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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性材料で形成された絶縁性基板と、該絶縁性基板の一方の面上に対向配置されそれ
ぞれ異なる縁部まで形成された一対の接続電極と、該一対の接続電極のそれぞれに接続さ
れて放電間隙を介して互いに対向配置された一対の放電電極と、ガラス材料を有する接着
剤を介して前記一対の接続電極の基端部を含む前記絶縁性基板の外周部上と固定されて該
絶縁性基板の上部に放電空間を形成する箱状の蓋体と、前記縁部にて露出された前記一対
の接続電極と導通するように前記絶縁性基板の両端部に配される一対の端子電極とを備え
たチップ型サージアブソーバにおいて、
　前記接続電極が、金属中にガラス材料を含む材料で形成されていることを特徴とするチ
ップ型サージアブソーバ。
【請求項２】
　前記放電電極が、導電性物質のみで形成されていることを特徴とする請求項１に記載の
チップ型サージアブソーバ。
【請求項３】
　スパッタ法により形成された前記放電電極の膜厚が、０．５μｍ以上５μｍ以下である
ことを特徴とする請求項１または２に記載のチップ型サージアブソーバ。
【請求項４】
　前記接続電極が、前記放電電極よりも厚く形成されていることを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか１項に記載のチップ型サージアブソーバ。
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【請求項５】
　絶縁性基板の一方の面上に対向配置されそれぞれ該絶縁性基板の異なる縁部まで延在す
る一対の接続電極を形成する接続電極形成工程と、
　放電間隙を介して互いに対向し、前記一対の接続電極のそれぞれに接続される一対の放
電電極を形成する放電電極形成工程と、
　ガラス材料を有する接着剤を介して前記一対の接続電極の基端部を含む前記絶縁性基板
の外周部上に箱状の蓋体を固定し、前記縁部にて露出した前記一対の接続電極と導通する
ように前記絶縁性基板の両端部に一対の端子電極を形成する封止工程とを有するチップ型
サージアブソーバの製造方法において、
　前記接続電極形成工程が、金属中にガラス材料を含む材料で接続電極を形成することを
特徴とするチップ型サージアブソーバの製造方法。
【請求項６】
　前記放電電極形成工程が、導電性物質のみで形成された前記放電電極を形成することを
特徴とする請求項５に記載のチップ型サージアブソーバの製造方法。
【請求項７】
　前記接続電極形成工程が、スクリーン印刷法によって前記接続電極を形成すると共に、
　前記放電電極形成工程が、スパッタ法によって前記放電電極を形成することを特徴とす
る請求項５または６に記載のチップ型サージアブソーバの製造方法。
【請求項８】
　前記接続電極形成工程が、スクリーン印刷法によって前記接続電極を形成すると共に、
　前記放電電極形成工程が、化学蒸着法によって前記放電電極を形成することを特徴とす
る請求項５または６に記載のチップ型サージアブソーバの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サージから様々な機器を保護し、事故を未然に防ぐのに使用するチップ型サ
ージアブソーバ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電話機、ファクシミリ、モデム等の通信機器用の電子機器が通信線との接続する部分、
電源線、アンテナ或いはＣＲＴ駆動回路等、雷サージや静電気等の異常電圧（サージ電圧
）による電撃を受けやすい部分には、異常電圧によって電子機器やこの機器を搭載するプ
リント基板の熱的損傷又は発火等による破壊を防止するために、サージアブソーバが接続
されている。
【０００３】
　従来、例えばマイクロギャップを有するサージ吸収素子を用いたチップ型サージアブソ
ーバが提案されている。このサージアブソーバは、絶縁性基板の表面に、いわゆるマイク
ロギャップを介して対向配置され互いに異なる縁部まで形成された一対の放電電極と、ガ
ラス材料を有する接着剤を介してこの一対の放電電極の基端部を含む絶縁性基板の外周部
上に周縁部を接着した蓋体と、絶縁性基板及び蓋体の両端に一対の放電電極と導通するよ
