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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された回路素子と、
　前記回路素子と接続する電極層と、
　前記電極層を覆う保護層と、
　前記保護層を貫通するビア導体を介して前記電極層と接続され、かつ、前記保護層の上
部に設けられた端子電極と、を備え、
　前記端子電極の一方端は前記保護層の側壁面上に位置していることを特徴とする電子部
品。
【請求項２】
　前記端子電極は、前記保護層の上部から該保護層の側壁面に沿って延在しており、かつ
、前記端子電極の一方端が、前記基板側の端部上面に当接するように形成されている、請
求項１記載の電子部品。
【請求項３】
　前記端子電極は、前記保護層の上部から該保護層の側壁面、及び、前記基板側の端部上
面に沿って延在している、請求項１記載の電子部品。
【請求項４】
　前記基板側の端部上面の一部が露出している、請求項２又は３記載の電子部品。
【請求項５】
　前記保護層は、前記基板上に形成される第１保護層と、前記第１保護層上に形成され、
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かつ、前記第１保護層の形成エリアより内方に形成される第２保護層と、を備える、請求
項１乃至４のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項６】
　前記第２保護層は、該第２保護層における前記基板側の面の面積が、該第２保護層にお
ける前記端子電極側の面の面積よりも小さくされている、請求項５に記載の電子部品。
【請求項７】
　基板上に電極層を形成する工程と、
　前記電極層を覆う保護層を形成する工程と、
　前記保護層を貫通するビア導体を形成する工程と、
　前記ビア導体を介して前記電極層と接続されるように、かつ、前記保護層上部から側壁
面上に渡り端子電極を設ける工程と、
を含む電子部品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型化に伴い、その電子機器に用いられるＩＣチップ（ベアチップ：
ダイ（Die））等の半導体装置といった能動部品や、コンデンサ（キャパシタ）、インダ
クタ、サーミスタ、抵抗等の受動部品等の電子部品が、従来に比して更に高密度で実装さ
れた電子デバイスのモジュール化が進んでいる。
【０００３】
　このような電子部品における端子電極の構造として、例えば特許文献１に記載されたチ
ップ抵抗器のように、電子部品の素子電極に接続され、かつ、電子部品本体の端部上下面
及び側面を覆うように多層のめっき処理によって形成された外部電極を設ける構造や、基
板上に設けられた平面状の電極が格子状に並設されてパッド電極が形成されるいわゆるＬ
ＧＡ（Land Grid Array）構造が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９１４０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に記載された従来の端子電極構造を有する電子部品を、ハンダに
よって配線板等の外部基板に実装する場合（リフローによるハンダ実装）、その電子部品
の端部上下面及び側壁面上にめっき処理によって広く形成された外部電極から、その電子
部品の周囲外方に向かって、電子部品の素子本体の占有範囲よりもかなり広い範囲に、裾
広がりのハンダフィレット（solder fillet）が形成される傾向にある。こうなると、外
部基板上において電子部品を実際に実装するために必要な範囲（実質的な実装範囲）が、
電子部品の素子形状よりも過度に大きくなってしまうため、複数の電子部品をより狭い間
隔で密に配設することが困難となり、これにより、要求される電子部品の更なる高密度実
装化には限界がある。
【０００６】
　また、かかる端子電極構造を有する電子部品が、例えばコンデンサ（キャパシタ）であ
る場合には、誘電体層上に形成された上部電極やその上の形成された外部電極が薄膜状を
成しかつ大きな面積を占有することに起因して、電子部品を含む素子回路において、不要
な浮遊インダクタンスや浮遊容量が生じてしまい、かつ、直列抵抗も高くなる傾向にある
。つまり、コンデンサにとっては不要な寄生成分であるＥＳＬ（等価直列インダクタンス
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）やＥＳＲ（等価直列抵抗）が増大することにより、その電子部品が搭載された電子デバ
イスの電気的な特性や機能が低下してしまうおそれがある。
【０００７】
　一方、上述したＬＧＡ構造は、特許文献１の端子電極構造とは異なり、電子部品の基板
の側壁面に端子電極を引き出さない（延設しない）ので、かかるＬＧＡ構造を有する電子
