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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの平面を有する素体と、前記素体の前記平面に形成されると共に導電性
粒子を介して回路基板に電気的に接続される端子電極と、を備える電子部品の接続抵抗を
評価する評価方法であって、
　前記素体の前記平面を基準面として、前記端子電極の前記回路基板に対向する外表面の
前記基準面への投影面積に対する、前記端子電極の前記基準面からの高さが当該高さの最
大値から前記導電性粒子の直径を引いた値以上となる領域における前記回路基板に対向す
る外表面の前記基準面への投影面積の割合に基づいて接続抵抗の評価を行うことを特徴と
する電子部品の評価方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品、当該電子部品の製造方法、当該電子部品の実装構造、及び当該電
子部品の評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２つの端子電極を有する表面実装型の電子部品を異方性導電フィルムによって回路基板
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に実装する技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。異方性導電フィルムは、フ
ィルム状の絶縁性接着剤に導電性粒子を分散させたものである。回路基板と電子部品の端
子電極との間に異方性導電フィルムを挟んで加熱すると共に圧力を加えることにより、回
路基板と端子電極との間に入り込んだ球形の導電性粒子によって回路基板と端子電極との
間が電気的に接続される。
【特許文献１】特開平９－３２６３２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１に記載されているように、導電性粒子を介して回路基板
と電子部品の端子電極とを電気的に接続した場合、接続抵抗がばらつく。また、電子部品
が有する端子電極の数が多くなると、接続抵抗のばらつきがより大きくなる。
【０００４】
　本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、導電性粒子を用いて回路基
板に実装する場合の接続抵抗のばらつきを低減した電子部品、及び当該電子部品の製造方
法を提供することを目的とする。また、導電性粒子を用いて回路基板に実装する場合の接
続抵抗のばらつきが少ない電子部品の実装構造を提供することを目的とする。
【０００５】
　また、導電性粒子を用いて回路基板に実装する電子部品について、接続抵抗に関して評
価する方法がなかった。そこで、導電性粒子を用いて回路基板に実装する場合の接続抵抗
に関する電子部品の評価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】
【０００６】
　本発明者らは、研究の結果、端子電極と回路基板との間において導電性粒子がつぶれな
い領域があると、その領域で電気的な接続不良が発生するために接続抵抗のばらつきが生
じることを見出した。そこで、本発明者らは、導電性粒子がより確実につぶれる方法につ
いて研究を進め、本発明を完成させた。
【０００７】
　本発明の電子部品は、少なくとも１つの平面を有する素体と、素体の平面に形成される
と共に、導電性粒子を介して回路基板に電気的に接続される端子電極と、を備え、素体の
平面を基準面として、端子電極の回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積に対す
る、端子電極の基準面からの高さが当該高さの最大値から導電性粒子の直径を引いた値以
上となる領域における回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積の割合が、１０％
以上であることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の電子部品では、端子電極の回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積に
対する、上記領域における回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積の割合が１０
％以上なので、回路基板に対向する外表面は導電性粒子の直径に対応した平坦度を有する