うに配される一対の端子電極とを備えた放電型サージアブソーバである。（例えば、特許
文献１参照）。
【０００４】
　近年、このようなチップ型サージアブソーバにおいても、放電電極における放電開始電
圧を低下させることが望まれており、放電電極を薄膜とすることでマイクロギャップの先
端付近に電界が集中しやすくなるので放電開始電圧が低下することが知られている。
【特許文献１】特開２００１－３５６３４号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、上記従来のサージアブソーバには、以下の課題が残されている。すなわ
ち、従来のサージアブソーバでは、薄膜の放電電極をスパッタ法あるいは化学蒸着法（以
下ＣＶＤ法と省略する。）によって形成した場合、形成された放電電極は金属膜あるいは
これに準じた化合物となる。このため、放電電極を含む絶縁性基板の外周部上にガラス材
料を有する接着剤を介して蓋体を接着して放電空間を形成する際、放電電極と接着剤との
ぬれ性が悪く、また熱膨張係数が大きく異なるので封止することが困難であった。
【０００６】
　一方、放電電極が直接端子電極と接合しているため、放電電極を薄膜とした場合に放電
電極と端子電極との接触面積が小さくなる。サージ寿命試験を行うと、放電電極と端子電
極との接触箇所に電流が流れるが、接触面積が小さいために接触箇所における電流密度が
高くなるため発熱し、接触箇所が損傷することで放電電極と端子電極との良好な電気的接
触が得られなくなる虞がある。
【０００７】
　また、放電電極の膜厚を薄くすることで理論的には放電開始電圧の低下を図ることがで
きるが、実際には薄くなるにしたがって、放電空間を形成する際に放電電極が酸化しやす
くなるので放電電極が変質することにより放電開始電圧が上昇するという問題があった。
【０００８】
　また、薄膜の放電電極をスパッタ法によって形成した場合でも、より高いエネルギーの
サージが繰り返し加えられた際には放電電極が放電時の熱やひずみにより蒸発、損傷し、
長寿命とはならないという問題がある。
【０００９】
　本発明は、前述の課題に鑑みてなされたもので、封止の容易化を図ることができ、また
接触箇所の損傷を防止することができ、放電電極の変質を抑制することができるチップ型
サージアブソーバ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】
【００１０】
　本発明は、前記課題を解決するために以下の構成を採用した。すなわち、本発明のチッ
プ型サージアブソーバは、絶縁性材料で形成された絶縁性基板と、該絶縁性基板の一方の
面上に対向配置されそれぞれ異なる縁部まで形成された一対の接続電極と、該一対の接続
電極のそれぞれに接続されて放電間隙を介して互いに対向配置された一対の放電電極と、
ガラス材料を有する接着剤を介して前記一対の接続電極の基端部を含む前記絶縁性基板の
外周部上と固定されて該絶縁性基板の上部に放電空間を形成する箱状の蓋体と、前記縁部
にて露出された前記一対の接続電極と導通するように前記絶縁性基板の両端部に配される
一対の端子電極とを備えたチップ型サージアブソーバにおいて、前記接続電極が、金属中
にガラス材料を含む材料で形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかるチップ型サージアブソーバの製造方法は、絶縁性基板の一方の面
上に対向配置されそれぞれ該絶縁性基板の異なる縁部まで延在する一対の接続電極を形成
する接続電極形成工程と、放電間隙を介して互いに対向し、前記一対の接続電極のそれぞ
れに接続される一対の放電電極を形成する放電電極形成工程と、ガラス材料を有する接着
剤を介して前記一対の接続電極の基端部を含む前記絶縁性基板の外周部上に箱状の蓋体を
固定し、前記縁部にて露出した前記一対の接続電極と導通するように前記絶縁性基板の両
端部に一対の端子電極を形成する封止工程とを有するチップ型サージアブソーバの製造方
法において、前記接続電極形成工程が、金属中にガラス材料を含む材料で接続電極を形成
することを特徴とする。
【００１２】
　この発明にかかるチップ型サージアブソーバ及びこの製造方法によれば、ガラス材料を
有する接着剤を用いて接続電極と蓋体とを接着する際、接続電極が金属中にガラス材料を
