バリア部２９１は、第１溝１１３ｂに形成されている。第１バリア部２９１は、基
材１１を構成する材料の熱伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる。第１バリア部２
９１は、たとえば、ＳｉＯ2よりなる。第１バリア部２９１を構成する材料と、蓄熱部２
を構成する材料とは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。本変形例においては
、第１バリア部２９１は、中間層５８に覆われている。
【０１２１】
　第２バリア部２９２は、第２溝１１３ｃに形成されている。第２バリア部２９２は、基
材１１を構成する材料の熱伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる。第２バリア部２
９２は、たとえば、ＳｉＯ2よりなる。第２バリア部２９２を構成する材料と、蓄熱部２
を構成する材料とは、同一であってもよいし、異なっていてもよい。本変形例においては
、第２バリア部２９２は、中間層５８に覆われている。
【０１２２】
　次に、本変形例の作用効果について説明する。
【０１２３】
　本変形例によると、上述の作用効果に加え、以下の作用効果を奏する。
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【０１２４】
本変形例においては、サーマルプリントヘッドＡ１０１は、基材１１を構成する材料の熱
伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる第１バリア部２９１を備える。基材１１には
、凹部１１３ａに対し副走査方向Ｘに離間する第１溝１１３ｂが形成されている。第１バ
リア部２９１は、第１溝１１３ｂに形成されている。このような構成によると、蓄熱部２
から基材１１に伝わった熱は、第１バリア部２９１にて蓄えられる。そのため、蓄熱部２
から副走査方向Ｘにより離間した領域へと熱が伝わってしまうことを防止できる。これに
より、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できる。そ
の結果、印刷媒体８０１への印刷のにじみの発生を抑制できる。
【０１２５】
　本変形例においては、第１溝１１３ｂの深さＤ１２は、凹部１１３ａの深さＤ１１より
も深い。このような構成によると、第１バリア部２９１はより多くの熱を蓄えることがで
きる。そのため、蓄熱部２から副走査方向Ｘにより離間した領域へと熱が伝わってしまう
ことを更に防止できる。これにより、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱
が伝わることを更に防止できる。その結果、印刷媒体８０１への印刷のにじみの発生を更
に抑制できる。
【０１２６】
　本変形例においては、第１バリア部２９１を構成する材料は、蓄熱部２を構成する材料
と同一の材料よりなる。このような構成によると、蓄熱部２の形成と、第１バリア部２９
１の形成と、を同一の工程で行うことができる。これは、サーマルプリントヘッドＡ１０
１の製造の効率化に適する。
【０１２７】
　本変形例においては、サーマルプリントヘッドＡ１０１は、基材１１を構成する材料の
熱伝導率よりも小さい熱伝導率の材料よりなる第２バリア部２９２を備える。基材１１に
は、凹部１１３ａに対し副走査方向Ｘに離間する第２溝１１３ｃが形成されている。凹部
１１３ａは、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第１溝１１３ｂおよび第２溝１１３ｃの
間に位置している。第２バリア部２９２は、第２溝１１３ｃに形成されている。このよう
な構成によると、上述したのと同様の理由により、印刷媒体８０１における所望の領域以
外の領域に熱が伝わることを防止できる。その結果、印刷媒体８０１への印刷のにじみの
発生を抑制できる。
【０１２８】
　本変形例においては、第２溝１１３ｃの深さＤ１３は、凹部１１３ａの深さＤ１１より
も深い。このような構成によると、上述したのと同様の理由により、印刷媒体８０１への
印刷のにじみの発生を更に抑制できる。
【０１２９】
　本変形例においては、第２バリア部２９２を構成する材料は、蓄熱部２を構成する材料
と同一の材料よりなる。このような構成は、上述したのと同様の理由により、サーマルプ
リントヘッドＡ１０１の製造の効率化に適する。
【０１３０】
＜Ａ１実施形態の第２変形例＞
　図２６を用いて、本発明のＡ１実施形態の第２変形例について説明する。
【０１３１】
　図２６は、本発明のＡ１実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断
面図である。
【０１３２】
　同図に示すサーマルプリントヘッドＡ１０２は、蓄熱部２の副走査方向Ｘにおける寸法
が発熱部４１より小さい点を除き、サーマルプリントヘッドＡ１０１と同様であるので、
説明を省略する。
【０１３３】
＜Ａ１実施形態の第３変形例＞
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　図２７を用いて、本発明のＡ１実施形態の第３変形例について説明する。
【０１３４】
　図２７は、本発明のＡ１実施形態の第３変形例のサーマルプリントヘッドの断面図であ
る。
【０１３５】
　同図に示すサーマルプリントヘッドＡ１０３は、駆動ＩＣ７が基材１１に作りこまれて
いる点において、上述のサーマルプリントヘッドＡ１００とは異なるが、その他の点につ
いては同様であるので、説明を省略する。なお、サーマルプリントヘッドＡ１０３におい
ては、基材１１は、半導体材料よりなる。また、駆動ＩＣ７と電極層３とは、絶縁層５を
貫通するビアを介して導通している。このような構成によると、サーマルプリントヘッド
Ａ１０３の部品点数を削減することができる。更に、サーマルプリントヘッドＡ１０３は
、サーマルプリントヘッドＡ１００に関して述べたのと同様の作用効果を奏する。
【０１３６】
＜Ａ２実施形態＞
　図２８～図３６を用いて、本発明のＡ２実施形態について説明する。
【０１３７】
　図２８は、本発明のＡ２実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【０１３８】
　同図に示すサーマルプリンタＢ８００は印刷媒体８０１に印刷を施す。印刷媒体８０１
としては、たとえばバーコードシートやレシートを作成するための感熱紙が挙げられる。
サーマルプリンタＢ８００は、サーマルプリントヘッドＢ１００と、プラテンローラ８０
２と、を備える。
【０１３９】
　図２９は、本発明のＡ２実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。図３０は
、図２９に示したサーマルプリントヘッドの部分拡大平面図（一部構成省略）である。図
３１は、図３０の領域ＸＸＸＩの部分拡大平面図である。図３２は、図３０、図３１のＸ
ＸＸＩＩ－ＸＸＸＩＩ線に沿う部分拡大断面図である。図３３は、図３１のＸＸＸＩＩＩ
－ＸＸＸＩＩＩ線に沿う部分拡大断面図である。図２８は、図２９のＸＸＶＩＩＩ－ＸＸ
ＶＩＩＩ線に沿う断面に相当する。
【０１４０】
　これらの図に示すサーマルプリントヘッドＢ１００は、基材１１と、配線基板１２と、
放熱板１３と、蓄熱部２と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、中間層５８と、保
護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３とを備え
る。
【０１４１】
　基材１１、蓄熱部２、絶縁層５、および保護層６を除き、本実施形態における、配線基
板１２と、放熱板１３と、電極層３と、抵抗体層４と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１
と、封止樹脂８２と、コネクタ８３との各構成は、サーマルプリントヘッドＡ１００にお
ける構成と同様であるから、説明を省略する。また、サーマルプリントヘッドＢ１００は
、サーマルプリントヘッドＡ１００とは異なり、中間層５８を備えていない。サーマルプ
リントヘッドＢ１００は、第１溝部７９１と、第２溝部７９２と、第３溝部７９３とが形
成されている点において、サーマルプリントヘッドＡ１００と主に異なる。絶縁層５は、
サーマルプリントヘッドＡ１００の絶縁層５と断面形状が異なっている。
【０１４２】
　基材１１は板状を呈している。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よりなる
。基材１１を構成する半導体材料としては、たとえば、Ｓｉ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｓ
、ＩｎＰ、およびＧａＮが挙げられる。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よ
りなるが、基材１１は半導体材料からなっていなくてもよい。たとえば、基材１１は、セ
ラミックなどの絶縁材料よりなっていてもよい。基材１１を構成する材料の熱伝導率は、
１００～３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）であることが好ましい。たとえば、基材１１がＳｉよりな
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る場合を想定すると、Ｓｉの熱伝導率は、１４０～１７０Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。蓄熱部
２（後述）を構成する材料の熱伝導率は、０．５～５Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。たとえば、
蓄熱部２がＳｉＯ2よりなる場合を想定すると、ＳｉＯ2の熱伝導率は、１．１Ｗ／（ｍ・
Ｋ）である。蓄熱部２を構成する材料の熱伝導率と基材１１を構成する材料の熱伝導率と
の比は、１：１０～６００であることが好ましく、１：１００～２００であることが更に
好ましい。基材１１の厚さは、たとえば０．６２５～０．７２０ｍｍである。基材１１は
、主走査方向Ｙに長く延びる平板状である。基材１１の幅（基材１１の副走査方向Ｘにお
ける寸法）は、たとえば、３～２０ｍｍである。基材１１の主走査方向Ｙにおける寸法は
、たとえば、１０～３００ｍｍである。
【０１４３】
　図３２に示すように、基材１１は、基材表面１１１と基材裏面１１２とを有する。基材
表面１１１は、副走査方向Ｘと主走査方向Ｙとに広がる平面状である。基材表面１１１は
、主走査方向Ｙに沿って長手状に延びる。基材表面１１１は、基材１１の厚さ方向Ｚの一
方（方向Ｚａ）を向く。すなわち、基材表面１１１は、抵抗体層４の位置する側を向く面
である。基材裏面１１２は、副走査方向Ｘと主走査方向Ｙとに広がる平面状である。基材
裏面１１２は、主走査方向Ｙに沿って長手状に延びる。基材裏面１１２は、基材１１の厚
さ方向Ｚの他方（方向Ｚｂ）を向く。すなわち、基材裏面１１２は、抵抗体層４の位置す
る側とは反対側を向く面である。
【０１４４】
　図２８、図３２に示すように、蓄熱部２は基材１１に形成されている。蓄熱部２は、基
材１１の基材表面１１１のほぼ全体を覆っている。蓄熱部２は、発熱部４１にて発生した
熱を蓄えるためのものである。蓄熱部２の厚さは、たとえば、３μｍ以上である。図３２
に示すように、蓄熱部２は蓄熱部表面２１を有する。蓄熱部表面２１は方向Ｚａを向く。
すなわち、蓄熱部表面２１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である。本実施形態では
、蓄熱部表面２１は全体にわたって平坦である。蓄熱部表面２１が平坦であると、半導体
プロセスによって抵抗体層４や絶縁層５を形成しやすい。
【０１４５】
　図２８、図３２、図３３に示す保護層６は、電極層３と抵抗体層４と絶縁層５とを覆っ
ており、電極層３と抵抗体層４と絶縁層５とを保護するためのものである。保護層６は、
絶縁材料よりなる。保護層６を構成する絶縁材料としては、たとえば、ポリイミド、ポリ
アミド、ポリエチレン、ＳｉＮおよびＳｉＯ2が挙げられる。本実施形態においては、保
護層６は、電極層３および絶縁層５に直接接している。
【０１４６】
　なお、図３３に示すように、各発熱部４１は、第１抵抗側面４１８および第２抵抗側面
４１９を有する。第１抵抗側面４１８および第２抵抗側面４１９は、主走査方向Ｙのいず
れかを向き、且つ、互いに反対側を向く。保護層６は、第１抵抗側面４１８および第２抵
抗側面４１９を覆っている。
【０１４７】
　保護層６には、複数の貫通窓６１（図２８には１つ示す）が形成されている。各貫通窓
６１からは、ボンディング部３３６が露出している。
【０１４８】
　図３１～図３３に示すように、サーマルプリントヘッドＢ１００においては、第１溝部
７９１と、第２溝部７９２と、第３溝部７９３とが形成されている。図３１では、第１溝
部７９１、第２溝部７９２および第３溝部７９３が形成された領域を、ハッチングを付す
ことにより示している。
【０１４９】
　図３１、図３３に示す第１溝部７９１は、複数の発熱部４１のうち主走査方向Ｙにおい
て隣接するいずれか２つの発熱部４１の間に位置している。本実施形態においては、第１
溝部７９１は、副走査方向Ｘに沿って延びる形状である。第１溝部７９１の副走査方向Ｘ
における寸法は、発熱部４１の副走査方向Ｘにおける寸法よりも大きい。そして、第１溝
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部７９１は、副走査方向Ｘにおいて、複数の発熱部４１のいずれかの全体にわたって、重
なっている。
【０１５０】
　図３３に示すように、第１溝部７９１は、蓄熱部２に形成されている。蓄熱部２は、第
１溝部７９１を構成する第１蓄熱部溝側面２５ａを有する。本実施形態においては、第１
溝部７９１は、保護層６から形成され、基材１１に達している。保護層６は、第１溝部７
９１を構成する第１保護層溝側面６５ａを有する。基材１１は、第１基材溝側面１１５ａ
および第１基材溝底面１１５ｂを有する。第１基材溝側面１１５ａおよび第１基材溝底面
１１５ｂは、第１溝部７９１を構成している。
【０１５１】
　本実施形態においては、基材１１に蓄熱部２および保護層６が形成された後に、第１溝
部７９１が形成される。第１溝部７９１には何も充填されていない。そのため、第１基材
溝側面１１５ａと、第１基材溝底面１１５ｂと、第１蓄熱部溝側面２５ａと、第１保護層
溝側面６５ａと、は空隙に露出している。なお、第１溝部７９１の形成は、たとえば、エ
ッチングにより行われる。
【０１５２】
　図３１、図３２に示す第２溝部７９２は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、中継電極
３７よりも第１方向Ｘａ側に位置している。そして、副走査方向Ｘにおいて、第２溝部７
９２と複数の発熱部４１との間に、中継電極３７が位置している。第２溝部７９２は、主
走査方向Ｙに沿って延びる形状である。本実施形態において、第２溝部７９２は、基材１
１の主走査方向Ｙの一端から他端にわたって、形成されている。本実施形態においては更
に、第２溝部７９２は、第１溝部７９１とつながっている。本実施形態とは異なり、第２
溝部７９２は、第１溝部７９１とつながっていなくてもよい。
【０１５３】
　図３２に示すように、第２溝部７９２は、蓄熱部２に形成されている。蓄熱部２は、第
２溝部７９２を構成する第２蓄熱部溝側面２６ａを有する。本実施形態においては、第２
溝部７９２は、保護層６から形成され、基材１１に達している。保護層６は、第２溝部７
９２を構成する第２保護層溝側面６６ａを有する。基材１１は、第２基材溝側面１１６ａ
および第２基材溝底面１１６ｂを有する。第２基材溝側面１１６ａおよび第２基材溝底面
１１６ｂは、第２溝部７９２を構成している。
【０１５４】
　本実施形態においては、基材１１に蓄熱部２および保護層６が形成された後に、第２溝
部７９２が形成される。第２溝部７９２には何も充填されていない。そのため、第２基材
溝側面１１６ａと、第２基材溝底面１１６ｂと、第２蓄熱部溝側面２６ａと、第２保護層
溝側面６６ａと、は空隙に露出している。なお、第２溝部７９２の形成は、たとえば、エ
ッチングにより行われる。
【０１５５】
　図３１、図３３に示す第３溝部７９３は、複数の発熱部４１のうち中継電極３７によっ
て連結される２つの発熱部４１の間に位置している。本実施形態においては、第３溝部７
９３は、副走査方向Ｘに沿って延びる形状である。第３溝部７９３の副走査方向Ｘにおけ
る寸法は、発熱部４１の副走査方向Ｘにおける寸法よりも大きい。そして、第３溝部７９
３は、副走査方向Ｘにおいて、複数の発熱部４１のいずれかの全体にわたって、重なって
いる。
【０１５６】
　図３３に示すように、第３溝部７９３は、蓄熱部２に形成されている。蓄熱部２は、第
３溝部７９３を構成する第３蓄熱部溝側面２７ａを有する。本実施形態においては、第３
溝部７９３は、保護層６から形成され、基材１１に達している。保護層６は、第３溝部７
９３を構成する第３保護層溝側面６７ａを有する。基材１１は、第３基材溝側面１１７ａ
および第３基材溝底面１１７ｂを有する。第３基材溝側面１１７ａおよび第３基材溝底面
１１７ｂは、第３溝部７９３を構成している。
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【０１５７】
本実施形態においては、基材１１に蓄熱部２および保護層６が形成された後に、第３溝部
７９３が形成される。第３溝部７９３には何も充填されていない。そのため、第３基材溝
側面１１７ａと、第３基材溝底面１１７ｂと、第３蓄熱部溝側面２７ａと、第３保護層溝
側面６７ａと、は空隙に露出している。なお、第３溝部７９３の形成は、たとえば、エッ
チングにより行われる。第３溝部７９３と、第２溝部７９２と、第１溝部７９１との形成
は、同時に行うとよい。
【０１５８】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０１５９】
　本実施形態においては、蓄熱部２に第１溝部７９１が形成されている。第１溝部７９１
は、複数の発熱部４１のうち主走査方向Ｙにおいて隣接するいずれか２つの発熱部４１の
間に位置している。このような構成によると、ある発熱部４１にて発生した熱が、蓄熱部
２を経由して、蓄熱部２における、当該発熱部４１に隣接する発熱部４１の形成された領
域に伝わることを防止できる。これにより、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領
域に熱が伝わることを防止できる。その結果、印刷媒体８０１への印刷のにじみの発生を
抑制できる。また、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防
止できることにより、発熱部４１の発熱効率を向上させることができる。これにより、印
刷媒体８０１への印刷ドットを濃くすることができ、印刷品位の向上を図ることができる
。
【０１６０】
　本実施形態においては、第１溝部７９１は、副走査方向Ｘにおいて、複数の発熱部４１
のいずれかの全体にわたって、重なっている。このような構成によると、ある発熱部４１
にて発生した熱が、蓄熱部２を経由して、蓄熱部２における、当該発熱部４１に隣接する
発熱部４１の形成された領域に伝わることを更に防止できる。これにより、印刷媒体８０
１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを更に防止できる。その結果、印刷媒
体８０１への印刷のにじみの発生を更に抑制できる。
【０１６１】
　本実施形態においては、第１溝部７９１は、基材１１に達している。このような構成に
よると、ある発熱部４１にて発生した熱が、蓄熱部２を経由して、蓄熱部２における、当
該発熱部４１に隣接する発熱部４１の形成された領域に伝わることを更に防止できる。こ
れにより、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを更に防止で
きる。その結果、印刷媒体８０１への印刷のにじみの発生を更に抑制できる。
【０１６２】
　本実施形態においては、第１蓄熱部溝側面２５ａは空隙に露出している。このような構
成によると、発熱部４１から蓄熱部２に伝わった熱は、第１蓄熱部溝側面２５ａを通って
、空隙に放たれる。そのため、蓄熱部２に蓄えられた熱をより効率的にサーマルプリント
ヘッドＢ１００の外部に放出することができる。よって、高温になった発熱部４１の温度
を、より速く、低下させることができる。このことは、印刷媒体８０１への印刷の高速化
に適する。
【０１６３】
　本実施形態においては、複数の発熱部４１は各々、主走査方向Ｙのいずれかを向く第１
抵抗側面４１８および第２抵抗側面４１９を有する。第１抵抗側面４１８は、第２抵抗側
面４１９とは反対側を向く。第１抵抗側面４１８および第２抵抗側面４１９はいずれも、
保護層６に覆われている。このような構成によると、発熱部４１が空気に露出することを
防止できる。その結果、発熱部４１の酸化を抑制でき、発熱部４１の抵抗値が変化してし
まう不具合を回避できる。
【０１６４】
　本実施形態においては、電極層３は、複数の発熱部４１のうち主走査方向Ｙにおいて隣
接するいずれか２つの発熱部４１を連結する中継電極３７を含む。蓄熱部２には第２溝部
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７９２が形成されている。中継電極３７は、副走査方向Ｘにおいて、第２溝部７９２およ
び複数の発熱部４１の間に位置している。このような構成によると、第２溝部７９２より
も第１方向Ｘａ側に熱が伝わってしまうことを防止できる。これにより、印刷媒体８０１
における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できる。その結果、印刷媒体８０
１への印刷のにじみの発生を抑制できる。また、印刷媒体８０１における所望の領域以外
の領域に熱が伝わることを防止できることにより、発熱部４１の発熱効率を向上させるこ
とができる。これにより、印刷媒体８０１への印刷ドットを濃くすることができ、印刷品
位の向上を図ることができる。
【０１６５】
　本実施形態においては、第２溝部７９２は、基材１１に達している。このような構成に
よると、第２溝部７９２よりも第１方向Ｘａ側に熱が伝わってしまうことを更に防止でき
る。これにより、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを更に
防止できる。その結果、印刷媒体８０１への印刷のにじみの発生を更に抑制できる。
【０１６６】
　本実施形態においては、第２蓄熱部溝側面２６ａは空隙に露出している。このような構
成によると、発熱部４１から蓄熱部２に伝わった熱は、第２蓄熱部溝側面２６ａを通って
、空隙に放たれる。そのため、蓄熱部２に蓄えられた熱をより効率的にサーマルプリント
ヘッドＢ１００の外部に放出することができる。よって、高温になった発熱部４１の温度
を、より速く、低下させることができる。このことは、印刷媒体８０１への印刷の高速化
に適する。
【０１６７】
　本実施形態においては、少なくとも蓄熱部２には第３溝部７９３が形成されている。第
３溝部７９３は、複数の発熱部４１のうち中継電極３７によって連結される２つの発熱部
４１の間に位置している。サーマルプリントヘッドＢ１００に第３溝部７９３が形成され
ることによって、サーマルプリントヘッドＢ１００に第１溝部７９１が形成されることに
よって享受できる上述の利点と同様の利点を、享受できる。
【０１６８】
　本実施形態においては、サーマルプリントヘッドＢ１００は絶縁層５を備える。絶縁層
５は、電極層３および発熱部４１の間に介在している部分を有する。このような構成によ
ると、電極層３と発熱部４１とが接触する領域を小さくすることができる。そうすると、
発熱部４１に電流が流れて発熱した際に、電極層３と発熱部４１とが共晶してしまう領域
を小さくすることができる。電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできると、
サーマルプリントヘッドＢ１００の使用時に、サーマルプリントヘッドＢ１００の抵抗値
が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０１６９】
　本実施形態においては、絶縁層５は、第１介在部５１と第２介在部５２とを有する。第
１介在部５１は、第１導電部３１および発熱部４１の間に介在している。このような構成
によると、第１導電部３１と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。本実施形態に
おいては、第２介在部５２は、第２導電部３２および発熱部４１の間に介在している。こ
のような構成によると、第２導電部３２と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。
第１導電部３１と発熱部４１とが共晶すること、または、第２導電部３２と発熱部４１と
が共晶することを防止できると、電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできる
。これにより、サーマルプリントヘッドＢ１００の使用時に、サーマルプリントヘッドＢ
１００の抵抗値が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０１７０】
　仮に、電極層３が抵抗体層４と蓄熱部２との間に介在している場合には、抵抗体層４に
