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(57)【要約】
【課題】本発明は、積層チップ電子部品及びその実装基
板に関する。
【解決手段】本発明の第１側面による積層チップ電子部
品は、内部電極及び誘電体層を含むセラミック本体と、
上記セラミック本体において長さ方向の両端部を覆うよ
うに形成される外部電極と、上記外部電極を成しながら
上記セラミック本体の外部面に形成される第１めっき層
と、上記第１めっき層の外部側面に形成される不導体層
と、上記不導体層を除外した上記第１めっき層上に形成
される第２めっき層と、を含むことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部電極及び誘電体層を含むセラミック本体と、
前記セラミック本体において長さ方向の両端部を覆うように形成される外部電極と、
前記外部電極を成しながら前記セラミック本体の外部面に形成される第１めっき層と、
前記第１めっき層の外部側面に形成される不導体層と、
前記不導体層を除外した前記第１めっき層上に形成される第２めっき層と、を含む、積層
チップ電子部品。
【請求項２】
前記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、前記第１めっき層の前記外部
側面と共に、上部面及び下部面のうち少なくとも一つの一部まで延長されて形成される、
請求項１に記載の積層チップ電子部品。
【請求項３】
前記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、前記セラミック本体において
上部面及び下部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下部に形成される、請求
項１に記載の積層チップ電子部品。
【請求項４】
前記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、前記セラミック本体内に形成
される内部電極の最下部面及び最上部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下
部に形成される、請求項１に記載の積層チップ電子部品。
【請求項５】
前記不導体層は、エポキシ、耐熱性高分子、ガラス及びセラミックのうち選択された少な
くとも一つを含む、請求項１に記載の積層チップ電子部品。
【請求項６】
前記第２めっき層は、前記外部電極のバンド部のみに形成される、請求項１に記載の積層
チップ電子部品。
【請求項７】
前記第１めっき層及び第２めっき層は、Ｃｕ、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを含む
、請求項１に記載の積層チップ電子部品。
【請求項８】
請求項１の積層チップ電子部品と、
はんだフィレットによって前記第２めっき層と連結される電極パッドと、
前記電極パッドが形成される印刷回路基板と、を含み、
前記はんだフィレットは、前記印刷回路基板と隣接する前記不導体層の一端まで形成され
る、積層チップ電子部品の実装基板。
【請求項９】
前記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、前記第１めっき層の前記外部
側面と共に、上部面及び下部面のうち少なくとも一つの一部まで延長されて形成される、
請求項８に記載の積層チップ電子部品の実装基板。
【請求項１０】
前記不導体層は、エポキシ、耐熱性高分子、ガラス及びセラミックのうち選択された少な
くとも一つを含む、請求項８に記載の積層チップ電子部品の実装基板。
【請求項１１】
前記第２めっき層は、前記外部電極のバンド部のみに形成される、請求項８に記載の積層
チップ電子部品の実装基板。
【請求項１２】
前記第１めっき層及び第２めっき層は、Ｃｕ、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを含む
、請求項８に記載の積層チップ電子部品の実装基板。
【請求項１３】
六面体状を有するセラミック本体の側面及び上部面に形成される第１めっき層と、
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前記セラミック本体の側面に形成される不導体層と、
前記不導体層を除外した前記第１めっき層に被覆される第２めっき層と、を含む、積層チ
ップ電子部品。
【請求項１４】
前記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、前記第１めっき層の外部側面
と共に、上部面及び下部面のうち少なくとも一つの一部まで延長されて形成される、請求
項１３に記載の積層チップ電子部品。
【請求項１５】
前記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、前記セラミック本体の上部面
及び下部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下部に形成される、請求項１３
に記載の積層チップ電子部品。
【請求項１６】
前記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、前記セラミック本体内に形成
される内部電極の最下部面及び最上部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部面及び
下部に形成される、請求項１３に記載の積層チップ電子部品。
【請求項１７】
前記不導体層は、エポキシ、耐熱性高分子、ガラス及びセラミックのうち選択された少な
くとも一つを含む、請求項１３に記載の積層チップ電子部品。
【請求項１８】
前記第２めっき層は、外部電極のバンド部のみに形成される、請求項１３に記載の積層チ
ップ電子部品。
【請求項１９】
前記第１めっき層及び第２めっき層は、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを含む、請求
項１３に記載の積層チップ電子部品。
【請求項２０】
請求項１３の積層チップ電子部品と、
はんだフィレットによって前記第２めっき層と連結される電極パッドと、
前記電極パッドが形成される印刷回路基板と、を含み、
前記はんだフィレットは、前記印刷回路基板と隣接する前記不導体層の一端まで形成され
る、積層チップ電子部品の実装基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電圧印加時に積層チップ電子部品によって発生するアコースティックノイズを
低減させることができる積層チップ電子部品及びその実装基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
積層チップ電子部品の一つである積層チップキャパシタは、複数の誘電体層の間に内部電
極が形成される。
【０００３】
誘電体層を介して重畳される内部電極が形成される積層チップキャパシタにおいて、直流
及び交流電圧が印加されると、内部電極の間で圧電現象が生じ、振動が発生するようにな
る。
【０００４】
上記振動は、上記積層チップキャパシタの外部電極から上記積層チップキャパシタが実装
された印刷回路基板に伝達される。このとき、上記印刷回路基板が振動して騒音が発生す
る。
【０００５】
また、上記印刷回路基板の振動によって発生する騒音が可聴周波数（２０～２００００Ｈ
ｚ）領域に含まれると、その振動音が人に不快を与える可能性がある。このような音をア
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コースティックノイズ（ａｃｏｕｓｔｉｃ　ｎｏｉｓｅ）と言う。
【０００６】
上記積層チップキャパシタに電圧が印加されるとき、上記積層チップキャパシタが変形さ
れる形状を調べると、上面及び下面は厚さ方向に膨張及び収縮され、側面は上記上面及び
下面と反対の位相差を有しながら収縮及び膨張されることが分かる。
【０００７】
側面における膨張及び収縮は、上記積層チップキャパシタを印刷回路基板に固定するはん
だフィレット（ｓｏｌｄｅｒ　ｆｉｌｌｅｔ）を通じて上記積層チップキャパシタの振動
が印刷回路基板に伝達されて行われる。
【０００８】
従って、はんだフィレットの高さを低く形成して積層チップキャパシタの振動が印刷回路
基板に伝達されることを防止する積層チップ電子部品に対する研究が必要な実情にある。
【０００９】
下記特許文献１は、耐衝撃性を強化するために、積層素体の主面から金属めっき層の端部
上にわたって導電性樹脂層を被着したセラミック電子部品を開示している。また、特許文
献２は、外部電極を形成するＰｄめっき層及びＡｕめっき層の厚さを調節して溶接のオー
バーフロー（ｏｖｅｒｆｌｏｗ）を防止するセラミック電子部品を開示している。
【００１０】
上記特許文献からは、本特許の請求項及び本発明の実施例が提案する不導体層を用いて溶
接のオーバーフローを防止する内容などを開示または予想できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】日本特許公開公報　第２００５－２４３９４４号
【特許文献２】日本特許公開公報　第２００３－１０９８３８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
本発明の目的は、印刷回路基板及び積層チップ電子部品をはんだ付けするとき、はんだが
積層チップ電子部品の厚さ方向上側にオーバーフローされることを防止する積層チップ電
子部品を提供することにある。
【００１３】
また、本発明の他の目的は、上記積層チップ電子部品が印刷回路基板に実装されることに
よりアコースティックノイズが減少する積層チップ電子部品の実装基板を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明の第１側面による積層チップ電子部品は、内部電極及び誘電体層を含むセラミック
本体と、上記セラミック本体において長さ方向の両端部を覆うように形成される外部電極
と、上記外部電極を成しながら上記セラミック本体の外部面に形成される第１めっき層と
、上記第１めっき層の外部側面に形成される不導体層と、上記不導体層を除外した上記第
１めっき層上に形成される第２めっき層と、を含むことができる。
【００１５】
上記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、上記第１めっき層の上記外部
側面と共に、上部面及び下部面のうち少なくとも一つの一部まで延長されて形成されるこ
とができる。
【００１６】
上記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、上記セラミック本体の上部面
及び下部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下部に形成されることができる
。