含む材料で構成されているので、接着剤とのぬれ性が良好となる。また、接続電極に含ま
れるガラス材料の分量を調整することによって接着剤と接続電極との熱膨張係数差を小さ
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くすることができる。したがって、絶縁性基板及び接続電極と蓋体との封着性が向上し、
良好な気密性を有する放電空間が容易に得られる。
【００１３】
　また、本発明にかかるチップ型サージアブソーバは、前記放電電極が、導電性物質のみ
で形成されていることが好ましい。
　また、本発明にかかるチップ型サージアブソーバの製造方法は、前記放電電極形成工程
が、導電性物質のみで形成された前記放電電極を形成することが好ましい。
　この発明にかかるチップ型サージアブソーバ及びこの製造方法によれば、放電電極が、
ガラスやバインダーなどの混ぜものがなく導電性物質のみで構成されることで、放電電極
を構成する導電性物質が常に放電間隙先端に存在するため、放電開始電圧を下げることが
可能となる。
【００１４】
　また、本発明にかかるチップ型サージアブソーバは、スパッタ法により形成された前記
放電電極の膜厚が、０．５μｍ以上５μｍ以下であることが好ましい。
　この発明によれば、放電電極の膜厚が０．５μｍ以上であるため、放電空間を形成する
際に放電電極の表面が酸化して導電性物質が表面に現れないことによって生じる放電開始
電圧の上昇を抑制できる。
　また、膜厚が５μｍ以下であるため、サージを吸収する際に放電が一対の放電電極の放
電間隙側のみで行われることによる絶縁抵抗値の著しい劣化を防止する。したがって、放
電が放電電極の先端側に留まることなく放電電極全体に広がることでサージアブソーバを
長寿命化することができる。また、５μｍ以下であれば電界集中の効果が大きく、放電開
始電圧を低下させることができる。
【００１５】
　また、本発明にかかるチップ型サージアブソーバは、前記接続電極が、前記放電電極よ
りも厚く形成されていることが好ましい。
　この発明によれば、接続電極の膜厚を厚くすることで接続電極と端子電極との接触面積
を増大させることができるので、サージ寿命試験において接続電極と端子電極との接触箇
所における発熱を抑制し、接続箇所における破損を防止できる。なお、このとき接続電極
の膜厚は、５μｍ以上であることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明にかかるチップ型サージアブソーバの製造方法は、前記接続電極形成工程
が、スクリーン印刷法によって接続電極を形成すると共に、前記放電電極形成工程が、ス
パッタ法によって放電電極を形成することが好ましい。
　この発明によれば、スクリーン印刷法によって容易に厚膜の接続電極を形成することが
できるので、接続電極と端子電極との接触面積を容易に増大させることが可能となる。し
たがって、上述と同様にサージ寿命試験を行った際に、接続電極と端子電極との接続箇所
の損傷を防止できる。
　また、スパッタ法によって絶縁性基板への付着性のよい薄膜の放電電極が容易に形成で
きるので、放電開始電圧を低下させることが可能となる。さらに膜厚のコントロールも容
易で薄膜化することにより、サージを吸収する際に放電が放電電極全体に広がることでチ
ップ型サージアブソーバを長寿命化することができる。
【００１７】
　また、本発明にかかるチップ型サージアブソーバの製造方法は、前記接続電極形成工程
が、スクリーン印刷法によって接続電極を形成すると共に、前記放電電極形成工程が、化
学蒸着法によって放電電極を形成することが好ましい。
　この発明によれば、ＣＶＤ法によって容易に薄膜の放電電極が形成できるため、上述と
同様に一対の放電電極間による放電開始電圧を低下させると共に、チップ型サージアブソ
ーバの長寿命化を図ることができる。また、スパッタ法により放電電極を形成することに
比べ、より絶縁性基板への付着性のよく、高融点、高強度な特性を有する放電電極を形成
することができる。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明のチップ型サージアブソーバによれば、接続電極と接着剤とが良好なぬれ性を得
られると共に熱膨張係数差を低減することができるので、絶縁性基板及び接続電極と蓋体
との封着性を向上させることが可能になる。したがって、放電空間の気密性が良好なチッ