部品を外部基板にハンダ実装する場合には、使用されるハンダ量が比較的少なくて済むも
のの、却って、電子部品の基板の側壁面にハンダフィレットが形成されないので、電子部
品の実装強度（外部基板との機械的な固着強度）は、ハンダフィレットが形成される場合
に比して顕著に低下してしまう傾向にある。こうなると、実装時の環境によっては電子部
品が所望の状態に固定されずに起立してしまったり、電子部品が外部基板に対して所望の
平行度に保持されずに幅方向に傾いたりすることにより、電子部品の実装強度が更に低下
する可能性が高くなるばかりか、電子部品の設置位置がずれてしまうことによっても、そ
の電子部品が搭載された電子デバイスの電気的な特性や機能が劣化することも考えられる
。
【０００８】
　そこで、本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、外部基板へのハンダ実装
時における電子部品の固着強度を向上させることができ、これにより、その電子部品が搭
載された電子デバイス（製品）の電気的な特性や機能、すなわち、製品の信頼性を十分に
高めることができ、さらに、電子部品の実装における歩留まりを改善して生産性をも高め
ることが可能な電子部品及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明による電子部品は、基板上に形成された回路素子と
、その回路素子と接続する電極層と、その電極層を覆う保護層（絶縁体層）と、その保護
層を貫通するビア導体を介して電極層と接続され、かつ、保護層の上部に設けられた端子
電極とを備え、端子電極の一方端は保護層の側壁面上に位置していることを特徴とする。
【００１０】
　このように構成された電子部品においては、基板上に形成された回路素子（電子部品の
素子電極）に接続された端子電極が、保護層の側壁面上に達してその側壁面の少なくとも
一部を覆うように形成されるので、電子部品を外部基板にハンダ実装する際に、ハンダフ
ィレットが端子電極の側壁面から外方に向かって形成され得る。したがって、電子部品を
外部基板に接合させるためのハンダと電子部品の端子電極との接触面積が増大され、これ
により、ハンダ実装時における電子部品の固着強度を向上させることができる。また、こ
のように電子部品の固着強度を高めることができるので、電子部品の起立や位置ずれの発
生を抑止すること、換言すれば、電子部品の外部基板に対する良好な固着バランスを実現
することが可能となる。かかる固着バランスの向上は、電子部品が矩形を成す場合に、そ
の長手方向の両側端部に端子電極が形成されるときに特に顕著となり得る。
【００１１】
　さらに、端子電極の一方端が保護層の側壁面上の少なくとも一部に位置されているので
、端子電極が従来のめっき処理によって形成された側面端子のような構造である場合に比
して、電子部品に接合されたハンダフィレットが拡がる範囲の面積を低減することができ
、これにより、複数の電子部品をより狭い間隔で密に配設することが可能となり、電子部
品の実際の実装面積を低減して高密度実装化に資することができる。またさらに、めっき
処理を行って従来の側面端子を形成する場合に比して、製造工程を簡略化することができ
、しかも、そのような従来の側面端子を設けないので、電子部品を含む素子回路において
、不要な浮遊インダクタンスや浮遊容量が生じることを防止することができる。加えて、
電子部品の端部にめっきを施す従来の方法では、電子部品を個片（個品）毎に処理する必
要があるのに対し、本発明の電子部品は、複数の電子部品の素子要素を例えば一つの基板
上に形成しておき、端子電極を形成した後、基板をダイシングする等して個品に分割する
ことができるので、電子部品そのものの生産性を飛躍的に高めることもできる利点がある



(4) JP 5234521 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

。
【００１２】
　またさらに、上述の如く、電子部品の端子電極を外部基板に接合させる際にハンダフィ
レットを形成することができるので、外部基板上において、電子部品が本来の実装位置か
らずれた位置に載置された場合でも、ハンダ実装時に溶融したハンダの表面張力によって
電子部品が自ずと所定の位置に戻るセルフアライメント効果を得ることができる。
【００１３】
　より具体的には、端子電極が、保護層の上部からその保護層の側壁面に沿って延在して
おり、かつ、端子電極の一方端が、その保護層の側壁面の基板側の端部上面に当接するよ
うに形成されていても好適である。このようにすれば、端子電極が保護層の側壁面を完全
に縦断するように形成されるので、電子部品を外部基板に接合させるためのハンダと電子
部品の端子電極との接触面積が更に増大され、これにより、ハンダ実装時における電子部
品の固着強度を一層向上させることができる。
【００１４】
　更に、端子電極のその一方端が、基板に達し（基板の下部電極が形成されている側の面
