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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部端子電極となるビアホール導体を形成している第１の厚み寸法を有する第１の絶縁
性シート部と外部端子電極となるビアホール導体を形成していない第２の厚み寸法を有す
る第２の絶縁性シート部とを積層することによって、積層体を作製する工程と、
　前記積層体の前記ビアホール導体が位置する部分に、前記積層体の互いに対向する第１
および第２の主面間を貫通しかつ当該貫通の方向に段差がない貫通孔を形成することによ
って、前記ビアホール導体の一部を前記貫通孔の内面上に露出させる工程と、
　前記積層体を、前記貫通孔を通る分割線に沿って分割することによって、前記貫通孔の
内面上に露出した前記ビアホール導体の一部をもって外部端子電極が与えられている電子
部品を取り出す工程と
を備える、電子部品の製造方法。
【請求項２】
　前記積層体は、これを前記分割線に沿って分割することによって複数個の電子部品を取
り出せるようにされている、集合電子部品であり、
　前記貫通孔を形成する工程および前記積層体を分割する工程は、前記集合電子部品に対
して実施され、
　前記貫通孔を形成する工程は、前記ビアホール導体を分割するように前記貫通孔を形成
する工程を備え、
　前記集合電子部品を分割する工程において、前記集合電子部品から複数個の前記電子部
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品が取り出される、
請求項１に記載の電子部品の製造方法。
【請求項３】
　前記集合電子部品を分割する工程の前に、前記集合電子部品の状態で各前記電子部品の
特性を測定する工程をさらに備える、請求項２に記載の電子部品の製造方法。
【請求項４】
　前記第１および第２の絶縁性シート部は、セラミックグリーンシートから構成され、前
記積層体を焼成する工程をさらに備える、請求項１ないし３のいずれかに記載の電子部品
の製造方法。
【請求項５】
　前記第１の厚み寸法は、前記第１および第２の厚み寸法の合計の０．９倍以下である、
請求項１ないし４のいずれかに記載の電子部品の製造方法。
【請求項６】
　前記貫通孔を形成する工程は、前記電子部品を取り出すための前記分割線の長さの５０
％以上の長さの部分において、前記電子部品がその周囲部分と連結されている状態が残さ
れるように実施される、請求項１ないし５のいずれかに記載の電子部品の製造方法。
【請求項７】
　前記積層体において、前記外部端子電極となるべき前記ビアホール導体は、前記第２の
主面にまで届くように形成されていて、前記第２の主面上に前記外部端子電極に接続され
るべき裏面電極を形成する工程をさらに備える、請求項１ないし６のいずれかに記載の電
子部品の製造方法。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の製造方法によって得られた、電子部品。
【請求項９】
　互いに対向する第１および第２の主面とこれら第１および第２の主面間を連結する側面
とを有する電子部品本体を備え、前記側面には、前記第１の主面から前記第２の主面にま
で貫通する第１の長さ寸法を有する溝が形成され、前記溝内には、前記溝の底面上に開口
を形成しかつ前記第１の長さ寸法より短い第２の長さ寸法を有する凹部が前記溝の長さ方
向に沿って設けられ、前記凹部内には、前記第２の長さ寸法を有する外部端子電極が設け
られ、前記外部端子電極の、前記凹部の前記開口に沿って延びる露出面は、前記溝の前記
底面と同一面上に位置している、電子部品。
【請求項１０】
　前記第２の長さ寸法は、前記第１の長さ寸法の０．９倍以下である、請求項９に記載の
電子部品。
【請求項１１】
　前記電子部品本体の前記側面の周方向に関して、前記溝が形成されない部分の長さは、
前記側面の全周長さの５０％以上である、請求項９または１０に記載の電子部品。
【請求項１２】
　前記外部端子電極は、前記第２の主面にまで届くように設けられている、請求項９ない
し１１のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１３】
　前記外部端子電極に接続されるように、前記第２の主面上に形成される裏面電極をさら
に備える、請求項９ないし１２のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１４】
　前記外部端子電極は、前記第１および第２の主面のいずれにも届かないように設けられ
ている、請求項９ないし１１のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１５】
　前記電子部品本体は、積層構造を有し、かつ内部回路要素を備える、請求項９ないし１
４のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１６】
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　前記第１および第２の主面の少なくとも一方上に実装される搭載部品をさらに備える、
請求項９ないし１５のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１７】
　前記第１の主面を覆うように設けられる金属カバーをさらに備え、前記金属カバーは、
前記溝内に配置される爪を形成しており、前記爪は、前記外部端子電極に接続されている
