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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミック素体と、
セラミック素体の表面に形成される端子電極と、
前記端子電極の表面に形成されるめっき膜と、を有し、
基板に実装されるチップ型電子部品であって、
前記セラミック素体が半導体セラミックで構成されており、
前記チップ型電子部品の最外層として、前記セラミック素体の表面のうち少なくとも前記
端子電極が形成されていない部分にチタネート系カップリング剤の被覆層が形成されてな
ることを特徴とするチップ型電子部品。
【請求項２】
前記セラミック素体の表面と前記被覆層との間に、無機絶縁層が形成されていることを特
徴とする請求項１に記載のチップ型電子部品。
【請求項３】
セラミック素体と、
セラミック素体の表面に形成される端子電極と、
前記端子電極の表面に形成されるめっき膜と、を有し、
基板に実装されるチップ型電子部品の製造方法であって、
セラミック素体の表面に電極ペーストを付与した後、前記電極ペーストを焼き付けて端子
電極を形成する第１工程と、
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少なくとも前記セラミック素体の表面および前記端子電極の表面にチタネート系カップリ
ング剤を付与して被覆層を形成する第２工程と、
前記端子電極表面にめっき膜を形成する第３工程と、
を備え、
前記チップ型電子部品の最外層として、前記セラミック素体の表面のうち少なくとも前記
端子電極が形成されていない部分にチタネート系カップリング剤の被覆層が形成されてな
ることを特徴とするチップ型電子部品の製造方法。
【請求項４】
前記第１工程の前に、前記セラミック素体上にガラス溶液を付与して熱処理するガラス層
形成工程をさらに備えることを特徴とする請求項３に記載のチップ型電子部品の製造方法
。
【請求項５】
前記第１工程と前記第２工程との間に、前記セラミック素体上にガラス溶液を付与して熱
処理するガラス層形成工程と、前記ガラス層のうち前記端子電極上に形成されている部分
を除去する工程とを備えることを特徴とする請求項３に記載のチップ型電子部品の製造方
法。
【請求項６】
前記セラミック素体が半導体セラミックで構成されていることを特徴とする請求項３～請
求項５のいずれかに記載のチップ型電子部品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セラミック素体の表面に形成される電極にめっき膜を形成したチップ型電子部
品、及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電子部品の面実装対応の要求が強くなり、多くの電子部品においてチップ化が進ん
でいる。例えば、積層型ＰＴＣサーミスタ等は、ＢａＴｉＯ3からなるセラミックグリー
ンシートと金属粉末を含む導電性ペーストとを交互に積層し、これを一体焼成してセラミ
ック素体を得た後、セラミック素体の端面にＡｇ等の端子電極を焼き付けて作製される。
【０００３】
このようにして形成されたチップ型電子部品を基板に実装するにあたり、通常、はんだ付
けが行われている。はんだ付けを行う際、はんだの温度が端子電極の融点よりも高い場合
、及びはんだ付けに要する時間が長すぎる場合、端子電極が溶融してはんだ中に溶け出す
、いわゆるはんだ食われが生じることがある。このはんだ食われを防ぐために、はんだ付
けを行う前、端子電極の表面に電解めっき法によってＮｉ等のめっき膜を形成する方法が
用いられていた。
【０００４】
しかしながら、セラミック素体が絶縁体であっても、セラミック素体の焼結密度が低い場
合には、めっき液がセラミック素体の内部に侵入してしまい、セラミック素体の特性が劣