プ型サージアブソーバを安定して製作することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明にかかるチップ型サージアブソーバの一実施形態を、図１及び図２を参照
しながら説明する。
　本実施形態によるチップ型サージアブソーバ１は、図１及び図２に示されるように、い
わゆるマイクロギャップを使用した放電型サージアブソーバであって、絶縁性基板１１と
、絶縁性基板１１の一面１１Ａ上に対向配置されそれぞれ異なる縁部まで形成された一対
の接続電極１２、１３と、これら一対の接続電極１２、１３に接続されて放電間隙１４を
介して互いに対向配置された一対の放電電極１５、１６と、接着剤１７を介して一対の接
続電極１２、１３の基端部を含む絶縁性基板１１の外周部上と固定されて絶縁性基板１１
の上部に放電空間１８を形成する箱状の蓋体１９と、縁部にて露出された一対の接続電極
１２、１３と導通するように絶縁性基板１１の両端部に配される一対の端子電極２１、２
２とを備えている。
【００２０】
　絶縁性基板１１及び蓋体１９は、例えばアルミナなどの絶縁性体によって構成されてお
り、蓋体１９において、絶縁性基板１１の一面１１Ａと対向される面には蓋体１９と一面
１１Ａとの間に放電空間１８を形成するための凹部１９Ａが設けられている。絶縁性基板
１１と蓋体１９とは、凹部１９Ａの全周を囲むように接着剤１７を介して接触されると共
に、これらの間に形成される放電空間１８が気密に封止されている。
【００２１】
　ここで、この放電空間１８内には、放電電極１５、１６間での放電条件を一定にしてチ
ップ型サージアブソーバ１の放電特性を安定させるために、例えばＡｒ（アルゴン）等の
不活性ガスと共に封止されている。
　端子電極２１、２２の表面には、メッキ処理が施されている。
【００２２】
　接続電極１２、１３は、絶縁性基板１１との熱膨張係数差を小さくし、また接着剤１７
とのぬれ性をよくするように、銀の中にガラス材料を含有する材料で形成されており、ス
クリーン印刷法によって厚さを５～１０μｍとしている。
　また、放電電極１５、１６は、例えばＴｉのような導電性材料によって構成され、スパ
ッタ法によって厚さが０．５μｍ～５μｍとされており、中央にレーザカットによって１
本形成されている。
【００２３】
　以上のように構成された本発明のチップ型サージアブソーバ１について以下にその製造
方法を説明する。
　先ず、接続電極形成工程を行う。これは、図３（ａ）に示すように、アルミナ製の絶縁
性基板１１の一面１１Ａ上にスクリーン印刷法によって５～１０μｍの膜厚を有する一対
の接続電極１２、１３を形成する。ここで、一対の接続電極１２、１３を、導電性を有す
る銀の中に体積比でガラス材料を５％～１０％含有する材料で構成し、絶縁性基板１１の
それぞれ異なる縁部まで形成する。
【００２４】
　次に、放電電極形成工程を行う。これは、図３（ｂ）に示すように、所定の位置に開口
が設けられたマスクを用いたスパッタ法によって０．５～５μｍの膜厚を有する一対の接
続電極１２、１３のそれぞれに接続する放電電極１５、１６を形成する。ここで、放電電
極１５、１６は、例えばＴｉのような導電性物質のみで形成されている。
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　この後、図３（ｃ）に示すように、放電電極１５、１６の中央にレーザカットによって
放電間隙１４を形成する。
【００２５】
　続いて、封止工程を行う。これは、図３（ｄ）に示すように、絶縁性基板１１の周囲に
ガラス材料を有する接着剤１７を印刷にて形成する。この後、図３（ｅ）及び（ｆ）に示
すように、例えばＡｒのような不活性ガスの雰囲気中において、絶縁性材料で形成された
蓋体１９を、一対の接続電極１２、１３及び一対の放電電極１５、１６を覆うようにして
絶縁性基板１１上に接着剤１７により接着する。このとき、形成された放電空間１８には
、不活性ガスが封入される。
　さらに、図３（ｇ）に示すように、絶縁性基板１１及び蓋体１９の両端に、露出された
一対の接続電極１５、１６と導通するようにディップ法により、例えば、Ａｇとガラス材
料とで構成されたペーストを付着させて端子電極２１、２２を形成する。そして、端子電
極２１、２２の表面にメッキ処理を施す。
【００２６】