、請求項９ないし１６のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１８】
　高周波用途に向けられる、請求項９ないし１７のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１９】
　互いに対向する第１および第２の主面を有し、所定の分割線に沿って前記主面と直交す
る方向に分割することによって複数個の電子部品を取り出せるようにされている、集合電
子部品であって、
　前記分割線を跨がるように、前記第１および第２の主面間の厚み寸法より短い軸線方向
寸法をもってビアホール導体が設けられるとともに、前記ビアホール導体を分割するよう
に、前記第１および第２の主面間を貫通しかつ当該貫通の方向に段差がない貫通孔が設け
られ、前記貫通孔によって分割された前記ビアホール導体の各分割部分をもって外部端子
電極が与えられている、集合電子部品。
【請求項２０】
　前記ビアホール導体の軸線方向寸法は、前記第１および第２の主面間の厚み寸法の０．
９倍以下である、請求項１９に記載の集合電子部品。
【請求項２１】
　前記電子部品を取り出すための前記分割線の前記貫通孔が設けられない部分の長さは、
前記電子部品を取り出すための前記分割線の全長さの５０％以上である、請求項１９また
は２０に記載の集合電子部品。
【請求項２２】
　前記第１および第２の主面の少なくとも一方上に実装される搭載部品をさらに備える、
請求項１９ないし２１のいずれかに記載の集合電子部品。
【請求項２３】
　前記外部端子電極は、前記第２の主面にまで届くように設けられ、前記外部端子電極に
接続されるように、前記第２の主面上に形成される裏面電極をさらに備える、請求項１９
ないし２２のいずれかに記載の集合電子部品。
【請求項２４】
　請求項９ないし１８のいずれかに記載の電子部品を、接続端子を有するマザー基板上に
実装した、電子部品の実装構造であって、
　前記電子部品の前記外部端子電極と前記マザー基板の前記接続端子とが、半田フィレッ
トを介して接続され、前記半田フィレットの高さは、前記外部端子電極の前記第２の長さ
寸法によって規定されている、電子部品の実装構造。
【請求項２５】
　請求項９ないし１８のいずれかに記載の電子部品を備える、電子装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、電子部品およびその製造方法、集合電子部品、電子部品の実装構造、ならび
に電子装置に関するもので、特に、電子部品の外部端子電極の形成態様および形成方法に
おける改良に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
この発明にとって興味ある従来技術として、特開平８－３７２５１号公報に記載されたも
の（以下、「第１の従来技術」）がある。
【０００３】
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この第１の従来技術は、積層電子部品およびその製造方法に関するもので、基本的に、集
合電子部品を作製した上で、これを所定の分割線に沿って分割することによって複数個の
電子部品を取り出すようにしている。
【０００４】
より詳細には、ビアホール導体を形成している複数枚の絶縁性シートを積層して、積層体
を作製し、この積層体のビアホール導体が位置する部分に、積層体を貫通する貫通孔を形
成し、それによって、ビアホール導体を分割するとともに、ビアホール導体の一部を貫通
孔の内面上に露出させ、次いで、積層体を、貫通孔を通る分割線に沿って分割することに
よって、貫通孔の内面上に露出したビアホール導体の一部をもって外部端子電極が与えら
れている電子部品を取り出すことが行なわれる。
【０００５】
この第１の従来技術によれば、その配置ピッチが細かくなっても、外部端子電極を容易に
形成することができ、また、製造途中の集合電子部品の状態にある積層体の段階で個々の
電子部品の特性測定を行なうことができる。
【０００６】
この発明にとって興味ある他の従来技術として、特開平６－９６９９２号公報に記載され
たもの（以下、「第２の従来技術」）がある。
【０００７】
この第２の従来技術も、積層電子部品およびその製造方法に関するもので、基本的には、
上述した第１の従来技術の場合と同様、集合電子部品を作製した上で、これを所定の分割
線に沿って分割することによって複数個の電子部品を取り出すようにしたものである。
【０００８】
より詳細には、外部端子電極となるビアホール導体を形成している第１の絶縁性シートと
このようなビアホール導体を形成していない第２の絶縁性シートとを積層することによっ
て、積層体を作製し、ビアホール導体を分割するように、積層体に溝を形成し、それによ
って、ビアホール導体の一部を溝の内面上に露出させ、その後、溝に沿って分割すること
によって、ビアホール導体の一部をもって外部端子電極が与えられた電子部品を取り出す
ことが行なわれる。
【０００９】
この第２の従来技術によれば、前述した第１の従来技術の場合と同様、その配置ピッチを
細かくしても、外部端子電極を容易に形成することができ、溝に沿う分割前の集合電子部
品の状態にある積層体の段階で、個々の電子部品の特性測定を行なうことができる。
【００１０】
なお、第１の従来技術の場合には、積層体に形成される貫通孔の長さ寸法と同等の長さ寸
法を有する外部端子電極が設けられ、他方、第２の従来技術では、外部端子電極は、積層