化するという問題が生じる。さらに、半導体の性質を有するセラミック素体に焼き付けら
れた端子電極に電解めっきを施す場合、端子電極が焼き付けられていないセラミック素体
にもめっき膜が形成されてしまうという問題が生じる。
【０００５】
これを解決する方法として、セラミック素体の表面に絶縁体であるガラス層を形成し、セ
ラミック素体へめっき膜形成、及びめっき液の侵入を防ぐという方法が用いられていた。
また、特開平１－１１６７０６号公報において、端子電極を有したセラミック素体表面に
シラン系カップリング剤で撥水処理をすることによって、セラミック素体へのめっき膜形
成、及びめっき液の侵入を防ぐ
方法が用いられていた。
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【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、セラミック素体の表面にガラス層を形成する方法では、セラミック素体に
ガラス粉末を含んだ溶液をセラミック素体表面に塗布し、熱処理を行った後に常温に戻す
と、ガラス層にひびや割れが生じる。これは、ガラス層がＳｉ元素とＯ元素とが３次元的
に網目構造を形成してなる一物質としてセラミック素体の表面に物理的に形成されており
、焼成及び熱処理等により温度が変化する場合、セラミック素体とガラス層との熱膨張率
及び収縮率が異なるからである。したがって、ガラス層を形成後にセラミック素体に電解
めっき法でめっき膜を形成すると、ガラスの割れ目からめっき液がセラミック素体内部に
浸透する恐れがあった。
【０００７】
また、シラン系カップリング剤で撥水処理をする方法は、ＮＴＣサーミスタのような室温
での比抵抗が１０００Ω・ｃｍ前後であるセラミック素体では、端子電極以外のセラミッ
ク素体の表面にめっき膜が形成されなかったが、ＰＴＣサーミスタのような室温での比抵
抗が３０Ω・ｃｍ以下と低いセラミック素体を用いた場合に、端子電極以外のセラミック
素体にめっき膜が形成されることがわかった。
【０００８】
さらに、シラン系カップリング剤で撥水処理をする方法では、通常セラミック素体を基板
に実装する際には接着剤で基板に仮止めしておき、その後にはんだを用いて実装するとい
う方法が用いられている。この方法を用いてシラン系カップリング剤により撥水処理を行
ったセラミック素体を基板に実装する場合、シラン系カップリング剤の撥水性が強すぎる
ため、接着剤をはじいてしまい、セラミック素体を基板に仮止めできないという問題が生
じた。
【０００９】
本発明の目的は、比抵抗が低いセラミック素体であっても、端子電極以外のセラミック素
体にめっき膜が形成されたり、めっき液が浸入することを防ぎ、基板に実装をする際の接
着剤による仮止めが問題なく行えるチップ型電子部品及びその製造方法を提供することに
ある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本願第１の発明のチップ型電子部品は、セラミック素体と
、セラミック素体の表面に形成される端子電極と、前記端子電極の表面に形成されるめっ
き膜と、を有し、基板に実装されるチップ型電子部品であって、前記セラミック素体が半
導体セラミックで構成されており、前記チップ型電子部品の最外層として、前記セラミッ
ク素体の表面のうち少なくとも前記端子電極が形成されていない部分にチタネート系カッ
プリング剤の被覆層が形成されてなることを特徴とする。
【００１１】
このような構成をとることで、セラミック素体の表面のうち少なくとも電極が形成されて
いない部分にチタネート系カップリング剤の被覆層が形成されるため、セラミック素体に
めっき液が浸入するのを防ぐことができる。すなわち、チタネート系カップリング剤の被
覆層は、チタネート系カップリング剤の分子がセラミック素体の表面の分子と化学的に結