。よって、端子電極と回路基板との間の導電性粒子がより確実につぶれることとなり、端
子電極と回路基板とを導電性粒子を介してより確実に電気的に接続することができる。従
って、導電性粒子を用いて実装する場合の電気的な接続不良を抑制して、接続抵抗のばら
つきを低減することができる。
【０００９】
　好ましくは、３つ以上の端子電極を備え、３つ以上の端子電極のうち少なくとも３つの
端子電極において、領域の回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積の割合が１０
％以上である。
【００１０】
　このようにすることにより、３つ以上の端子電極において電気的な接続不良を抑制する
ことができる。よって、接続抵抗のばらつきを低減することができる。
【００１１】
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　本発明の電子部品の製造方法は、少なくとも１つの平面を有する素体を準備する準備工
程と、導電性粒子を介して回路基板に電気的に接続される端子電極を、素体の平面を基準
面として、端子電極の回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積に対する、端子電
極の基準面からの高さが当該高さの最大値から導電性粒子の直径を引いた値以上となる領
域における回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積の割合が１０％以上となるよ
うに、素体の平面に形成する形成工程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の電子部品の製造方法では、形成工程において、端子電極の回路基板に対向する
外表面の基準面への投影面積に対する、上記領域における回路基板に対向する外表面の基
準面への投影面積の割合が１０％以上となるように端子電極を形成するので、回路基板に
対向する外表面は導電性粒子の直径に対応した平坦度を有する。よって、端子電極と回路
基板との間の導電性粒子がより確実につぶれることとなり、端子電極と回路基板とを導電
性粒子を介してより確実に電気的に接続することができる。従って、導電性粒子を用いて
実装する場合の電気的な接続不良を抑制して、接続抵抗のばらつきを低減した電子部品を
製造することができる。
【００１３】
　好ましくは、上記形成工程は、素体の平面に導電性ペーストを付与する付与工程と、付
与された導電性ペーストを、素体の平面を基準面として、導電性ペーストの回路基板に対
向する外表面の基準面への投影面積に対する、導電性ペーストの基準面からの高さが当該
高さの最大値から導電性粒子の直径を引いた値以上となる領域における回路基板に対向す
る外表面の基準面への投影面積の割合が１０％以上となるように、外表面を平坦化する平
坦化工程と、平坦化された導電性ペーストを焼き付けて、端子電極とする焼付工程と、を
含む。
【００１４】
　このように、端子電極を形成する際に、付与した導電性ペーストの外表面を平坦化する
ので、導電性粒子の直径に対応した平坦度を有する端子電極を簡易に形成することができ
る。
【００１５】
　好ましくは、上記準備工程では、素体として、平面に対向する平面を更に有する素体を
準備し、上記付与工程では、２つの平面のうち少なくとも一方の平面に導電性ペーストを
付与し、上記平坦化工程では、基準面に平行となるように配置した２枚の金属平板で当該
導電性ペーストを挟んで基準面に垂直な方向に加圧することにより、外表面を平坦化する
。
【００１６】
　このように、平坦化工程において、基準面に平行となるように配置した２枚の金属平板
で導電性ペーストを挟んで加圧することにより外表面を平坦化するので、より簡易且つ確
実に導電性粒子の直径に対応した平坦度を有する外表面を形成することができる。
【００１７】
　本発明の電子部品の実装構造は、回路基板と、少なくとも１つの平面を有する素体、及
び、素体の平面に形成された端子電極を備える電子部品と、を備え、端子電極が、素体の
平面を回路基板に対向させた状態で、導電性粒子を介して回路基板に電気的に接続されて
おり、素体の平面を基準面として、端子電極の回路基板に対向する外表面の基準面への投
影面積に対する、端子電極の基準面からの高さが当該高さの最大値から導電性粒子の直径
を引いた値以上となる領域における回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積の割
合が、１０％以上であることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の電子部品の実装構造では、端子電極の回路基板に対向する外表面の基準面への