に誘電体層が形成されている場合にはその誘電体層まで達している状態。）、さらに基板
の下部電極側の面に沿って、その基板面側端部まで延びて設けられていてもよい。こうす
れば、端子電極が保護層の側壁面を超えて更に基板側の端部にまで設けられるので、電子
部品を外部基板に接合させるためのハンダと電子部品の端子電極との接触面積が更に増大
（端子電極に接合するハンダフィレットの外壁端が外方に拡大）され、これにより、ハン
ダ実装時における電子部品の固着強度をより一層向上させることができる。
【００１５】
　さらに、基板側の端部上面の一部が露出している、つまり、基板側の端部上面が端子電
極で完全に覆われていないと、ハンダ実装時において、その露出した基板側の端部上面の
一部（上述の如く、保護層の面、又は、基板の面）がいわゆるハンダ止めとして機能する
ことにより、ハンダの不都合な広がりが抑止され、また、電子部品の構成要素が基板上に
複数形成される場合に、その露出した基板側の端部上面の一部をダイシング時の位置合わ
せズレに対するマージンとして確保することが可能となる。
【００１６】
　また、保護層が、基板上に形成される第１保護層と、第１保護層上に形成され、かつ、
第１保護層の形成エリアより内方に形成される第２保護層とを備えるように、すなわち、
第１の保護層上に第２の保護層が階段状に設けられるように構成されていてもよい。この
とき、好ましくは、第２保護層における基板側の面（第１保護層との境界面）の面積が、
第２保護層における端子電極側の面（第１保護層と反対側の面）よりも小さくされている
。
【００１７】
　上記構成においては、第１保護層と第２保護層が階段状に形成されるため、これらの第
１保護層及び第２保護層を有する保護層の側壁面を覆うように、端子電極が形成される。
よって、保護層が階段状に形成されない場合に比べ、保護層と端子電極とが接触する界面
の面積が増大されるので、保護層と端子電極、特に第２保護層と端子電極との密着力が向
上され、保護層と端子電極の剥離を防止することができる。
【００１８】
　この場合、更に具体的には、第２保護層の側壁面が傾斜を有していてもよく、換言すれ
ば、第２保護層の側壁が、第１保護層に対して逆テーパを形成していてもよい。このよう
な構成とすれば、第２保護層の傾斜面に沿って被覆形成される端子電極が、第１保護層と
第２保護層の界面部位において、保護層側に断面楔状に食い込むような構造が画成される
ので、第２保護層と端子電極とのアンカー効果によって、保護層と端子電極との密着性が
更に一層向上される。
【発明の効果】
【００１９】
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　本発明の電子部品によれば、ＬＧＡ構造と同じ製造工程にもかかわらず、ＬＧＡ構造の
パット電極に相当する端子電極が、基板の最上面から側壁面の少なくとも一部までを覆う
ように形成されるので、電子部品を外部基板にハンダ実装する際に、その端子電極の側壁
面からハンダフィレットが形成され、これにより、ハンダ実装時における電子部品の固着
強度を向上させることができる。また、このように、電子部品の固着強度を高める等の作
用効果を奏することができるので、その電子部品が搭載された電子デバイス（製品）の電
気的な特性や機能、すなわち、製品の信頼性を十分に高めることができ、さらに、電子部
品の実装における歩留まりを改善して生産性をも高めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による電子部品の好適な一実施形態であるコンデンサの構造を示す斜視図
である。
【図２】図１に示すコンデンサ１の平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】図２のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。
【図６】（Ａ）乃至（Ｃ）は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【図７】（Ａ）乃至（Ｃ）は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【図１０】（Ａ）及び（Ｂ）は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【図１１】（Ａ）乃至（Ｃ）は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【図１２】（Ａ）及び（Ｂ）は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【図１３】従来の製造方法によって製造されたコンデンサを使用した場合の、傾きの有無
による周波数特性を示す表Ｔ１である。
【図１４】本発明によるコンデンサ１０の第２実施形態を示す断面図である。
【図１５】本発明によるコンデンサ１００の第３実施形態を示す斜視図である。