合して、セラミック素体の表面に形成されている。その結果、温度変化が生じた場合にも
、セラミック素体の熱膨張や収縮に柔軟に対応することができ、ひびや割れが生じにくい
ものとなる。
【００１２】
また、このような構成をとることで、比抵抗の低いセラミック素体であっても、チタネー
ト系カップリング剤の被覆層がセラミック素体の表面に付着しようとするめっき液をはじ
くため、セラミック素体の表面にめっき膜が形成されることを防ぐことができる。
【００１３】
また、チタネート系カップリング剤の被覆層は端子電極に対して濡れ性が低いという特性
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を有するので、端子電極を形成したセラミック素体全体にチタネート系カップリング剤を
付与したとしても、端子電極とめっき膜の導通を妨げるようなことはない。すなわち、端
子電極の表面にはチタネート系カップリング剤の被覆層が斑点状にしか形成されないため
、端子電極の表面はめっき膜を形成することができ、端子電極とめっき膜との導通を保つ
ことができる。
【００１４】
また、チタネート系カップリング剤は、接着剤との適度な濡れ性を有しているため、接着
剤をはじくことがない。むしろ有機物との親和性があるため、セラミック素体と接着剤と
の濡れを助けることになり、より強固にチップ型電子部品を基板に接着できる。
【００１５】
また、本願第２の発明のチップ型電子部品は、セラミック素体の表面と被覆層との間に、
無機絶縁層が形成されていることが好ましい。
【００１６】
このようなチップ型電子部品は、チタネート系カップリング剤の被覆層を形成する前に、
無機絶縁層を形成しておくことで、セラミック素体へのめっき膜の形成を防ぐことができ
、セラミック素体内へのめっき液の浸入をより確実に防止することができる。特にセラミ
ック素体の焼結密度が８０～８５％と低い場合に効果がある。
【００１７】
また、本願第１の発明のチップ型電子部品は前記セラミック素体が半導体セラミックで構
成されている。
【００１８】
このように、セラミック素体が半導体セラミックの場合、セラミック素体にめっき膜が形
成されやすいが、第１の発明のような構成にすることにより、セラミック素体にめっき膜
が形成されることを防ぎ、めっき液の侵入を防ぐのにより効果的である。
【００１９】
また、本願第３の発明のチップ型電子部品の製造方法は、セラミック素体と、セラミック
素体の表面に形成される端子電極と、前記端子電極の表面に形成されるめっき膜と、を有
し、基板に実装されるチップ型電子部品の製造方法であり、セラミック素体の表面に電極
ペーストを付与した後、前記電極ペーストを焼き付けて端子電極を形成する第１工程と、
少なくとも前記セラミック素体の表面および前記端子電極の表面にチタネート系カップリ
ング剤を付与して被覆層を形成する第２工程と、前記端子電極表面にめっき膜を形成する
第３工程と、を備え、前記チップ型電子部品の最外層として、前記セラミック素体の表面
のうち少なくとも前記端子電極が形成されていない部分にチタネート系カップリング剤の
被覆層が形成されてなるチップ型電子部品の製造方法であることを特徴とする。
【００２０】
このような製造方法を用いることによって、セラミック素体表面にはチタネート系カップ
リング剤の被覆層が形成されるため、セラミック素体へのめっき液の侵入を防止し、セラ
ミック素体表面へのめっき膜の形成を防止できる。また、チタネート系カップリング剤は
セラミック素体に対しては濡れ性がよいが、端子電極に対しては濡れ性が低いため、チタ
ネート系カップリング剤を端子電極形成後に付与することで、セラミック素体の表面には
チタネート系カップリング剤からなる被覆層が形成されるが、端子電極の表面にはチタネ
ート系カップリング剤が斑点状にしか付着しないことになる。これにより、端子電極とセ
ラミック素体との間の導通、及び端子電極とめっき膜との間の導通を十分に保つことがで