投影面積に対する、上記領域における回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積の
割合が１０％以上なので、回路基板に対向する外表面は導電性粒子の直径に対応した平坦
度を有する。よって、端子電極と回路基板との間の導電性粒子がより確実につぶれること
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となり、端子電極と回路基板とを導電性粒子を介してより確実に電気的に接続することが
できる。従って、導電性粒子を用いて実装する場合の電気的な接続不良を抑制することに
より、接続抵抗のばらつきを低減して電子部品を実装することができる。
【００１９】
　本発明の電子部品の評価方法は、少なくとも１つの平面を有する素体と、素体の平面に
形成されると共に導電性粒子を介して回路基板に電気的に接続される端子電極と、を備え
る電子部品の接続抵抗を評価する評価方法であって、素体の平面を基準面として、端子電
極の回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積に対する、端子電極の基準面からの
高さが当該高さの最大値から導電性粒子の直径を引いた値以上となる領域における回路基
板に対向する外表面の基準面への投影面積の割合に基づいて接続抵抗の評価を行うことを
特徴とする。
【００２０】
　本発明の電子部品の評価方法では、端子電極の回路基板に対向する外表面の基準面への
投影面積に対する、上記領域における回路基板に対向する外表面の基準面への投影面積の
割合に基づいて電子部品の接続抵抗の評価を行うので、導電性粒子の直径に対応した平坦
度に基づいて電子部品の接続抵抗の評価を行うことができる。すなわち、端子電極を回路
基板に導電性粒子を介して接着する際に、導電性粒子のつぶれやすさ等に対する評価を的
確に行うことができる。従って、導電性粒子を用いて実装する場合の電子部品における接
続抵抗の評価を行うことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、導電性粒子を用いて回路基板に実装する場合の接続抵抗のばらつきを
低減した電子部品、及び当該電子部品の製造方法を提供することができる。また、導電性
粒子を用いて回路基板に実装する場合の接続抵抗のばらつきを低減した電子部品の実装構
造を提供することができる。また、導電性粒子を用いて回路基板に実装する場合の接続抵
抗に関する電子部品の評価方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。な
お、図面の説明において同一の要素に同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２３】
　本実施形態に係る電子部品及び電子部品の実装構造について説明する。図１は、本実施
形態に係る電子部品の平面図である。図２は、本実施形態に係る電子部品の断面図である
。本実施形態に係る電子部品１は、素体１０と、複数（本実施形態では、８つ）の端子電
極２０とを備える表面実装型の部品である。
【００２４】
　素体１０は、略直方体形状に形成され、互いに対向する平面１１及び平面１２と、平面
１１及び平面１２と垂直で互いに対向する２つの端面と、平面１１及び平面１２と２つの
端面と垂直で互いに対向する側面１３と側面１４とを備えて構成される。素体１０は、端
子電極２０に電気的に接続されると共に内部に配置された種々の導体パターンを有して、
コンデンサ又はコイル等を構成する。例えば、素体１０は、導体パターンが印刷された誘
電体層又は絶縁体層を積層して形成することができる。
【００２５】
　端子電極２０は、側面１３側に４つ、側面１４側に４つ形成されている。各端子電極２
０は、平面１１に形成された部分２１と、平面１２に形成された部分２３と、部分２１と
部分２３とを繋ぐように側面１３又は側面１４に形成された部分２５とを有する。
【００２６】
　４つの部分２１は、平面１１上における側面１３側の縁に沿って互いに電気的に絶縁さ
れた状態で配置されている。４つの部分２１は、平面１１上における側面１４側の縁に沿
って互いに電気的に絶縁された状態で配置されている。４つの部分２３は、平面１１上に
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おける側面１３側の縁に沿って互いに電気的に絶縁された状態で配置されている。４つの