おける発熱部４１にて発生した熱は、電極層３に逃げてしまうおそれがある。電極層３に
逃げてしまった熱は、印刷媒体８０１への伝熱には寄与しない。一方、本実施形態におい
ては、抵抗体層４は、電極層３および蓄熱部２の間に介在している。このような構成によ
ると、抵抗体層４における発熱部４１にて発生した熱が電極層３に伝わっても、電極層３
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に伝わった熱は、印刷媒体８０１への伝熱に寄与しうる。そのため、発熱部４１にて発生
した熱をより効率的に、印刷媒体８０１に伝えることができる。すなわち、サーマルプリ
ントヘッドＢ１００における印刷媒体８０１に接触する部位（保護層６）を、より速く、
高温にすることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への高速印刷が可能となる。
【０１７１】
　本実施形態では、基材１１は、Ｓｉよりなる。Ｓｉは、熱伝導率が大きいため、発熱部
４１にて発生した熱を、より速く基材１１の外部（本実施形態では放熱板１３）へと伝え
ることができる。そのため、高温になった発熱部４１の温度を、より速く、低下させるこ
とができる。このことは、印刷媒体８０１への印刷の高速化に適する。
【０１７２】
　本実施形態では、保護層６における貫通窓６１は、保護層６’をエッチングすることに
より形成される。そうすると、保護層６における所望の部位に貫通窓６１を形成すること
ができるから、電極層３のうち保護層６に覆われていない部分を、封止樹脂８２とは別の
樹脂層（ソルダーレジスト層）で覆う必要がない。別の樹脂層（ソルダーレジスト層）を
形成する必要がないことは、サーマルプリントヘッドＢ１００の製造効率の向上を図るの
に適する。
【０１７３】
＜Ａ２実施形態の第１変形例＞
　図３４、図３５を用いて、本発明のＡ２実施形態の第１変形例について説明する。
【０１７４】
　図３４は、本発明のＡ２実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断
面図である。図３５は、本発明のＡ２実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの
部分拡大断面図である。
【０１７５】
　これらの図に示すサーマルプリントヘッドＢ１０１は、基材１１と、配線基板１２（本
変形例では図示略）と、放熱板１３（本変形例では図示略）と、蓄熱部２と、電極層３と
、抵抗体層４と、絶縁層５と、保護層６と、駆動ＩＣ７（本変形例では図示略）と、複数
のワイヤ８１（本変形例では図示略）と、封止樹脂８２（本変形例では図示略）と、コネ
クタ８３（本変形例では図示略）とを備える。
【０１７６】
　保護層６を除き、本実施形態における、基材１１と、配線基板１２と、放熱板１３と、
蓄熱部２と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１
と、封止樹脂８２と、コネクタ８３との各構成は、サーマルプリントヘッドＢ１００にお
ける構成と同様であるから、説明を省略する。
【０１７７】
　本実施形態においては、第１溝部７９１、第２溝部７９２、および第３溝部７９３が形
成された後に、保護層６が形成される。そのため、第１溝部７９１、第２溝部７９２およ
び第３溝部７９３には、保護層６の一部が充填されている。
【０１７８】
　具体的には、第１基材溝側面１１５ａと、第１基材溝底面１１５ｂと、第１蓄熱部溝側
面２５ａとは、保護層６に直接接している。また、第２基材溝側面１１６ａと、第２基材
溝底面１１６ｂと、第２蓄熱部溝側面２６ａとは、保護層６に直接接している。第３基材
溝側面１１７ａと、第３基材溝底面１１７ｂと、第３蓄熱部溝側面２７ａとは、保護層６
に直接接している。
【０１７９】
　なお、本変形例とは異なり、第１溝部７９１に保護層６が充填されていない構成（サー
マルプリントヘッドＢ１００参照）と、第２溝部７９２に保護層６の一部が充填されてい
る構成（サーマルプリントヘッドＢ１０１参照）と、を組み合わせてもよい。また、第１
溝部７９１に保護層６の一部が充填されている構成（サーマルプリントヘッドＢ１０１参
照）と、第２溝部７９２に保護層６が充填されていない構成（サーマルプリントヘッドＢ
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１００参照）と、を組み合わせてもよい。
【０１８０】
＜Ａ２実施形態の第２変形例＞
　図３６を用いて、本発明のＡ２実施形態の第２変形例について説明する。
【０１８１】
　図３６は、本発明のＡ２実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの断面図であ
る。
【０１８２】
　同図に示すサーマルプリントヘッドＢ１０２は、駆動ＩＣ７が基材１１に作りこまれて
いる点において、上述のサーマルプリントヘッドＢ１００とは異なるが、その他の点につ
いては同様であるので、説明を省略する。なお、サーマルプリントヘッドＢ１０２におい
ては、基材１１は、半導体材料よりなる。また、駆動ＩＣ７と電極層３とは、蓄熱部２を
貫通するビアを介して導通している。このような構成によると、サーマルプリントヘッド
Ｂ１０２の部品点数を削減することができる。更に、サーマルプリントヘッドＢ１０２は
、サーマルプリントヘッドＢ１００に関して述べたのと同様の作用効果を奏する。
【０１８３】
　サーマルプリントヘッドＢ１０２は、サーマルプリントヘッドＢ１００の変形例として
示したが、サーマルプリントヘッドＢ１０１の変形例として、駆動ＩＣ７が基材１１に作
りこまれている構成を採用してもよい。
【０１８４】
　サーマルプリントヘッドＢ１００、サーマルプリントヘッドＢ１０１、サーマルプリン
トヘッドＢ１０２では、第１溝部７９１、第２溝部７９２、および第３溝部７９３が基材
１１に達している例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、第１溝部７９１
、第２溝部７９２、および第３溝部７９３のいずれかが、基材１１に達していなくてもよ
い。
【０１８５】
　また、サーマルプリントヘッドに、第２溝部７９２や第３溝部７９３が形成されていな
くてもよい。
【０１８６】
＜Ａ３実施形態＞
　図３７～図４０を用いて、本発明のＡ３実施形態について説明する。
【０１８７】
　図３７は、本発明のＡ３実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【０１８８】
　同図に示すサーマルプリンタＣ８００は印刷媒体８０１に印刷を施す。印刷媒体８０１
としては、たとえばバーコードシートやレシートを作成するための感熱紙が挙げられる。
サーマルプリンタＣ８００は、サーマルプリントヘッドＣ１００と、プラテンローラ８０
２と、を備える。
【０１８９】
　同図に示すサーマルプリントヘッドＣ１００は、基材１１と、配線基板１２と、放熱板
１３と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、絶縁層５９と、保護層６と、駆動ＩＣ
７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３とを備える。
【０１９０】
　基材１１および絶縁層５９を除き、本実施形態における、配線基板１２と、放熱板１３
と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ
８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３と、の各構成は、サーマルプリントヘッドＡ１０
０における構成と同様であるから、説明を省略する。また、サーマルプリントヘッドＣ１
００は、サーマルプリントヘッドＡ１００とは異なり、蓄熱部２、および中間層５８を備
えていない。サーマルプリントヘッドＣ１００は、サーマルプリントヘッドＡ１００とは
異なり、放熱板１３が、基材表面１１１の位置する側に配置されている。
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【０１９１】
図３８は、本発明のＡ３実施形態のサーマルプリントヘッドの部分拡大断面図（放熱板１
３を省略）である。
【０１９２】
　基材１１は板状を呈している。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よりなる
。基材１１を構成する半導体材料としては、たとえば、Ｓｉ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｓ
、ＩｎＰ、およびＧａＮが挙げられる。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よ
りなるが、基材１１は半導体材料からなっていなくてもよい。たとえば、基材１１は、セ
ラミックなどの絶縁材料よりなっていてもよい。基材１１を構成する材料の熱伝導率は、
１００～３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）であることが好ましい。たとえば、基材１１がＳｉよりな
る場合を想定すると、Ｓｉの熱伝導率は、１４０～１７０Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。基材１
１の厚さは、１０～５０μｍであり、非常に薄い。基材１１は、主走査方向Ｙに長く延び
る平板状である。基材１１の幅（基材１１の副走査方向Ｘにおける寸法）は、たとえば、
３～２０ｍｍである。基材１１の主走査方向Ｙにおける寸法は、たとえば、１０～３００
ｍｍである。
【０１９３】
　図３８に示すように、本実施形態では、基材１１に凹部１１３ａが形成されていない。
【０１９４】
　基材１１は、基材表面１１１と基材裏面１１２とを有する。基材表面１１１は、副走査
方向Ｘと主走査方向Ｙとに広がる平面状である。基材表面１１１は、主走査方向Ｙに沿っ
て長手状に延びる。基材表面１１１は、基材１１の厚さ方向Ｚの一方（方向Ｚａ）を向く
。すなわち、基材表面１１１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である。基材裏面１１
２は、副走査方向Ｘと主走査方向Ｙとに広がる平面状である。基材裏面１１２は、主走査
方向Ｙに沿って長手状に延びる。基材裏面１１２は、基材１１の厚さ方向Ｚの他方（方向
Ｚｂ）を向く。すなわち、基材裏面１１２は、抵抗体層４の位置する側とは反対側を向く
面である。本実施形態においては、基材裏面１１２の向く側に、プラテンローラ８０２が
配置されている。そして、基材裏面１１２は、プラテンローラ８０２に正対している。基
材裏面１１２とプラテンローラ８０２との間を、印刷媒体８０１が搬送される。基材１１
を１０～５０μｍ程度まで削った結果、基材裏面１１２には、線状痕１１２ａ（図３９参
照）が形成されている。同図に示すように、線状痕１１２ａは、複数の平行な線よりなる
。
【０１９５】
　図３７、図３８に示すように、絶縁層５９は基材表面１１１に形成されている。絶縁層
５９は、基材１１の基材表面１１１のほぼ全体を覆っている。
【０１９６】
　本実施形態では、保護層６は放熱板１３に正対している。更に、保護層６は、放熱板１
３に直接接している。保護層６の厚さは、たとえば、１～５μｍである。本実施形態では
、駆動ＩＣ７、封止樹脂８２、およびコネクタ８３は、配線基板１２に対し、プラテンロ
ーラ８０２の位置する側とは反対側に位置している。保護層６の熱伝導率は、たとえば、
０．１～０．５Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。
【０１９７】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０１９８】
　本実施形態においては、放熱板１３は、基材表面１１１の向く側に位置している。この
ような構成においては、各発熱部４１にて発生した熱は、基材１１を介して印刷媒体８０
１に伝わる。そして、印刷媒体８０１への印刷が行われる。また、各発熱部４１にて発生
した熱は、保護層６にも伝わり、保護層６にて蓄えられる。このように保護層６が蓄熱部
としての役割を果たす。そのため、サーマルプリントヘッドＣ１００は、厚さが厚い蓄熱
部を備える必要がない。厚さが厚い蓄熱部を形成するには、非常に高度な技術を要する。
したがって、厚さが厚い蓄熱部を備える必要がないサーマルプリントヘッドＣ１００は、
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製造の容易化を図るのに適する。
【０１９９】
　電極層３や抵抗体層４の形成に用いる半導体プロセスは、数百℃の高温環境にて行われ
る。本実施形態においては、基材１１に電極層３や抵抗体層４を形成した後に、保護層６
を形成する。そのため、保護層６を形成した後に、半導体プロセスを行う必要がない。よ
って、保護層６を数百℃の高温環境に晒す必要がない。したがって、保護層６を構成する
材料として、耐熱温度が低いものを用いることが可能となる。なお、本実施形態では、保
護層６として、ポリイミドを用いることができる。ポリイミドの耐熱温度は、４００℃程
度であるが、ポリイミドの熱伝導率は非常に小さく蓄熱能力が高い。
【０２００】
　本実施形態においては、基材１１を構成する材料の熱伝導率は、１００～３００Ｗ／（
ｍ・Ｋ）であり、非常に大きい。このような構成は、発熱部４１にて発生した熱を、効率
良く印刷媒体８０１へと伝えるのに適する。
【０２０１】
　本実施形態においては、基材１１の厚さは、１０～５０μｍであり、非常に薄い。その
ため、発熱部４１にて発生した熱を、印刷媒体８０１へと効率的に伝えることができる。
これにより、印刷媒体８０１の印刷品位の向上を図ることが可能となる。
【０２０２】
　本実施形態においては、封止樹脂８２は、基材表面１１１の向く側に形成されている。
このような構成によると、封止樹脂８２と印刷媒体８０１とが干渉することを回避できる
。したがって、基材１１の副走査方向Ｘにおける寸法を小さくできる。これにより、サー
マルプリントヘッドＣ１００の小型化を図ることができる。また、基材１１の副走査方向
Ｘにおける寸法を小さくできると、サーマルプリントヘッドＣ１００の製造に要するコス
トの削減も可能となる。
【０２０３】
　本実施形態では、保護層６における貫通窓６１は、保護層６’をエッチングすることに
より形成される。そうすると、保護層６における所望の部位に貫通窓６１を形成すること
ができるから、電極層３のうち保護層６に覆われていない部分を、封止樹脂８２とは別の
樹脂層（ソルダーレジスト層）で覆う必要がない。別の樹脂層（ソルダーレジスト層）を
形成する必要がないことは、サーマルプリントヘッドＣ１００の製造効率の向上を図るの
に適する。
【０２０４】
＜Ａ３実施形態の第１変形例＞
　図４０を用いて、本発明のＡ３実施形態の第１変形例について説明する。
【０２０５】
　図４０は、本発明のＡ３実施形態の第１変形例のサーマルプリンタの断面図である。
【０２０６】
　同図に示すサーマルプリントヘッドＣ１０１は、駆動ＩＣ７が基材１１に作りこまれて
いる点において、上述のサーマルプリントヘッドＣ１００とは異なるが、その他の点につ
いては同様であるので、説明を省略する。なお、サーマルプリントヘッドＣ１０１におい
ては、基材１１は、半導体材料よりなる。また、駆動ＩＣ７と電極層３とは、絶縁層５９
を貫通するビアを介して導通している。このような構成によると、サーマルプリントヘッ
ドＣ１０１の部品点数を削減することができる。更に、サーマルプリントヘッドＣ１０１
は、サーマルプリントヘッドＣ１００に関して述べたのと同様の作用効果を奏する。
【０２０７】
＜他の実施形態＞
　図４１～図４６を用いて、本発明の他の実施形態について説明する。
【０２０８】
　本実施形態のサーマルプリントヘッドＤ１００は、蓄熱部２の形成方法が、上述のサー
マルプリントヘッドと異なる。
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【０２０９】
　本実施形態においては、蓄熱部２は、複数の第１部分２８１と、第２部分２８２と、を
有する。
【０２１０】
　各第１部分２８１は、基材１１に食い込む形状を呈している。そのため、本実施形態に
おいても、基材１１に凹部１１３ａが形成されており、凹部１１３ａに第１部分２８１が
配置されているといえる。本実施形態では、蓄熱部は、基材１１を構成する材料を酸化し
た材料よりなる。たとえば基材１１がＳｉよりなる場合、第１部分２８１は、ＳｉＯ2よ
りなる。図４２に示すように、各第１部分２８１は、厚さ方向Ｚ視において、発熱部４１
に重なっており、且つ、ほぼ同一の大きさである。また、各第１部分２８１は、互いに離
間している。図４２には、第１部分２８１の占める領域を、ハッチングを用いて示してい
る。詳細は後述するが、第１部分２８１は、基材１１にトレンチ１１３ｆを形成すること
により、形成される。
【０２１１】
　第２部分２８２は、第１部分２８１と、発熱部４１との間に位置している。本実施形態
では、第２部分２８２は、厚さ方向Ｚに垂直な平面に沿った形状である。第２部分２８２
は、たとえば、ＳｉＯ2よりなる。
【０２１２】
　次に、サーマルプリントヘッドＤ１００の製造方法について説明する。
【０２１３】
　まず、図４３に示すように、半導体基板１９を用意する。本実施形態において半導体基
板１９はＳｉよりなる。次に、図４４に示すように、半導体基板１９に、トレンチ１１３
ｆを形成する。半導体基板１９にトレンチ１１３ｆを形成するには、たとえば、半導体基
板１９をエッチングすることにより行う。本実施形態では、レジストパターン（図示略）
をマスクとする異方性のディープＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ：
反応性イオンエッチング）によって、具体的にはボッシュプロセスにより、半導体基板１
９を掘り下げる。トレンチ１１３ｆは、具体的には、平面視において、ドット状の水玉模
様パターン（たとえば、行列状、千鳥状等）に配列されるように形成する。
【０２１４】
　また、ボッシュプロセスでは、ＳＦ６（六フッ化硫黄）を使用して半導体基板１９をエ
ッチングする工程と、Ｃ４Ｆ８（パーフルオロシクロブタン）を使用してエッチング面に
保護膜を形成する工程とが交互に繰り返される。これにより、高いアスペクト比で半導体
基板１９をエッチングすることができるが、エッチング面（トレンチ１１３ｆの内周面）
にスキャロップと呼ばれる波状の凹凸が形成される。トレンチ１１３ｆの形成後、レジス
トパターン（図示略）を剥離する。本実施形態では、トレンチ１１３ｆの内周面１１３ｇ
は、図４４の上側に向かうほど、開口面積が大きくなる形状である。
【０２１５】
　次に、図４５に示すように、基材１１に、蓄熱部２の第１部分２８１と、蓄熱部２の第
２部分２８２の一部と、を形成する。蓄熱部２の第１部分２８１と、蓄熱部２の第２部分
２８２の一部と、の形成は、熱酸化によって行う。具体的には、たとえば真空中で、基板
１１を熱酸化（たとえば、１１００℃～１１５０℃で２４時間）する。基板１１を熱酸化
すると、基板１１（本実施形態ではシリコンよりなる）の一部が、各トレンチ１１３ｆの
内周面から同心円状に酸化シリコン膜に変質する。これとともに、当該酸化シリコン膜が
熱膨張して各トレンチ１１３ｆを埋める。
【０２１６】
　次に、図４６に示すように、蓄熱部２の第２部分２８２の残りを形成する。第２部分２
８２の残りの形成は、たとえば、熱酸化、スパッタリング、ＣＶＤ、あるいは、印刷によ
り行う。本実施形態では、第２部分２８２は、ＬＴＯ（ｌｏｗ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
　ｏｘｉｄｅ）膜である。第２部分２８２を形成した後、第２部分２８２の上面を平坦化
する。
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【０２１７】
　その後は、図１２以降の図を参照して説明した工程と同様の工程を経ることにより、サ
ーマルプリントヘッドが製造される。
【０２１８】
　このようなサーマルプリントヘッドＤ１００によっても、蓄熱部２にて多くの熱を蓄え
ることができ、サーマルプリントヘッドＡ１００に関して述べたのと同様の作用効果を奏
することが可能となる。
【０２１９】
＜変形例＞
　図４７に示すサーマルプリントヘッドＤ１０１は、蓄熱部２における第１部分２８１に
、複数の空隙２６が形成されている点において、サーマルプリントヘッドＤ１００とは異
なる。空隙２６は、断熱部として機能する。その他の点は、サーマルプリントヘッドＤ１
００と同様であるから、説明を省略する。
【０２２０】
　次に、サーマルプリントヘッドＤ１０１の製造方法について説明する。
【０２２１】
　本変形例においても、図４８に示すように、半導体基板１９に、トレンチ１１３ｆを形
成する。本変形例では、本実施形態では、トレンチ１１３ｆの内周面１１３ｇは、図４８
の上側に向かうほど、開口面積が小さくなる形状である。すなわち、トレンチ１１３ｆの
内周面１１３ｇは逆テーパ状となっている。
【０２２２】
　次に、図４９に示すように、基材１１に、蓄熱部２の第１部分２８１と、蓄熱部２の第
２部分２８２の一部と、を形成する。蓄熱部２の第１部分２８１と、蓄熱部２の第２部分
２８２の一部と、の形成は、熱酸化によって行う。具体的には、たとえば真空中で、基板
１１を熱酸化（たとえば、１１００℃～１１５０℃で２４時間）する。基板１１を熱酸化
すると、基板１１（本実施形態ではシリコンよりなる）の一部が、各トレンチ１１３ｆの
内周面から同心円状に酸化シリコン膜に変質する。これとともに、当該酸化シリコン膜が
熱膨張して各トレンチ１１３ｆをほぼ埋める。本変形例では、各トレンチ１１３ｆの全て
が埋まりきらず、空隙２６として残存する。
【０２２３】
　次に、図５０に示すように、蓄熱部２の第２部分２８２の残りを形成する。第２部分２
８２の残りの形成は、たとえば、熱酸化、スパッタリング、ＣＶＤ、あるいは、印刷によ
り行う。本実施形態では、第２部分２８２は、ＬＴＯ（ｌｏｗ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
　ｏｘｉｄｅ）膜である。第２部分２８２を形成した後、第２部分２８２の上面を平坦化
する。
【０２２４】
　その後は、図１２以降の図を参照して説明した工程と同様の工程を経ることにより、サ
ーマルプリントヘッドが製造される。
【０２２５】
　このようなサーマルプリントヘッドＤ１０１によっても、サーマルプリントヘッドＤ１
００によって奏する作用効果と同様の作用効果を奏することが可能となる。
【０２２６】
　図１～図５０、および、これらの図を参照した説明にて開示された発明のバリエーショ
ンを、以下に付記として示す。
［付記α１］
　基材と、
　前記基材に形成された蓄熱部と、
　前記基材に形成された抵抗体層と、
　前記基材に形成され且つ前記抵抗体層に導通する電極層と、
　前記抵抗体層を覆う保護層と、を備え、
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　前記抵抗体層は、前記基材の厚さ方向視において、前記電極層のうち互いに離間した２
つの部位に跨る複数の発熱部を含み、
　少なくとも前記蓄熱部には第１溝部が形成されており、
　前記第１溝部は、前記複数の発熱部のうち主走査方向において隣接するいずれか２つの
発熱部の間に位置している、サーマルプリントヘッド。
［付記α２］
　前記第１溝部は、副走査方向において、前記複数の発熱部のいずれかの全体にわたって
、重なっている、付記α１に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α３］
　前記蓄熱部は、前記第１溝部を構成する第１蓄熱部溝側面を有する、付記α１または付
記α２に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α４］
　前記第１溝部は、前記基材に達している、付記α３に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α５］
　前記第１蓄熱部溝側面は、空隙に露出している、付記α３または付記α４に記載のサー
マルプリントヘッド。
［付記α６］
　前記第１溝部は、前記保護層から形成されている、付記α１ないし付記α５のいずれか
に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α７］
　前記保護層の一部は、前記第１溝部に充填されている、付記α１ないし付記α５のいず
れかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α８］
　前記複数の発熱部は各々、主走査方向のいずれかを向く第１抵抗側面および第２抵抗側
面を有し、
　前記第１抵抗側面は、前記第２抵抗側面とは反対側を向き、
　前記第１抵抗側面および前記第２抵抗側面はいずれも、前記保護層に覆われている、付
記α１ないし付記α７のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α９］
　前記電極層は、前記複数の発熱部のうち主走査方向において隣接するいずれか２つの発
熱部を連結する中継電極を含み、
　少なくとも前記蓄熱部には第２溝部が形成されており、
　前記中継電極は、副走査方向において、前記第２溝部および前記複数の発熱部の間に位
置している、付記α１ないし付記α８のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α１０］