体の厚みの一部に相当する溝の深さの範囲内の長さ寸法をもって設けられる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、第１および第２の従来技術には、それぞれ、解決されるべき問題がある。
【００１２】
まず、第１の従来技術では、外部端子電極が、積層体に形成される貫通孔の長さ寸法と同
等の長さ寸法を有しているので、積層体の第１および第２の主面の双方にまで届くように
設けられることになる。したがって、たとえば、第１の主面を、搭載部品が実装される実
装面としたとき、搭載部品の半田付け等に際して、外部端子電極と不所望な電気的短絡が
生じないようにするため、外部端子電極と搭載部品のための接続端子との間に所定の間隔
を設けておかなければならず、そのため、搭載部品を実装できる面積が狭められる。
【００１３】
同様に、この電子部品をマザー基板上に実装する場合にも、第２の主面がマザー基板に向
くようにされると、外部端子電極とマザー基板との接続のための半田等が第２の主面上の
配線導体と外部端子電極との間で不所望な電気的短絡を生じさせないようにする必要があ
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り、そのために、この配線導体と外部端子電極との間に所定の間隔を設けなければならず
、その結果、第２の主面上での配線導体の配置可能面積も狭められる。
【００１４】
また、電子部品が焼成工程を経て製造されるセラミック電子部品である場合、ビアホール
導体とセラミックとの焼成時の収縮挙動の不一致により、電子部品の主面における外部端
子電極の近傍で凹凸ないしはうねりが生じやすい。そのため、通常、２０μｍ以下のコプ
ラナリティが求められているワイヤボンディングやフリップチップ実装の場合には、これ
らの実装を外部端子電極の近傍で適正に行なうことが不可能であり、このことによっても
、搭載部品の実装可能な面積が狭められる。
【００１５】
また、電子部品をマザー基板上に半田を介して実装した状態にすると、電子部品の外部端
子電極とマザー基板の接続端子との間に半田フィレットが形成される。電子部品が高周波
用途に向けられる場合、この半田フィレットは、無視できないインダクタンス成分として
作用し、そのため、半田フィレットの高さの制御が重要である。しかしながら、この半田
フィレットの高さは、付与される半田量や半田の外部端子電極表面との濡れ性によって決
定されるが、電子部品の厚み方向に貫通して外部端子電極が設けられていると、このよう
な半田フィレットの高さの制御が困難であり、そのため、高周波用途に向けられるとき、
半田フィレットによるインダクタンス成分がばらつきやすい。
【００１６】
第１の従来技術において遭遇し得る上述のような問題は、第２の従来技術を採用したとき
には、ある程度解消される。なぜなら、第２の従来技術によれば、前述したように、外部
端子電極は、電子部品の厚み方向に貫通するように設けられず、一方の主面にのみ届くよ
うに設けられているからである。
【００１７】
しかしながら、第２の従来技術による場合には、次のような問題に遭遇することがある。
【００１８】
すなわち、集合電子部品の状態にある積層体の段階においても、個々の電子部品の特性測
定を可能とするため、ビアホール導体を分割することによって、個々の電子部品のための
外部端子電極を互いに独立した状態とすることが行なわれるが、このようなビアホール導
体の分割は、個々の電子部品を取り出すように分割するための分割線に沿って溝を形成す
ることによって達成される。
【００１９】
しかしながら、このような溝は、集合電子部品において不用意に破断されやすい箇所を与
えてしまうことにもなり、特性測定などの工程を実施するために集合電子部品を取り扱う
途中で、集合電子部品が不所望にも破断されてしまうことがある。このような破断は、電
子部品の低背化が進む中、厚み寸法がたとえば０. ８ｍｍ程度にまで小さくされたとき、
より生じやすくなる。
【００２０】
そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、電子部品およびその製造
方法ならびに集合電子部品を提供しようとすることである。
【００２１】
この発明の他の目的は、上述したような電子部品の実装構造および電子部品を用いて構成
される電子装置を提供しようとすることである。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、まず、電子部品の製造方法に向けられる。この電子部品の製造方法は、上
述した技術的課題を解決するため、外部端子電極となるビアホール導体を形成している第
１の厚み寸法を有する第１の絶縁性シート部と外部端子電極となるビアホール導体を形成
していない第２の厚み寸法を有する第２の絶縁性シート部とを積層することによって、積
層体を作製する工程と、積層体のビアホール導体が位置する部分に、積層体の互いに対向



(6) JP 4138211 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

する第１および第２の主面間を貫通しかつ当該貫通の方向に段差がない貫通孔を形成する
ことによって、ビアホール導体の一部を貫通孔の内面上に露出させる工程と、積層体を、
貫通孔を通る分割線に沿って分割することによって、貫通孔の内面上に露出したビアホー
ル導体の一部をもって外部端子電極が与えられている電子部品を取り出す工程とを備える
ことを特徴としている。
【００２３】
上述した電子部品の製造方法において、好ましくは、積層体は、これを分割線に沿って分
割することによって複数個の電子部品を取り出せるようにされている、集合電子部品であ