きる。
【００２１】
また、本願第４の発明のチップ型電子部品の製造方法は、前記第１工程の前に、前記セラ
ミック素体上にガラス溶液を付与して熱処理するガラス層形成工程をさらに備える方が好
ましい。
【００２２】
このように端子電極の形成前にガラス層を形成すれば、ガラス層を形成した後に端子電極
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を焼き付けることで、端子電極形成部分についてはガラス層が端子電極中に拡散するため
、端子電極とガラス層との導通を保つことができる。結果としてセラミック素体の表面に
ガラス層が形成されるため、セラミック素体の焼結密度が低い場合でも確実にめっき液の
侵入及びめっき膜の形成を防ぐことができる。
【００２３】
また、本願第５の発明のチップ型電子部品の製造方法は、前記第１工程と前記第２工程と
の間に、前記セラミック素体上にガラス溶液を付与して熱処理するガラス層形成工程と、
前記ガラス層のうち前記端子電極上に形成されている部分を除去する工程とを備える方が
好ましい。
【００２４】
このような製造方法を用いることで、端子電極を形成した後に絶縁体であるガラス層を形
成したとしても、バレル等で研磨処理を行い、端子電極の表面に形成されたガラス層を除
去することで、端子電極とめっき膜との導通を保つことができる。結果としてセラミック
素体の表面にのみガラス層が形成されているため、セラミック素体の焼結密度が低い場合
でもめっき液の侵入及びめっき膜の形成を防ぐことができる。
【００２５】
また、本願第６の発明のチップ型電子部品の製造方法においては、前記セラミック素体が
半導体セラミックで構成されていることが好ましい。
【００２６】
このように、セラミック素体が半導体セラミックの場合、セラミック素体にめっき膜が形
成されやすいが、第１の発明のような構成にすることにより、セラミック素体にめっき膜
が形成されることを防ぎ、めっき液の侵入を防ぐのにより効果的である。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明のチップ型電子部品を図面に基づき詳細に説明する。
【００２８】
図１は本願発明のチップ型電子部品の一実施例を示す断面図である。本願発明のチップ型
電子部品１はセラミック層２と内部電極３とを交互に積層し一体焼成して形成されたセラ
ミック素体４の両端面に内部電極３と電気的に接続されるように端子電極５が形成されて
いる。セラミック素体４の表面には無機絶縁層６が形成され、セラミック素体４の表面の
うち端子電極５が形成されていない部分にチタネート系カップリング剤の被覆層７が形成
されており、端子電極５の表面にはＮｉめっき膜８とＳｎめっき膜９が形成されている。
【００２９】
セラミック層２として用いるセラミックは、半導体である。特に半導体セラミックにおい
て顕著な効果が生じるが、半導体セラミックとしては、チタン酸バリウム系、遷移元素系
酸化物、酸化亜鉛系等が挙げられるがこれに限るものではない。
【００３０】
また、端子電極５は、Ａｇの他にＰｄ、Ａｇ－Ｐｄ、Ｐｔ等の酸化しにくい貴金属粉末が
好ましいが、非酸化雰囲気で焼き付けることができるならば、Ｃｕ，Ｎｉ等の卑金属粉末
を用いることもできる。なお、端子電極の形成方法としては、焼成後のセラミック素体に
導電性ペーストを塗布して焼き付ける方法の他に、セラミック層と内部電極になるＮｉ電
極ペーストと端子電極になる導電性ペーストとを同時焼成することでセラミック素体の両
端面に端子電極を形成する方法を採用できる。具体的には、セラミック層とＮｉ電極ペー
ストとを交互に積み重ねて圧着し、一定の寸法に切断して得られた生チップの端面に端子
電極用の導電性ペーストを塗布した後、還元性雰囲気中１２００℃２時間で一体焼成する
ことでセラミック素体の端面に端子電極を形成する。