部分２３は、平面１１上における側面１４側の縁に沿って互いに電気的に絶縁された状態
で配置されている。
【００２７】
　４つの部分２５は、互いに対応する部分２１と部分２３とを物理的且つ電気的に接続す
るように側面１３に互いに電気的に絶縁された状態で配置されている。４つの部分２５は
、互いに対応する部分２１と部分２３とを物理的且つ電気的に接続するように側面１４に
互いに電気的に絶縁された状態で配置されている。
【００２８】
　図３は、本実施形態に係る電子部品の実装構造を示す模式図である。図３は、回路基板
４０と、当該回路基板４０に実装された電子部品１とを、平面１１，１２に垂直且つ側面
１３，１４と平行な断面構成を示す。電子部品１は、端子電極２０における平面１１と平
面１２とのいずれか一方の側（本実施形態では、平面１２側）の外表面２７が異方性導電
フィルム３０を介して回路基板４０に実装される。
【００２９】
　回路基板４０は、基板４１と、電子部品１の８つの端子電極２０の部分２３に対応する
ように基板４１に２列に配列して形成された８つのランド電極４３とを備える。一方の列
のランド電極４３が、電子部品１の一方の側面１３側に形成された端子電極２０に物理的
且つ電気的に接続される。他方の列のランド電極４３が、電子部品１の他方の側面１４側
に形成された端子電極２０に物理的且つ電気的に接続される。
【００３０】
　異方性導電フィルム３０は、接着剤３１と、接着剤３１に分散された導電性粒子３３と
を備える。接着剤３１は、テープ状に形成された電気絶縁性の接着剤である。接着剤３１
は、エポキシ系の樹脂である。導電性粒子３３は、略球状の樹脂をＮｉ又はＡｕ等の導電
性金属でコーティングした略球状の粒子である。
【００３１】
　回路基板４０のランド電極４３と端子電極２０の外表面２７との間に異方性導電フィル
ム３０を挟んで加熱すると共に、外表面２７と垂直且つランド電極と外表面２７とを基板
４１の主面と垂直な方向に圧力を加えることにより、ランド電極４３と外表面２７とが接
続される。すなわち、接着剤３１によって、ランド電極４３と外表面２７とが接着される
。
【００３２】
　また、ランド電極４３と外表面２７との間に入り込んだ導電性粒子３３がつぶれてラン
ド電極４３と外表面２７とに挟み込まれた状態で、ランド電極４３と外表面２７とが接着
される。ランド電極４３と外表面２７との間でつぶれた導電性粒子３３の反発力により、
導電性粒子３３は、ランド電極４３と外表面２７とにそれぞれ物理的且つ電気的に接続し
、ランド電極４３と外表面２７との間を電気的に接続する。
【００３３】
　すなわち、８つの端子電極２０が、素体１０の平面１２を回路基板４０に対向させた状
態で、導電性粒子３３を介して回路基板４０に電気的に接続されている。すなわち、平面
１２側の外表面２７が、回路基板と対向することとなる。
【００３４】
　素体１０において回路基板４０と対向する平面１２を基準面１２とする。また、端子電
極２０の基準面１２からの高さが、当該高さの最大値から導電性粒子３３の直径を引いた
値以上となる領域を有効電極領域とする。端子電極２０の基準面１２からの高さとは、基
準面１２に垂直な方向での基準面１２から端子電極２０の回路基板に対向する外表面２７
までの距離である。すなわち、有効電極領域は、外表面２７において、導電性粒子３３に
対応して決定される領域である。
【００３５】
　また、端子電極２０の回路基板４０に対向する外表面２７の基準面１２への投影面積を
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基準面積とする。基準面積は、８つの端子電極２０についての合計面積である。有効電極
領域における回路基板４０に対向する外表面の基準面１２への投影面積を有効電極面積と
する。すなわち、有効電極面積は、外表面２７において、導電性粒子３３に対応して決定
される領域の面積である。有効電極面積は、８つの端子電極２０についての有効電極領域
の合計面積である。
【００３６】
　この場合に、基準面積を１００％とした場合の有効電極面積の割合は、１０％以上であ
る。有効電極領域の割合が大きいほど、より大きな領域で導電性粒子を確実に押し潰すこ
とができ、より確実に端子電極と回路基板４０とを電気的に接続することができる。
【００３７】
　本実施形態の電子部品１では、端子電極２０において、基準面積を１００％とした場合
の有効電極面積の割合が１０％以上であるので、回路基板４０に対向する外表面２７は導
電性粒子３３の直径に対応した平坦度を有する。よって、端子電極２０とランド電極４３
との間の導電性粒子３３がより確実につぶれることとなり、端子電極２０と回路基板４０