る。この場合、上述した貫通孔を形成する工程および積層体を分割する工程は、この集合
電子部品に対して実施され、貫通孔を形成する工程では、ビアホール導体を分割するよう
に貫通孔が形成される。そして、この集合電子部品を分割することによって、集合電子部
品から複数個の電子部品が取り出される。
【００２４】
上述した好ましい実施態様において、集合電子部品を分割する工程の前に、集合電子部品
の状態で各電子部品の特性を測定する工程が実施されることが好ましい。
【００２５】
前述した第１および第２の絶縁性シート部が、セラミックグリーンシートから構成される
とき、この電子部品の製造方法は、積層体を焼成する工程をさらに備えている。
【００２６】
また、この発明に係る電子部品の製造方法において、第１の絶縁性シート部の厚み寸法で
ある第１の厚み寸法は、積層体の厚み寸法に相当する、第１および第２の絶縁性シート部
のそれぞれの第１および第２の厚み寸法の合計の０．９倍以下であることが好ましい。
【００２７】
　また、好ましくは、前述した貫通孔を形成する工程は、電子部品を取り出すための分割
線の長さの５０％以上の長さの部分において、電子部品がその周囲部分と連結されている
状態が残されるように実施される。
　また、積層体において、外部端子電極となるべきビアホール導体が、積層体の第２の主
面にまで届くように形成されているとき、第２の主面上に外部端子電極に接続されるべき
裏面電極を形成する工程がさらに実施されることが好ましい。
【００２８】
この発明は、また、上述したような製造方法によって得られた電子部品にも向けられる。
【００２９】
　また、この発明は、次のような構成を有する電子部品にも向けられる。すなわち、この
電子部品は、互いに対向する第１および第２の主面とこれら第１および第２の主面間を連
結する側面とを有する電子部品本体を備え、側面には、第１の主面から第２の主面にまで
貫通する第１の長さ寸法を有する溝が形成され、この溝内には、溝の底面上に開口を形成
しかつ第１の長さ寸法より短い第２の長さ寸法を有する凹部が溝の長さ方向に沿って設け
られ、この凹部内には、第２の長さ寸法を有する外部端子電極が設けられ、この外部端子
電極の、上記凹部の開口に沿って延びる露出面は、上記溝の底面と同一面上に位置してい
る。
【００３０】
上述した電子部品において、第２の長さ寸法は、第１の長さ寸法の０．９倍以下であるこ
とが好ましい。
【００３１】
また、電子部品本体の側面の周方向に関して、溝が形成されない部分の長さは、側面の全
周長さの５０％以上であることが好ましい。
【００３２】
　また、この発明に係る電子部品において、外部端子電極は、第２の主面にまで届くよう
に設けられていても、第１および第２の主面のいずれにも届かないように設けられていて
もよい。外部端子電極が第２の主面にまで届くように設けられている場合、外部端子電極
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に接続されるように、第２の主面上に形成される裏面電極をさらに備えることが好ましい
。
【００３３】
また、この発明に係る電子部品において、電子部品本体は、積層構造を有し、かつ内部回
路要素を備えていてもよい。
【００３４】
また、この発明に係る電子部品は、第１および第２の主面の少なくとも一方上に実装され
る搭載部品をさらに備えていてもよい。
【００３５】
また、この発明に係る電子部品は、第１の主面を覆うように設けられる金属カバーをさら
に備えていてもよい。この場合、金属カバーは、溝内に配置される爪を形成しており、こ
の爪が、外部端子電極に接続されていることが好ましい。
【００３６】
また、この発明に係る電子部品は、好ましくは、高周波用途に向けられる。
【００３８】
この発明は、また、互いに対向する第１および第２の主面を有し、所定の分割線に沿って
主面と直交する方向に分割することによって複数個の電子部品を取り出せるようにされて
いる、集合電子部品にも向けられる。
【００３９】
　この発明に係る集合電子部品においては、分割線を跨るように、第１および第２の主面
間の厚み寸法より短い軸線方向寸法をもってビアホール導体が設けられるとともに、この
ビアホール導体を分割するように、第１および第２の主面間を貫通しかつ当該貫通の方向
に段差がない貫通孔が設けられ、この貫通孔によって分割されたビアホール導体の各分割
部分をもって外部端子電極が与えられている。
【００４０】
上述した集合電子部品において、好ましくは、ビアホール導体の軸線方向寸法は、第１お
よび第２の主面間の厚み寸法の０．９倍以下である。
【００４１】
また、この集合電子部品において、電子部品を取り出すための分割線の貫通孔が設けられ
ない部分の長さは、電子部品を取り出すための分割線の全長さの５０％以上であることが
好ましい。
【００４２】
　また、集合電子部品は、第１および第２の主面の少なくとも一方上に実装される搭載部
品をさらに備えていてもよい。
　また、集合電子部品の場合であっても、外部端子電極が第２の主面にまで届くように設
けられるとき、外部端子電極に接続されるように、第２の主面上に形成される裏面電極を
さらに備えることが好ましい。
【００４３】
この発明は、また、前述したような電子部品を、接続端子を有するマザー基板上に実装し
た、電子部品の実装構造にも向けられる。
【００４４】
この発明に係る電子部品の実装構造においては、電子部品の外部端子電極とマザー基板の
接続端子とが半田フィレットを介して接続され、半田フィレットの高さは、外部端子電極
の第２の長さ寸法によって規定されている。