　前記第２溝部は、主走査方向に沿って延びる形状である、付記α９に記載のサーマルプ
リントヘッド。
［付記α１１］
　前記蓄熱部は、前記第２溝部を構成する第２蓄熱部溝側面を有する、付記α１０に記載
のサーマルプリントヘッド。
［付記α１２］
　前記第２溝部は、前記基材に達している、付記α１１に記載のサーマルプリントヘッド
。
［付記α１３］
　前記第２蓄熱部溝側面は、空隙に露出している、付記α１１または付記α１２に記載の
サーマルプリントヘッド。
［付記α１４］
　前記第２溝部は、前記保護層から形成されている、付記α９ないし付記α１３のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α１５］
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　前記保護層の一部は、前記第２溝部に充填されている、付記α９ないし付記α１３のい
ずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α１６］
　前記第２溝部は、前記第１溝部につながっている、付記α９ないし付記α１５のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α１７］
　少なくとも前記蓄熱部には第３溝部が形成されており、
　前記第３溝部は、前記複数の発熱部のうち前記中継電極によって連結される前記２つの
発熱部の間に位置している、付記α９ないし付記α１６のいずれかに記載のサーマルプリ
ントヘッド。
［付記α１８］
　前記蓄熱部は、前記基材とは反対側を向く蓄熱部表面を有し、
　前記第１溝部は、前記蓄熱部表面から凹み、前記第２溝部は、前記蓄熱部表面から凹む
、付記α１７に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α１９］
　前記抵抗体層は、前記電極層および前記蓄熱部の間に介在している、付記α１ないし付
記α１８のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α２０］
　前記抵抗体層と前記電極層との間に介在する絶縁層を更に備え、
　前記蓄熱部は、前記絶縁層に直接接している部分を有する、付記α１ないし付記α１９
のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α２１］
　前記基材は、半導体材料よりなる、付記α１ないし付記α２０のいずれかに記載のサー
マルプリントヘッド。
［付記α２２］
　前記保護層は、前記絶縁層に直接接している、付記α２０に記載のサーマルプリントヘ
ッド。
［付記α２３］
　配線基板と、
　複数のワイヤと、
　前記配線基板、前記複数のワイヤ、および、前記保護層を覆う樹脂層と、を更に備える
、付記α１ないし付記α２２のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α２４］
　前記保護層には、貫通窓が形成されており、
　前記電極層は、前記貫通窓から露出するボンディング部を含み、
　前記ボンディング部には、前記複数のワイヤのいずれかがボンディングされている、付
記α２３に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α２５］
　前記樹脂層は、前記保護層に直接接している、付記α２３または付記α２４に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
［付記α２６］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、
　前記駆動ＩＣは、前記基材内に作りこまれている、付記α１ないし付記α２５のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α２７］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、前記駆動ＩＣは、前記配線基板に搭載さ
れている、付記α２３ないし付記α２５のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α２８］
　前記絶縁層は、ＳｉＯ2またはＳｉＡｌＯ2よりなる、付記α２０に記載のサーマルプリ
ントヘッド。
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［付記α２９］
　前記抵抗体層は、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮの少なくともいずれ
かよりなる、付記α１ないし付記α２８のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α３０］
　前記電極層は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉの少なくともいず
れかよりなる、付記α１ないし付記α２９のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記α３１］
　前記基材を支持する放熱板を更に備える、付記α１ないし付記α３０のいずれかに記載
のサーマルプリントヘッド。
［付記α３２］
　付記α１ないし付記α３１のいずれかに記載の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に正対するプラテンローラと、を備える、サーマルプリン
タ。
［付記β１］
　互いに反対側を向く基材表面および基材裏面を有する基材と、
　前記基材表面に形成された抵抗体層と、
　前記基材表面に形成され且つ前記抵抗体層に導通する電極層と、
　樹脂よりなり且つ前記抵抗体層を覆う保護層と、
　放熱板と、を備え、
　前記抵抗体層は、前記基材の厚さ方向視において、前記電極層のうち互いに離間した２
つの部位に跨る複数の発熱部を含み、
　前記複数の発熱部は、主走査方向に沿って配列され、
　前記放熱板は、前記基材表面の向く側に位置している、サーマルプリントヘッド。
［付記β２］
　前記保護層を構成する樹脂は、ポリイミド、ポリアミド、およびポリエチレンのいずれ
かである、付記β１に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β３］
　前記基材を構成する材料の熱伝導率は、１００～３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）である、付記β
１または付記β２に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β４］
　前記基材を構成する材料は、半導体材料である、付記β１ないし付記β３のいずれかに
記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β５］
　前記基材の厚さは、１０～５０μｍである、付記β１ないし付記β４のいずれかに記載
のサーマルプリントヘッド。
［付記β６］
　前記基材裏面は、複数の平行な線よりなる線状痕が形成されている、付記β１ないし付
記β５のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β７］
　前記保護層の厚さは、１～５μｍである、付記β１ないし付記β６のいずれかに記載の
サーマルプリントヘッド。
［付記β８］
　前記基材表面に形成された絶縁層を更に備える、付記β１ないし付記β７のいずれかに
記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β９］
　前記絶縁層は、前記抵抗体層と前記電極層とに直接接している、付記β８に記載のサー
マルプリントヘッド。
［付記β１０］
　前記保護層は、前記電極層に直接接している、付記β１ないし付記β９のいずれかに記
載のサーマルプリントヘッド。



(36) JP 6178669 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

［付記β１１］
　配線基板と、
　複数のワイヤと、
　前記配線基板、前記複数のワイヤ、および、前記保護層を覆う樹脂層と、を更に備え、
　前記樹脂層は、前記基材表面の向く側に形成されている、付記β１ないし１０に記載の
サーマルプリントヘッド。
［付記β１２］
　前記保護層には、貫通窓が形成されており、
　前記電極層は、前記貫通窓から露出するボンディング部を含み、
　前記ボンディング部には、前記複数のワイヤのいずれかがボンディングされている、付
記β１１に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β１３］
　前記樹脂層は、前記保護層に直接接している、付記β１１または付記β１２に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
［付記β１４］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、
　前記駆動ＩＣは、前記基材内に作りこまれている、付記β１ないし付記β１３のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β１５］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、前記駆動ＩＣは、前記配線基板に搭載さ
れている、付記β１１ないし付記β１３のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β１６］
　前記絶縁層は、ＳｉＯ2またはＳｉＡｌＯ2よりなる、付記β８または付記β９のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β１７］
　前記抵抗体層は、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮの少なくともいずれ
かよりなる、付記β１ないし付記β１６のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β１８］
　前記電極層は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉの少なくともいず
れかよりなる、付記β１ないし付記β１７のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記β１９］
　付記β１ないし付記β１８のいずれかに記載のサーマルプリントヘッドと、
　プラテンローラと、を備え、
　前記プラテンローラは、前記基材裏面の向く側に位置している、サーマルプリンタ。
【０２２７】
＜Ｂ１実施形態＞
　図５１は、本発明のＢ１実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【０２２８】
　同図に示すサーマルプリンタ８００は、印刷媒体８０１に印刷を施す。印刷媒体８０１
としては、たとえばバーコードシートやレシートを作成するための感熱紙が挙げられる。
サーマルプリンタ８００は、サーマルプリントヘッド５０１と、プラテンローラ８０２と
、を備える。
【０２２９】
　図５２は、本発明のＢ１実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。図５１は
、図５２のＬＩ－ＬＩ線に沿う断面図に相当する。
【０２３０】
　これらの図に示すサーマルプリントヘッド５０１は、基材１１と、配線基板１２と、放
熱板１３と、蓄熱部２と、複数の断熱部２６（図５６～図５８参照）と、中間層２７（図
５８参照）と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、保護層６（図５２では省略）と
、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３とを備える。基材
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１１と蓄熱部２とは、基板を構成している。
【０２３１】
　図５１に示す放熱板１３は、基材１１からの熱を放散させるためのものである。放熱板
１３を構成する材料としては、たとえば、Ａｌ、ＡｌＮ、Ａｇ、あるいは、Ｃｕが挙げら
れる。放熱板１３は、基材１１および配線基板１２を支持している。
【０２３２】
　基材１１は板状を呈している。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よりなる
。基材１１を構成する半導体材料としては、たとえば、Ｓｉ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｓ
、ＩｎＰ、およびＧａＮが挙げられる。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よ
りなるが、基材１１は半導体材料からなっていなくてもよい。たとえば、基材１１は、セ
ラミックなどの絶縁材料よりなっていてもよい。本実施形態において、基材１１を構成す
る材料の熱伝導率は、１００～３００Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。本実施形態においては、蓄
熱部２（後述）の熱伝導率と基材１１の熱伝導率との比は、１：１０～６００であって、
より望ましくは１：１００～２００である。基材１１の厚さは、たとえば０．６２５～０
．７２０ｍｍである。図５２に示すように、基材１１は、主走査方向Ｙに長く延びる平板
状である。基材１１の幅（基材１１の副走査方向Ｘにおける寸法）は、たとえば、３～２
０ｍｍである。基材１１の主走査方向Ｙにおける寸法は、たとえば、１０～３００ｍｍで
ある。
【０２３３】
　図５３は、図５２に示したサーマルプリントヘッドの部分拡大平面図（一部構成省略）
である。図５４は、図５３の領域ＬＩＶの部分拡大平面図である。図５５は、図５４から
、電極層および絶縁層を省略して示す平面図である。図５６は、図５３、図５４のＬＶＩ
－ＬＶＩ線に沿う部分拡大断面図である。図５７は、図５４のＬＶＩＩ－ＬＶＩＩ線に沿
う部分拡大断面図である。
【０２３４】
　図５６、図５７に示すように、基材１１は、基材表面１１１を有する。基材表面１１１
は、副走査方向Ｘと主走査方向Ｙとに広がる平面状である。基材表面１１１は、主走査方
向Ｙに沿って長手状に延びる。基材表面１１１は、基材１１の厚さ方向Ｚの一方（以下、
方向Ｚａと言う。図５６、図５７では上方）を向く。すなわち、基材表面１１１は、抵抗
体層４の位置する側を向く面である。
【０２３５】
　図５６、図５７に示すように、蓄熱部２は基材１１に形成されている。蓄熱部２は、基
材１１の基材表面１１１の全体を覆っている。蓄熱部２は、基材表面１１１の全体を覆っ
ている必要はなく、基材表面１１１の一部分のみを覆っていてもよい。蓄熱部２は、発熱
部４１（後述）にて発生した熱を蓄えるためのものである。蓄熱部２の厚さは、たとえば
、３～１０μｍである。蓄熱部２は蓄熱部表面２１を有する。蓄熱部表面２１は方向Ｚａ
を向く。すなわち、蓄熱部表面２１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である。本実施
形態では、蓄熱部表面２１は全体にわたって平坦である。
【０２３６】
　図５６，図５７に示すように、基板（基材１１および蓄熱部２によって構成されている
）には、複数の凹部２４が形成されている。凹部２４についての説明は後述する。
【０２３７】
　図５１、図５３～図５６に示す電極層３は基材１１に形成されている。図５３における
電極層３には、理解の便宜上、ハッチを付している。電極層３は抵抗体層４に積層されて
いる。本実施形態においては、電極層３と蓄熱部２との間に、抵抗体層４が介在している
。電極層３は、抵抗体層４に導通している。電極層３は、抵抗体層４に通電するための経
路を構成している。電極層３を構成する材料としては、たとえば、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃ
ｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉが挙げられる。本実施形態とは異なり、電極層３は、蓄熱
部２と抵抗体層４との間に介在していてもよい。
【０２３８】
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　図５４～図５６に示すように、電極層３は、第１導電部３１と第２導電部３２とを含む
。第１導電部３１および第２導電部３２は、互いに離間している。第１導電部３１と第２
導電部３２の離間寸法は、たとえば、１０５μｍである。
【０２３９】
　本実施形態においては、図５３に示すように、電極層３は、複数の個別電極３３（同図
には６つ示す）と、一つの共通電極３５と、複数の中継電極３７（同図には６つ示す）と
を含む。より具体的には、次のとおりである。
【０２４０】
　複数の個別電極３３は、互いに導通していない。そのため、各個別電極３３には、サー
マルプリントヘッド５０１の組み込まれたプリンタが使用される際に、個別に、互いに異
なる電位が付与されうる。各個別電極３３は、個別電極帯状部３３１と、屈曲部３３３と
、直行部３３４と、斜行部３３５と、ボンディング部３３６とを有する。図５４、図５６
に示すように、各個別電極帯状部３３１は、電極層３における第１導電部３１を構成して
おり、副走査方向Ｘに沿って延びる帯状である。各個別電極帯状部３３１は、抵抗体層４
に積層されている。屈曲部３３３は、個別電極帯状部３３１につながり、主走査方向Ｙお
よび副走査方向Ｘのいずれに対しても傾斜している。直行部３３４は、副走査方向Ｘに平
行にまっすぐ延びている。斜行部３３５は、主走査方向Ｙおよび副走査方向Ｘのいずれに
対しても傾斜した方向に延びている。ボンディング部３３６は、ワイヤ８１がボンディン
グされる部分である。本実施形態においては、個別電極帯状部３３１、屈曲部３３３、直
行部３３４、および斜行部３３５の幅が、たとえば４７．５μｍ程度であり、ボンディン
グ部３３６の幅がたとえば８０μｍ程度である。
【０２４１】
　共通電極３５は、サーマルプリントヘッド５０１の組み込まれたプリンタが使用される
際に複数の個別電極３３に対して電気的に逆極性となる部位である。共通電極３５は、複
数の共通電極帯状部３５１と、複数の分岐部３５３と、複数の直行部３５４と、複数の斜
行部３５５と、複数の延出部３５６と、一つの基幹部３５７とを有する。各共通電極帯状
部３５１は、副走査方向Ｘに延びる帯状である。図５４、図５６に示すように、各共通電
極３５において、複数の共通電極帯状部３５１は、電極層３における第１導電部３１を構
成しており、主走査方向Ｙに互いに離間し、且つ、互いに導通している。各共通電極帯状
部３５１は、抵抗体層４に積層されている。各共通電極帯状部３５１は、個別電極帯状部
３３１と主走査方向Ｙに離間している。本実施形態においては、互いに隣接した２つずつ
の共通電極帯状部３５１が、２つの個別電極帯状部３３１に挟まれている。複数の共通電
極帯状部３５１、および複数の個別電極帯状部３３１は、主走査方向Ｙに沿って配列され
ている。分岐部３５３は、２つの共通電極帯状部３５１と１つの直行部３５４をつなぐ部
分であり、Ｙ字状である。直行部３５４は、副走査方向Ｘに平行にまっすぐ延びている。
斜行部３５５は、主走査方向Ｙおよび副走査方向Ｘのいずれに対しても傾斜した方向に延
びている。延出部３５６は、斜行部３５５につながり、副走査方向Ｘに沿って延びている
。基幹部３５７は、主走査方向Ｙに延びる帯状であり、複数の延出部３５６がつながって
いる。本実施形態においては、共通電極帯状部３５１、直行部３５４、斜行部３５５、お
よび延出部３５６の幅が、たとえば４７．５μｍ程度である。
【０２４２】
　複数の中継電極３７はそれぞれ、複数の個別電極３３のうちの一つと共通電極３５との
間に電気的に介在する。各中継電極３７は、２つの中継電極帯状部３７１と連結部３７３
とを有する。図５４、図５６に示すように、各中継電極帯状部３７１は、電極層３におけ
る第２導電部３２を構成しており、副走査方向Ｘに延びる帯状である。すなわち、電極層
３における第２導電部３２と第１導電部３１とは、互いに離間しており、本実施形態にお
いては、副走査方向Ｘに互いに離間している。複数の中継電極帯状部３７１は、主走査方
向Ｙに互いに離間している。各中継電極帯状部３７１は、抵抗体層４に積層されている。
複数の中継電極帯状部３７１は、抵抗体層４上において、複数の帯状部３３１，３５１と
は副走査方向Ｘにおいて反対側に配置されている。各中継電極３７における２つの中継電
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極帯状部３７１の一方は、複数の共通電極帯状部３５１のいずれか一つと、副走査方向Ｘ
に互いに離間している。各中継電極３７における２つの中継電極帯状部３７１の他方は、
複数の個別電極帯状部３３１のいずれか一つと、副走査方向Ｘに互いに離間している。複
数の連結部３７３はそれぞれ、主走査方向Ｙに沿って延びている。各連結部３７３は、各
中継電極３７における２つの中継電極帯状部３７１につながる。これにより、各中継電極
３７における２つの中継電極帯状部３７１どうしが互いに導通している。
【０２４３】
　なお、電極層３は、必ずしも中継電極３７を含む必要はなく、たとえば、複数の個別電
極と、これらの個別電極に隣接する共通電極と、を含むものであってもよい。
【０２４４】
　図５２～図５７に示す抵抗体層４は基材１１に形成されている。本実施形態では、抵抗
体層４は、蓄熱部２に直接形成されている。本実施形態においては、抵抗体層４は、複数
の矩形状の部分を有する。抵抗体層４は、電極層３からの電流が流れた部分が発熱する。
このように発熱することによって印字ドットが形成される。抵抗体層４は、電極層３を構
成する材料よりも抵抗率が高い材料よりなる。抵抗体層４を構成する材料としては、たと
えば、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮが挙げられる。本実施形態におい
ては、抵抗体層４には、抵抗値の調整のため、イオン（たとえば、ホウ素）がドーピング
されている。抵抗体層４の厚さは、たとえば、０．２μｍ～１μｍである。
【０２４５】
　図５４～図５６に示すように、抵抗体層４は、第１端面４１６と、第２端面４１７とを
有する。
【０２４６】
　図５４～図５６に示すように、第１端面４１６は、第２導電部３２（中継電極帯状部３
７１）の位置する側とは反対側（すなわち、図５６の右方向）を向いている。第２端面４
１７は、第１導電部３１（個別電極帯状部３３１もしくは共通電極帯状部３５１）の位置
する側とは反対側（すなわち、図５６の左方向）を向いている。
【０２４７】
　図５６に示すように、抵抗体層４は、サーマルプリントヘッド５０１の使用時に発熱す
る複数の発熱部４１を含む。図５４、図５５に示すように、複数の発熱部４１はそれぞれ
、基材１１の厚さ方向視において、第１導電部３１および第２導電部３２に跨っている。
各発熱部４１は蓄熱部２に積層されている。複数の発熱部４１は、主走査方向Ｙに沿って
配列されている。
【０２４８】
　図５６に示すように、発熱部４１は、第１当接部４１１および第２当接部４１２を含ん
でいる。第１当接部４１１は、電極層３における第１導電部３１に当接している。第２当
接部４１２は、電極層３における第２導電部３２に当接している。
【０２４９】
　図５６、図５７に示すように、本実施形態では、複数の凹部２４はそれぞれ、蓄熱部表
面２１から凹んでいる。複数の凹部２４はそれぞれ、厚さ方向Ｚのうち、電極層３の位置
する側（図５６において上側）に開放している。
【０２５０】
　複数の凹部２４は、複数の第１凹部２４Ａと、複数の第２凹部２４Ｂと、複数の第３凹
部２４Ｃと、複数の中間凹部２４Ｄと、を含む。図５５では、凹部２４を仮想線で示して
いる。
【０２５１】
　図５５に示すように、複数の第１凹部２４Ａはそれぞれ、厚さ方向Ｚ視において、複数
の発熱部４１のいずれか一つに重なっている。複数の第２凹部２４Ｂはそれぞれ、厚さ方
向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、第１方向Ｘａ（本実施形態で
は図５５の下側）に離間した位置に形成されている。複数の第３凹部２４Ｃはそれぞれ、
厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、第２方向Ｘｂ（本実施
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形態では図５５の上側）に離間した位置に形成されている。また、複数の第３凹部２４Ｃ
はそれぞれ、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、複数の第２凹部２４Ｂの位置する
側とは反対側に位置している。複数の中間凹部２４Ｄはそれぞれ、厚さ方向Ｚ視において
、複数の発熱部４１のうち互いに離間する２つの発熱部４１の間に位置している。
【０２５２】
　図５５に示すように、各凹部２４（第１凹部２４Ａと、第２凹部２４Ｂと、第３凹部２
４Ｃと、中間凹部２４Ｄ）は、厚さ方向Ｚ視において、散在している。本実施形態では、
各凹部２４の厚さ方向Ｚ視の形状は円形状である。各凹部２４の厚さ方向Ｚ視の形状は円
形状に限定されず、たとえば、六角形状や三角形状であってもよい。複数の発熱部４１の
いずれか一つの発熱部４１の面積に対する、複数の凹部２４のうち、厚さ方向Ｚ視におい
て当該発熱部４１に重なる複数の凹部２４の占める面積の割合は、たとえば、５０～９５