とを導電性粒子３３を介してより確実に電気的に接続することができる。従って、導電性
粒子３３を用いて実装する場合の電気的な接続不良を抑制して、接続抵抗のばらつきを低
減することができる。
【００３８】
　また、本実施形態の電子部品１では、８つの端子電極２０において、基準面積を１００
％とした場合の有効電極面積の割合が１０％以上であるので、回路基板４０に対向する外
表面２７は導電性粒子３３の直径に対応した平坦度を有する。このようにすることにより
、８つの端子電極２０において、導電性粒子３３を用いて実装する場合の電気的な接続不
良を抑制して、接続抵抗のばらつきを低減することができる。
【００３９】
　また、本実施形態の電子部品１では、平面１１側の外表面２７の平面１１への投影面積
に対する、端子電極２０の平面１１からの高さが、当該高さの最大値から導電性粒子３３
の直径を引いた値以上となる領域における平面１１への投影面積の割合が、１０％以上で
あることも好ましい。この場合、平面１１側の外表面２７と平面１２側の外表面２７とが
、導電性粒子３３の直径に対応した平坦度を有することとなる。よって、平面１１側の外
表面２７と平面１２側の外表面２７とのどちらがランド電極４３に接続された場合であっ
ても、接続抵抗のばらつきを低減することができる。
【００４０】
　本実施形態の電子部品の実装構造では、端子電極２０において、基準面積を１００％と
した場合の有効電極面積の割合が１０％以上なので、回路基板４０に対向する外表面２７
は導電性粒子３３の直径に対応した平坦度を有する。よって、端子電極２０とランド電極
４３との間の導電性粒子３３がより確実につぶれることとなり、端子電極２０と回路基板
４０とを導電性粒子３３を介してより確実に電気的に接続することができる。従って、導
電性粒子３３を用いて実装する場合の電気的な接続不良を抑制することにより、接続抵抗
のばらつきを低減して電子部品１を実装することができる。
【００４１】
　次に本実施形態に係る電子部品の製造方法を説明する。図４は、本実施形態に係る電子
部品の製造方法を示すフロー図である。図５及び図６は、本実施形態に係る電子部品の製
造方法を示す図である。本実施形態に係る電子部品１の製造方法は、準備工程Ｓ１と、付
与工程Ｓ２と、平坦化工程Ｓ３と、焼付工程Ｓ４と、を含む。
【００４２】
　まず、準備工程Ｓ１において、互いに対向する平面１１，１２を有する略直方体形状の
素体１０を形成する。例えば、コンデンサを含む素体１０は、次のようにして形成するこ
とができる。粉末状の誘電体セラミック材料に、有機バインダ及び有機溶剤等を添加し、
スラリーを得る。そして、このスラリーを、ドクターブレード法等の公知の方法により、
誘電体セラミックグリーンシートを作製する。次に、誘電体セラミックグリーンシート毎
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に、対応する導体パターンを形成する。導体パターンは、例えば、銀を主成分とする導体
ペーストをスクリーン印刷した後、乾燥することによって形成される。
【００４３】
　次に、導体パターンが形成された誘電体セラミックグリーンシートと、導体パターンが
形成されていない誘電体セラミックグリーンシートとを積層して圧着し、中間積層体を得
る。そして、得られた積層中間体をチップ単位に切断した後に、有機バインダを除去（脱
バイ）して、焼成し、素体１０を形成する。
【００４４】
　引き続いて、付与工程Ｓ２において、素体１０の平面１１,１２及び側面１３,１４にお
ける、端子電極２０を形成する所望の位置に、端子電極用の導電性ペーストを付与する。
ここでは、素体１０の対向する側面１３，１４における、端子電極２０の部分２５に対応
する位置に、図５に示すように、転写部材５１（金型）を用いて導電性ペースト２０ａを
付与する。端子電極用の導電性ペーストには、例えば、Ａｇ等の導電性金属粉末、ガラス
フリット、有機バインダ及び有機溶剤を混合したものが用いられている。
【００４５】
　転写部材５１は、側面に複数の突部が形成されており、各突部の幅及び間隔は、素体の
１０の側面１３,１４に形成される端子電極２０の部分２５に対応する。転写部材５１の
突部に端子電極用の導電性ペーストを付与し、当該導電性ペーストを素体１０の側面１３
,１４に当接させて転写する。このとき、転写された導電性ペースト２０ａは、平面１１,
１２側にまわり込み、端子電極２０の部分２１及び部分２３に対応する部分２１ａ及び部
分２３ａを形成する。その後、塗布した端子電極用の導電性ペースト２０ａを加熱して乾
燥させる（脱バインダ）。
【００４６】