【００４５】
また、この発明は、前述したような電子部品を備える電子装置にも向けられる。
【００４６】
【発明の実施の形態】
図１は、この発明の一実施形態による電子部品１の外観を示す斜視図であり、（Ａ）およ
び（Ｂ）は、互いに逆の方向から電子部品１を示したものである。
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【００４７】
電子部品１は、互いに対向する第１および第２の主面２および３とこれら第１および第２
の主面２および３間を連結する側面４とを有する電子部品本体５を備えている。電子部品
本体５は、この実施形態では、概略的に直方体ないしは四角柱の形状をなしている。
【００４８】
電子部品本体５の側面４には、第１の主面２から第２の主面３にまで貫通する溝６が形成
されている。溝６は、この実施形態では、側面４の長辺部分には、各々３個、短辺部分に
は各々１個配置されている。溝６は、電子部品本体５の厚み寸法に相当する第１の長さ寸
法７を有している。
【００４９】
　溝６内には、溝６の底面上に開口を形成しかつ第１の長さ寸法７より短い第２の長さ寸
法８を有する凹部９が溝６の長さ方向に沿って設けられ、この凹部９内は、同じく第２の
長さ寸法８を有する外部端子電極１０が設けられている。外部端子電極１０の、凹部９の
開口に沿って延びる露出面は、溝６の底面と同一面上に位置している。この実施形態では
、第２の外部端子電極１０は、第１の主面２には届かないが、第２の主面３にまで届くよ
うに設けられている。
【００５０】
好ましくは、第２の長さ寸法８は、第１の長さ寸法７の０．９倍以下となるようにされる
。典型的な一例では、第１の長さ寸法７は０．８ｍｍとされ、第２の長さ寸法８は０．７
ｍｍとされる。
【００５１】
また、好ましくは、電子部品本体５の側面４の周方向に関して、溝６が形成されない部分
の長さは、側面４の全周長さの５０％以上とされる。
【００５２】
また、電子部品１は、この実施形態では、積層電子部品であり、そのため、電子部品本体
５は、積層構造を有し、かつ、図１では図示しないが、内部回路要素を備えている。
【００５３】
図２ないし図６は、上述した電子部品１の製造方法を説明するためのものである。なお、
図２ないし図６に示した製造方法では、電子部品１を得るため、図６に示すような集合電
子部品１１が作製され、この集合電子部品１１を所定の分割線１２に沿って分割すること
によって複数個の電子部品１を取り出すようにしている。
【００５４】
図２を参照して、集合電子部品１１を得るため、まず、外部端子電極１０となるビアホー
ル導体１３を形成している第１の絶縁性シート１４とこのようなビアホール導体を形成し
ていない第２の絶縁性シート１５とが用意される。この実施形態では、これら絶縁性シー
ト１４および１５は、それぞれ、複数枚のセラミックグリーンシートから構成される。ま
た、ビアホール導体１３を形成するため、第１の絶縁性シート１４には貫通孔が設けられ
、そこに導電性ペーストを充填することが行なわれる。
【００５５】
上述した所定の枚数の第１の絶縁性シート１４からなる第１の絶縁性シート部１６と所定
の枚数の第２の絶縁性シート１５からなる第２の絶縁性シート部１７とが積層され、プレ
スされることによって、図３に示すような積層体１８が作製される。図４は、積層体１８
の特定のビアホール導体１３が設けられた部分を拡大して示すもので、（Ａ）は、ビアホ
ール導体１３の縦断面図であり、（Ｂ）は、ビアホール導体１３の横断面図である。
【００５６】
積層体１８を作製するにあたって、図４（Ａ）に示されるように、第１の絶縁性シート部
１６が所定の第１の厚み寸法１９を有するように設定され、また、第２の絶縁性シート部
１７は、所定の第２の厚み寸法２０を有するように設定されるが、これら厚み寸法１９お
よび２０は、第１の絶縁性シート部１６を構成する第１の絶縁性シート１４の枚数および
第２の絶縁性シート部１７を構成する第２の絶縁性シート１５の枚数によって決定される
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。前述したように、得られた電子部品１において、第２の長さ寸法８が、第１の長さ寸法
７の０．９倍以下にされる場合には、第１の厚み寸法１９は、第１および第２の厚み寸法
１９および２０の合計の０．９倍以下に設定される。
【００５７】
図４（Ａ）には、電子部品１に関連して設けられる配線導体の一部であって、内部回路要
素としての内部導体膜２１が図示されている。内部導体膜２１は、導電性ペーストから形
成されるものであって、ビアホール導体１３に接続されている。
【００５８】
なお、図４（Ａ）に示した内部導体膜２１は、内部回路要素あるいは配線導体の代表的な
ものとして図示したものであり、その他の内部回路要素あるいは配線導体については、図
１ないし図６において、図示が省略されていると理解すべきである。
【００５９】
　次に、図５に示すように、積層体１８のビアホール導体１３が位置する部分に、積層体
１８の互いに対向する第１および第２の主面２２および２３間を貫通しかつ当該貫通の方
向に段差がない貫通孔２４が形成される。これによって、ビアホール導体１３は分割され
、かつビアホール導体１３の一部が貫通孔２４の内面上に露出した状態となる。図２ない
し図５において、図６に示した分割線１２が図示されているが、図５からわかるように、
分割線１２は、貫通孔２４を通っている。
【００６０】
なお、図示した貫通孔２４は、その断面が四角形であったが、たとえば円形等の他の形状