【００３１】
また、無機絶縁層６は絶縁性を有するものであれば特に限定はしない。ただし、無機絶縁
層単独でもある程度めっき膜の浸入およびめっき膜の形成を妨げることが好ましく、具体
的にはガラス層やＡｌ2Ｏ3等の絶縁性セラミック層等が挙げられる。
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【００３２】
また、被覆層７は、チタネート系カップリング剤からなるものであれば、その種類は特に
限定しないが、チタネート系カップリング剤を付与した後、乾燥させる手段として熱処理
を行う場合は、耐熱性が高いものが好ましい。このようなものとしてはステアリン酸系チ
タネートカップリング剤等が挙げられる。
【００３３】
また、めっき膜をしては、Ｎｉめっき膜８とＳｎめっき膜９と形成しているが、端子電極
に用いた金属粉末との相性によって適宜変えることができ、上記のめっき膜以外にもはん
だめっき等を用いることができる。
【００３４】
以下、本発明のチップ型電子部品の製造方法について、チップ型ＰＴＣサーミスタの作製
をもとに、さらに具体的に説明する。
（実施例1）
図２（ａ）～（ｄ）は実施例１におけるチップ型電子部品の製造方法の各工程を示す概略
断面図である。
１．セラミック素体の作製
まず、出発原料として、ＢａＣｏ3，ＴｉＯ2，Ｓｍ2Ｏ3，及びＭｎＣｏ3を用意し、以下
の式を満たすように調合した。
(Ｂａ0.997Ｓｍ0.003)ＴｉＯ3+０．０００５Ｍｎ （ｍｏｌ）
次に、調合した粉末に純水を加えてジルコニアボールとともに１６時間混合粉砕し、乾燥
後、１２００℃で２時間仮焼し、粉砕して仮焼粉を得た。この仮焼粉に、有機バインダ、
分散剤、及び水を加えて、ジルコニアボールとともに数時間混合して、セラミックスラリ
ーを得た。このセラミックスラリーをドクターブレード法によりシート状に成形し、乾燥
させてセラミックグリーンシートを得た。次に、セラミックグリーンシートの主面上に、
スクリーン印刷により所望のパターンとなるようにＮｉ電極ペーストを塗布した。その後
、Ｎｉ電極ペーストがセラミックグリーンシートを介して対向するようにセラミックグリ
ーンシートを積み重ね、さらにＮｉ電極ペーストを塗布していない保護用セラミックグリ
ーンシートを上下に配置して圧着し、１．３ｍｍ×２．０ｍｍ×１．３ｍｍの寸法に切断
して生チップを得た。なお、生チップの両端面にＮｉ電極ペーストが交互に導出されるよ
うにした。この生チップをＨ2／Ｎ2＝３％の還元雰囲気下にて１２００℃２時間で焼成し
、図２（ａ）に示すようなセラミック層２と内部電極３とが交互に積層されたセラミック
素体４を得た。
【００３５】
２．端子電極形成工程（第１工程）
得られたセラミック素体４の両端面に、端子電極としてＡｇ粉末を有機ビヒクル中に分散
させて得た導電性ペーストを付与し、大気中において７００℃で熱処理することで、セラ
ミック素体４を再酸化するとともに、導電性ペーストを焼き付けて端子電極５とした。こ
れにより、図２（ｂ）に示すような端子電極５を有したセラミック素体４を得た。
【００３６】
３、チタネート系カップリング剤の被覆層形成工程（第２工程）
端子電極５を有するセラミック素体４をノルマルヘキサンで３％に希釈したチタネート系
カップリング剤（プレンアクト　ＫＲ　ＴＴＳ　味の素ファインテクノ社製）溶液中に５
分間浸漬した後に１５０℃で熱処理を行い乾燥させて、セラミック素体４および端子電極
５上にチタネート系カップリング剤の被覆層７を形成した。これにより、図２（ｃ）に示
すようなチタネート系カップリング剤の被覆層７とを有したセラミック素体４を得た。
【００３７】
この第２工程における熱処理はチタネート系カップリング剤の溶液を乾燥させる程度の温
度でよい。またチタネート系カップリング剤の溶液を乾燥させる手段は熱処理に限らず、
風乾などの自然乾燥でもよい。なお、上記方法を用いた場合、端子電極５の表面にもチタ