【図１６】図１５に示すコンデンサ１００の平面図である。
【図１７】第３実施形態のコンデンサ１００と従来のコンデンサに対する傾きの評価を示
す表Ｔ２である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、図面中、同一の
要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、上下左右等の位置関係は、
特に断らない限り、図面に示す位置関係に基づくものとする。さらに、図面の寸法比率は
、図示の比率に限定されるものではない。また、以下の実施の形態は、本発明を説明する
ための例示であり、本発明をその実施の形態のみに限定する趣旨ではない。さらに、本発
明は、その要旨を逸脱しない限り、さまざまな変形が可能である。
【００２２】
（第１実施形態）
　図１は、本発明による電子部品の好適な一実施形態であるコンデンサ１の構造を示す斜
視図であり、図２は、図１に示すコンデンサ１の平面図である。図３は、図２のＩＩＩ－
ＩＩＩ線に沿う断面図であり、図４は、図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図であり、図５は
図２のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。
【００２３】
　コンデンサ１は、平面矩形状をなす基板２上に、下部電極３、誘電体層４、第１電極５
ａ（回路素子）、第１電極５ｂ(電極層)、第１保護層６（保護層）、第２電極７（電極層
）、第２保護層８（保護層）、及びパッド電極９ａ，９ｂ（端子電極）が、この順に積層
されたものである。基板２の材料としては、特に制限されず、金属基板、アルミナ等のセ
ラミックス基板、ガラスセラミックス基板、ガラス基板、サファイア、ＭｇＯ、ＳｒＴｉ
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Ｏ等の単結晶基板、ＳｉやＳｉＧｅ等の半導体基板等が挙げられ、化学的且つ熱的に安定
であり、かつ、応力発生が少なく表面の平滑性を保持し易いものを用いることが好ましい
。なお、基板２は必要に応じて適宜の厚さとすることができる。
【００２４】
　下部電極３は、基板２の外周よりも内側の領域上に設けられており、例えば、Ｎｉ、Ｔ
ｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｗ、Ｐｄ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｒｕ、Ｎｂ等
の単体金属、又は、これらを含む合金等の複合金属から形成されている。
【００２５】
　誘電体層４は、下部電極３の上面，及び側壁面、さらに下部電極３の外方の基板２上面
の一部を覆うように形成された薄膜からなる。なお誘電体層４の端部は、基板２上面の端
部まで形成されていても、端部に達しなくてもよい。また誘電体層４の膜の材料は特に制
限されず、例えば、ＰｂＴｉＯ3、Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ3（ＰＺＴ）、ＰｂＮｂ2Ｏ3、Ｐ
ｂ（Ｍｇ，Ｎｂ）Ｏ3（ＰＭＮ）、ＢａＴｉＯ3、(Ｂａ，Ｓｒ)ＴｉＯ3（ＢＳＴ）、Ｃａ
ＴｉＯ3、ＺｒＯ2、ＨｆＯ2、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ6、Ｂｉ4Ｔｉ4Ｏ12、ＳｒＢｉ2Ｔａ2Ｏ9

、Ａｌ2Ｏ3、Ｓｉ3Ｎ4、ＳｉＯ2等の高誘電体セラミック材料を用いることができる。
【００２６】
　第１電極５は、誘電体層４の上面を覆うように形成された薄膜からなり、その中央部が
下部電極３の上面を覆うように形成され、その端部が誘電体層４を介して下部電極３の上
面を覆うように形成されている。このため第１電極５の中央部は、下部電極３と電気的に
接続されているため、下部電極３と第１電極５の中央部との間で電流が流れる構造となる
。また、第１電極５は、下部電極３同様、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｇ、Ｓｎ
、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｗ、Ｐｄ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｒｕ、Ｎｂ等の単体金属、又は、これらを含む合
金等の複合金属から形成されている。
【００２７】
　また、第１電極５上に形成された第１保護層６は、第１電極５の角部のみならず、誘電
体層４の上面角部及び側壁面を覆うように形成されており、その材質は特に制限されず、
例えば、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、ＳｉＮ等の無機絶縁体、ポリイミド、エポキシ等の樹脂等