に変更されてもよい。同様に、ビアホール導体１３の断面形状についても、図示のもので
は四角形であったが、たとえば円形等の他の形状に変更されてもよい。
【００６１】
貫通孔２４は、得られた電子部品１の電子部品本体５の側面４に設けられた溝６を与え、
また、貫通孔２４によって分割されたビアホール導体１３の各分割部分は、外部端子電極
１０となるものである。
【００６２】
前述したように、電子部品本体５の側面４の周方向に関して、溝６が形成されない部分の
長さが、側面４の全周長さの５０％以上となるようにするため、貫通孔２４を形成するに
あたって、電子部品本体５を取り出すための分割線１２の長さの５０％以上の長さの部分
において、個々の電子部品１がその周囲部分と連結されている状態が残されるようにされ
る。
【００６３】
次に、積層体１８は焼成される。なお、焼成に先立って、後での分割を容易にするための
溝が、図５（Ａ）の主面２２もしくは２３またはこれら主面２２および２３の双方に形成
されてもよい。なお、この溝の深さを決定するにあたっては、積層体１８の焼成後の取り
扱いにおいて、溝に沿って不用意に破断しないように配慮される。
【００６４】
上述のような焼成の結果、積層体１８が焼結し、図６に示すような集合電子部品１１が得
られる。この集合電子部品１１に対しては、必要に応じて、外部導体膜および抵抗膜が形
成されたり、オーバーコートが施されたり、ソルダーレジストが付与されたり、めっきが
施されたりする。
【００６５】
図４（Ａ）を参照しながら前述したように、第１の厚み寸法１９が第１および第２の厚み
寸法１９および２０の合計の０．９倍以下とし、言い換えると、ビアホール導体１３の軸
線方向寸法が、積層体１８の第１および第２の主面２２および２３間の厚み寸法の０．９
倍以下とすることにより、ビアホール導体１３に含まれる導電成分と絶縁性シート部１６
および１７に含まれるセラミック成分との焼成時における収縮挙動に不一致が生じても、
焼成後の集合電子部品１１のビアホール導体１３の近傍において、凹凸が生じたり、うね
りが生じたりすることを抑制することができる。
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【００６６】
以上の工程を終えたとき、集合電子部品１１に含まれる複数個の電子部品１は、互いに他
のものに対して電気的に独立しているので、貫通孔２４によって分断されたビアホール導
体１３の各分割部分によって与えられた外部端子電極１０を介して、個々の電子部品１の
特性を測定することができる。
【００６７】
このように、特性が測定された後、良品と判定された集合電子部品１１について、必要に
応じて、そこに備える電子部品１の第１および第２の主面２および３の少なくとも一方上
に搭載部品が実装される。
【００６８】
ここまで述べた工程は、集合電子部品１１の状態で能率的に実施することができる。
【００６９】
前述したように、電子部品１を取り出すための分割線１２の貫通孔２４が設けられない部
分の長さが、電子部品１を取り出すための分割線１２の全長さの５０％以上とされること
により、たとえば、上述した特性測定のための取り扱い等において、集合電子部品１１が
不用意にも破断されにくくすることができる。
【００７０】
次に、集合電子部品１１が分割線１２に沿って分割される。これによって、図１に示すよ
うな複数個の電子部品１が取り出される。
【００７１】
図７は、図１に示した電子部品を用いて構成された高周波モジュール２５を図解的に断面
図で示している。
【００７２】
図７を参照して、電子部品１をもって高周波モジュール２５を構成するため、電子部品本
体５の第１の主面２上には、いくつかの搭載部品２６および２７が実装される。これら搭
載部品２６および２７の実装を可能とするため、図示しないが、電子部品本体５の第１の
主面２上には、適当な外部導体膜が形成されている。搭載部品２６は、バンプ電極２８を
介して実装されるもので、搭載部品２７は、面状の電極２９を介して実装されるものであ
る。
【００７３】
図８は、図７に示した高周波モジュール２５がマザー基板３０上に実装された状態を図解
的に断面図で示している。
【００７４】
図８を参照して、マザー基板３０上には接続端子３１が設けられている。高周波モジュー
ル２５に備える電子部品１の外部端子電極１０とマザー基板３０の接続端子３１とは、半
田フィレット３２を介して接続されている。このとき、外部端子電極１０は、電子部品本
体５の第１の主面２にまで届かないように設けられているので、半田フィレット３２の高
さ３３は、外部端子電極１０の第２の長さ寸法８（図１参照）によって確実に規定される
ことができる。したがって、半田フィレット３２によって与えられるインダクタンス成分
が、この半田フィレット３２の高さによって制御され、この高さ３３のばらつきによるイ
ンダクタンス成分のばらつきを生じにくくすることができる。
【００７５】
図９は、図７に示した高周波モジュール２５に金属カバー３４を取り付けた状態を図解的
に示す断面図である。
【００７６】
図９を参照して、金属カバー３４は、電子部品１に備える電子部品本体５の第１の主面２
を覆うように設けられる。金属カバー３４には、溝６内に配置される爪３５が形成されて
おり、爪３５は、外部端子電極１０に接続されている。
【００７７】
上述のような構成を採用することにより、金属カバー３４の電子部品本体５に対する位置
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決めが容易になるとともに、金属カバー３４に対する接地を、外部端子電極１０を介して