ネート系カップリング剤が付着することになるが、チタネート系カップリング剤は端子電
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極５に対しては濡れ性が低いため、図２（ｃ）に示すように端子電極５の表面はチタネー
ト系カップリング剤７ａが斑点状に付着することになる。一方、セラミック素体４の表面
にはチタネート系カップリング剤からなる被覆層７が形成される。また、チタネート系カ
ップリング剤の被覆層７を形成する方法としては、チタネート系カップリング剤の希釈液
をセラミック素体４に噴霧して形成することも可能である。
【００３８】
４、めっき膜形成工程（第３工程）
チタネート系カップリング剤の被覆層７が形成されたセラミック素体４に、電解めっき法
により、Ｎｉめっき８とＳｎめっき９とを順次めっき成膜し、これにより図２（ｄ）に示
すチップ型ＰＴＣサーミスタを得た。
【００３９】
（実施例２)
図３（ａ）～（ｆ）は実施例２におけるチップ型電子部品の製造方法の各工程を示す概略
断面図である。
まず、実施例１と同様の方法で図３（ａ）に示されるセラミック素体４を作製した。次に
、実施例１における第1工程を行う前に、形成されたセラミック素体４をアルカリガラス
水溶液中（ＳｉＯ2／(０．５Ｌｉ2Ｏ+０．５Ｋ2Ｏ)＝４(ｍｏｌ)に浸漬し、６００℃で加
熱処理することによってセラミック素体４の表面に焼き付けて、図３（ｂ）に示されるよ
うにガラス層６ａを形成した。
【００４０】
次に、ガラス層６ａが形成されたセラミック素体４の両端面に、Ａｇ粉末を有機ビヒクル
中に分散させて得た導電性ペーストを図３(ｃ)のように塗布した(第１工程)。次に、大気
中７００℃で導電性ペーストを焼き付けるとともに、セラミック素体４と端子電極５との
間に存在しているガラス層６ａを端子電極５中に拡散させ、図３（ｄ）に示されるように
セラミック素体４と端子電極５との導通が確保された状態とした。
【００４１】
その後に、実施例１と同様の方法でチタネート系カップリング剤の被覆層７を形成する第
２工程を行うことによって、図３（ｅ）に示されるようなチタネート系カップリング剤の
被覆層が形成される。次に、実施例１と同様の方法でめっき膜を形成する第３工程を行い
、図３（ｆ）に示すチップ型ＰＴＣサーミスタを得た。
【００４２】
（実施例３）
図４（ａ）～（ｆ）は実施例３におけるチップ型電子部品の製造方法の各工程を示す概略
断面図である。
まず、実施例１と同様の方法で図４（ａ）に示されるセラミック素体４を作製した。次に
、このセラミック素体４の両端面に、端子電極としてＡｇ粉末を有機ビヒクル中に分散さ
せて得た導電性ペーストを付与し、大気中７００℃で熱処理することで、セラミック素体
４を再酸化するとともに、導電性ペーストを焼き付けて図４（ｂ）に示されるような端子
電極５を有したセラミック素体４を得た。
(第１工程)
次に、端子電極５が形成されたセラミック素体４をアルカリガラス水溶液中（ＳｉＯ2／(
０．５Ｌｉ2Ｏ+０．５Ｋ2Ｏ)＝４（ｍｏｌ））に浸漬し、６００℃で加熱処理してセラミ
ック素体４の表面に焼き付け、図４（ｃ）に示されるようなガラス層６ａを形成したセラ
ミック素体４を得た。その後、端子電極５の表面に形成されているガラス層６ａをバレル
等の研磨手段を用いて研磨し、端子電極５とめっき膜との導通が取れる程度に端子電極５
を露出した。
【００４３】
その後に、実施例１と同様の方法でチタネート系カップリング剤の被覆層７を形成する第
２工程を行い、図４（ｅ）に示されるようなチタネート系カップリング剤の被覆層７を有
したセラミック素体４を得た。本実施例においては、ガラス層６ａを形成した後にバレル
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を用いて研磨し、チタネート系カップリング剤の被覆層７を形成したが、ガラス層６ａを