の有機絶縁体を列挙することができる。
【００２８】
　さらに第２電極７は、第１保護層６上に形成され、かつ、第１電極５を覆うように形成
されており、下部電極３及び第１電極５と同様、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ、Ｐｔ、Ａｇ
、Ｓｎ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｗ、Ｐｄ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｒｕ、Ｎｂ等の単体金属、又は、これらを
含む合金等の複合金属から形成されている。
【００２９】
　そして、この第２電極７の上層として形成された第２保護層８は、第２電極７の角部を
覆うように形成されており、その材質は、第１保護層６と同様、特に制限されず、例えば
、Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、ＳｉＮ等の無機物、ポリイミド、エポキシ等の樹脂等の絶縁体を
列挙することができる。
【００３０】
　その上層として形成されているパッド電極９は、コンデンサ１の両端部に設けられてお
り、第２保護層８を貫通して形成された開口内に充填されたビア導体Ｖｂと、第１保護層
６を貫通して形成された開口内に充填されたビア導体Ｖａ、及び第１電極５を介して下部
電極３に接続されている。これらのビア導体Ｖａ，Ｖｂ、及び、パッド電極９の材料も特
に制限されず、下部電極３、第１電極５、及び第２電極７と同様に、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｕ、
Ｐｔ、Ａｇ、Ｓｎ、Ｃｒ、Ｃｏ、Ｗ、Ｐｄ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｒｕ、Ｎｂ等の単体金属、又は
、これらを含む合金等の複合金属が挙げられる。
【００３１】
　このような構成を有するコンデンサ１を製造する方法の一例について、以下に説明する
。図６乃至図１２は、コンデンサ１を製造している手順を示す工程図である。
【００３２】
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　まず、基板２を準備し、その表面を例えばＣＭＰ法で研磨して平坦化する。なお、一枚
の基板２上には、コンデンサ１の素子構造が複数形成され（例えば、ライン／スペースが
数μｍ／数μｍの微細構造）、最終的には、素子単位で個片（個品）化され、複数のコン
デンサ１が得られるが、以下の図示においては、一つのコンデンサ１の素子構造の部分を
例示する。
【００３３】
（下部電極形成）
　この基板２上に、フォトリソグラフィとめっきにより、下部電極３を形成する。より具
体的には、例えば、まず、基板２面上に、シード層として膜厚０．０１～１μｍ程度の下
地導体層３ａを、スパッタリング又は無電解めっきにて形成する（図６（Ａ））。次いで
、下地導体層３ａ上にフォトレジストを成膜し、それをフォトリソグラフィによって、下
部電極３に対応した選択めっき用のレジストマスクＭ１にパターニングする（図６（Ｂ）
）。
【００３４】
　それから、そのレジストマスクＭ１をめっきマスクとして下地導体層が露呈している部
分に、選択的に電気（電解）めっきを施し、下部電極形成用の電気めっき導体層３ｂを所
望の厚さとなるまで電着形成する。次いで、レジストマスクＭ１および電気めっき導体層
３ｂ外部の下地導体層３ａを除去することにより、下部電極用の導体層３を得る（図６（
Ｃ））。なお、図６（Ｃ）においては、この導体層を下部電極３と同じ符合で示す。
【００３５】
（誘電体層形成）
　次に、下部電極３の上面端部及び側壁面、さらに、下部電極３の外方の基板２上面の一
部を覆う誘電体層４を形成する。より具体的には、下部電極３及び露呈している基板２の
部位上の全面に、スパッタリング等のＰＶＤ法、ＣＶＤ法、ＡＬＤ法、溶液法等により、
厚さ０．０１～１μｍ程度の誘電体層４を形成する（図７（Ａ））。そして、フォトレジ
ストからなるレジストマスクＭ２を、誘電体層４上であり、かつ下部電極３の中央部を除
く部位に成膜し（図７（Ｂ））、さらに、レジストマスクＭ２をエッチマスクとして、レ
ジストマスクＭ２をエッチングにより除去し、これにより、誘電体層４の一部を除去して
開口４ａを形成するとともに、開口４ａを有した誘電体層４を得る（図７（Ｃ））。
【００３６】
（第１電極形成）
　次に、図８に示す状態の誘電体層４の上面及び下部電極３が露呈している部分に、めっ
きやＣＶＤ法等により、第１電極用の導体層５を形成する。第１電極用の導体層５は、下
部電極用の導体層３の実装エリアを超えないように、内方に形成する。より具体的には、
例えば、まず、誘電体層４上に、シード層として膜厚０．０１～１μｍ程度の下地導体層
５ａを、スパッタリング又は無電解めっきにて形成する。次いで下地導体層５ａ上にレジ