　続いて、平坦化工程Ｓ３おいて、図６に示すように、基準面積を１００％とした場合の
有効電極面積の割合が１０％以上となるように、導電性ペースト２０ａの外表面２７ａを
押し潰して平坦化する。平坦化工程Ｓ３では、基準面１２に平行となるように配置した２
枚の金属平板５３，５５で当該電子部品を挟んで基準面１２に垂直な方向に加圧すること
により外表面２７ａを押し潰して、外表面２７ａを平坦化する。すなわち、外表面２７ａ
を金属平板５３，５５によって平らに押しつぶす。例えば、８０℃程度に導電性ペースト
２０ａを加熱しながら、６０分間、外表面２７ａを金属平板５３，５５によって挟んで押
し潰す。
【００４７】
　続いて、焼付工程Ｓ４おいて、平坦化された導電性ペースト２０ａを５００～８５０℃
で焼き付けて、端子電極２０が形成された素体１０を得る。
【００４８】
　本実施形態の電子部品の製造方法では、平坦化工程Ｓ３において、基準面積を１００％
とした場合の有効電極面積の割合が１０％以上となるように導電性ペースト２０ａの外表
面２７ａを形成するので、導電性ペースト２０ａを焼き付けることにより得られる端子電
極２０の回路基板４０に対向する外表面２７は導電性粒子３３の直径に対応した平坦度を
有する。よって、端子電極２０とランド電極４３との間の導電性粒子３３がより確実につ
ぶれることとなり、端子電極２０と回路基板４０とを導電性粒子３３を介してより確実に
電気的に接続することができる。従って、導電性粒子３３を用いて実装する場合の電気的
な接続不良を抑制して、接続抵抗のばらつきを低減した電子部品１を製造することができ
る。
【００４９】
　また、付与工程Ｓ２において、導電性ペースト２０ａを付与してから、平坦化工程Ｓ３
において、導電性ペースト２０ａの外表面２７ａを平坦化するので、導電性粒子３３の直
径に対応した平坦度を有する端子電極２０を簡易に形成することができる。
【００５０】
　本実施形態の電子部品の製造方法では、平坦化工程Ｓ３において、基準面１２に平行と
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なるように配置した２枚の金属平板５３，５５で導電性ペースト２０ａが付与された素体
１０を挟んで加圧することにより導電性ペースト２０ａの外表面２７ａを押し潰すので、
より簡易且つ確実に導電性粒子３３の直径に対応した平坦度を有する外表面２７ａを形成
することができる。また、平面１１側の外表面２７ａと平面１２側の外表面２７ａとを同
時に平坦化することができる。
【００５１】
　次に本実施形態に係る電子部品の評価方法を説明する。本実施形態に係る電子部品の評
価方法は、異方性導電フィルム３０を用いて回路基板４０に実装する場合の接続抵抗に関
する電子部品の評価方法である。
【００５２】
　本実施形態に係る電子部品の評価方法の対象となる電子部品は、互いに対向する平面を
有する略直方体形状の素体と、素体に形成された８つの端子電極とを備える。素体は、互
いに対向する２つの平面と隣り合うと共に互いに対向する２つの側面を有する。８つの端
子電極は、２つの側面のうち一方の側面に形成された４つの端子電極と、他方の側面に形
成された４つの端子電極とを備える。各端子電極は、一方の平面に形成された部分と、他
方の平面に形成された部分と、側面に形成された部分とを含む。
【００５３】
　本実施形態に係る電子部品の評価方法では、８つの端子電極の外表面を評価対象とする
。８つの端子電極の外表面は、異方性導電フィルム３０を用いて回路基板４０と電気的に
接続される端子電極の表面である。すなわち、外表面は、端子電極において回路基板に対
向する面である。
【００５４】
　素体において回路基板と対向する平面を基準面とする。また、端子電極の基準面からの
高さが、当該高さの最大値から導電性粒子３３の直径を引いた値以上となる領域を有効電
極領域とする。端子電極の基準面からの高さとは、基準面に垂直な方向での基準面から端
子電極の回路基板４０に対向する外表面までの距離である。
【００５５】
　また、端子電極の回路基板４０に対向する外表面の基準面への投影面積を基準面積とす
る。有効電極領域における回路基板４０に対向する外表面の基準面への投影面積を有効電
極面積とする。この場合に、本実施形態に係る電子部品の評価方法は、基準面積を１００
％とした場合の有効電極面積の割合に基づいて行われる。
【００５６】
　本実施形態に係る電子部品の評価方法の具体例について説明する。例えば、レーザー顕
微鏡（キーエンス製ＶＫ８５１０）によって、評価対象となる各外表面の対応する基準面
を基準とした高さのデータを得る。続いて、評価対象となる各外表面において、高さの最