形成した後にチタネート系カップリング剤の被覆層７を形成し、その後にバレルで研磨を
行うことも可能である。次に第１実施例と同様の方法でめっき膜を形成する第３工程を行
い、図４（ｆ）に示すチップ型ＰＴＣサーミスタを得た。
【００４４】
（比較例１）
チタネート系カップリング剤の被覆層７を形成することを省いた以外は実施例１と同様の
方法を用いて形成されたチップ型ＰＴＣサーミスタを比較例１とした。
（比較例２）
チタネート系カップリング剤の被覆層７を形成することを省いた以外は実施例２と同様の
方法を用いて形成されたチップ型ＰＴＣサーミスタを比較例２とした。
（比較例３）
実施例１でいう第２工程において、チタネート系カップリング剤溶液中に浸漬する変わり
にノルマルヘキサンを３％に希釈したシラン系カップリング剤（ＫＢＭ－７８０３　信越
化学工業製）溶液中に５分間浸漬した後に１５０℃で熱処理し、端子電極５を有するセラ
ミック素体４の表面にシラン系カップリング剤の被覆層を形成した以外は実施例１と同様
の方法を用いて形成されたチップ型ＰＴＣサーミスタを比較例３とした。
【００４５】
以上の試料を用いて以下の点について特性及び物性の評価を行い、その結果を表１に示し
た。なお、これらのチップ型ＰＴＣサーミスタはいずれも比抵抗が３０Ω・ｃｍであった
。
（セラミック素体へのめっき膜形成及びめっき液の侵入の有無）
セラミック素体４へのめっき膜の形成については、実施例１～３及び比較例１～３の各Ｐ
ＴＣサーミスタのセラミック素体４の表面を、光学顕微鏡により目視観察を行い評価した
。また、セラミック素体４へのめっき液の浸入については、実施例１～３及び比較例１～
３の各ＰＴＣサーミスタから、Ｓｎめっき膜９が形成されている端子電極５を剥離した。
そして、端子電極５が剥離されたセラミック素体４を酸で溶解して溶液状にし、この溶液
中に含まれるＳｎの含有量を、Ｓｎ元素が有する光エネルギーと残りの組成物の有する光
エネルギーとの差で定量分析するＩＣＰ－ＡＥＳ分析により評価した。また、めっき液の
浸入によるセラミック素体４の内部への影響を調べるため、セラミック素体４の耐電圧を
測定した。
【００４６】
（室温抵抗）
実施例１～３及び比較例１～３によって作製されたＰＴＣサーミスタをそれぞれ１０個づ
つ用意した。これらのセラミック素体４の室温抵抗測定を行い、セラミック素体４へのめ
っき膜形成によりセラミック素体４が導通するＰＴＣサーミスタの導通品の個数を比較し
た。なお、導通品とは室温抵抗値が０．１Ω以下のものを示す。
【００４７】
（ＰＴＣサーミスタの接着性剤との濡れ性）
実施例１～３及び比較例１～３によって作製されたＰＴＣサーミスタをそれぞれ１００個
づつ用意し、各ＰＴＣサーミスタの積層方向と直交する面と基板の実装面とを接着剤で仮
止めした。基板の主面上に各ＰＴＣサーミスタが仮止めされた状態から、各ＰＴＣサーミ
スタが基板に吊着された状態となるように基板ごと裏返し、９０℃～１３０℃で４０秒の
予熱を行ってから、２４０℃で液状のはんだ噴流中に投入した。そのうちはんだ噴流によ
り押し流されず良好に基板実装されたＰＴＣサーミスタの個数を比較した。
【００４８】
【表１】



(9) JP 4506066 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

【００４９】
実施例１～３においては、セラミック素体４へのめっき膜の形成がほとんど確認されず、
室温抵抗測定においてもセラミック素体４が導通することはなかった。また、セラミック
素体４へのめっき液の浸入については、耐電圧が優れていることがわかるように、電子部
品の特性に影響を及ぼさない程度である。特に、チタネート系カップリング剤の被覆層７
だけではなく、ガラス層６ａも形成した実施例２及び実施例３については、セラミック素