％である。各凹部２４の深さは、たとえば、１～５μｍである。各凹部２４の幅は、たと
えば、１～３μｍである。
【０２５３】
　サーマルプリントヘッド５０１において、第２凹部２４Ｂ、第３凹部２４Ｃ、中間凹部
２４Ｄが形成されている必要は必ずしもない。すなわち、複数の凹部２４が、厚さ方向Ｚ
視において発熱部４１と重なる位置にのみ形成されていてもよい。また、サーマルプリン
トヘッド５０１にて、第２凹部２４Ｂ、第３凹部２４Ｃ、および中間凹部２４Ｄの少なく
ともいずれかと、第１凹部２４Ａと、が形成されていてもよい。
【０２５４】
　図５６、図５７に示すように、複数の断熱部２６はそれぞれ、複数の凹部２４のいずれ
かに配置されている。具体的には、複数の断熱部２６はそれぞれ、複数の第１凹部２４Ａ
、複数の第２凹部２４Ｂ、複数の第３凹部２４Ｃ、複数の中間凹部２４Ｄのいずれかに配
置されている。
【０２５５】
　図５８は、図５６の領域ＬＶＩＩＩの部分拡大図である。
【０２５６】
　断熱部２６は、蓄熱部２よりも熱伝導率が小さい。本実施形態では、断熱部２６は空隙
であり、気体が充填された状態あるいは真空状態となっている。当該気体はたとえば空気
である。
【０２５７】
　図５８に示すように、本実施形態において、中間層２７は、蓄熱部２および抵抗体層４
の間に位置している。本実施形態においては更に、中間層２７は、蓄熱部２と抵抗体層４
とに直接接している。
【０２５８】
　中間層２７は、部分２７１および部分２７２を有する。
【０２５９】
　部分２７１は、中間層２７のうち、凹部２４に配置された部分である。すなわち、中間
層２７は、複数の凹部２４に少なくとも一部が配置されている。部分２７１は、内側面２
７１ａを有している。内側面２７１ａは、断熱部２６たる空隙の一部分を規定している。
【０２６０】
　部分２７２は、蓄熱部表面２１を覆っている。より具体的には、部分２７２は、厚さ方
向Ｚ視において、蓄熱部表面２１における、複数の凹部２４のうち互いに隣接する２つの
凹部２４の間に、配置されている。また、部分２７２は、発熱部４１と蓄熱部２との間に
位置している。すなわち、中間層２７は、発熱部４１と蓄熱部２との間に位置する部位を
有する。部分２７２は、部分２７１につながっている。
【０２６１】
　中間層２７は、絶縁材料よりなる。このような絶縁材料としては、たとえばシリコン酸
化膜が挙げられる。中間層２７は絶縁材料よりなる必要は必ずしもなく、中間層２７は導
電材料よりなっていてもよい。
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【０２６２】
　図５６に示すように、絶縁層５は、発熱部４１および電極層３の間に介在している部分
を有する。絶縁層５を構成する材料としては、たとえば、ＳｉＯ2、および、ＳｉＡｌＯ2

が挙げられる。絶縁層５は、第１介在部５１と、第２介在部５２と、中間部５３とを含む
。図５４，図５６に示すように、第１介在部５１は、第１導電部３１および発熱部４１の
間に介在している部位である。第２介在部５２は、第２導電部３２および発熱部４１の間
に介在している。中間部５３は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第１介在部５１と第
２介在部５２とに挟まれている。中間部５３は、第１介在部５１および第２介在部５２に
つながっている。
【０２６３】
　図５４、図５６に示すように、本実施形態において、第１介在部５１には、少なくとも
１以上の第１開口５１１が形成されている。図５４にて第１開口５１１は円形状である例
を示しているが、第１開口５１１の形状は円形状に限られない。たとえば、第１開口５１
１は矩形状であってもよい。図５４にて第１介在部５１に第１開口５１１が複数形成され
ている例を示しているが、第１介在部５１に形成されている第１開口５１１の個数は、１
つであってもよい。第１開口５１１と重なる位置に、上述の発熱部４１における第１当接
部４１１が位置している。図５６に示すように、本実施形態においては更に、第１開口５
１１内に、第１導電部３１の一部が形成されている。
【０２６４】
　本実施形態において、第２介在部５２には、少なくとも１以上の第２開口５２１が形成
されている。図５４にて第２開口５２１は円形状である例を示しているが、第２開口５２
１の形状は円形状に限られない。たとえば、第２開口５２１は矩形状であってもよい。図
５４にて第２介在部５２に第２開口５２１が複数形成されている例を示しているが、第２
介在部５２に形成されている第２開口５２１の個数は、１つであってもよい。第２開口５
２１と重なる位置に、上述の発熱部４１における第２当接部４１２が位置している。図５
６に示すように、本実施形態においては更に、第２開口５２１内に、第２導電部３２の一
部が形成されている。
【０２６５】
　図５４，図５６に示すように、本実施形態においては、絶縁層５は、部分５８１，５８
２を含む。部分５８１は、第１介在部５１につながり且つ第１端面４１６を覆う部分であ
る。部分５８２は、第２介在部５２につながり且つ第２端面４１７を覆う部分である。部
分５８１，５８２はそれぞれ、蓄熱部２に直接接している。すなわち、絶縁層５に直接接
する部分を、蓄熱部２が有している。本実施形態とは異なり、絶縁層５が部分５８１，５
８２を含んでいなくてもよい。また、本実施形態とは異なり、サーマルプリントヘッド５
０１が、絶縁層５を備えていなくてもよい。
【０２６６】
　図５６、図５７に示す保護層６は、電極層３と抵抗体層４と絶縁層５とを覆っており、
電極層３と抵抗体層４と絶縁層５とを保護するためのものである。保護層６は、絶縁材料
よりなる。保護層６を構成する絶縁材料としては、たとえば、ポリイミド、ポリアミド、
ポリエチレン、ＳｉＮおよびＳｉＯ2が挙げられる。本実施形態においては、保護層６は
、電
極層３および絶縁層５に直接接している。
【０２６７】
　保護層６には、複数の貫通窓６１（図５１には１つ示す）が形成されている。各貫通窓
６１からは、ボンディング部３３６が露出している。
【０２６８】
　図５１に示す配線基板１２は、たとえば、プリント配線基板である。配線基板１２は、
基材層と図示しない配線層とが積層された構造を有する。基材層は、たとえばガラスエポ
キシ樹脂よりなる。配線層は、たとえばＣｕよりなる。
【０２６９】
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　図５１、図５３に示す駆動ＩＣ７は、各個別電極３３にそれぞれ電位を付与し、各発熱
部４１に流す電流を制御するものである。各個別電極３３にそれぞれ電位が付与されるこ
とにより、共通電極３５と各個別電極３３との間に電圧が印加され、各発熱部４１に選択
的に電流が流れる。駆動ＩＣ７は、配線基板１２に搭載されている。図５３に示すように
、駆動ＩＣ７は、複数のパッド７１を含む。複数のパッド７１は、たとえば、２列に形成
されている。
【０２７０】
　図５１、図５３に示す複数のワイヤ８１は、たとえば、Ａｕなどの導体よりなる。複数
のワイヤ８１のうちワイヤ８１１はそれぞれ、駆動ＩＣ７にボンディングされ、且つ、電
極層３にボンディングされている。より具体的には、各ワイヤ８１１は、駆動ＩＣ７にお
けるパッド７１にボンディングされ、且つ、ボンディング部３３６にボンディングされて
いる。これにより、駆動ＩＣ７と各個別電極３３とが導通している。図５３に示すように
、複数のワイヤ８１のうちワイヤ８１２は、それぞれ、駆動ＩＣ７におけるパッド７１に
ボンディングされ、且つ、配線基板１２における配線層にボンディングされている。これ
により、当該配線層を介して、駆動ＩＣ７とコネクタ８３とが導通している。同図に示す
ように、複数のワイヤ８１のうちワイヤ８１３は、共通電極３５における基幹部３５７に
ボンディングされ、且つ、配線基板１２における配線層にボンディングされている。これ
により、共通電極３５と上記配線層とが導通している。
【０２７１】
　図５１に示す封止樹脂８２は、たとえば、黒色の樹脂よりなる。封止樹脂８２は、駆動
ＩＣ７、複数のワイヤ８１、および、保護層６を覆っており、駆動ＩＣ７および複数のワ
イヤ８１を保護している。封止樹脂８２は保護層６に直接接する。コネクタ８３は、配線
基板１２に固定されている。コネクタ８３は、サーマルプリントヘッド５０１の外部から
サーマルプリントヘッド５０１へ電力を供給し、駆動ＩＣ７を制御するためのものである
。
【０２７２】
　次に、サーマルプリントヘッド５０１の使用方法の一例について簡単に説明する。
【０２７３】
　サーマルプリントヘッド５０１は、サーマルプリンタ８００に組み込まれた状態で使用
される。図５１に示したように、サーマルプリンタ８００内において、サーマルプリント
ヘッド５０１は、プラテンローラ８０２に正対している。サーマルプリンタ８００の使用
時には、プラテンローラ８０２が回転することにより、印刷媒体８０１が、副走査方向Ｘ
に沿ってプラテンローラ８０２と各発熱部４１との間に一定速度で送給される。印刷媒体
８０１は、プラテンローラ８０２によって保護層６のうち各発熱部４１を覆う部分に押し
あてられる。一方、図５３に示した各個別電極３３には、駆動ＩＣ７によって選択的に電
位が付与される。これにより、共通電極３５と複数の個別電極３３の各々との間に電圧が
印加される。そして、複数の発熱部４１には選択的に電流が流れ、熱が発生する。そして
、各発熱部４１にて発生した熱は、保護層６を介して印刷媒体８０１に伝わる。そして、
印刷媒体８０１上の主走査方向Ｙに線状に延びる第１ライン領域に、複数のドットが印刷
される。また、各発熱部４１にて発生した熱は、蓄熱部２にも伝わり、蓄熱部２にて蓄え
られる。
【０２７４】
　更に、プラテンローラ８０２が回転することにより、印刷媒体８０１が、副走査方向Ｘ
に沿って一定速度で引き続き送給される。そして、上述の第１ライン領域への印刷と同様
に、印刷媒体８０１上の主走査方向Ｙに線状に延びる、第１ライン領域に隣接する第２ラ
イン領域への印刷が行われる。第２ライン領域への印刷の際、印刷媒体８０１には、各発
熱部４１にて発生した熱に加え、第１ライン領域への印刷時に蓄熱部２にて蓄えられた熱
が伝わる。このようにして、第２ライン領域への印刷が行われる。以上のように、印刷媒
体８０１上の主走査方向Ｙに線状に延びるライン領域ごとに、複数のドットを印刷するこ
とにより、印刷媒体８０１への印刷が行われる。



(43) JP 6178669 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

【０２７５】
　次に、サーマルプリントヘッド５０１の製造方法の一例について簡単に説明する。本実
施形態においてサーマルプリントヘッド５０１を製造するには、半導体プロセスを用いる
。
【０２７６】
　まず、図５９に示すように、半導体基板１９を用意する。本実施形態において半導体基
板１９はＳｉよりなる。次に、図６０に示すように、半導体基板１９の表面を熱酸化し、
次にＣＶＤもしくはスパッタを行う。これにより、基材１１に積層された蓄熱部２が形成
される。図示することは省略するが、基材１１の裏面にもＳｉＯ2層が形成される。なお
、本実施形態とは異なり、半導体基板１９の表面を熱酸化する必要は必ずしもなく、ＣＶ
Ｄもしくはスパッタによって、直接、蓄熱部２を形成してもよい。
【０２７７】
　次に、図６１、図６２に示すように、蓄熱部２に、複数の凹部２４を形成する。蓄熱部
２に複数の凹部２４を形成するには、たとえば、エッチングすることにより行う。
【０２７８】
　次に、図６３に示すように、蓄熱部２に中間層２７を形成する。中間層２７の形成は、
たとえば、ＣＶＤ、スパッタリング、あるいは、熱酸化によって形成される。本実施形態
では、中間層２７はＣＶＤによって形成される。凹部２４に中間層２７を形成する際に、
断熱部２６における空隙が形成される。
【０２７９】
　次に、図６４に示すように、抵抗体層４’を形成する。抵抗体層４’の形成は、たとえ
ば、ＣＶＤもしくはスパッタにより行う。抵抗体層４’は、基材１１の表面の全面に形成
する。次に、図６５、図６６に示すように、抵抗体層４’をエッチングすることにより、
抵抗体層４’’を形成する。抵抗体層４’の形成は、フォトリソグラフィーによるマスク
パターンの形成と、たとえばドライエッチングにより行う。図６６に示すように、本実施
形態では、抵抗体層４’’は、一方向に沿って帯状に延びる形状である。次に、抵抗体層
４が所望の抵抗値になるように、抵抗体層４’’に、イオン・インプランテーション、気
相拡散などによって不純物を導入する（図示略）。
【０２８０】
　次に、図６７に示すように、絶縁層５’を形成する。絶縁層５’の形成は、たとえば、
ＣＶＤもしくはスパッタにより行う。次に、図６８、図６９に示すように、絶縁層５’を
エッチングすることにより、上述の絶縁層５を形成する。絶縁層５’をエッチングする当
該工程を経ることにより、上述の第１開口５１１および第２開口５２１が形成される。
【０２８１】
　次に、図７０、図７１に示すように、電極層３’を形成する。電極層３’の形成は、た
とえば、スパッタもしくはＣＶＤにより行う。次に、図７２、図７３に示すように、電極
層３’をエッチングすることにより、上述の形状の電極層３を形成する。電極層３’の形
成は、フォトリソグラフィーによるマスクパターンの形成と、たとえばウエットエッチン
グにより行う。
【０２８２】
　次に、図７４に示すように、抵抗体層４’’をエッチングすることにより、複数の矩形
状の部分を有する上述の抵抗体層４が形成される。これは、サーマルプリントヘッド５０
１の使用時において、抵抗体層４内を図７４の横方向に電流が流れることを防止するため
である。なお、本実施形態とは異なり、帯状の抵抗体層４’’を形成することなく、抵抗
体層４’を一度エッチングすることにより、複数の矩形状の部分を有する上述の抵抗体層
４を形成してもよい。
【０２８３】
　次に、図７５に示すように、保護層６’を形成する。保護層６’の形成は、たとえば、
ＣＶＤにより行う。次に、図７６に示すように、保護層６’をエッチングすることにより
、複数の貫通窓６１を形成する。保護層６’の形成は、フォトリソグラフィーによるマス
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クパターンの形成と、たとえばドライエッチングにより行う。
【０２８４】
　次に、図示は省略するが、基材１１の裏面を研磨することにより、基材１１の厚みを低
減させる。次に、抵抗体層４の抵抗値の測定、および、基材１１のダイシングを行ったの
ち、ダイシング後の製品と、配線基板１２とを放熱板１３に配置する。次に、図５１に示
した、駆動ＩＣ７を配線基板１２に搭載し、ワイヤ８１を所望の箇所にボンディングし、
封止樹脂８２を形成する。これらの工程を経るなどして、図５１に示したサーマルプリン
トヘッド５０１が製造される。
【０２８５】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０２８６】
　本実施形態においては、少なくとも一つ（本実施形態では複数）の断熱部２６のいずれ
か一つは、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに重なっており、且
つ、基板（基材１１あるいは蓄熱部２）内に形成されている。このような構成によれば、
断熱部２６が、発熱部４１にて発生した熱が基材１１に伝わることを抑制する。その結果
、基材１１を構成する材料の熱伝導率が大きくても発熱部４１にて発生した熱が基材１１
に逃げてしまうことを防止でき、発熱部４１にて発生した熱を、より多く印刷媒体８０１
へと伝えることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への印刷品位を向上させるこ
とができる。また、発熱部４１にて発生した熱を、より多く印刷媒体８０１へと伝えるこ
とが可能となると、サーマルプリントヘッド５０１の消費電力を削減できる。
【０２８７】
　本実施形態においては、複数の断熱部２６は各々、厚さ方向Ｚ視において、散在してい
る。このような構成によれば、発熱部４１にて発生した熱が基材１１に伝わることを抑制
しつつ、発熱部４１にて発生した熱を蓄熱部２へと好適に伝えることもできる。よって、
蓄熱部２が蓄熱する機能を好適に果たすことができる。
【０２８８】
　本実施形態においては、複数の凹部２４は、複数の第２凹部２４Ｂを含む。複数の第２
凹部２４Ｂは各々、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、副
走査方向Ｘに離間した位置に形成されている。複数の第２凹部２４Ｂにはそれぞれ、複数
の断熱部２６のいずれか一つが配置されている。このような構成によると、第２凹部２４
Ｂよりも第１方向Ｘａ側に熱が伝わってしまうことを防止できる。これにより、印刷媒体
８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できる。その結果、印刷媒
体８０１への印字のにじみの発生を抑制できる。また、印刷媒体８０１における所望の領
域以外の領域に熱が伝わることを防止できることにより、発熱部４１の発熱効率を向上さ
せることができる。これにより、印刷媒体８０１への印字を濃くすることができ、印刷品
位の向上を図ることができる。
【０２８９】
　本実施形態においては、複数の凹部２４は、複数の第３凹部２４Ｃを含む。複数の第３
凹部２４Ｃは各々、副走査方向Ｘにおいて、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、複
数の第２凹部２４Ｂの位置する側とは反対側に位置する。複数の第３凹部２４Ｃにはそれ
ぞれ、複数の断熱部２６のいずれか一つが配置されている。このような構成によると、第
３凹部２４Ｃよりも第２方向Ｘｂ側に熱が伝わってしまうことを防止できる。これにより
、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できる。その結
果、印刷媒体８０１への印字のにじみの発生を抑制できる。また、印刷媒体８０１におけ
る所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できることにより、発熱部４１の発熱効
率を向上させることができる。これにより、印刷媒体８０１への印字を濃くすることがで
き、印刷品位の向上を図ることができる。
【０２９０】
　本実施形態においては、複数の凹部２４は、複数の中間凹部２４Ｄを含む。複数の中間
凹部２４Ｄは各々、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のうち互いに隣接する２つ
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の発熱部４１の間に位置する。複数の中間凹部２４Ｄにはそれぞれ、複数の断熱部２６の
いずれか一つが配置されている。このような構成によると、ある発熱部４１にて発生した
熱が、蓄熱部２を経由して、蓄熱部２における、当該発熱部４１に隣接する発熱部４１の
形成された領域に伝わることを防止できる。これにより、印刷媒体８０１における所望の
領域以外の領域に熱が伝わることを防止できる。その結果、印刷媒体８０１への印字のに
じみの発生を抑制できる。また、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝
わることを防止できることにより、発熱部４１の発熱効率を向上させることができる。こ
れにより、印刷媒体８０１への印字を濃くすることができ、印刷品位の向上を図ることが
できる。
【０２９１】
　本実施形態においては、サーマルプリントヘッド５０１は絶縁層５を備える。絶縁層５
は、電極層３および発熱部４１の間に介在している部分を有する。このような構成による
と、電極層３と発熱部４１とが接触する領域を小さくすることができる。そうすると、発
熱部４１に電流が流れて発熱した際に、電極層３と発熱部４１とが共晶してしまう領域を
小さくすることができる。電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできると、サ
ーマルプリントヘッド５０１の使用時に、サーマルプリントヘッド５０１の抵抗値が変化
してしまう不具合を抑制できる。
【０２９２】
　本実施形態においては、絶縁層５は、第１介在部５１と第２介在部５２とを有する。第
１介在部５１は、第１導電部３１および発熱部４１の間に介在している。このような構成
によると、第１導電部３１と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。本実施形態に
おいては、第２介在部５２は、第２導電部３２および発熱部４１の間に介在している。こ
のような構成によると、第２導電部３２と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。
第１導電部３１と発熱部４１とが共晶すること、または、第２導電部３２と発熱部４１と
が共晶することを防止できると、電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできる
。これにより、サーマルプリントヘッド５０１の使用時に、サーマルプリントヘッド５０
１の抵抗値が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０２９３】
　仮に、電極層３が抵抗体層４と蓄熱部２との間に介在している場合には、抵抗体層４に
おける発熱部４１にて発生した熱は、電極層３に逃げてしまうおそれがある。電極層３に
逃げてしまった熱は、印刷媒体８０１への伝熱には寄与しない。一方、本実施形態におい
ては、抵抗体層４は、電極層３および蓄熱部２の間に介在している。このような構成によ
ると、抵抗体層４における発熱部４１にて発生した熱が電極層３に伝わっても、電極層３
に伝わった熱は、印刷媒体８０１への伝熱に寄与しうる。そのため、発熱部４１にて発生
した熱をより効率的に、印刷媒体８０１に伝えることができる。すなわち、サーマルプリ
ントヘッド５０１における印刷媒体８０１に接触する部位（保護層６）を、より速く、高
温にすることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への高速印字が可能となる。
【０２９４】
　本実施形態では、基材１１は、Ｓｉよりなる。Ｓｉは、熱伝導率が大きいため、発熱部
４１にて発生した熱を、より速く基材１１の外部（本実施形態では放熱板１３）へと伝え
ることができる。そのため、高温になった発熱部４１の温度を、より速く、低下させるこ
とができる。このことは、印刷媒体８０１への印字の高速化に適する。
【０２９５】
　本実施形態では、保護層６における貫通窓６１は、保護層６’をエッチングすることに
より形成される。そうすると、保護層６における所望の部位に貫通窓６１を形成すること
ができるから、電極層３のうち保護層６に覆われていない部分を、封止樹脂８２とは別の
樹脂層（ソルダーレジスト層）で覆う必要がない。別の樹脂層（ソルダーレジスト層）を
形成する必要がないことは、サーマルプリントヘッド５０１の製造効率の向上を図るのに
適する。
【０２９６】
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なお、第１凹部２４Ａ、第２凹部２４Ｂ、第３凹部２４Ｃ、中間凹部２４Ｄの深さが互い
に異なっていてもよい。図７７、図７８には、第２凹部２４Ｂの深さＤ２４Ｂと、第３凹
部２４Ｃの深さＤ２４Ｃと、中間凹部２４Ｄの深さＤ２４Ｄと、が第１凹部２４Ａの深さ
Ｄ２４Ａよりも深い例を示している。
【０２９７】
　このような構成によると、上述の作用効果に加え、以下の作用効果を奏する。
【０２９８】
　第２凹部２４Ｂの深さＤ２４Ｂが第１凹部２４Ａの深さＤ２４Ａよりも深いと、あるい
は、第３凹部２４Ｃの深さＤ２４Ｃが第１凹部２４Ａの深さＤ２４Ａよりも深いと、蓄熱
部２から副走査方向Ｘにより離間した領域へと熱が伝わってしまうことを更に防止できる
。これにより、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを更に防
止できる。その結果、印刷媒体８０１への印刷のにじみの発生を更に抑制できる。
【０２９９】
　中間凹部２４Ｄの深さＤ２４Ｄが第１凹部２４Ａの深さＤ２４Ａよりも深いと、ある発
熱部４１にて発生した熱が、蓄熱部２を経由して、蓄熱部２における、当該発熱部４１に
隣接する発熱部４１の形成された領域に伝わることを更に防止できる。これにより、印刷
媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを更に防止できる。その結果
、印刷媒体８０１への印刷のにじみの発生を更に抑制できる。
【０３００】
　以下の説明（Ｂ１実施形態の各変形例、Ｂ２実施形態、および、Ｂ２実施形態の変形例
）では、上記と同一もしくは類似の構成については上記と同一の符号を付し、説明を適宜
省略する。
【０３０１】
＜Ｂ１実施形態の第１変形例＞
　図７９を用いて、本発明のＢ１実施形態の第１変形例について説明する。
【０３０２】
　図７９は、本発明のＢ１実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断
面図である。
【０３０３】
　本変形例のサーマルプリントヘッドは、中間層２７を備えない点を除き、サーマルプリ
ントヘッド５０１と同様である。本実施形態では、断熱部２６は凹部２４によって規定さ
れている。このような構成によると、上述の作用効果に加え、以下の作用効果を奏する。
【０３０４】
　本変形例においては、複数の凹部２４は各々、断熱部２６たる空隙の一部分を規定して