ストマスクＭ３を配置する（図８（Ａ））。次いで、下部電極３上に形成され、かつ、レ
ジストマスクＭ３に覆われていない下地導体層５ａが露呈している部分に、選択的に電気
（電解）めっきを施し、第１電極形成用の電気めっき導体層を所望の厚さとなるまで電着
形成し、次いで、レジストマスクＭ３および電気めっき導体層外部の下地導体層を除去す
ることにより、第１電極用の導体層５を得る（図８（Ｂ））。なお、図８（Ｂ）において
は、この導体層５を第１電極５と同じ符合で示す。
【００３７】
（第１保護層形成）
　次いで、第１電極５の端部、下部電極３上に形成された誘電体層４の上面、下部電極３
の側壁面上に形成された誘電体層４、及び基板２上に形成された誘電体層４を覆うように
、第１保護層６を形成するための、例えば未硬化状態の光硬化型樹脂を充填する（図９（
Ａ））。その後、第１保護層６を形成しない部位の上にメタルマスクＭ４を設置した状態
で、フォトリソグラフィによるパターニングを行うことで、第１電極５の端部，下部電極
３上に形成された誘電体層４の上面、下部電極３の側壁面上に形成された誘電体層４、及
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び基板２上に形成された誘電体層４を覆う第１保護層６を形成する（図９（Ｂ））。
【００３８】
（第２電極形成）
　次に、図１０に示す状態の第１保護層６が形成された上面、及び第１電極５の上面に、
めっきやＣＶＤ法等により、第２電極用の導体層７を形成する。より具体的には、まず第
１保護層６上及び誘電体層４上に、シード層として膜厚０．０１～１μｍ程度の下地導体
層７ａを、スパッタリング又は無電解めっきにて形成する。次いで、下地導体層７ａ上に
レジストマスクＭ５を配置する（図１０（Ａ））。次いで、レジストマスクＭ５に覆われ
ていない下地導体層７ａの上面に、それから、選択的に電気（電解）めっきを施し、第２
電極形成用の電気めっき導体層を所望の厚さとなるまで電着形成し、次いで、レジストマ
スクＭ５および電気めっき導体層外部の下地導体層を除去することにより、第２電極用の
導体層７、及び第２電極７と第１電極５とを接続するビア導体を得る（図１０（Ｂ））。
なお、図１０（Ｂ）においては、この導体層７を第２電極７と同じ符合で示す。
【００３９】
（第２保護層形成）
　次いで、第２電極７を覆う第２保護層８を形成する。より具体的には、平面視したとき
に第２保護層８の実装エリアを第１保護層６の実装エリアより内方に形成するために、例
えば未硬化状態の光硬化型樹脂を、第２電極７の上面、第１保護層６の上面、及び誘電体
層４の上面に充填する（図１１（Ａ））。次に、第２保護層８を形成しない部位の上にメ
タルマスクＭ６を設置した状態で、フォトリソグラフィによるパターニングを行うことで
、第２電極７の全面、及び第２電極７より外方にある第１保護層６の上面に第２保護層用
の樹脂層８ａを形成する（図１１（Ｂ））。このときフォトリソグラフィの露光量および
フォーカス等の条件を調整することによって、第２保護層用の樹脂層８ａの片側側壁面８
ｔを、その樹脂層８ａの上面（パッド電極９側）から底面（第１保護層６側）にかけて、
図示において逆テーパが形成されるように第２保護層を形成することができる。（図１１
（Ｃ））
【００４０】
　（パッド電極形成）
　次いで、第２保護層８，第２保護層８より外方に形成されている第１保護層６の上面、
及び側壁面、並びに、第１保護層より外方に形成されている誘電体層４の上面を覆うよう
に、パッド電極９を形成する。より具体的には、第２保護層８，第２保護層８より外方に
形成されている第１保護層６の上面、及び側壁面、並びに、第１保護層より外方に形成さ
れている誘電体層４の上面に、シード層として膜厚０．０１～１μｍ程度の下地導体層９
ｇを、スパッタリング又は無電解めっきにて形成する。次いで、コンデンサ１をダイシン
グする際のマージンを確保するために、基板２の側端部であって、かつ第１保護層６の外
方に形成される誘電体層４上に、レジストマスクＭ７を配置する（図１２（Ａ））。
【００４１】
　次いで、第２保護層８、第２保護層８より外方に形成されている第１保護層６の上面、
及び側壁面、並びに、第１保護層より外方に形成されかつレジストマスクＭ７に覆われて
いない下地導体層９ｇの上面に、その後、選択的に電気（電解）めっきを施し、第２電極
形成用の電気めっき導体層を所望の厚さとなるまで電着形成し、次いで、レジストマスク
Ｍ７および電気めっき導体層外部の下地導体層を除去することにより、パッド電極用の導
体層９、及びパッド電極９と第２電極７とを接続するビア導体Ｖｂを得る（図１２（Ｂ）
）。このとき、パッド電極用の導体層９は、基板２の最上面に形成されるだけではなく、
第１保護層６及び第２保護層８の側壁面を覆い、かつ、基板２上に形成される誘電体層４
上まで到達するように形成される。なお、図１２（Ｂ）においては、この導体層９をパッ
ド電極９と同じ符合で示す。