体４中へのめっき液の浸入を確実に抑制できる。また、ＰＴＣサーミスタの接着剤との濡
れ性についても、チタネート系カップリング剤の被覆層７は接着剤との親和性があるため
、接着剤をはじくことがなく、十分な接着力で基板に仮止めされており、接着剤との濡れ
性が良好であることがわかる。
【００５０】
一方、比較例１については、セラミック素体４の全面にめっき膜が形成されており、室温
抵抗測定においてもセラミック素体４が導通することがわかる。また、セラミック素体４
へ、めっき液が浸入しているため非常に低い耐電圧となる。また、比較例２は、セラミッ
ク素体４にガラス層６ａが形成されているので、セラミック素体４へのめっき膜の形成は
ある程度抑えられるものの、ガラス層６ａに割れやピンホールが生じている。このため、
セラミック素体４にめっき液が浸入し、セラミック素体４の耐電圧が大幅に低下している
ことがわかる。
【００５１】
また比較例３は、セラミック素体４へのめっき膜が形成されており、室温抵抗測定におい
てもセラミック素体４が導通することがわかる。また、セラミック素体４へのめっき液の
侵入についても、セラミック素体４にめっき液が浸入し、耐電圧の低下の原因となってい
る。さらに、ＰＴＣサーミスタと接着剤との濡れ性が悪く、接着剤をはじいてしまい、基
板に十分に仮止めされないことがわかる。
【００５２】
【発明の効果】
本発明のチップ型電子部品は、チップ型電子部品の最外層として、セラミック素体の少な
くとも端子電極が形成されていない部分にチタネート系カップリング剤の被覆層を形成す
ることによって、比抵抗の低いセラミック素体であっても、めっき液がセラミック素体の
内部に侵入することを防ぐことができ、端子電極以外の部分にめっき膜が形成されること
を防ぐことができる。さらに、このようなチップ型電子部品を基板に実装する場合は、シ
ラン系カップリング剤によって撥水処理がなされた電子部品とは異なり、接着剤との適度
な濡れ性を有しているため、接着剤をはじくことなく問題なく仮止めすることができる。
【００５３】
また、セラミック素体の表面と被服層との間に無機絶縁層を形成することによって、セラ
ミック素体の焼結密度が低い場合であっても、セラミック素体にめっき液が浸入すること
を防ぐことができ、セラミック素体にめっき膜が形成されているを防ぐことができる。
【００５４】
また、セラミック素体が半導体セラミックであっても、セラミック素体へのめっき液の浸
入、及びめっき膜の形成を防ぐことができる。
【００５５】
また、本発明のチップ型電子部品の製造方法を用いることによって、チタネート系カップ
リング剤の被覆層を形成した場合、もしくはさらに無機絶縁層を形成した場合であっても



(10) JP 4506066 B2 2010.7.21

10

20

、端子電極とセラミック素体との間の導通、及び端子電極とめっき膜との間の導通を十分
に保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のチップ型電子部品の一実施例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の実施例１におけるチップ型電子部品の製造方法の各工程を示す断面図で
ある。
【図３】本発明の実施例２におけるチップ型電子部品の製造方法の各工程を示す断面図で
ある。
【図４】本発明の実施例３におけるチップ型電子部品の製造方法の各工程を示す断面図で
ある。
【符号の説明】
１　　ＰＴＣサーミスタ（チップ型セラミック電子部品）
２　　セラミック層
３　　内部電極
４　　セラミック素体
５　　端子電極
６　　無機絶縁層
６ａ　ガラス層
７　　チタネート系カップリング剤の被覆層
８　　Ｎｉめっき膜
９　　Ｓｎめっき膜

【図１】 【図２】
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