いる。このような構成によると、サーマルプリントヘッド５０１における中間層２７を形
成する必要がない。よって、本変形例のサーマルプリントヘッドは、製造の効率化を図る
のに適する。
【０３０５】
＜Ｂ１実施形態の第２変形例＞
　図８０、図８１を用いて、本発明のＢ１実施形態の第２変形例について説明する。
【０３０６】
　図８０は、本発明のＢ１実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの部分断面図
である。図８１は、本発明のＢ１実施形態の第２変形例のサーマルプリントヘッドの部分
拡大断面図である。
【０３０７】
　これらの図に示すサーマルプリントヘッド５０３は、基材１１と、配線基板１２と、放
熱板１３と、蓄熱部２と、複数の断熱部２６と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と
、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３とを
備える。基材１１と蓄熱部２とは、基板を構成している。
【０３０８】
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　サーマルプリントヘッド５０３は、凹部２４が蓄熱部表面２１に形成されているのでは
なく、基材１１に形成されている点において、サーマルプリントヘッド５０１と異なる。
サーマルプリントヘッド５０３では、蓄熱部２が、断熱部２６の空隙の一部分を規定して
いる。
【０３０９】
　図示は省略するが、サーマルプリントヘッド５０３を形成する際、図５９に示した半導
体基板１９に凹部２４を形成する。次に、半導体基板１９の表面を熱酸化することにより
、蓄熱部２が形成される。その後は、蓄熱部２に抵抗体層４’および電極層３’等を形成
する工程を行うことにより、サーマルプリントヘッド５０３が製造される。
【０３１０】
　このような構成によると、サーマルプリントヘッド５０１に関して述べた作用効果に加
え、以下の作用効果を奏する。
【０３１１】
　本変形例においては、複数の凹部２４はそれぞれ、基材１１に形成されている。このよ
うな構成によると、基材１１により近接している位置に、断熱部２６を配置することがで
きる。よって、発熱部４１にて発生した熱を十分に蓄熱部２へと伝える一方、蓄熱部２に
伝わった熱を基材１１へ逃すことをより防止できる。これにより、印刷媒体８０１への印
刷品位を向上させることができる。また、発熱部４１にて発生した熱を、より多く印刷媒
体８０１へと伝えることが可能となると、サーマルプリントヘッド５０３の消費電力を削
減できる。
【０３１２】
　また、サーマルプリントヘッド５０３では、サーマルプリントヘッド５０１における中
間層２７を形成する必要がない。よって、サーマルプリントヘッド５０３は、製造の効率
化を図るのに適する。
【０３１３】
＜Ｂ１実施形態の第３変形例＞
　図８２を用いて、本発明のＢ１実施形態の第３変形例について説明する。
【０３１４】
　図８２は、本発明のＢ１実施形態の第３変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断
面図である。
【０３１５】
　これらの図に示すサーマルプリントヘッド５０４は、基材１１と、配線基板１２と、放
熱板１３と、蓄熱部２と、複数の断熱部２６と、中間層２７と、電極層３と、抵抗体層４
と、絶縁層５と、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コ
ネクタ８３とを備える。基材１１と蓄熱部２とは、基板を構成している。
【０３１６】
　同図に示すサーマルプリントヘッド５０４は、駆動ＩＣ７が基材１１に作りこまれてい
る点において、上述のサーマルプリントヘッド５０１とは異なるが、その他の点について
は同様であるので、説明を省略する。なお、サーマルプリントヘッド５０４においては、
基材１１は、半導体材料よりなる。また、駆動ＩＣ７と電極層３とは、蓄熱部２を貫通す
るビアを介して導通している。このような構成によると、サーマルプリントヘッド５０４
の部品点数を削減することができる。更に、サーマルプリントヘッド５０４は、サーマル
プリントヘッド５０１に関して述べたのと同様の作用効果を奏する。
【０３１７】
＜Ｂ２実施形態＞
　図８３は、本発明のＢ２実施形態のサーマルプリンタの部分断面図である。
【０３１８】
　同図に示すサーマルプリンタ８００は、印刷媒体８０１に印刷を施す。印刷媒体８０１
としては、たとえばバーコードシートやレシートを作成するための感熱紙が挙げられる。
サーマルプリンタ８００は、サーマルプリントヘッド５０６と、プラテンローラ８０２と
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、を備える。
【０３１９】
　サーマルプリントヘッド５０６は、基材１１と、配線基板１２と、放熱板１３と、中間
体２００と、複数の断熱部２６０（図８５～図８７も参照）と、電極層３と、抵抗体層４
と、絶縁層５と、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コ
ネクタ８３とを備える。基材１１と中間体２００とは、基板を構成している。
【０３２０】
　基材１１と、配線基板１２と、放熱板１３と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と
、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３と、
の各構成の説明は、サーマルプリントヘッド５０１について述べた説明を適用できるから
、本実施形態では省略する。
【０３２１】
　図８４は、図８３に示したサーマルプリンタ８００におけるサーマルプリントヘッド５
０６の部分拡大平面図（一部構成省略）である。図８５は、図８３の部分拡大断面図であ
る。
【０３２２】
　図８４、図８５に示すように、サーマルプリントヘッド５０６には、少なくとも一つの
断熱部２６０が形成されている。少なくとも一つの断熱部２６０は、基板内に（基材１１
内あるいは中間体２００内に）、形成されている。本実施形態では、少なくとも一つの断
熱部２６０は、中間体２００に形成されている。本実施形態とは異なり、少なくとも一つ
の断熱部２６０が、基材１１内に形成されていてもよい。なお、本実施形態では、断熱部
２６０の個数は複数である。図８４に示すように、複数の断熱部２６０は各々、厚さ方向
Ｚ視において、散在している。
【０３２３】
　図８６は、図８５の領域ＬＸＸＶＩの部分拡大図である。
【０３２４】
　断熱部２６０は、中間体２００よりも熱伝導率が小さい。本実施形態では、断熱部２６
０は空隙であり、気体が充填された状態あるいは真空状態となっている。当該気体はたと
えば空気である。断熱部２６０についての更なる説明は後述する。
【０３２５】
　図８５、図８６に示すように、中間体２００は基材１１上に位置している。中間体２０
０は、基材１１および抵抗体層４の間に介在している。中間体２００は、基材１１の基材
表面１１１の全体を覆っている。
【０３２６】
　図８６に示すように、中間体２００は、第１積層膜２１０と、第２積層膜２２０と、充
填防止膜２３０と、蓄熱層２５０と、を含む。
【０３２７】
　第１積層膜２１０は基材１１に位置している。本実施形態では、第１積層膜２１０は、
第２積層膜２２０を介して基材１１に積層されている。第１積層膜２１０は、基材１１と
、蓄熱層２５０との間に介在している。第１積層膜２１０は、ＸＹ平面に沿って広がって
いる。第１積層膜２１０は、たとえば絶縁性の材料よりなる。第１積層膜２１０は、たと
えば、ＳｉＯ2、あるいは、ＳｉＮよりなる。本実施形態では、後述のように、第１積層
膜２１０はプラズマ酸化（プラズマＣＶＤ）によって形成される。第１積層膜２１０の厚
さ（厚さ方向Ｚにおける寸法）は、たとえば、２．０～１０．０μｍである。
【０３２８】
　第１積層膜２１０は第１積層膜表面２１１を有する。第１積層膜表面２１１は、基材１
１の厚さ方向Ｚの一方（方向Ｚａ）を向く。すなわち、第１積層膜表面２１１は、抵抗体
層４の位置する側を向く面である。第１積層膜表面２１１は、ＸＹ平面に沿って広がって
いる。
【０３２９】
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　本実施形態においては、第１積層膜２１０には、少なくとも一つの凹部２４０が形成さ
れている。本実施形態においては、凹部２４０の個数は複数である。複数の凹部２４０は
それぞれ、第１積層膜表面２１１から凹んでいる。複数の凹部２４０はそれぞれ、厚さ方
向Ｚのうち、電極層３の位置する側（図８５において上側）に開放している。
【０３３０】
　図８７は、図８６のＬＸＸＶＩＩ－ＬＸＸＶＩＩ線に沿う矢視図（充填防止膜２３０を
省略）である。
【０３３１】
　同図に示すように、各凹部２４０は、厚さ方向Ｚ視において、散在している。複数の断
熱部２６０はそれぞれ、複数の凹部２４０のいずれかに配置されている。各凹部２４０は
、厚さ方向Ｚ視において、多角形状を呈する。そして、本実施形態では、各凹部２４０は
、厚さ方向Ｚ視に直交する平面による断面において、多角形状を呈する。特に本実施形態
では、各凹部２４０は、厚さ方向Ｚ視に直交する平面による断面において、正六角形状を
呈する。そのため、複数の凹部２４０によって、ハニカム構造が形成されている。なお、
図８７に示しているように、多角形（本実施形態では正六角形）の角は、丸くなっている
。各凹部２４０の厚さ方向Ｚ視に直交する平面による断面形状は正六角形状に限定されず
、たとえば、円形状や三角形状であってもよい。各凹部２４０の開口部分の最大寸法Ｌ１
１は、たとえば、２０～３０μｍである。凹部２４０のピッチＰ１は、たとえば、２２～
３５μｍである。
【０３３２】
　図８６に示すように、各凹部２４０は、凹部内面２４１を有する。凹部内面２４１は湾
曲した形状となっている。凹部内面２４１は、上述の断熱部２６０を規定している。
【０３３３】
　図８４に示すように、複数の凹部２４０は、複数の第１凹部２４０Ａと、複数の第２凹
部２４０Ｂと、複数の第３凹部２４０Ｃと、複数の中間凹部２４０Ｄと、を含む。図８４
では、凹部２４０を点線で示している。
【０３３４】
　図８４に示すように、複数の第１凹部２４０Ａはそれぞれ、厚さ方向Ｚ視において、複
数の発熱部４１のいずれか一つに重なっている。複数の第２凹部２４０Ｂはそれぞれ、厚
さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、第１方向Ｘａ（本実施形
態では図８４の下側）に離間した位置に形成されている。複数の第３凹部２４０Ｃはそれ
ぞれ、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、第２方向Ｘｂ（
本実施形態では図８４の上側）に離間した位置に形成されている。また、複数の第３凹部
２４０Ｃはそれぞれ、複数の発熱部４１のいずれか一つに対し、複数の第２凹部２４０Ｂ
の位置する側とは反対側に位置している。複数の中間凹部２４０Ｄはそれぞれ、厚さ方向
Ｚ視において、複数の発熱部４１のうち互いに離間する２つの発熱部４１の間に位置して
いる。
【０３３５】
　複数の第１凹部２４０Ａ、複数の第２凹部２４０Ｂ、複数の第３凹部２４０Ｃ、複数の
中間凹部２４０Ｄのいずれかには、複数の断熱部２６０がそれぞれ、配置されている。
【０３３６】
　サーマルプリントヘッド５０６において、第２凹部２４０Ｂ、第３凹部２４０Ｃ、中間
凹部２４０Ｄが形成されている必要は必ずしもない。すなわち、複数の第１凹部２４０Ａ
が、厚さ方向Ｚ視において発熱部４１と重なる位置にのみ形成されていてもよい。また、
たとえば、サーマルプリントヘッド５０６にて、第２凹部２４０Ｂ、第３凹部２４０Ｃ、
および中間凹部２４０Ｄの少なくともいずれかと、第１凹部２４０Ａと、が形成されてい
てもよい。
【０３３７】
　図８６、図８７に示すように、第１積層膜２１０は壁２１３を有する。
【０３３８】
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　壁２１３は、複数の断熱部２６０を互いに仕切っている。壁２１３は、厚さ方向Ｚに起
立した形状である。壁２１３は、充填防止膜２３０に接している。壁２１３は、凹部２４
０における凹部内面２４１を構成している。壁２１３の最も細い部分の幅は、たとえば、
２～５μｍである。壁２１３は、厚さ方向Ｚにおいて、抵抗体層４から遠ざかるほど大き
くなっている。たとえば、壁２１３の最もＺｂ側（図８６の最も下側）における壁２１３
の幅Ｗ１２は、壁２１３の最も方向Ｚａ側（図８６の最も上側）における、壁２１３の幅
Ｗ１１の１．５～３．０倍程度である。壁２１３が厚さ方向Ｚにおいて、抵抗体層４から
遠ざかるほど大きくなっているのは、凹部２４０がウェットエッチングによって形成され
る（後述）ためである。
【０３３９】
　図８６に示すように、第２積層膜２２０は基材１１に積層されている。第２積層膜２２
０は、基材１１と、第１積層膜２１０との間に介在している。第２積層膜２２０は、ＸＹ
平面に沿って広がっている。第２積層膜２２０は、たとえば絶縁性の材料よりなる。第２
積層膜２２０は、基材１１における基材表面１１１に直接接しており、また、第１積層膜
２１０に直接接している。本実施形態では、後述のように、第２積層膜２２０は、熱酸化
によって形成される。第２積層膜２２０が熱酸化によって形成される場合、第２積層膜２
２０は、基材１１を構成する材料の酸化物よりなる。基材１１がＳｉよりなる場合には、
第２積層膜２２０はＳｉＯ2よりなる。第２積層膜２２０の厚さ（厚さ方向Ｚにおける寸
法）は、たとえば、０．５～１．５μｍである。第２積層膜２２０は、第１積層膜２１０
が基材１１から剥離することを防止するために形成されている。本実施形態とは異なり、
サーマルプリントヘッド５０６に、第２積層膜２２０が形成されていなくてもよい。
【０３４０】
　図８６に示すように、充填防止膜２３０は第１積層膜２１０に積層されている。充填防
止膜２３０は、凹部２４０に蓄熱層２５０が充填されてしまうことを防止するためのもの
である。本実施形態では、充填防止膜２３０は凹部２４０を形成するためのマスクとして
も機能する。充填防止膜２３０は、第１積層膜２１０と、蓄熱層２５０との間に介在して
いる。充填防止膜２３０は、ＸＹ平面に沿って広がっている。充填防止膜２３０は、たと
えば絶縁性の材料よりなる。充填防止膜２３０は、第１積層膜２１０と、蓄熱層２５０と
に直接接している。本実施形態では、後述のように、充填防止膜２３０は、熱ＣＶＤによ
って形成される。充填防止膜２３０は、たとえば、ＳｉＮあるいはポリシリコンよりなる
。充填防止膜２３０の厚さ（厚さ方向Ｚにおける寸法）は、たとえば、０．１～０．３μ
ｍである。なお、Ｂ１実施形態の中間層２７が凹部２４０に形成されている場合には、サ
ーマルプリントヘッド５０６に、充填防止膜２３０が形成されていなくてもよい。
【０３４１】
　充填防止膜２３０は、充填防止膜表面２３１および充填防止膜裏面２３２を有する。
【０３４２】
　充填防止膜表面２３１は、基材１１の厚さ方向Ｚの一方（方向Ｚａ）を向く。すなわち
、充填防止膜表面２３１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である。充填防止膜表面２
３１は、ＸＹ平面に沿って広がっている。充填防止膜表面２３１は蓄熱層２５０に直接接
している。
【０３４３】
　充填防止膜裏面２３２は、基材１１の厚さ方向Ｚの一方（方向Ｚｂ）を向く。すなわち
、充填防止膜裏面２３２は、抵抗体層４の位置する側とは反対側を向く面である。充填防
止膜裏面２３２は、ＸＹ平面に沿って広がっている。充填防止膜裏面２３２は第１積層膜
２１０に直接接している。また、充填防止膜裏面２３２は断熱部２６０の一部を規定して
いる。
【０３４４】
　充填防止膜２３０には、複数の貫通穴２３５が形成されている。
【０３４５】
　各貫通穴２３５は充填防止膜２３０を貫通している。具体的には、各貫通穴２３５は、
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充填防止膜表面２３１から充填防止膜裏面２３２へと貫通している。各貫通穴２３５は厚
さ方向Ｚに沿って延びている。複数の貫通穴２３５は各々、複数の凹部２４０のいずれか
一つに通じている。
【０３４６】
　図８８は、図８６のＬＸＸＶＩＩＩ－ＬＸＸＶＩＩＩ線に沿う矢視図（壁２１３、凹部
２４０、断熱部２６０を透視化）である。
【０３４７】
　各貫通穴２３５の厚さ方向Ｚ視の形状によって、厚さ方向Ｚ視に直交する平面による断
面における凹部２４０の形状が決定される。そのため、各貫通穴２３５の厚さ方向Ｚ視の
形状は、厚さ方向Ｚ視に直交する平面による断面における凹部２４０の形状と、相似して
いる。本実施形態では、各凹部２４０は、厚さ方向Ｚ視に直交する平面による断面におい
て、正六角形状を呈するから、図８８に示すように、各貫通穴２３５の厚さ方向Ｚ視の形
状も、正六角形状である。各貫通穴２３５の開口部分の最大寸法Ｌ１２は、凹部２４０に
おける寸法Ｌ１１よりも小さく、たとえば、０．１～１．０μｍである。貫通穴２３５の
ピッチＰ２は、凹部２４０のピッチＰ１と同一であり、たとえば、２２～３５μｍである
。
【０３４８】
　図８６に示すように、蓄熱層２５０は充填防止膜２３０に積層されている。蓄熱層２５
０は、発熱部４１にて発生した熱を蓄えるためのものである。蓄熱層２５０は、第１積層
膜２１０と、抵抗体層４との間に介在している。蓄熱層２５０は、ＸＹ平面に沿って広が
っている。蓄熱層２５０は、たとえば絶縁性の材料よりなる。蓄熱層２５０は、充填防止
膜２３０と、抵抗体層４とに直接接している。蓄熱層２５０は、ＳｉＯ２、あるいは、Ｓ
ｉＮよりなる。本実施形態では、後述のように、蓄熱層２５０はプラズマ酸化（プラズマ
ＣＶＤ）によって形成される。蓄熱層２５０の厚さ（厚さ方向Ｚにおける寸法）は、たと
えば、１．０～１０．０μｍである。蓄熱層２５０は貫通穴２３５を塞いでいる。そして
本実施形態では、蓄熱層２５０の一部は貫通穴２３５に形成されている。蓄熱層２５０と
基材１１との間には、断熱部２６０が介在している。すなわち、蓄熱層２５０に対して基
材１１の位置する側に、断熱部２６０が位置している。
【０３４９】
　蓄熱層２５０は蓄熱層表面２５１を有する。蓄熱層表面２５１は方向Ｚａを向く。すな
わち、蓄熱層表面２５１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である。本実施形態では、
蓄熱層表面２５１は全体にわたって平坦である。
【０３５０】
　次に、サーマルプリントヘッド５０６の製造方法の一例について簡単に説明する。本実
施形態においてサーマルプリントヘッド５０６を製造するには、半導体プロセスを用いる
。
【０３５１】
　まず、図８９に示すように、半導体基板１９を用意する。本実施形態において半導体基
板１９はＳｉよりなる。次に、図９０に示すように、半導体基板１９の表面を熱酸化する
。これにより、基材１１に積層された第２積層膜２２０（本実施形態ではＳｉＯ2層）が
形成される。図示することは省略するが、基材１１の裏面にもＳｉＯ2層が形成される。
【０３５２】
　次に、図９１に示すように、第２積層膜２２０上に、第１積層膜２１０’を形成する。
第１積層膜２１０’を形成はプラズマ酸化（プラズマＣＶＤ）によって形成する。
【０３５３】
　図９２は、図９１に続く一工程を示す断面図である。図９３は、図９２の部分拡大図で
ある。
【０３５４】
　次に、図９２、図９３に示すように、第１積層膜２１０’上に充填防止膜２３０’を形
成する。充填防止膜２３０’は熱ＣＶＤによって形成する。
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【０３５５】
次に、図９４に示すように、充填防止膜２３０’に複数の貫通穴２３５を形成する。貫通
穴２３５を形成するには、たとえば次の通りの手順で行う。まず、充填防止膜２３０’の
表面にレジスト層（図示略）を形成する。次に、当該レジスト層に対して露光する等して
、レジスト層のうち、貫通穴２３５が形成されるべき部位に重なる領域を除去する。次に
、ドライエッチング（異方性エッチング）を行い、貫通穴２３５を形成する。貫通穴２３
５を形成した後、レジスト層を除去する。
【０３５６】
　次に、図９５に示すように、第１積層膜２１０’に、少なくとも一つ（本実施形態では
複数）の凹部２４０を形成する。凹部２４０は、ウェットエッチングによって形成する。
ウェットエッチングにはエッチング溶液を用いる。エッチング溶液は、貫通穴２３５を通
って、第１積層膜２１０がエッチングされる。そのため、貫通穴２３５の図９５の下方に
、凹部２４０が１つずつ形成される。エッチング時間を調整することにより、凹部２４０
の大きさ（すなわち、壁２１３の幅）を調整できる。エッチング溶液としては、たとえば
、フッ酸あるいはバッファードフッ酸を用いる。
【０３５７】
　図９６は、図９５に続く一工程を示す部分拡大断面図である。図９７は、図９６の縮小
断面図である。
【０３５８】
　次に、図９６、図９７に示すように、充填防止膜２３０上に蓄熱層２５０を形成する。
蓄熱層２５０は、たとえば、プラズマ酸化（プラズマＣＶＤ）によって行う。蓄熱層２５
０を形成する際、蓄熱層２５０が貫通穴２３５を塞ぐ。そして、本実施形態においては、
蓄熱層２５０の一部は貫通穴２３５に形成される。
【０３５９】
　その後は、図６４～図７６を参照して説明した方法と同様に、抵抗体層４、絶縁層５、
電極層３、および保護層６を形成する等により、サーマルプリントヘッド５０６が製造さ
れる。
【０３６０】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０３６１】
　本実施形態においては、少なくとも一つ（本実施形態では複数）の断熱部２６０のいず
れか一つは、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに重なっており、
且つ、基板（基材１１あるいは中間体２００）内に形成されている。このような構成によ
れば、断熱部２６０が、発熱部４１にて発生した熱が基材１１に伝わることを抑制する。
その結果、基材１１を構成する材料の熱伝導率が大きくても発熱部４１にて発生した熱が
基材１１に逃げてしまうことを防止でき、発熱部４１にて発生した熱を、より多く印刷媒
体８０１へと伝えることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への印刷品位を向上
させることができる。また、発熱部４１にて発生した熱を、より多く印刷媒体８０１へと
伝えることが可能となると、サーマルプリントヘッド５０６の消費電力を削減できる。
【０３６２】
　本実施形態においては、中間体２００は、蓄熱層２５０を有する。少なくとも一つの断
熱部２６０は各々、蓄熱層２５０と基材１１との間に介在している。このような構成によ
ると、断熱部２６０は、発熱部４１にて発生した熱が蓄熱層２５０へと伝導することを、
妨げない。よって、蓄熱層２５０がより多くの熱を蓄えることができる。このことは、サ
ーマルプリントヘッド５０６の印刷品位の向上を図るのに適する。このように本実施形態
では、蓄熱する箇所と断熱する箇所とを分離することができる。
【０３６３】
　本実施形態においては、第１積層膜２１０は、複数の断熱部２６０を互いに仕切る壁２
１３を有する。壁２１３は、厚さ方向Ｚに沿って起立している。このような構成によると
、壁２１３が充填防止膜２３０に接合した状態で支持する。そのため、充填防止膜２３０
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が撓んだり、あるいは、サーマルプリントヘッド５０６の製造の際に第１積層膜２１０か
ら剥離したりすることを防止できる。
【０３６４】
　本実施形態においては、複数の凹部２４０はいずれも、厚さ方向Ｚに直交する平面によ
る断面において、多角形状を呈する。このような構成によると、開口率（厚さ方向Ｚ視に
おける、単位面積当たりの凹部２４０の面積）をより大きくするのに適する。その結果、
発熱部４１にて発生した熱が基材１１に逃げてしまうことをより効果的に防止でき、発熱
部４１にて発生した熱を、更に多く印刷媒体８０１へと伝えることが可能となる。これに
より、印刷媒体８０１への印刷品位を更に向上させることができる。また、発熱部４１に
て発生した熱を、更に多く印刷媒体８０１へと伝えることが可能となると、サーマルプリ
ントヘッド５０６の消費電力を更に削減できる。
【０３６５】
　本実施形態においては、複数の凹部２４０はいずれも、厚さ方向Ｚに直交する平面によ
る断面において、正六角形状を呈する。すなわち、サーマルプリントヘッド５０６にはハ
ニカム構造が形成されている。このような構成によると、開口率をより大きくするのに更
に適する。したがって、開口率を大きくすることによって享受できる上述の利点を、更に
効果的に享受することができる。
【０３６６】
　仮に、プラズマ酸化によって基材１１上に第１積層膜２１０を直接形成した場合、第１
積層膜２１０が基材１１から剥離するおそれがある。本実施形態においては、中間体２０
０は、第２積層膜２２０を有する。少なくとも一つの断熱部２６０は、第２積層膜２２０
と、蓄熱層２５０と、の間に位置している。第２積層膜２２０と第１積層膜２１０とは、
比較的強固に接合される。そのため、第１積層膜２１０が基材１１から剥離することを防
止できる。
【０３６７】
　本実施形態においては、中間体２００は、第１積層膜２１０と蓄熱層２５０との間に介
在する充填防止膜２３０を有する。充填防止膜２３０には、充填防止膜２３０を貫通する