高値から導電性粒子３３の直径を引いた値以上の高さの有効電極領域を描画する。そして
、描画した各外表面に対する有効電極領域の画像ファイルの合計画素数をカウントする。
【００５７】
　また、評価対象となる各外表面全体を描画し、外表面全体を描画した画像ファイルの合
計画素数をカウントする。有効電極面積の割合は、外表面全体の画像ファイルの合計画素
数を１００％とした場合の有効電極領域の画像ファイルの合計画素数の割合である。この
ようにして算出した有効電極面積の割合に基づいて、電子部品の接続抵抗について評価す
る。例えば、有効電極面積の割合が１０％以上の場合に、接続抵抗のばらつきに対する電
子部品の品質が良好であると評価する。
【００５８】
　本実施形態の電子部品の評価方法では、端子電極２０における、基準面積を１００％と
した場合の有効電極面積の割合に基づいて電子部品の評価を行うので、導電性粒子３３の
直径に対応した平坦度に基づいて電子部品の品質評価を行うことができる。すなわち、端
子電極を回路基板４０に導電性粒子３３を介して接着する際に、導電性粒子３３のつぶれ
やすさ等に対する評価を的確に行うことができる。従って、導電性粒子３３を用いて実装
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する場合の接続抵抗のばらつきに対する電子部品の評価を行うことができる。
【００５９】
　ところで、外表面の表面粗さに関するパラメータに基づいて端子電極の評価を行うこと
も考えられる。しかしながら、表面粗さに関するパラメータがより平坦であることを示し
ていても、有効電極面積の割合が小さい場合は、接続抵抗のばらつきが大きくなる場合が
ある。すなわち、接続抵抗のばらつきは、導電性粒子に対応した有効電極面積の割合が大
きく関与する。よって、上述したように、本実施形態の電子部品の評価方法を用いること
により、接続抵抗のばらつきに対する端子電極の評価を的確に行うことができる。
【００６０】
　次に、本実施形態に係る電子部品を実装した場合の接続抵抗のばらつきと、従来の電子
部品を実装した場合の接続抵抗のばらつきとを比較する試験結果について説明する。本実
施形態に係る電子部品は、本実施形態に係る製造方法によって製造した。また、本実施形
態に係る電子部品は、本実施形態に係る電子部品の実装構造を用いて実装した。
【００６１】
　まず、従来の電子部品のサンプルである電子部品Ｅ１～Ｅ３と、本実施形態に係る電子
部品のサンプルである電子部品Ｅ４～Ｅ８について説明する。電子部品Ｅ１～Ｅ３は、上
述した準備工程Ｓ１と付与工程Ｓ２と焼付工程Ｓ４とにより形成される。電子部品Ｅ４～
Ｅ８は、上述した準備工程Ｓ１と付与工程Ｓ２と平坦化工程Ｓ３と焼付工程Ｓ４とにより
形成される。すなわち、電子部品Ｅ１～Ｅ３には、平坦化工程Ｓ３を施していない。
【００６２】
　電子部品Ｅ１～Ｅ８は、互いに対向する平面を有する略直方体形状の素体と、素体に形
成された８つの端子電極とを備える。素体は、互いに対向する２つの平面と隣り合うと共
に互いに対向する２つの側面を有する。８つの端子電極は、２つの側面のうち一方の側面
に形成された４つの端子電極と、他方の側面に形成された４つの端子電極とを備える。各
端子電極は、一方の平面に形成された部分と、他方の平面に形成された部分と、側面に形
成された部分とを含む。
【００６３】
　各端子電極の外表面が、異方性導電フィルム３０を用いて回路基板４０と電気的に接続
される。すなわち、外表面は、端子電極において、一方の平面に形成された部分の回路基
板に対向する面である。
【００６４】
　電子部品Ｅ４～Ｅ８は、平坦化工程Ｓ３おいて、基準面積を１００％とした場合の有効
電極面積の割合が１０％以上となるように、外表面が平坦化されている。本実施例におい
ては、金属平板５３，５５としてＳＵＳ製の板を使用した。本実施例において使用した金
属平板５３，５５の表面粗さについてのデータを図７に示す。図７は、金属平板５３，５
５の表面における測定箇所１～６の算術平均高さRa、二乗平均平方根高さRq、最大断面高
さRt、十点平均粗さRz（JIS）をそれぞれ示す。算術平均高さRa、二乗平均平方根高さRq
、最大断面高さRt、十点平均粗さRz（JIS）は、２００１年のJIS B0601規格に準ずる。
【００６５】
　以上のようにして作成した電子部品Ｅ１～Ｅ８を回路基板のサンプルに異方性導電フィ
ルム３０を用いてそれぞれ実装する。回路基板のサンプルは、評価用基板と、評価用基板
に形成された電子部品Ｅ１～Ｅ８の８つの端子電極に対応する８つのランド電極と、８つ