【００４２】
　その後、例えば必要に応じてコンデンサ１の識別番号を付すための保護層を、パッド電
極９間であって、パッド電極９と同層に形成した後（図示せず）、コンデンサ１間の所定



(9) JP 5234521 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

の部位で基板２を切断（ダイシング）することによって個片化し、図１に示すコンデンサ
１を得る。
【００４３】
　このようなコンデンサ１の製造工程においては、第１保護層６及び第２保護層８が階段
状に形成されるため、第１保護層６及び第２保護層８が、導体層であるパッド電極９と接
触する界面面積が増大する。これにより、第１保護層６とパッド電極９間、又は第２保護
層８とパッド電極９間の剥離を防止することができる。しかも、第２保護層８の側端部（
側壁面８ｔ）には、パッド電極９側から第１保護層６側に向かって先細りするような傾斜
（逆テーパ）が形成される。したがって、第２保護層８及びその側壁形状に対応したパッ
ド電極９がアンカー効果を発揮し、第２保護層８とパッド電極９間の剥離を一層防止する
ことができる。
【００４４】
　またパッド電極９は、第１保護層６及び第２保護層８の側壁面を覆うように、かつ第１
保護層６及び第２保護層８の外方に形成される。したがって、パッド電極９は上面だけで
はなく、側壁面にも形成されることになる。これにより、ハンダフィレットがパッド電極
９の側壁面にも形成するので、ハンダがパッド電極９と接触する面積が増大し、ハンダ実
装時におけるコンデンサ１の固着強度を向上させることができる。さらに、基板２の端部
の誘電体層４を露出しつつも、露出部位を除く誘電体層上にまでパッド電極９を形成する
ので、パッド電極９が、第１保護層６の外方にある誘電体層４上にまで延設される。加え
て、基板２の端部を露出するようにパッド電極９を形成するので、基板２の端部の露出部
位がハンダ留めの役割を果たすとともに、ダイシング時の位置合わせズレに対するマージ
ンを確保する。
【００４５】
　さらに、本発明者が図１３に示すように従来の製造方法によって製造されたコンデンサ
１を使用して傾きによる周波数特性の変化を測定してみたところ、コンデンサ１の高さ（
厚み）方向にコンデンサ１が傾くと、ＥＳＬ（等価直列インダクタンス）値が増大してコ
ンデンサ１の性能が低下してしまうことが確認されている。しかしながら、本実施形態の
コンデンサ１によれば、コンデンサ１の長手方向の両側端部を抑えるようにパッド電極９
が形成されるので、コンデンサ１の固着バランスをとることができ、実装後のＥＳＬ（等
価直列インダクタンス）値の増加を抑えることが可能となる。これにより、高密度な実装
が可能となるばかりでなく、コンデンサ１が搭載された電子デバイス（製品）の生産性及
び信頼性を十分に高めることが可能となる。
【００４６】
（第２実施形態）
　図１４は、本発明によるコンデンサ１０の第２実施形態の構造を示す断面図である。コ
ンデンサ１０は、図示の如く、第２保護層８’が、その側壁面８ｔ’に傾斜を有すること
なく形成され、パッド電極９ｃ，９ｄが、第２保護層８’の側壁面８ｔ’、第２保護層８
’の外方にある第２電極７の上面及び側壁面、第２電極７の外方にある第１保護層６の上
面及び側壁面、並びに第１保護層６の外方にある誘電体層４の上面を覆うように形成され
たこと以外は、上述した第１実施形態のコンデンサ１と同様に構成されたものである。
【００４７】
　このように、本実施形態によるコンデンサ１０は、上述の第１実施形態のコンデンサ１
と異なり、パッド電極９ｃ，９ｄが第２保護層８’の上面を覆うことなく形成されている
ものの、そのパッド電極９ｃ，９ｄは、第２保護層８’の側壁面８ｔ’から誘電体層４上
まで形成されているため、第１保護層６とパッド電極９ｃ，９ｄ間、又は第２保護層８’
とパッド電極９ｃ，９ｄ間の剥離を有効に防止することができる。さらに、ハンダ実装時
において、ハンダフィレットがパッド電極９ｃ，９ｄの側壁面に形成されるので、ハンダ
がパッド電極９ｃ，９ｄと接触する面積が増大し、ハンダ実装時におけるコンデンサ１０
の固着強度を向上させることができる。またさらに、基板２の端部を露出するようにパッ
ド電極９ｃ，９ｄを形成するので、誘電体層４とパッド電極９ｃ，９ｄとによって形成さ
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れる角部がハンダ留めの役割を果たす。
【００４８】
（第３実施形態）
　図１５は、本発明によるコンデンサ１００の第３実施形態の構造を示す斜視図であり、
図１６は図１５に示すコンデンサ１００を平面視した平面図である。コンデンサ１００は
、図示の如く、パッド電極９ｅ，９ｆのそれぞれが平面視したときにＩ（又はＨ）形状と
なるように形成されていること以外は、上述した第１実施形態のコンデンサ１と同様に構
成されたものである。
【００４９】