複数の貫通穴２３５が形成されている。このような構成によると、蓄熱層２５０が凹部２
４０に充填されることを防止できる。このことは、空隙である断熱部２６０を形成するの
に適する。
【０３６８】
　本実施形態においては、複数の凹部２４０は、複数の第２凹部２４０Ｂを含む。複数の
第２凹部２４０Ｂは各々、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のいずれか一つに対
し、副走査方向Ｘに離間した位置に形成されている。複数の第２凹部２４０Ｂにはそれぞ
れ、複数の断熱部２６０のいずれか一つが配置されている。このような構成によると、第
２凹部２４０Ｂよりも第１方向Ｘａ側に熱が伝わってしまうことを防止できる。これによ
り、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できる。その
結果、印刷媒体８０１への印字のにじみの発生を抑制できる。また、印刷媒体８０１にお
ける所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できることにより、発熱部４１の発熱
効率を向上させることができる。これにより、印刷媒体８０１への印字を濃くすることが
でき、印刷品位の向上を図ることができる。
【０３６９】
　本実施形態においては、複数の凹部２４０は、複数の第３凹部２４０Ｃを含む。複数の
第３凹部２４０Ｃは各々、副走査方向Ｘにおいて、複数の発熱部４１のいずれか一つに対
し、複数の第２凹部２４０Ｂの位置する側とは反対側に位置する。複数の第３凹部２４０
Ｃにはそれぞれ、複数の断熱部２６０のいずれか一つが配置されている。このような構成
によると、第３凹部２４０Ｃよりも第２方向Ｘｂ側に熱が伝わってしまうことを防止でき
る。これにより、印刷媒体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止
できる。その結果、印刷媒体８０１への印字のにじみの発生を抑制できる。また、印刷媒
体８０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できることにより、発熱
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部４１の発熱効率を向上させることができる。これにより、印刷媒体８０１への印字を濃
くすることができ、印刷品位の向上を図ることができる。
【０３７０】
　本実施形態においては、複数の凹部２４０は、複数の中間凹部２４０Ｄを含む。複数の
中間凹部２４０Ｄは各々、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のうち互いに隣接す
る２つの発熱部４１の間に位置する。複数の中間凹部２４０Ｄにはそれぞれ、複数の断熱
部２６０のいずれか一つが配置されている。このような構成によると、ある発熱部４１に
て発生した熱が、中間体２００を経由して、中間体２００における、当該発熱部４１に隣
接する発熱部４１の形成された領域に伝わることを防止できる。これにより、印刷媒体８
０１における所望の領域以外の領域に熱が伝わることを防止できる。その結果、印刷媒体
８０１への印字のにじみの発生を抑制できる。また、印刷媒体８０１における所望の領域
以外の領域に熱が伝わることを防止できることにより、発熱部４１の発熱効率を向上させ
ることができる。これにより、印刷媒体８０１への印字を濃くすることができ、印刷品位
の向上を図ることができる。
【０３７１】
　本実施形態においては、サーマルプリントヘッド５０６は絶縁層５を備える。絶縁層５
は、電極層３および発熱部４１の間に介在している部分を有する。このような構成による
と、電極層３と発熱部４１とが接触する領域を小さくすることができる。そうすると、発
熱部４１に電流が流れて発熱した際に、電極層３と発熱部４１とが共晶してしまう領域を
小さくすることができる。電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできると、サ
ーマルプリントヘッド５０６の使用時に、サーマルプリントヘッド５０６の抵抗値が変化
してしまう不具合を抑制できる。
【０３７２】
　本実施形態においては、絶縁層５は、第１介在部５１と第２介在部５２とを有する。第
１介在部５１は、第１導電部３１および発熱部４１の間に介在している。このような構成
によると、第１導電部３１と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。本実施形態に
おいては、第２介在部５２は、第２導電部３２および発熱部４１の間に介在している。こ
のような構成によると、第２導電部３２と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。
第１導電部３１と発熱部４１とが共晶すること、または、第２導電部３２と発熱部４１と
が共晶することを防止できると、電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできる
。これにより、サーマルプリントヘッド５０６の使用時に、サーマルプリントヘッド５０
６の抵抗値が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０３７３】
　仮に、電極層３が抵抗体層４と中間体２００との間に介在している場合には、抵抗体層
４における発熱部４１にて発生した熱は、電極層３に逃げてしまうおそれがある。電極層
３に逃げてしまった熱は、印刷媒体８０１への伝熱には寄与しない。一方、本実施形態に
おいては、抵抗体層４は、電極層３および中間体２００の間に介在している。このような
構成によると、抵抗体層４における発熱部４１にて発生した熱が電極層３に伝わっても、
電極層３に伝わった熱は、印刷媒体８０１への伝熱に寄与しうる。そのため、発熱部４１
にて発生した熱をより効率的に、印刷媒体８０１に伝えることができる。すなわち、サー
マルプリントヘッド５０６における印刷媒体８０１に接触する部位（保護層６）を、より
速く、高温にすることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への高速印字が可能と
なる。
【０３７４】
　本実施形態では、基材１１は、Ｓｉよりなる。Ｓｉは、熱伝導率が大きいため、発熱部
４１にて発生した熱を、より速く基材１１の外部（本実施形態では放熱板１３）へと伝え
ることができる。そのため、高温になった発熱部４１の温度を、より速く、低下させるこ
とができる。このことは、印刷媒体８０１への印字の高速化に適する。
【０３７５】
　本実施形態では、保護層６における貫通窓６１は、保護層６’をエッチングすることに
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より形成される。そうすると、保護層６における所望の部位に貫通窓６１を形成すること
ができるから、電極層３のうち保護層６に覆われていない部分を、封止樹脂８２とは別の
樹脂層（ソルダーレジスト層）で覆う必要がない。別の樹脂層（ソルダーレジスト層）を
形成する必要がないことは、サーマルプリントヘッド５０６の製造効率の向上を図るのに
適する。
【０３７６】
　＜Ｂ２実施形態の第１変形例＞
　図９８は、本発明のＢ２実施形態の第１変形例のサーマルプリントヘッドの部分拡大断
面図である。
【０３７７】
　これらの図に示すサーマルプリントヘッド５０７は、基材１１と、配線基板１２と、放
熱板１３と、中間体２００と、一つの断熱部２６０と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁
層５と、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８
３とを備える（一部は図９８では略。図８３～図８６等参照）。基材１１と中間体２００
とは、基板を構成している。
【０３７８】
　基材１１と、配線基板１２と、放熱板１３と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と
、保護層６と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３と、
の各構成の説明は、サーマルプリントヘッド５０６について述べた説明を適用できるから
、本変形例では省略する。
【０３７９】
　サーマルプリントヘッド５０７には、少なくとも一つの断熱部２６０が形成されている
。少なくとも一つの断熱部２６０は、基板内に（基材１１内あるいは中間体２００内に）
、形成されている。本変形例では、少なくとも一つの断熱部２６０は、中間体２００に形
成されている。本変形例とは異なり、少なくとも一つの断熱部２６０が、基材１１内に形
成されていてもよい。なお、本変形例では、断熱部２６０の個数は１である。
【０３８０】
　断熱部２６０は、中間体２００よりも熱伝導率が小さい。本変形例では、断熱部２６０
は空隙であり、気体が充填された状態あるいは真空状態となっている。当該気体はたとえ
ば空気である。断熱部２６０についての更なる説明は後述する。
【０３８１】
　中間体２００は基材１１上に配置されている。中間体２００は、基材１１および抵抗体
層４の間に介在している。中間体２００は、基材１１の基材表面１１１の全体を覆ってい
る。
【０３８２】
　中間体２００は、第１積層膜２１０と、第２積層膜２２０と、充填防止膜２３０と、蓄
熱層２５０と、を含む。
【０３８３】
　第１積層膜２１０には、凹部２４０が一つのみ形成されている点、および、壁２１３が
形成されていない点、を除き、サーマルプリントヘッド５０６における第１積層膜２１０
と同様であるから説明を省略する。なお、凹部２４０を一つのみ形成するには、凹部２４
０を形成するためのウェットエッチングをする時間を長くするとよい。
【０３８４】
　第２積層膜２２０、充填防止膜２３０、および蓄熱層２５０は、サーマルプリントヘッ
ド５０６におけるものと同様であるから説明を省略する。
【０３８５】
　次に、本変形例の作用効果について説明する。
【０３８６】
　本変形例においては、断熱部２６０は、厚さ方向Ｚ視において、複数の発熱部４１のい
ずれか一つに重なっており、且つ、基板（基材１１あるいは中間体２００）内に形成され
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ている。このような構成によれば、断熱部２６０が、発熱部４１にて発生した熱が基材１
１に伝わることを抑制する。その結果、基材１１を構成する材料の熱伝導率が大きくても
発熱部４１にて発生した熱が基材１１に逃げてしまうことを防止でき、発熱部４１にて発
生した熱を、より多く印刷媒体８０１へと伝えることが可能となる。これにより、印刷媒
体８０１への印刷品位を向上させることができる。また、発熱部４１にて発生した熱を、
より多く印刷媒体８０１へと伝えることが可能となると、サーマルプリントヘッド５０７
の消費電力を削減できる。
【０３８７】
　本変形例においては、中間体２００は、蓄熱層２５０を有する。断熱部２６０は、蓄熱
層２５０と基材１１との間に介在している。このような構成によると、断熱部２６０は、
発熱部４１にて発生した熱が蓄熱層２５０へと伝導することを、妨げない。よって、蓄熱
層２５０がより多くの熱を蓄えることができる。このことは、サーマルプリントヘッド５
０７の印刷品位の向上を図るのに適する。
【０３８８】
　仮に、プラズマ酸化によって基材１１上に第１積層膜２１０を直接形成した場合、第１
積層膜２１０が基材１１から剥離するおそれがある。本変形例においては、中間体２００
は、第２積層膜２２０を有する。断熱部２６０は、第２積層膜２２０と、蓄熱層２５０と
、の間に位置している。第２積層膜２２０と第１積層膜２１０とは、比較的強固に接合さ
れる。そのため、第１積層膜２１０が基材１１から剥離することを防止できる。
【０３８９】
　本変形例においては、中間体２００は、第１積層膜２１０と蓄熱層２５０との間に介在
する充填防止膜２３０を有する。充填防止膜２３０には、充填防止膜２３０を貫通する複
数の貫通穴２３５が形成されている。このような構成によると、蓄熱層２５０が凹部２４
０に充填されることを防止できる。このことは、空隙である断熱部２６０を形成するのに
適する。
【０３９０】
　本変形例においては、サーマルプリントヘッド５０７は絶縁層５を備える。絶縁層５は
、電極層３および発熱部４１の間に介在している部分を有する。このような構成によると
、電極層３と発熱部４１とが接触する領域を小さくすることができる。そうすると、発熱
部４１に電流が流れて発熱した際に、電極層３と発熱部４１とが共晶してしまう領域を小
さくすることができる。電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできると、サー
マルプリントヘッド５０７の使用時に、サーマルプリントヘッド５０７の抵抗値が変化し
てしまう不具合を抑制できる。
【０３９１】
　本変形例においては、絶縁層５は、第１介在部５１と第２介在部５２とを有する。第１
介在部５１は、第１導電部３１および発熱部４１の間に介在している。このような構成に
よると、第１導電部３１と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。本変形例におい
ては、第２介在部５２は、第２導電部３２および発熱部４１の間に介在している。このよ
うな構成によると、第２導電部３２と発熱部４１とが共晶することを、抑制できる。第１
導電部３１と発熱部４１とが共晶すること、または、第２導電部３２と発熱部４１とが共
晶することを防止できると、電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくできる。こ
れにより、サーマルプリントヘッド５０７の使用時に、サーマルプリントヘッド５０７の
抵抗値が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０３９２】
　仮に、電極層３が抵抗体層４と中間体２００との間に介在している場合には、抵抗体層
４における発熱部４１にて発生した熱は、電極層３に逃げてしまうおそれがある。電極層
３に逃げてしまった熱は、印刷媒体８０１への伝熱には寄与しない。一方、本変形例にお
いては、抵抗体層４は、電極層３および中間体２００の間に介在している。このような構
成によると、抵抗体層４における発熱部４１にて発生した熱が電極層３に伝わっても、電
極層３に伝わった熱は、印刷媒体８０１への伝熱に寄与しうる。そのため、発熱部４１に
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て発生した熱をより効率的に、印刷媒体８０１に伝えることができる。すなわち、サーマ
ルプリントヘッド５０７における印刷媒体８０１に接触する部位（保護層６）を、より速
く、高温にすることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への高速印字が可能とな
る。
【０３９３】
　本変形例では、基材１１は、Ｓｉよりなる。Ｓｉは、熱伝導率が大きいため、発熱部４
１にて発生した熱を、より速く基材１１の外部（本変形例では放熱板１３）へと伝えるこ
とができる。そのため、高温になった発熱部４１の温度を、より速く、低下させることが
できる。このことは、印刷媒体８０１への印字の高速化に適する。
【０３９４】
　本変形例では、保護層６における貫通窓６１は、保護層６’をエッチングすることによ
り形成される。そうすると、保護層６における所望の部位に貫通窓６１を形成することが
できるから、電極層３のうち保護層６に覆われていない部分を、封止樹脂８２とは別の樹
脂層（ソルダーレジスト層）で覆う必要がない。別の樹脂層（ソルダーレジスト層）を形
成する必要がないことは、サーマルプリントヘッド５０７の製造効率の向上を図るのに適
する。
【０３９５】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明の各部の具体的な構成
は、種々に設計変更自在である。
【０３９６】
　図５１～図９８、および、これらの図を参照した説明にて開示された発明のバリエーシ
ョンを、以下に付記として示す。
［付記１］
　基板と、
　前記基板に形成された抵抗体層と、
　前記基板に形成され且つ前記抵抗体層に導通する電極層と、
　少なくとも一つの断熱部と、を備え、
　前記抵抗体層は、前記基板の厚さ方向視において、前記電極層のうち互いに離間した２
つの部位に各々が跨る複数の発熱部を含み、
　前記少なくとも一つの断熱部のいずれか一つは、前記基板の厚さ方向視において、前記
複数の発熱部のいずれか一つに重なっており、且つ、前記基板内に形成されている、サー
マルプリントヘッド。
［付記２］
　前記少なくとも一つの断熱部の個数は、複数であり、
　前記基板には、複数の凹部が形成され、前記複数の凹部は、前記基板の厚さ方向視にお
いて、前記複数の発熱部のいずれか一つに各々が重なる複数の第１凹部を含み、
　前記複数の第１凹部にはそれぞれ、前記複数の断熱部のいずれか一つが配置されている
、付記１に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記３］
　前記複数の断熱部は各々、空隙である、付記２に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４］
　前記空隙は、気体が充填された状態あるいは真空状態になっている、付記３に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
［付記５］
　前記複数の断熱部は各々、前記基板の厚さ方向視において、散在している、付記２ない
し付記４のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記６］
　前記基板の厚さ方向視における前記複数の発熱部のいずれか一つ発熱部の面積に対する
、前記複数の凹部のうち、前記基板の厚さ方向視において当該発熱部に重なる複数の凹部
の占める面積の割合は、５０～９５％である、付記５に記載のサーマルプリントヘッド。
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［付記７］
　前記複数の凹部は、前記基板の厚さ方向のうち、前記電極層の位置する側に開放してい
る、付記２ないし付記６のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記８］
　前記複数の凹部は、複数の第２凹部を含み、前記複数の第２凹部は各々、前記基板の厚
さ方向視において、前記複数の発熱部のいずれか一つに対し、副走査方向に離間した位置
に形成され、
　前記複数の第２凹部にはそれぞれ、前記複数の断熱部のいずれか一つが配置されている
、付記２ないし付記７のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記９］
　前記複数の第２凹部の各々の深さは、前記複数の第１凹部のいずれか一つの深さよりも
深い、付記８に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１０］
　前記複数の凹部は、複数の第３凹部を含み、前記複数の第３凹部は各々、副走査方向に
おいて、前記複数の発熱部のいずれか一つに対し、前記複数の第２凹部の位置する側とは
反対側に位置し、
　前記複数の第３凹部にはそれぞれ、前記複数の断熱部のいずれか一つが配置されている
、付記８または付記９に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１１］
　前記複数の第３凹部の各々の深さは、前記複数の第１凹部のいずれか一つの深さよりも
深い、付記１０に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１２］
　前記複数の凹部は、複数の中間凹部を含み、前記複数の中間凹部は各々、前記基板の厚
さ方向視において、前記複数の発熱部のうち互いに隣接する２つの発熱部の間に位置し、
　前記複数の中間凹部にはそれぞれ、前記複数の断熱部のいずれか一つが配置されている
、付記２ないし付記１１のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１３］
　前記複数の中間凹部の各々の深さは、前記複数の第１凹部のいずれか一つの深さよりも
深い、付記１２に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１４］
　前記基板は、基材と、前記基材に形成された蓄熱部と、を含む、付記２ないし付記１３
のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１５］
　前記蓄熱部は、前記抵抗体層の位置する側を向く蓄熱部表面を有する、付記１４に記載
のサーマルプリントヘッド。
［付記１６］
　前記複数の凹部はそれぞれ、前記蓄熱部表面から凹んでいる、付記１５に記載のサーマ
ルプリントヘッド。
［付記１７］
　前記複数の凹部に少なくとも一部が配置された中間層を更に備え、
　前記中間層は、前記空隙を規定する内側面を有する、付記３または付記４に記載のサー
マルプリントヘッド。
［付記１８］
　前記基板は、基材と、前記基材に形成された蓄熱部と、を含み、
　前記蓄熱部は、前記抵抗体層の位置する側を向く蓄熱部表面を有し、
　前記中間層は、前記蓄熱部表面を覆い且つ前記複数の発熱部のいずれか一つと前記蓄熱
部との間に位置する部位を有する、付記１７に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１９］
　前記中間層は、前記抵抗体層に直接接している、付記１７または付記１８に記載のサー
マルプリントヘッド。
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［付記２０］
　前記複数の凹部は各々、前記空隙の一部分を規定している、付記３または付記４に記載
のサーマルプリントヘッド。
［付記２１］
　前記抵抗体層は、前記空隙の一部分を規定している、付記２０に記載のサーマルプリン
トヘッド。
［付記２２］
　前記基板は、基材と、前記基材に形成された蓄熱部と、を含み、
　前記複数の凹部はそれぞれ、前記基材に形成されている、付記３または付記４に記載の
サーマルプリントヘッド。
［付記２３］
　前記蓄熱部は各々、前記空隙の一部分を規定している、付記２２に記載のサーマルプリ
ントヘッド。
［付記２４］
　前記抵抗体層は、前記電極層および前記蓄熱部の間に介在している、付記１５または付
記１６に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２５］
　前記基板は、半導体材料よりなる、付記２ないし付記２４のいずれかに記載のサーマル
プリントヘッド。
［付記２６］
　前記抵抗体層と前記電極層とを覆う保護層を更に備える、付記２ないし付記２５のいず
れかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２７］
　配線基板と、
　複数のワイヤと、
　前記配線基板、前記複数のワイヤ、および、前記保護層を覆う樹脂層と、を更に備える
、付記２６に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２８］
　前記保護層には、貫通窓が形成されており、
　前記電極層は、前記貫通窓から露出するボンディング部を含み、
　前記ボンディング部には、前記複数のワイヤのいずれかがボンディングされている、付
記２７に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２９］
　前記樹脂層は、前記保護層に直接接している、付記２７または付記２８に記載のサーマ
ルプリントヘッド。
［付記３０］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、
　前記駆動ＩＣは、前記基板内に作りこまれている、付記２ないし付記２９のいずれかに
記載のサーマルプリントヘッド。
［付記３１］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、前記駆動ＩＣは、前記配線基板に搭載さ
れている、付記２７ないし付記２９のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記３２］
　前記抵抗体層は、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮの少なくともいずれ
かよりなる、付記２ないし付記３１のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記３３］
　前記電極層は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉの少なくともいず
れかよりなる、付記２ないし付記３２のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記３４］
　前記基板を支持する放熱板を更に備える、付記２ないし付記３３のいずれかに記載のサ
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ーマルプリントヘッド。
［付記３５］
　付記２ないし付記３４のいずれかに記載の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に正対するプラテンローラと、を備える、サーマルプリン
タ。
［付記３６］