容易に行なうことができる。
【００７８】
なお、電子部品本体５の第１の主面２上には、そこに実装されている部品のシールドを目
的として、樹脂をコーティングしてもよい。樹脂コーティングによるシールド構造は、電
子部品１のさらなる低背化に有利である。
【００７９】
図１０は、この発明の他の実施形態による電子部品１ａをもって構成した高周波モジュー
ル２５ａをマザー基板３０上に実装した状態を図解的に示す、図８に相当する断面図であ
る。図１０において、図８に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、重複
する説明は省略する。
【００８０】
図１０に示した電子部品１ａは、外部端子電極１０に接続された裏面電極４５が、電子部
品本体５の第２の主面３上に形成されていることを特徴としている。このような構造を採
用すれば、マザー基板３０に対する電子部品１の接合強度を著しく向上させることができ
る。
【００８１】
なお、裏面電極４５は、積層前の絶縁性シート１４の段階で形成しても、図５に示す貫通
孔２４を形成した後に形成しても、図６に示す焼成後の段階で形成してもよい。
【００８２】
図１１は、この発明のさらに他の実施形態による電子部品３６の一部を図解的に示す断面
図である。図１１において、図１ないし図６に示した要素に相当する要素には同様の参照
符号を付し、重複する説明は省略する。
【００８３】
図１１を参照して、電子部品３６においては、外部端子電極１０が、電子部品本体５の第
１および第２の主面２および３のいずれにも届かないように設けられている。
【００８４】
図１１に示した電子部品３６によれば、第１および第２の主面２および３の双方において
、搭載部品の実装可能な面積が外部端子電極１０の存在によって狭められることがない。
また、第１および第２の主面２および３のいずれの側についても、焼成時の収縮挙動の差
によって凹凸やうねりが生じにくいようにすることができる。
【００８５】
図１２は、この発明のさらに他の実施形態による電子部品３７の一部を図解的に示す断面
図である。図１２において、図１ないし図６に示した要素に相当する要素には同様の参照
符号を付し、重複する説明は省略する。
【００８６】
図１２に示す電子部品３７においては、外部端子電極１０は、第２の主面３にまで届くよ
うに設けられるが、図１等に示した電子部品１の場合に比べて、その軸線方向寸法がより
短くされる。
【００８７】
また、この電子部品３７では、外部端子電極１０と同様の形成方法によって、接続導体３
８が設けられている。接続導体３８は、通常の接続用のビアホール導体と同様の機能を有
するもので、たとえば、図示の実施形態では、内部導体膜３９と外部導体膜４０とを接続
するように機能している。外部導体膜４０は、外部導体膜４１とともに、搭載部品４２を
第１の主面２上に実装する際に用いられるものである。
【００８８】
以上、この発明を図示したいくつかの実施形態に関連して説明したが、この発明の範囲内
において、その他、いくつかの変形例が可能である。
【００８９】
たとえば、図示の実施形態では、電子部品１を製造するため、集合電子部品１１を作製し
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、これを分割することによって複数個の電子部品１を取り出すようにしたが、単に１個の
電子部品１を得るための積層体を作製し、この積層体に形成されたビアホール導体が位置
する部分に、貫通孔を形成し、貫通孔を通る分割線に沿って分割することによって、積層
体の周囲部分を除去し、その結果、１個の電子部品を取り出すようにしてもよい。この場
合には、貫通孔は、ビアホール導体を分割するように形成される必要はなく、単に、貫通
孔の内面上にビアホール導体の一部が露出するように形成されればよい。
【００９０】
また、図示した実施形態では、電子部品本体５は、積層構造を有し、かつ内部導体膜２１
等の内部回路要素を備えるものであったが、積層構造を有しない電子部品本体を備える電
子部品に対しても、この発明を適用することができる。
【００９２】
また、図示した実施形態では、絶縁性シート部１６および１７は、セラミックグリーンシ
ートから構成されたが、他の絶縁性材料からなるシートによって構成されてもよい。
【００９３】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、互いに対向する第１および第２の主面とこれら第１お
よび第２の主面間を連結する側面とを有する電子部品本体を備え、側面には、第１の主面
から第２の主面にまで貫通する第１の長さ寸法を有する溝が形成され、この溝内には、第
１の長さ寸法より短い第２の長さ寸法を有する外部端子電極が設けられている、電子部品
を得ることができるので、この電子部品において、電子部品本体の第１および第２の主面
の少なくとも一方については、外部端子電極が届かないようにすることができる。
【００９４】
したがって、外部端子電極との不所望な電気的短絡を防止するために、主面上での搭載部
品の実装可能な面積が狭められることを防止できる。
【００９５】
また、電子部品本体が、セラミックをもって構成される場合には、焼成時における外部端
子電極の導電成分とセラミック成分との収縮挙動の不一致が、得られた電子部品本体の主
面上での凹凸またはうねりとなって現れることを防止することができる。
【００９６】
特に、外部端子電極の第２の長さ寸法が、溝の第１の長さ寸法の０．９倍以下にされると
き、上述のような主面上での凹凸やうねりがより確実に生じにくくすることができる。