のランド電極それぞれに接続した配線と、を有する。評価用基板は、シート抵抗値１０Ω
のＩＴＯ（酸化インジウムスズ）をスパッタした板厚０．７ｍｍのガラス基板である。配
線パターンは、全ての配線抵抗値が同じとなるように形成した。本実施例において用いた
異方性導電フィルムに含まれる導電性粒子の直径は、４μｍ程度である。
【００６６】
　図８は、比較例についての試験結果を示す表である。図９は、実施例についての試験結
果を示す表である。図８，図９は、比較例に係る電子部品Ｅ１～Ｅ３と実施例に係る電子
部品Ｅ４～Ｅ８についての、有効電極面積と、基準面積と、有効電極面積の割合と、接触
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抵抗値と、接触抵抗のばらつきとをそれぞれ示す。
【００６７】
　有効電極面積は、８つの端子電極の回路基板に対向する外表面についての有効電極領域
の合計面積である。有効電極面積は、次のようにして算出した。まず、レーザー顕微鏡（
キーエンス製ＶＫ８５１０）によって、回路基板に対向する８つの外表面の回路基板に対
向する素体の平面を基準とした高さのデータを得る。続いて、得られた高さデータの最高
値から導電性粒子３３の直径４μｍを引いた値以上の高さの有効電極領域を描画する。そ
して、描画した有効電極領域の画像ファイルの合計画素数をカウントする。そして、カウ
ントした画素数に基づいて、有効電極面積を算出した。
【００６８】
　基準面積は、８つの端子電極の回路基板に対向する外表面の回路基板に対向する素体の
平面への投影面積である。基準面積は、８つの端子電極の回路基板に対向する外表面全体
をレーザー顕微鏡によって描画し、描画した画像ファイルの画素数をカウントすることに
より算出する。
【００６９】
　有効電極面積の割合は、基準面積を１００％とした場合の有効電極面積である。接触抵
抗値は、電子部品における各端子電極２０と配線との間の接触抵抗値の平均である。接触
抵抗のばらつきは、電子部品における８つの端子電極２０における接触抵抗値のばらつき
である。
【００７０】
　図８，９によれば、比較例１～３に係る電子部品Ｅ１～Ｅ３の有効電極面積の割合は１
０％より小さく、実施例１～６に係る電子部品Ｅ４～Ｅ８の有効電極面積の割合は、１０
％以上である。また、実施例１～５に係る電子部品Ｅ４～Ｅ８の接触抵抗のばらつきは、
比較例１～３に係る電子部品Ｅ１～Ｅ３の接触抵抗のばらつきより抑制されている。
【００７１】
　よって、基準面積に対する有効電極面積の割合を１０％以上とすることにより、端子電
極と回路基板との間の接続抵抗のばらつきを低減できることが確認された。また、本実施
形態に係る電子部品の製造方法を用いることにより、端子電極と回路基板との間の接続抵
抗のばらつきを低減できることが確認された。また、本実施形態に係る電子部品の実装構
造を用いることにより、端子電極と回路基板との間の接続抵抗のばらつきを低減できるこ
とが確認された。
【００７２】
　また、図８，９によれば、有効電極面積の割合が大きい場合、端子電極と回路基板との
間の接続抵抗のばらつきが比較的小さい。よって、有効電極面積の割合に基づいて、電子
部品の接続抵抗のばらつきを評価することが有効であることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本実施形態に係る電子部品の平面図である。
【図２】本実施形態に係る電子部品の断面図である。
【図３】本実施形態に係る電子部品の実装構造を示す模式図である。
【図４】本実施形態に係る電子部品の製造方法を示すフロー図である。
【図５】本実施形態に係る電子部品の製造方法を示す図である。
【図６】本実施形態に係る電子部品の製造方法を示す図である。
【図７】金属平板の表面粗さを示す表である。
【図８】比較例についての試験結果を示す表である。
【図９】実施例についての試験結果を示す表である。
【符号の説明】
【００７４】
　１…電子部品、１０…素体、１１，１２…平面、１３，１４…側面、２０…端子電極、
２１，２３，２５…部分、２７…外表面、３０…異方性導電フィルム、３１…接着剤、３
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３…導電性粒子、４０…回路基板、４１…基板、４３…ランド電極、５１…転写部材、５
３，５５…金属平板。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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