　前記少なくとも一つの断熱部は各々、空隙である、付記１に記載のサーマルプリントヘ
ッド。
［付記３７］
　前記空隙は、気体が充填された状態あるいは真空状態になっている、付記３６に記載の
サーマルプリントヘッド。
［付記３８］
　前記基板は、基材と、中間体と、を含み、前記中間体は、前記基材および前記抵抗体層
の間に介在しており、
　前記少なくとも一つの断熱部は、前記中間体内に形成されている、付記３６または付記
３７に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記３９］
　前記中間体は、蓄熱層を有し、前記少なくとも一つの断熱部は各々、前記蓄熱層と前記
基材との間に介在している、付記３８に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４０］
　前記中間体は、第１積層膜を有し、前記第１積層膜は、前記蓄熱層と前記基材との間に
介在しており、
　前記少なくとも一つの断熱部は各々、前記第１積層膜内に形成されている、付記３９に
記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４１］
　前記第１積層膜には、少なくとも一つの凹部が形成され、
　前記少なくとも一つの凹部のいずれか一つには、前記少なくとも一つの断熱部が配置さ
れている、付記４０に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４２］
　前記第１積層膜は、前記抵抗体層の位置する側を向く第１積層膜表面を有し、
　前記少なくとも一つの凹部は各々、前記第１積層膜表面から凹んでいる、付記４１に記
載のサーマルプリントヘッド。
［付記４３］
　前記少なくとも一つの断熱部の個数は複数であり、
　前記第１積層膜は、前記複数の断熱部を互いに仕切る壁を有し、
　前記壁は、前記基板の厚さ方向に沿って起立している、付記４０ないし付記４２のいず
れかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４４］
　前記壁の幅は、前記基板の厚さ方向において前記電極層から遠ざかるほど、大きくなる
、付記４３に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４５］
　前記壁の最も細い部分の幅は、２～５μｍである、付記４３または付記４４に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
［付記４６］
　前記少なくとも一つの凹部の個数は複数である、付記４１に記載のサーマルプリントヘ
ッド。
［付記４７］
　前記複数の凹部はいずれも、前記基板の厚さ方向に直交する平面による断面において、
多角形状を呈する、付記４６に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４８］
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　前記複数の凹部はいずれも、前記基板の厚さ方向に直交する平面による断面において、
正六角形状を呈する、付記４７に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記４９］
　前記複数の凹部のいずれか一つの開口部分の最大寸法は、２０～３０μｍである、付記
４７または付記４８に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記５０］
　前記中間体は、第２積層膜を有し、前記少なくとも一つの断熱部は、前記第２積層膜と
、前記蓄熱層と、の間に位置している、付記４０に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記５１］
　前記中間体は、前記第１積層膜と前記蓄熱層との間に介在する充填防止膜を有し、
　前記充填防止膜には、前記充填防止膜を貫通する複数の貫通穴が形成されている、付記
４１に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記５２］
　前記複数の貫通穴は各々、前記複数の凹部のいずれかに通じている、付記５１に記載の
サーマルプリントヘッド。
［付記５３］
　前記複数の貫通穴は各々、前記蓄熱層に塞がれている、付記５２に記載のサーマルプリ
ントヘッド。
［付記５４］
　前記複数の貫通穴の形状は、前記基板の厚さ方向に直交する平面による断面における、
前記複数の凹部の形状と、相似している、付記５１ないし付記５３のいずれかに記載のサ
ーマルプリントヘッド。
［付記５５］
　前記複数の貫通穴のいずれか一つの最大寸法は、０．１～１．０μｍである、付記５１
ないし付記５４のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記５６］
　前記基板は、半導体材料よりなる、付記３６ないし付記５５のいずれかに記載のサーマ
ルプリントヘッド。
［付記５７］
　前記抵抗体層と前記電極層とを覆う保護層を更に備える、付記３６ないし付記５６のい
ずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記５８］
　配線基板と、
　複数のワイヤと、
　前記配線基板、前記複数のワイヤ、および、前記保護層を覆う樹脂層と、を更に備える
、付記５７に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記５９］
　前記保護層には、貫通窓が形成されており、
　前記電極層は、前記貫通窓から露出するボンディング部を含み、
　前記ボンディング部には、前記複数のワイヤのいずれかがボンディングされている、付
記５８に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記６０］
　前記樹脂層は、前記保護層に直接接している、付記５８または付記５９に記載のサーマ
ルプリントヘッド。
［付記６１］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備える、付記３６ないし付記６０のいずれかに
記載のサーマルプリントヘッド。
［付記６２］
　前記抵抗体層は、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮの少なくともいずれ
かよりなる、付記３６ないし付記６１のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
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［付記６３］
　前記電極層は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉの少なくともいず
れかよりなる、付記３６ないし付記６２のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記６４］
　前記基板を支持する放熱板を更に備える、付記３６ないし付記６３のいずれかに記載の
サーマルプリントヘッド。
［付記６５］
　付記３６ないし付記６４のいずれかに記載の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に正対するプラテンローラと、を備える、サーマルプリン
タ。
【０３９７】
＜Ｃ１実施形態＞
　図９９～図１１９を用いて本発明のＣ１実施形態について説明する。
【０３９８】
　図９９は、本発明のＣ１実施形態のサーマルプリントヘッドの平面図である。図１００
は、図９９のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【０３９９】
　これらの図に示すサーマルプリントヘッド１０１は、基材１１と、配線基板１２と、放
熱板１３と、蓄熱層２と、電極層３と、抵抗体層４と、絶縁層５と、保護層６（図９９で
は省略）と、駆動ＩＣ７と、複数のワイヤ８１と、封止樹脂８２と、コネクタ８３とを備
える。サーマルプリントヘッド１０１は、印刷媒体８０１に印刷を施すプリンタに組み込
まれるものである。このような印刷媒体８０１としては、たとえばバーコードシートやレ
シートを作成するための感熱紙が挙げられる。
【０４００】
　図１００に示す放熱板１３は、基材１１からの熱を放散させるためのものである。放熱
板１３は、たとえばＡｌなどの金属よりなる。放熱板１３には基材１１および配線基板１
２が取り付けられている。
【０４０１】
　基材１１は板状を呈している。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よりなる
。基材１１を構成する半導体材料としては、たとえば、Ｓｉ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｓ
、ＩｎＰ、およびＧａＮが挙げられる。本実施形態においては、基材１１は半導体材料よ
りなるが、基材１１は半導体材料からなっていなくてもよい。たとえば、基材１１は、セ
ラミックなどの絶縁材料よりなっていてもよい。本実施形態において、基材１１を構成す
る材料の熱伝導率は、１００～３００（Ｗ／ｍ・ｋ）である。本実施形態においては、蓄
熱層２（後述）の熱伝導率と基材１１の熱伝導率との比は、１：１００～６００である。
基材１１の厚さは、たとえば０．６２５～０．７２０ｍｍである。図９９に示すように、
基材１１は、主走査方向Ｙに長く延びる平板状である。基材１１の幅（基材１１の副走査
方向Ｘにおける寸法）は、たとえば、３～２０ｍｍである。基材１１の主走査方向Ｙにお
ける寸法は、たとえば、１０～３００ｍｍである。
【０４０２】
　図１０１は、図９９に示したサーマルプリントヘッド１０１の部分拡大平面図（一部構
成省略）である。図１０１では、絶縁層５、保護層６の一部、および、封止樹脂８２を省
略している。また、図１０２は、図９９に示したサーマルプリントヘッド１０１の部分拡
大断面図（図１０１のＣＩＩ－ＣＩＩ線に沿う断面の一部を拡大したもの）である。
【０４０３】
　図１０２に示すように、基材１１は基材表面１１１を有する。基材表面１１１は、方向
Ｘと方向Ｙとに広がる平面状である。基材表面１１１は、方向Ｙに沿って長手状に延びる
。基材表面１１１は、基材１１の厚さ方向Ｚの一方（以下、方向Ｚａと言う。図１０２で
は上方）を向く。すなわち、基材表面１１１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である
。
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【０４０４】
　図１００、図１０２に示すように、蓄熱層２は基材１１に形成されている。蓄熱層２は
、基材１１の基材表面１１１の全体を覆っている。蓄熱層２は、発熱部４１（後述）にて
発生した熱を蓄えるためのものである。蓄熱層２の熱伝導率は、たとえば、０．５～５（
Ｗ／ｍ・ｋ）程度である。蓄熱層２の厚さは、たとえば、３μｍ以上である。図１０２に
示すように、蓄熱層２は蓄熱層表面２１を有する。蓄熱層表面２１は方向Ｚａを向く。す
なわち、蓄熱層表面２１は、抵抗体層４の位置する側を向く面である。本実施形態では、
蓄熱層表面２１は全体にわたって平坦である。蓄熱層表面２１が平坦であると、半導体プ
ロセスによって抵抗体層４や絶縁層５を形成しやすい。
【０４０５】
　図１００、図１０２に示すように、本実施形態では、蓄熱層２は、第１層２６と第２層
２７とを含む。第１層２６は、第２層２７と基材１１との間に位置している。第１層２６
は、基材１１を構成する半導体材料を酸化した材料よりなる層である。たとえば、基材１
１を構成する半導体材料がＳｉである場合には、第１層２６はＳｉＯ2よりなる層である
。第２層
２７は絶縁材料よりなる層である。第２層２７を構成する材料は、特に限定されないが、
本実施形態においては、第１層２６を構成する材料と同一の材料よりなる。本実施形態と
は異なり、蓄熱層２が二層構造ではなく、一層構造であってもよい。
【０４０６】
　図１００～図１０２に示す電極層３は基材１１に形成されている。図１０１における電
極層３には、理解の便宜上、ハッチを付している。具体的には、電極層３は蓄熱層２に積
層されている。また、電極層３は抵抗体層４に積層されている。本実施形態においては、
電極層３と蓄熱層２との間に、抵抗体層４が介在している。電極層３は、抵抗体層４に導
通している。電極層３は、抵抗体層４に通電するための経路を構成している。電極層３を
構成する材料としては、たとえば、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉ
が挙げられる。本実施形態とは異なり、電極層３は、蓄熱層２と抵抗体層４との間に介在
していてもよい。
【０４０７】
　本実施形態においては、図１０１に示すように、電極層３は、複数の個別電極３３（同
図には６つ示す）と、一つの共通電極３５と、複数の中継電極３７（同図には６つ示す）
とを含む。より具体的には、次のとおりである。
【０４０８】
　複数の個別電極３３は、互いに導通していない。そのため、各個別電極３３には、サー
マルプリントヘッド１０１の組み込まれたプリンタが使用される際に、個別に、互いに異
なる電位が付与されうる。各個別電極３３は、個別電極帯状部３３１と、屈曲部３３３と
、直行部３３４と、斜行部３３５と、ボンディング部３３６とを有する。図１０２に示す
ように、各個別電極帯状部３３１は、抵抗体層４に積層されている。また、図１０１に示
すように、各個別電極帯状部３３１は、方向Ｘに沿って延びる帯状に形成されている。屈
曲部３３３は、個別電極帯状部３３１につながり、方向Ｙおよび方向Ｘのいずれに対して
も傾斜している。直行部３３４は、方向Ｘに平行にまっすぐ延びている。斜行部３３５は
、方向Ｙおよび方向Ｘのいずれに対しても傾斜した方向に延びている。ボンディング部３
３６は、ワイヤ８１がボンディングされる部分である。本実施形態においては、個別電極
帯状部３３１、屈曲部３３３、直行部３３４、および斜行部３３５の幅が、たとえば４７
．５μｍ程度であり、ボンディング部３３６の幅がたとえば８０μｍ程度である。
【０４０９】
　共通電極３５は、サーマルプリントヘッド１０１の組み込まれたプリンタが使用される
際に複数の個別電極３３に対して電気的に逆極性となる部位である。共通電極３５は、複
数の共通電極帯状部３５１と、複数の分岐部３５３と、複数の直行部３５４と、複数の斜
行部３５５と、複数の延出部３５６と、一つの基幹部３５７とを有する。図１０２に示す
ように、各共通電極帯状部３５１は、抵抗体層４に積層されている。また、図１０１に示
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すように、各共通電極帯状部３５１は、方向Ｘに延びる帯状である。各共通電極帯状部３
５１は、個別電極帯状部３３１と方向Ｙに離間している。本実施形態においては、互いに
隣接した２つずつの共通電極帯状部３５１が、２つの個別電極帯状部３３１に挟まれてい
る。複数の共通電極帯状部３５１、および複数の個別電極帯状部３３１は、方向Ｙに沿っ
て配列されている。分岐部３５３は、２つの共通電極帯状部３５１と１つの直行部３５４
をつなぐ部分であり、Ｙ字状である。直行部３５４は、方向Ｘに平行にまっすぐ延びてい
る。斜行部３５５は、方向Ｙおよび方向Ｘのいずれに対しても傾斜した方向に延びている
。延出部３５６は、斜行部３５５につながり、方向Ｘに沿って延びている。基幹部３５７
は、方向Ｙに延びる帯状であり、複数の延出部３５６がつながっている。本実施形態にお
いては、共通電極帯状部３５１、直行部３５４、斜行部３５５、および延出部３５６の幅
が、たとえば４７．５μｍ程度である。
【０４１０】
　複数の中継電極３７はそれぞれ、複数の個別電極３３のうちの一つと共通電極３５との
間に電気的に介在する。図１０１に示すように、各中継電極３７は、２つの中継電極帯状
部３７１と連結部３７３とを有する。各中継電極帯状部３７１は、方向Ｘに延びる帯状で
ある。複数の中継電極帯状部３７１は、方向Ｙに互いに離間している。各中継電極帯状部
３７１は、抵抗体層４に積層されている。複数の中継電極帯状部３７１は、抵抗体層４上
において、複数の帯状部３３１，３５１とは方向Ｘにおいて反対側に配置されている。各
中継電極３７における２つの中継電極帯状部３７１の一方は、複数の共通電極帯状部３５
１のいずれか一つと、方向Ｘに互いに離間している。各中継電極３７における２つの中継
電極帯状部３７１の他方は、複数の個別電極帯状部３３１のいずれか一つと、方向Ｘに互
いに離間している。複数の連結部３７３はそれぞれ、方向Ｙに沿って延びている。各連結
部３７３は、各中継電極３７における２つの中継電極帯状部３７１につながる。これによ
り、各中継電極３７における２つの中継電極帯状部３７１どうしが互いに導通している。
【０４１１】
　なお、電極層３は、必ずしも中継電極３７を含む必要はなく、たとえば、複数の個別電
極と、これらの個別電極に隣接する共通電極と、を含むものであってもよい。
【０４１２】
　図１００～図１０２に示す抵抗体層４は基材１１に形成されている。本実施形態では、
抵抗体層４は、蓄熱層２に直接形成されている。本実施形態においては、抵抗体層４は、
Ｙ方向に沿って配列される複数の矩形部４０１を有する。抵抗体層４は、電極層３からの
電流が流れた部分が発熱する。このように発熱することによって印字ドットが形成される
。抵抗体層４は、電極層３を構成する材料よりも抵抗率が高い材料よりなる。抵抗体層４
を構成する材料としては、たとえば、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮが
挙げられる。本実施形態においては、抵抗体層４には、抵抗値の調整のため、イオン（た
とえば、ホウ素）がドーピングされている。抵抗体層４の厚さは、たとえば、０．２μｍ
～１μｍである。
【０４１３】
　各矩形部４０１は、図１０２に示すように、Ｘ方向において互いに反対を向く第１端面
４１６および第２端面４１７を有している。第１端面４１６は、図１０２における右方向
を向いており、第２端面４１７は図１０２における左方向を向いている。
【０４１４】
　図１０２に示すように、各矩形部４０１は、サーマルプリントヘッド１０１の使用時に
発熱する発熱部４１を含む。発熱部４１は、基材１１の厚さ方向視において、電極層３の
うち互いに離間した２つの部位に跨るように形成されている。なお、電極層３のうち互い
に離間した２つの部位は、たとえば、個別電極帯状部３３１と中継電極帯状部３７１とが
そうである。個別電極帯状部３３１は矩形部４０１の中央よりも第１端面４１６寄りの領
域と重なるように形成され、中継電極帯状部３７１は矩形部４０１の中央よりも第２端面
４１７寄りの領域と重なるように形成されている。個別電極帯状部３３１と中継電極帯状
部３７１とは、矩形部４０１の中央部を間に挟んでＸ方向に離間している。また、共通電
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極帯状部３５１と中継電極帯状部３７１も電極層３のうち互いに離間した２つの部位とし
て扱うことができる。共通電極帯状部３５１は矩形部４０１の中央よりも第１端面４１６
寄りの領域と重なるように形成されている。共通電極帯状部３５１と中継電極帯状部３７
１とは、矩形部４０１の中央部を間に挟んでＸ方向に離間している。
【０４１５】
　図１０２に示すように、発熱部４１は、第１当接部４１１および第２当接部４１２を含
んでいる。第１当接部４１１は、矩形部４０１の中央よりも第１端面４１６寄りの領域に
位置し、個別電極帯状部３３１あるいは共通電極帯状部３５１と当接している。第２当接
部４１２は、矩形部４０１の中央よりも第２端面４１７寄りの領域に位置し、中継電極帯
状部３７１に当接している。
【０４１６】
　図１０２に示すように、絶縁層５は、発熱部４１および電極層３の間に介在している部
分を有する。絶縁層５を構成する材料としては、たとえば、ＳｉＯ2、および、ＳｉＡｌ
Ｏ2が挙げられる。絶縁層５は、第１介在部５１と、第２介在部５２と、中間部５３とを
含む。第１介在部５１は、個別電極帯状部３３１あるいは共通電極帯状部３５１と、発熱
部４１との間に介在している部位である。第２介在部５２は、中継電極帯状部３７１と発
熱部４１との間に介在している。中間部５３は、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、第１
介在部５１と第２介在部５２とに挟まれている。中間部５３は、第１介在部５１および第
２介在部５２につながっている。
【０４１７】
　さらに、本実施形態においては、絶縁層５は、部分５８１，５８２を含む。部分５８１
は、第１介在部５１につながりかつ第１端面４１６を覆う部分である。部分５８２は、第
２介在部５２につながりかつ第２端面４１７を覆う部分である。部分５８１，５８２はそ
れぞれ、蓄熱層２に直接接している。すなわち、絶縁層５に直接接する部分を、蓄熱層２
が有している。本実施形態とは異なり、絶縁層５が部分５８１，５８２を含んでいなくて
もよい。
【０４１８】
　図１００および図１０２に示す保護層６は、電極層３と抵抗体層４と絶縁層５とを覆っ
ており、電極層３と抵抗体層４と絶縁層５とを保護するためのものである。保護層６は、
基材１１の厚さ方向Ｚ視において、発熱部４１と重なる低熱抵抗部６１と、低熱抵抗部６
１よりも熱抵抗率の高い高熱抵抗部６２と、を有している。本実施形態では、低熱抵抗部
６１は、高熱抵抗部６２から露出している。なお、図１０１では、保護層６のうち高熱抵
抗部６２を省略している。
【０４１９】
　図１０１に示すように、低熱抵抗部６１は、Ｙ方向に沿って並ぶ複数の部分を有してい
る。なお、図１０１では省略しているが、低熱抵抗部６１の複数の部分同士の間は高熱抵
抗部６２によって埋められている。このため、低熱抵抗部６１の複数の部分同士は高熱抵
抗部６２によって隔てられている。本実施形態では、低熱抵抗部６１の複数の部分はそれ
ぞれ矩形状であり、以下において各部分を矩形部６１ａと呼称する。本実施形態では、各
矩形部６１ａ同士は、Ｙ方向において互いに離間している。また、複数の矩形部６１ａの
個数は複数の発熱部４１の個数と同数であり、各矩形部６１ａは、複数の発熱部４１のい
ずれか１つと重なるように形成されている。
【０４２０】
　図１０２に示すように、基材１１の厚さ方向Ｚ視において、低熱抵抗部６１のＸ方向に
おける中央部は、矩形部４０１の中央部および絶縁層５の中間部５３と重なっている。さ
らに低熱抵抗部６１のＸ方向における図中右端部は第１当接部４１１と重なり、Ｘ方向に
おける図中左端部は第２当接部４１２と重なっている。本実施形態においては、低熱抵抗
部６１は、電極層３の一部および絶縁層５に直接接している。
【０４２１】
　高熱抵抗部６２は、保護層６のうち低熱抵抗部６１を除く大部分を占める部分であり、
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絶縁材料よりなる。高熱抵抗部６２の厚みはたとえば１～５μｍである。高熱抵抗部６２
を構成する絶縁材料としては、たとえば、ポリイミド、ポリアミド、あるいは、ポリエチ
レンが挙げられる。本実施形態においては、高熱抵抗部６２は、電極層３に直接接してい
る。また、保護層６の高熱抵抗部６２には、複数の貫通窓６２１（図１００には１つ示す
）が形成されている。各貫通窓６２１からは、ボンディング部３３６が露出している。
【０４２２】
　低熱抵抗部６１は、保護層６の大部分を占める高熱抵抗部６２よりも熱抵抗率が低い、
すなわちより熱伝導性に優れた絶縁材料よりなる。低熱抵抗部６１を構成する絶縁材料と
しては、たとえば、ポリシリコンが挙げられる。ここで用いられるポリシリコンは、絶縁
性を確保するために、ドーピングを行わないものである。なお、低熱抵抗部６１を構成す
るのに適した絶縁材料の他の例としては、ＳｉＣ、ＡｌＮ、ＣＢＮ等が挙げられる。
【０４２３】
　また、低熱抵抗部６１の厚みはたとえば１～５μｍが望ましい。本実施形態では、図１
０２に示すように、低熱抵抗部６１の厚さ方向Ｚにおける図中上端が、高熱抵抗部６２の
厚さ方向Ｚにおける図中上端よりも上にくるように、低熱抵抗部６１の厚みは調整されて
いる。このような調整を施すことにより、低熱抵抗部６１の一部が高熱抵抗部６２から方
向Ｚａに突き出す構成を容易に得ることができる。
【０４２４】
　図１００に示す配線基板１２は、たとえば、プリント配線基板である。配線基板１２は
、基材層と図示しない配線層とが積層された構造を有する。基材層は、たとえばガラスエ
ポキシ樹脂よりなる。配線層は、たとえばＣｕよりなる。
【０４２５】
　図１００、図１０１に示す駆動ＩＣ７は、各個別電極３３にそれぞれ電位を付与し、各
発熱部４１に流す電流を制御するものである。各個別電極３３にそれぞれ電位が付与され
ることにより、共通電極３５と各個別電極３３との間に電圧が印加され、各発熱部４１に
選択的に電流が流れる。駆動ＩＣ７は、配線基板１２に搭載されている。図１０１に示す
ように、駆動ＩＣ７は、複数のパッド７１を含む。複数のパッド７１は、たとえば、２列
に形成されている。
【０４２６】
　図１００、図１０１に示す複数のワイヤ８１は、たとえば、Ａｕなどの導体よりなる。
複数のワイヤ８１のうちワイヤ８１１はそれぞれ、駆動ＩＣ７にボンディングされ、かつ
、電極層３にボンディングされている。より具体的には、各ワイヤ８１１は、駆動ＩＣ７
におけるパッド７１にボンディングされ、かつ、ボンディング部３３６にボンディングさ
れている。これにより、駆動ＩＣ７と各個別電極３３とが導通している。図１０１に示す
ように、複数のワイヤ８１のうちワイヤ８１２は、それぞれ、駆動ＩＣ７におけるパッド