【００９７】
また、この発明に係る電子部品をマザー基板上に実装するため、電子部品の外部端子電極
とマザー基板の接続端子とが、半田フィレットを介して接続されるとき、この半田フィレ
ットの高さを、外部端子電極の長さ方向寸法によって規定することができる。したがって
、この電子部品が高周波用途に向けられるとき、半田フィレットによって与えられるイン
ダクタンス成分のばらつきを低減することができる。
【００９８】
また、外部端子電極は溝内に形成されるので、外部端子電極に対してめっきを施したとき
、めっき膜の異常析出が生じても、隣り合う外部端子電極間で電気的短絡がもたらされに
くくすることができる。
【００９９】
この発明に係る電子部品の製造方法によれば、外部端子電極となるビアホール導体を形成
している第１の絶縁性シート部とこのようなビアホール導体を形成していない第２の絶縁
性シート部とを積層することによって、積層体を作製し、この積層体のビアホール導体が
位置する部分に、長手の溝ではなく、積層体を貫通する貫通孔を形成することによって、
ビアホール導体の一部を貫通孔の内面上に露出させて、外部端子電極を与えるようにして
いる。
【０１００】
したがって、電子部品が低背化され、そのため、積層体が薄型化されても、貫通孔を通る
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分割線に沿って分割する前の段階で、積層体が不所望にも破断される事態を招きにくくす
ることができる。
【０１０１】
特に、積層体から電子部品を取り出すための分割線の長さの５０％以上の長さの部分にお
いて、電子部品がその周囲部分と連結されている状態が残されるように貫通孔が形成され
ると、上述したような破断をより確実に生じにくくすることができる。
【０１０２】
この発明に係る電子部品の製造方法において、上述した積層体が、これを分割線に沿って
分割することによって複数個の電子部品を取り出せるようにされている、集合電子部品で
あるとき、多数の電子部品を能率的に製造することができる。
【０１０３】
上述の場合、貫通孔を形成するにあたって、ビアホール導体を分割するように貫通孔を形
成するようにすれば、１つの貫通孔の形成によって、隣り合う２個の電子部品の各々の外
部端子電極を同時に形成することができる。
【０１０４】
また、上述のように、集合電子部品において、ビアホール導体を分割するように貫通孔を
形成して、外部端子電極を与えるようにすれば、この貫通孔を形成した段階で、複数個の
電子部品は、互いに他のものに対して電気的に独立した状態とすることができる。したが
って、集合電子部品を分割する前に、この集合電子部品の状態で各電子部品の特性を測定
するようにすれば、特性測定工程を能率的に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態による電子部品１の外観を示す斜視図であり、（Ａ）は、
第１の主面２側から示し、（Ｂ）は、第２の主面３側から示すものである。
【図２】図１に示した電子部品１を製造するために実施される絶縁性シート１４および１
５の積層工程を示す斜視図である。
【図３】図２に示した積層工程を経て得られた積層体１８を示す斜視図である。
【図４】図３に示した積層体１８のビアホール導体１３が設けられた部分を拡大して示す
もので、（Ａ）は、ビアホール導体１３の縦断面図であり、（Ｂ）は、ビアホール導体１
３の横断面図である。
【図５】図４に対応する図であって、ビアホール導体１３を分割するように貫通孔２４を
形成した状態を示す図である。
【図６】図５に示した工程を経た後、積層体１８を焼成して得られた集合電子部品１１を
示す斜視図である。
【図７】図１に示した電子部品１上に搭載部品２６および２７を実装して構成した高周波
モジュール２５を図解的に示す断面図である。
【図８】図７に示した高周波モジュール２５をマザー基板３０上に実装した状態を図解的
に示す断面図である。
【図９】図１に示した電子部品１に金属カバー３４を取り付けた状態を図解的に示す断面
図である。
【図１０】この発明の他の実施形態による電子部品１ａをもって構成した高周波モジュー
ル２５ａをマザー基板３０上に実装した状態を図解的に示す、図８に相当する断面図であ
る。
【図１１】この発明のさらに他の実施形態による電子部品３６の一部を図解的に示す断面
図である。
【図１２】この発明のさらに他の実施形態による電子部品３７の一部を図解的に示す断面
図である。
【符号の説明】
２，２２　第１の主面
３，２３　第２の主面
４　側面
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５　電子部品本体
６　溝
７　第１の長さ寸法
８　第２の長さ寸法
９　凹部
１０　外部端子電極
１１　集合電子部品
１２　分割線
１３　ビアホール導体
１６　第１の絶縁性シート部
１７　第２の絶縁性シート部
１８　積層体
１９　第１の厚み寸法
２０　第２の厚み寸法
２１，３９　内部導体膜
２４　貫通孔
２６，２７，４２　搭載部品
３０　マザー基板
３１　接続端子
３２　半田フィレット
３３　高さ
３４　金属カバー
３５　爪

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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【図９】

【図１０】
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