　このように構成されたチップ型サージアブソーバ１は、接続電極形成工程において、絶
縁性基板１１上に形成された接続電極１２、１３に対して金属の中にガラス材料を含む材
料が用いられているので、接着剤１７とのぬれ性が向上し、封止工程において接続電極１
２、１３と接着剤１７との接着性が向上し、良好な気密性を有する放電空間１８が容易に
得られる。
　また、スクリーン印刷法によって容易に厚膜の接続電極１２、１３が形成されるので、
接続電極１２、１３と端子電極２１、２２との接触面積を増大させることができ、サージ
寿命試験を行った際に接続電極１２、１３と端子電極２１、２２との接触箇所に流れる電
流密度を低下させて発生する熱による接続電極１２、１３と端子電極２１、２２との接触
箇所の破損を抑制する。
【００２７】
　また、放電電極形成工程において、スパッタ法によって放電電極１５、１６を形成する
ことで、絶縁性基板１１に対する付着性のよい薄膜が容易に形成することができる。また
、放電電極１５、１６の膜厚が０．５μｍ以上５μｍ以下であるため、封止工程において
放電電極１５、１６が酸化されない部分が残り、放電開始電圧を低下させることができる
。また、５μｍ以下と放電電極１５、１６が薄いために放電が全体に進展し、絶縁抵抗値
の劣化を抑制してチップ型サージアブソーバ１を長寿命化することができる。
【００２８】
　次に、本発明のサージアブソーバ１の他の製造方法について説明する。上記実施形態で
は、放電電極１５、１６をスパッタ法によって形成したが、本実施形態では、ＣＶＤ法に
よって例えばＴｉＮのような導電性材料のみで構成された放電電極１５、１６が形成され
ている。
　ＣＶＤ法によって放電電極１５、１６を形成することでスパッタ法に比べ、より絶縁性
基板１１への付着性がよく、高融点、高強度である薄膜とすることができる。したがって
、さらに長寿命となるチップ型サージアブソーバとすることができる。
【００２９】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、放電電極及び接続電極に用いる導電性物質は、Ａｇ、Ａｇ／Ｐｄ合金、ＳｎＯ

２、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＣ、Ｔａ、Ｗ、ＳｉＣ、ＢａＡｌ、Ｎｂ、Ｓ
ｉ、Ｃ、Ａｇ／Ｐｔ合金、ＩＴＯ、Ｒｕ等の導電性物質、もしくはこれらの混合物によっ
て構成されてもよい。
　また、接続電極に含有されるガラス材料の体積比は、絶縁性基板の材質や熱膨張係数に
合わせて１％～５０％の範囲で適宜変化させてもよい。
　また、端子電極は、Ａｇ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｎｉ等の導電性金属、もしくはこ
れらの混合物にガラス材料や樹脂材料などを加えたものによって構成されてもよい。
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　また、封止する際の雰囲気、すなわち内部の不活性ガスは、放電特性に応じて決定され
、例えば、Ｎ２、Ｎｅ、Ｈｅ、Ｘｅ、Ｈ２、ＳＦ６、ＣＦ４、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３Ｆ８、ＣＯ

２、及びこれらの混合ガスでもよい。
【００３０】
　本願発明では、接続電極にガラス材料が含まれた材料を用いた。なお、接続電極にガラ
ス材料が含有されていない場合には、上述した封着性の向上が得られないが、スクリーン
印刷法によって接続電極を形成することで容易に厚膜とすることができると共に、スパッ
タ法又はＣＶＤ法によって放電電極を形成することで容易に薄膜とすることができる。し
たがって、接続電極と端子電極との接触面積を増大させることができ、接続箇所の破損を
抑制が可能となる。
【実施例１】
【００３１】
　次に、本発明にかかるチップ型サージアブソーバを、実施例により具体的に説明する。
　先ず、実施例として、Ａｇとガラス材料とで構成された材料を用いて厚さ５μｍの接続
電極１２、１３を形成し、Ｔｉを用いて厚さ１μｍの放電電極１５、１６を形成すること
によって上記実施形態に係るチップ型サージアブソーバ１を製作した。なお、ガラス材料
は、体積比で５％含有されている。
　また、比較例として、接続電極１２、１３を設けずに、実施例と同様にＴｉを用いて形