７１にボンディングされ、かつ、配線基板１２における配線層にボンディングされている
。これにより、当該配線層を介して、駆動ＩＣ７とコネクタ８３とが導通している。同図
に示すように、複数のワイヤ８１のうちワイヤ８１３は、共通電極３５における基幹部３
５７にボンディングされ、かつ、配線基板１２における配線層にボンディングされている
。これにより、共通電極３５と上記配線層とが導通している。
【０４２７】
　図１００に示す封止樹脂８２は、たとえば、黒色の樹脂よりなる。封止樹脂８２は、駆
動ＩＣ７、複数のワイヤ８１、および、保護層６を覆っており、駆動ＩＣ７および複数の
ワイヤ８１を保護している。封止樹脂８２は保護層６に直接接する。コネクタ８３は、配
線基板１２に固定されている。コネクタ８３は、サーマルプリントヘッド１０１の外部か
らサーマルプリントヘッド１０１へ電力を供給し、駆動ＩＣ７を制御するためのものであ
る。
【０４２８】
　次に、サーマルプリントヘッド１０１の使用方法の一例について簡単に説明する。
【０４２９】
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　サーマルプリントヘッド１０１は、プリンタに組み込まれた状態で使用される。図１０
０に示したように、当該プリンタ内において、サーマルプリントヘッド１０１の各発熱部
４１はプラテンローラ８０２に対向している。また、各発熱部４１と重なる低熱抵抗部６
１もプラテンローラ８０２と対向している。当該プリンタの使用時には、プラテンローラ
８０２が回転することにより、印刷媒体８０１が、方向Ｘに沿ってプラテンローラ８０２
と各発熱部４１との間に一定速度で送給される。印刷媒体８０１は、プラテンローラ８０
２によって低熱抵抗部６１に押しあてられる。一方、図１０１に示した各個別電極３３に
は、駆動ＩＣ７によって選択的に電位が付与される。これにより、共通電極３５と複数の
個別電極３３の各々との間に電圧が印加される。そして、複数の発熱部４１には選択的に
電流が流れ、熱が発生する。そして、各発熱部４１にて発生した熱は、低熱抵抗部６１を
介して印刷媒体８０１に伝わる。そして、印刷媒体８０１上の方向Ｙに線状に延びる第１
ライン領域に、複数のドットが印刷される。また、各発熱部４１にて発生した熱は、蓄熱
層２にも伝わり、蓄熱層２にて蓄えられる。
【０４３０】
　更に、プラテンローラ８０２が回転することにより、印刷媒体８０１が、方向Ｘに沿っ
て一定速度で引き続き送給される。そして、上述の第１ライン領域への印刷と同様に、印
刷媒体８０１上の方向Ｙに線状に延びる、第１ライン領域に隣接する第２ライン領域への
印刷が行われる。第２ライン領域への印刷の際、印刷媒体８０１には、各発熱部４１にて
発生した熱に加え、第１ライン領域への印刷時に蓄熱層２にて蓄えられた熱が伝わる。こ
のようにして、第２ライン領域への印刷が行われる。以上のように、印刷媒体８０１上の
方向Ｙに線状に延びるライン領域ごとに、複数のドットを印刷することにより、印刷媒体
８０１への印刷が行われる。
【０４３１】
　次に、サーマルプリントヘッド１０１の製造方法の一例について簡単に説明する。本実
施形態においてサーマルプリントヘッド１０１を製造するには、半導体プロセスを用いる
。
【０４３２】
　まず、図１０３に示すように、半導体基板１９を用意する。本実施形態において半導体
基板１９はＳｉよりなる。次に、図１０４に示すように、半導体基板１９の表面を熱酸化
する。これにより、基材１１と、基材１１に積層された第１層２６とが形成される。本実
施形態においては、第１層２６は、ＳｉＯ2よりなる。次に、図１０５に示すように、Ｃ
ＶＤもしくはスパッタによって、第１層２６上に第２層２７を形成する。これにより、基
材１１に積層された蓄熱層２が形成される。図示することは省略するが、基材１１の裏面
にもＳｉＯ2

層が形成される。なお、本実施形態とは異なり、半導体基板１９の表面を熱酸化する必要
は必ずしもなく、ＣＶＤもしくはスパッタによって、直接、蓄熱層２を形成してもよい。
【０４３３】
　次に、図１０６に示すように、抵抗体層４’を形成する。抵抗体層４’の形成は、たと
えば、ＣＶＤもしくはスパッタにより行う。抵抗体層４’は、基材１１の表面の全面に形
成する。次に、図１０７、図１０８に示すように、抵抗体層４’をエッチングすることに
より、抵抗体層４’’を形成する。抵抗体層４’のエッチングは、フォトリソグラフィー
により行う。図１０８に示すように、本実施形態では、抵抗体層４’’は、一方向に沿っ
て帯状に延びる形状である。次に、抵抗体層４が所望の抵抗値になるように、抵抗体層４
’’にイオンを打ち込む（図示略）。
【０４３４】
　次に、図１０９に示すように、絶縁層５’を形成する。絶縁層５’の形成は、たとえば
、ＣＶＤもしくはスパッタにより行う。次に、図１１０に示すように、絶縁層５’をエッ
チングすることにより、上述の絶縁層５を形成する。
【０４３５】
　次に、図１１１に示すように、電極層３’を形成する。電極層３’の形成は、たとえば
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、スパッタもしくはＣＶＤにより行う。次に、図１１２、図１１３に示すように、電極層
３’をエッチングすることにより、上述の形状の電極層３を形成する。電極層３’のエッ
チングは、フォトリソグラフィーにより行う。
【０４３６】
　次に、図１１４に示すように、抵抗体層４’’をエッチングすることにより、複数の矩
形状の部分（矩形部４０１）を有する上述の抵抗体層４が形成される。これは、サーマル
プリントヘッド１０１の使用時において、抵抗体層４内を図１１４の横方向に電流が流れ
ることを防止するためである。なお、本実施形態とは異なり、帯状の抵抗体層４’’を形
成することなく、抵抗体層４’を一度エッチングすることにより、複数の矩形状の部分を
有する上述の抵抗体層４を形成してもよい。
【０４３７】
　次に、図１１５、図１１６に示すように、低熱抵抗部６１’を形成する。低熱抵抗部６
１’の形成は、たとえば、ポリシリコンを帯状の領域に塗布する、あるいは、ＣＶＤもし
くはスパッタにより行う。次に、図１１７に示すように、低熱抵抗部６１’をエッチング
することにより、複数の矩形状の部分（矩形部６１ａ）を有する低熱抵抗部６１が形成さ
れる。これは、サーマルプリントヘッド１０１の使用時において、低熱抵抗部６１を図１
１６の横方向に熱が伝わることを防止するためである。
【０４３８】
　次に、図１１８に示すように、高熱抵抗部６２’を形成する。高熱抵抗部６２’の形成
は、たとえば、ＣＶＤにより行う。次に、図１１９に示すように、高熱抵抗部６２’をエ
ッチングすることにより、複数の貫通窓６２１を形成する。高熱抵抗部６２のエッチング
は、フォトリソグラフィーにより行う。低熱抵抗部６１と高熱抵抗部６２とが形成される
ことにより保護層６が完成する。
【０４３９】
　次に、図示は省略するが、基材１１の裏面を研磨することにより、基材１１の厚みを低
減させる。次に、抵抗体層４の抵抗値の測定、および、基材１１のダイシングを行ったの
ち、ダイシング後の製品と、配線基板１２とを放熱板１３に配置する。次に、図１００に
示した、駆動ＩＣ７を配線基板１２に搭載し、ワイヤ８１を所望の箇所にボンディングし
、封止樹脂８２を形成する。これらの工程を経るなどして、図１００に示したサーマルプ
リントヘッド１０１が製造される。
【０４４０】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０４４１】
　本実施形態においては、保護層６が熱抵抗率の異なる低熱抵抗部６１と高熱抵抗部６２
とを備えており、厚さ方向Ｚ視において発熱部４１と重なる位置には低熱抵抗部６１が配
置されている。発熱部４１で生じた熱は低熱抵抗部６１を経由して印刷媒体８０１へ伝わ
る。この際、高熱抵抗部６２は低熱抵抗部６１よりも熱抵抗率が高いため、低熱抵抗部６
１を伝わる熱は高熱抵抗部６２には伝わりにくくなっている。すなわち、本実施形態にお
いては、保護層６内で熱が拡散しにくくなっており、発熱部４１からの熱を効率的に印刷
媒体８０１へ伝達することが可能である。従って、サーマルプリントヘッド１０１は、従
来よりも小さな熱量でも印刷を行うことが可能となり、印刷時の消費電力の削減を図るこ
とができる。
【０４４２】
　さらに、本実施形態では、低熱抵抗部６１が高熱抵抗部６２から突き出すように露出し
ている。このため、サーマルプリントヘッド１０１をプリンタに組み込んで使用する際に
は、印刷媒体８０１はプラテンローラ８０２によって低熱抵抗部６１に押しあてられるこ
とになる。このような構成は、保護層６で熱が拡散するのを防ぐのに適している。
【０４４３】
　さらに、本実施形態においては、低熱抵抗部６１が複数の矩形部６１ａに分割されてお
り、各矩形部６１ａ同士は比較的熱抵抗率の高い高熱抵抗部６２によって隔てられている
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。このため、各発熱部４１で発生した熱が拡散するのを防ぎやすくなっている。このこと
は、印刷媒体８０１への印刷時ににじみが生じるのを防ぐ上で好ましいことである。
【０４４４】
　さらに、本実施形態においては、サーマルプリントヘッド１０１は絶縁層５を備える。
絶縁層５は、電極層３および発熱部４１の間に介在している部分を有する。このような構
成によると、電極層３と発熱部４１とが接触する領域を小さくすることができる。そうす
ると、発熱部４１に電流が流れて発熱した際に、電極層３と発熱部４１とが共晶してしま
う領域を小さくすることができる。電極層３と発熱部４１とが共晶する領域を小さくでき
ると、サーマルプリントヘッド１０１の使用時に、サーマルプリントヘッド１０１の抵抗
値が変化してしまう不具合を抑制できる。
【０４４５】
　仮に、電極層３が抵抗体層４と蓄熱層２との間に介在している場合には、抵抗体層４に
おける発熱部４１にて発生した熱は、電極層３に逃げてしまうおそれがある。電極層３に
逃げてしまった熱は、印刷媒体８０１への伝熱には寄与しない。一方、本実施形態におい
ては、抵抗体層４は、電極層３および蓄熱層２の間に介在している。このような構成によ
ると、抵抗体層４における発熱部４１にて発生した熱が電極層３に伝わっても、電極層３
に伝わった熱は、印刷媒体８０１への伝熱に寄与しうる。そのため、発熱部４１にて発生
した熱をより効率的に、印刷媒体８０１に伝えることができる。すなわち、サーマルプリ
ントヘッド１０１における印刷媒体８０１に接触する部位（保護層６）を、より速く、高
温にすることが可能となる。これにより、印刷媒体８０１への高速印字が可能となる。
【０４４６】
　本実施形態では、基材１１は、Ｓｉよりなる。Ｓｉは、熱伝導率が大きいため、発熱部
４１にて発生した熱を、より速く基材１１の外部（本実施形態では放熱板１３）へと伝え
ることができる。そのため、高温になった発熱部４１の温度を、より速く、低下させるこ
とができる。このことは、印刷媒体８０１への印字の高速化に適する。
【０４４７】
　一方で、基材１１側に伝わる熱量が大きくなり過ぎると、保護層６に伝わる熱量が小さ
くなり、印刷時に省電力化を図りにくくなる問題がある。本実施形態における低熱抵抗部
６１はポリシリコン製であり、Ｓｉ製の基材１１よりも熱伝導率を大きくすることが可能
である。このため、低熱抵抗部６１に伝わる熱量を相対的に大きくすることは容易であり
、基材１１側に伝わる熱量が大きくなり過ぎること防ぎやすくなっている。
【０４４８】
　本実施形態では、高熱抵抗部６２における貫通窓６２１は、高熱抵抗部６２’をエッチ
ングすることにより形成される。そうすると、高熱抵抗部６２における所望の部位に貫通
窓６２１を形成することができるから、電極層３のうち保護層６に覆われていない部分を
、封止樹脂８２とは別の樹脂層（ソルダーレジスト層）で覆う必要がない。別の樹脂層（
ソルダーレジスト層）を形成する必要がないことは、サーマルプリントヘッド１０１の製
造効率の向上を図るのに適する。
【０４４９】
＜Ｃ２実施形態＞
　図１２０を用いて、本発明のＣ２実施形態について説明する。
【０４５０】
　以下の説明では、上記（Ｃ１実施形態）と同一もしくは類似の構成については上記と同
一の符号を付し、説明を適宜省略する。
【０４５１】
　図１２０は、本発明のＣ２実施形態のサーマルプリントヘッドの要部拡大断面図である
。
【０４５２】
　同図に示すサーマルプリントヘッド１０２は、低熱抵抗部６１が絶縁部６１１および導
体部６１２を有している点でサーマルプリントヘッド１０１と異なっている。絶縁部６１
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１は、導体部６１２と発熱部４１との間に介在しており、電極層３および絶縁層５と直接
接している。導体部６１２は絶縁部６１１と直接接している。絶縁部６１１は、導体部６
１２が電極層３に接するのを防いでいる。
【０４５３】
　絶縁部６１１は、サーマルプリントヘッド１０１における低熱抵抗部６１と同様にドー
ピングされていないポリシリコンからなる。導体部６１２は金属製である。具体的には、
導体部６１２は、Ａｌ、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、あるいは、Ｔｉの少なく
ともいずれかからなる。
【０４５４】
　本実施形態では、発熱部４１で発生した熱は導体部６１２を経由して印刷媒体８０１に
伝わる。導体部６１２は金属製であり、高熱抵抗部６２よりも熱抵抗率が小さいため、絶
縁部６１１から高熱抵抗部６２へ熱が拡散しにくくなっている。このため、サーマルプリ
ントヘッド１０２においても、発熱部４１が発した熱を無駄に拡散させることなく効率的
に印刷媒体８０１へ伝えることができる。一方で、金属製の導体部６１２が電極層３と接
触することは望ましくなく、絶縁部６１１を設けるのは理に適う構成である。
【０４５５】
　なお、絶縁部６１１をポリシリコン以外の材質を用いて形成しても構わない。具体的に
は、絶縁部６１１がＳｉＯ2またはＳｉＡｌＯ2からなる構成であってもよい。また、導体
部６１２は必ずしも金属製である必要はない。たとえば、導体部６１２をＳｉで形成する
ことも可能である。
【０４５６】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明の各部の具体的な構成
は、種々に設計変更自在である。
【０４５７】
　たとえば、上述した実施形態では、低熱抵抗部６１と発熱部４１との間に絶縁層５が介
在する構成となっているが、発熱部４１と低熱抵抗部６１とが直接に接する構成であって
もよい。絶縁層５の一部を除去することで、発熱部４１と低熱抵抗部６１とが直接に接す
る構成は容易に実現可能である。なお、上述したサーマルプリントヘッド１０１，１０２
は絶縁層５を備えた構成であるが、絶縁層５を備えない構成としてもよい。その場合にも
発熱部４１と低熱抵抗部６１とが直接に接する構成となる。
【０４５８】
　また、上述した実施形態では、低熱抵抗部６１が複数の部分（矩形部６１ａ）を有する
構成であるが、低熱抵抗部６１の複数の部分の形状は矩形状に限定されず、様々な形状と
することが可能である。また、低熱抵抗部６１の形状は、各発熱部４１と個々に重なる複
数の部分を有する形状にも限定されない。たとえば、低熱抵抗部６１が、複数の発熱部４
１が並ぶ方向に沿って延びる帯状に形成されていても構わない。
【０４５９】
　また、上述した実施形態では、低熱抵抗部６１が高熱抵抗部６２から突き出す構成とな
っているが、このような構成に限定されることもない。たとえば、低熱抵抗部６１が高熱
抵抗部６２に対して僅かに凹むような形状であっても構わない。そのような形状であって
も、プラテンローラ８０２を用いて印刷媒体８０１を低熱抵抗部６１に押し当てることは
可能である。
【０４６０】
　また、上述した実施形態では、低熱抵抗部６１が高熱抵抗部６２から露出する構成であ
るが、このような構成に限定されることもない。仮に、高熱抵抗部６２によって低熱抵抗
部６１が完全に覆われる構成であっても、低熱定抵抗部６１が設けられている分だけ発熱
部４１からの熱は伝わり易くなっており、一定の効果を期待することができる。
【０４６１】
　図９９～図１２０、および、これらの図を参照した説明にて開示された発明のバリエー
ションを、以下に付記として示す。
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［付記１］
　基材と、
　前記基材に形成された蓄熱層と、
　前記基材に形成された抵抗体層と、
　前記基材に形成されかつ前記抵抗体層に導通する電極層と、
　前記抵抗体層および前記電極層を覆う保護層と、を備え、
　前記抵抗体層は、前記基材の厚さ方向視において、前記電極層のうち互いに離間した２
つの部位に跨る複数の発熱部を含み、
　前記保護層は、前記基材の厚み方向視において、前記複数の発熱部と重なる低熱抵抗部
と、前記低熱抵抗部よりも熱抵抗率の高い高熱抵抗部と、を有していることを特徴とする
、サーマルプリントヘッド。
［付記２］
　前記複数の発熱部は、主走査方向に沿って並んでおり、
　前記低熱抵抗部は、主走査方向に沿って並ぶ複数の部分を有しており、
　前記低熱抵抗部の前記各部分は、前記複数の発熱部のいずれかと重なっている、付記１
に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記３］
　前記低熱抵抗部の前記複数の部分は、それぞれ互いに離間している、付記２に記載のサ
ーマルプリントヘッド。
［付記４］
　前記低熱抵抗部は絶縁材料からなり、かつ、前記電極層と直接接している、付記１ない
し付記３のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記５］
　前記低熱抵抗部は、ポリシリコンからなる、付記４に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記６］
　前記低熱抵抗部は、前記電極層と直接接する絶縁部と、前記絶縁部と直接接する導体部
とを有している、付記４に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記７］
　前記絶縁部は、前記導体部と前記発熱部との間に介在している、付記６に記載のサーマ
ルプリントヘッド。
［付記８］
　前記導体部は、金属製である、付記７に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記９］
　前記導体部は、Ａｌ、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、あるいは、Ｔｉの少なく
ともいずれかからなる、付記８に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１０］
　前記絶縁部は、ポリシリコン、ＳｉＯ2あるいはＳｉＡｌＯ2の少なくともいずれかより
なる、付記６ないし付記９のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１１］
　前記高熱抵抗部は、ポリイミド、ポリアミド、あるいは、ポリエチレンの少なくともい
ずれかよりなる、付記１ないし付記１０のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１２］
　前記低熱抵抗部が、前記高熱抵抗部から露出している、付記１ないし付記１１のいずれ
かに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１３］
　前記低熱抵抗部は、前記高熱抵抗部から突き出している、付記１２に記載のサーマルプ
リントヘッド。
［付記１４］
　前記基材の厚み方向における前記低熱抵抗部の厚みは１～５μｍである、付記１ないし
付記１３のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
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［付記１５］
　前記基材が半導体材料よりなる、付記１ないし付記１４のいずれかに記載のサーマルプ
リントヘッド。
［付記１６］
　前記抵抗体層は、前記電極層および前記蓄熱層の間に介在している、付記１ないし付記
１４のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１７］
　前記抵抗体層と前記電極層との間に介在する絶縁層を更に備え、
　前記蓄熱層は、前記絶縁層に直接接している部分を有する、付記１ないし付記１６のい
ずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記１８］
　前記保護層は、前記絶縁層に直接接している、付記１７に記載のサーマルプリントヘッ
ド。
［付記１９］
　配線基板と、
　複数のワイヤと、
　前記配線基板、前記複数のワイヤ、および、前記保護層を覆う樹脂層と、を更に備える
、付記１ないし付記１８のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２０］
　前記保護層には、貫通窓が形成されており、
　前記電極層は、前記貫通窓から露出するボンディング部を含み、
　前記ボンディング部には、前記複数のワイヤのいずれかがボンディングされている、付
記１９に記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２１］
　前記樹脂層は、前記保護層に直接接している、付記１９または付記２０に記載のサーマ
ルプリントヘッド。
［付記２２］
　前記電極層に電流を流す駆動ＩＣを更に備え、前記駆動ＩＣは、前記配線基板に搭載さ
れている、付記１９ないし付記２１のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２３］
　前記絶縁層は、ＳｉＯ2またはＳｉＡｌＯ2よりなる、付記１７または１８に記載のサー
マルプリントヘッド。
［付記２４］
　前記抵抗体層は、ポリシリコン、ＴａＳｉＯ2、および、ＴｉＯＮの少なくともいずれ
かよりなる、付記１ないし付記２３のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２５］
　前記電極層は、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ－Ｓｉ、および、Ｔｉの少なくともいず
れかよりなる、付記１ないし付記２４のいずれかに記載のサーマルプリントヘッド。
［付記２６］
　前記基材を支持する放熱板を更に備える、付記１ないし付記２５のいずれかに記載のサ
ーマルプリントヘッド。
［付記２７］
　付記１ないし付記２６のいずれかに記載の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に正対するプラテンローラと、を備える、サーマルプリン
タ。
［付記２８］
　前記低熱抵抗部が、前記プラテンローラと対向している、付記２７に記載のサーマルプ
リンタ。
【０４６２】
　上記したサーマルプリントヘッド等における特徴は、異なる実施形態におけるものであ



(73) JP 6178669 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

っても、適宜組み合わせることが可能である。
【符号の説明】
【０４６３】
Ａ１００，Ａ１０１，Ａ１０２，Ａ１０３，Ｂ１００，Ｂ１０１，Ｂ１０２，Ｃ１００，
Ｃ１０１，Ｄ１００　サーマルプリントヘッド
Ａ８００，Ｂ８００，Ｃ８００　サーマルプリンタ
１１　基材
１１１　基材表面
１１２　基材裏面
１１３ａ　凹部
１１３ｂ　第１溝
１１３ｃ　第２溝
１２　配線基板
１３　放熱板
１９　半導体基板
２　蓄熱部
２１　蓄熱部表面
２１１　第１縁
２１２　第２縁
２９１　第１バリア部
２９２　第２バリア部
３　電極層
３３　個別電極
３３１　個別電極帯状部
３３３　屈曲部
３３４　直行部
３３５　斜行部
３３６　ボンディング部
３５　共通電極
３５１　共通電極帯状部
３５３　分岐部
３５４　直行部
３５５　斜行部
３５６　延出部
３５７　基幹部
３７　中継電極
３７１　中継電極帯状部
３７３　連結部
４　抵抗体層
４１　発熱部
４１１　第１当接部
４１２　第２当接部
４１６　第１端面
４１７　第２端面
５　絶縁層
５１　第１介在部
５１１　第１開口
５２　第２介在部
５２１　第２開口
５３　中間部
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５８　中間層
５８１　中間層表面
５８２　平坦面
５８３　第１曲面
５８４　第２曲面
６　保護層
６１　貫通窓
７　駆動ＩＣ７１　パッド
８１，８１１，８１２，８１３　ワイヤ
８２　封止樹脂
８３　コネクタ
８０２　プラテンローラ
Ｄ１１　深さ
Ｄ１２　深さ
Ｄ１３　深さ

７９１　第１溝部
１１５ａ　第１基材溝側面
１１５ｂ　第１基材溝底面
７９２　第２溝部
１１６ａ　第２基材溝側面
１１６ｂ　第２基材溝底面
７９３　第３溝部
１１７ａ　第３基材溝側面
１１７ｂ　第３基材溝底面
２５ａ　第１蓄熱部溝側面
２６ａ　第２蓄熱部溝側面
２７ａ　第３蓄熱部溝側面

４１８　第１抵抗側面
４１９　第２抵抗側面
６５ａ　第１保護層溝側面
６６ａ　第２保護層溝側面
６７ａ　第３保護層溝側面
５９　絶縁層
１１２ａ　線状痕
３’　電極層
３１　第１導電部
３２　第２導電部
４’，４’’　抵抗体層
５’　絶縁層
６’　保護層
８０１　印刷媒体

２８１　第１部分
２８２　第２部分
１１３ｆ　トレンチ
１１３ｇ　内周面
２６　空隙
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