　本実施形態のパッド電極９ｅ，９ｆは、第１実施形態におけるコンデンサ１の両端部に
設けられているパッド電極９ａ，９ｂの一部をそれぞれ切り欠いた形状を有する。より具
体的には、コンデンサ１００の幅方向におけるパッド電極９ｅ，９ｆの辺から中央に向か
って、かつ、パッド電極９ｅ，９ｆの角部を残すように、切り欠きが設けられている。
【００５０】
　これによりパッド電極９ｅ，９ｆの角部において、コンデンサ１００の長手方向に長辺
９ｌが形成され、コンデンサ１００の幅方向に短辺９ｓが形成されることになる。通常、
コンデンサ１００は略矩形状を有しているため、ハンダの引張り応力は基板２の長辺２ｌ
側に発生する応力より基板２の短辺２ｓ側に発生する応力の方が大きくなる。このためコ
ンデンサ１００は、コンデンサ１００の幅方向に応力が印加され、結果として幅方向に傾
き易くなる傾向にある。しかしながら、パッド電極９ａ，９ｂを切り欠いて、コンデンサ
１００の長手方向にパッド電極９ｅ，９ｆの長辺９ｌを形成し、コンデンサ１００の幅方
向に短辺９ｓを形成したことから、基板２の長辺２ｌ側に発生するハンダの引張り応力と
基板２の短辺２ｓ側に発生するハンダの引張り応力の差を小さくすることが可能となり、
その結果として、ハンダ実装時におけるコンデンサ１００の固着バランスを実現すること
ができ、これにより、コンデンサ１００の傾きを一層防止することができる。
【００５１】
　ここで、上述のような製造方法で製造されたコンデンサ１００と従来の製造方法によっ
て製造されたコンデンサとを外部基板上に実装した場合に、両コンデンサの傾きを測定し
たところ、図１７に示すように、本実施形態のコンデンサ１００で実装した場合には傾き
を生じないことが判明したので以下に説明する。ここでは、従来の製造方法によるコンデ
ンサとして、基板上の最上面に格子状のパッド電極が形成されたＬＧＡ構造のコンデンサ
を例に挙げている。
【００５２】
　図１７は、本実施形態のコンデンサ１００とＬＧＡ構造のコンデンサとのそれぞれに形
成されたパッド電極に溶融ハンダを付着させ、外部基板上にそれぞれ１０台ずつ搭載させ
た場合の、両コンデンサにおける傾きの評価を示す表Ｔ２である。
【００５３】
　従来の製造方法によって製造されたコンデンサを搭載した場合には、１０台の搭載数に
対し、傾いたコンデンサが１０台（すなわち、全て）であったため、実装率は０％である
ことが判明した。これに対し、本実施形態のコンデンサ１００を搭載した場合には、１０
台の搭載数に対し、傾いたコンデンサ１００は０台であったため、実装率は１００％であ
ることが判明した。
【００５４】
　このように、本実施形態のコンデンサ１００によれば、上述の第１実施形態と同様の作
用効果が奏される。しかも、第１実施形態のパッド電極９ａ，９ｂを切り欠き、コンデン
サ１００の長手方向に形成されるパッド電極９ｅ，９ｆの辺９ｌを、コンデンサ１００の
幅方向に形成されるパッド電極９ｅ，９ｆの辺９ｓより長く形成することにより、基板２
の２辺（長辺２ｌ及び短辺２ｓ）に発生するハンダの引張り応力のバランスをとることが
できる。その結果、ハンダ実装時におけるコンデンサ１００の固着バランスを確実に実現
することができ、コンデンサ１００の傾きを一層防止することができる。
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【００５５】
　なお、本発明におけるコンデンサのパッド電極は、ダイシング時のマージンを確保する
ために基板２の端部までは形成させないことを前提として説明したが、保護層とパッド電
極との密着力を高めるために、基板の端部まで形成させてもよい。また、電子部品はコン
デンサに限られず、インダクタ、サーミスタ、抵抗等の受動部品，ＩＣチップ等の能動部
品を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　以上説明したとおり、本発明の電子部品及びその製造方法によれば、外部基板へのハン
ダ実装時における電子部品の固着強度を向上させることができ、これにより、製品の信頼
性及び生産性を十分に高めることができるので、電子部品を内蔵する機器、装置、システ
ム、各種デバイス等、特に小型化及び高性能化が要求されるもの、並びにそれらの生産、
製造等に広く且つ有効に利用することができる。
【符号の説明】
【００５７】
　１，１０，１００…コンデンサ（電子部品）、２…基板、３…下部電極、４…誘電体層
、５ａ…第１電極（回路素子）、５ｂ…第１電極（電極層）６…第１保護層（保護層）、
７…第２電極、８…第２保護層（保護層）、９、９ａ～９ｆ…パッド電極（端子電極）、
Ｖａ，Ｖｂ…ビア導体、２ｌ，９l…長辺、２ｓ，９ｓ…短辺、Ｍ１～Ｍ３，Ｍ６，Ｍ８
…レジストマスク、Ｍ５，Ｍ７…メタルマスク、Ｔ１，Ｔ２…表。

【図１】 【図２】
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