成された厚さ１μｍの放電電極１５、１６が端子電極２１、２２と直接接続される構造と
したチップ型サージアブソーバを製作した。
【００３２】
　これら実施例及び比較例のそれぞれ１００個に対してバブルリークチェックにより放電
空間１８の気密性評価を行うことで、良好な気密性が得られる確率を示す封着率を求めた
。この結果を表１に示す。
　また、良好な気密性が得られた実施例及び比較例のチップ型サージアブソーバにそれぞ
れ５００ｐＦ、０Ω、２５ｋＶの静電気を印加し、印加回数に対する端子電極２１、２２
との接続箇所における接続抵抗値を測定した。この結果を図４に示す。なお、図４におい
て、従来例の接合抵抗値が１０１２Ωとなっているが、１０１２Ωは測定上限であり、実
際にはそれ以上の値となっている。
【００３３】
【表１】
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【００３４】
　表１に示されるように、本発明によれば、ガラス材料を含有する接続電極１２、１３を
設けることにより良好な気密性を有する放電空間１８が容易に得られることを確認した。
　また、図４に示されるように、端子電極１２、１３を設けることにより端子電極１２、
１３との接合性が大幅に改善されることを確認した。
【実施例２】
【００３５】
　次に、上記実施形態にかかるチップ型サージアブソーバ１における放電電極１５、１６
をスパッタ法によって形成し、放電電極１５、１６の膜厚を０．２μｍ～１０μｍまで変
化させ、各膜厚における放電開始電圧及び５００ｐＦ、０Ω、２５ｋＶの静電気を１００
回印加したときの絶縁抵抗値を計測した。この結果を図５及び図６に示す。
【００３６】
　図５に示されるように、放電電極１５、１６の膜厚が０．５μｍ以上であると封入工程
における酸化などによる影響を受けにくくなり放電開始電圧が安定してくることを確認し
た。また、図６に示されるように、放電電極１５、１６の膜厚が５μｍ以下であると放電
が放電電極１５、１６全体に広がるため、絶縁抵抗値の劣化を抑制することを確認した。
これらから放電電極１５、１６の膜厚を０．５μｍ～５μｍとすることで、放電開始電圧
を低くすると共にチップ型サージアブソーバ１を長寿命化できることを確認した。
【実施例３】
【００３７】
　次に、ＣＶＤ法によってＴｉＮのみで構成された放電電極１５、１６を有するチップ型
サージアブソーバを製作し、放電電極の膜厚を０．２μｍ～５μｍまで変化させ、上述と
同様に各膜厚において５００ｐＦ、０Ω、２５ｋＶの静電気を１００回印加したときの絶
縁抵抗値を計測した。この結果を図７に示す。
【００３８】
　図７に示されるように、ＣＶＤ法によってより絶縁性基板への付着性が高く、高融点、
高強度の放電電極を形成することで、スパッタ法によって放電電極を形成することに比べ
て、より絶縁抵抗値の劣化が抑制されて長寿命化させることを確認した。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明にかかる一実施形態におけるチップ型サージアブソーバを示す斜視図であ
る。
【図２】本発明にかかる一実施形態におけるチップ型サージアブソーバを示す軸方向断面
図である。
【図３】本発明にかかる一実施形態におけるチップ型サージアブソーバの製造方法を工程
順に示す斜視図である。
【図４】本発明にかかる実施例１におけるサージ印加回数と接合抵抗値との関係を示すグ
ラフである。
【図５】本発明にかかる実施例２における放電電極の膜厚と放電開始電圧との関係を示す
グラフである。
【図６】本発明にかかる実施例２における放電電極の膜厚と絶縁抵抗値との関係を示すグ
ラフである。
【図７】本発明にかかる実施例３における放電電極の膜厚と絶縁抵抗値との関係を示すグ
ラフである。
【符号の説明】
【００４０】
１　チップ型サージアブソーバ
１１　絶縁性基板
１２、１３　接続電極
１４　放電間隙
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１５、１６　放電電極
１７　接着剤
１８　放電空間
１９　蓋体
２１、２２　端子電極

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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