(5) JP 2015-53503 A 2015.3.19

10

20

30

40

50

【００１７】
上記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、上記セラミック本体内に形成
される内部電極の最下部面及び最上部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下
部に形成されることができる。
【００１８】
上記不導体層は、エポキシ、耐熱性高分子、ガラス及びセラミックのうち選択された少な
くとも一つを含むことができる。
【００１９】
上記第２めっき層は、上記外部電極のバンド部のみに形成されることができる。
【００２０】
上記第１めっき層及び第２めっき層は、Ｃｕ、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを含む
ことができる。
【００２１】
他の側面において、本発明の第１側面による積層チップ電子部品の実装基板は、上記第１
側面の積層チップ電子部品と、はんだフィレットによって上記第２めっき層と連結される
電極パッドと、上記電極パッドが形成される印刷回路基板と、を含み、上記はんだフィレ
ットは、上記印刷回路基板と隣接する上記不導体層の一端まで形成されることができる。
【００２２】
上記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、上記第１めっき層の外部側面
と共に、上部面及び下部面のうち少なくとも一つの一部まで延長されて形成されることが
できる。
【００２３】
上記不導体層は、エポキシ、耐熱性高分子、ガラス及びセラミックのうち選択された少な
くとも一つを含むことができる。
【００２４】
上記第２めっき層は、外部電極のバンド部のみに形成されることができる。
【００２５】
上記第１めっき層及び第２めっき層は、Ｃｕ、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを含む
ことができる。
【００２６】
さらに他の側面において、本発明の第２側面の積層チップ電子部品は、六面体状を有する
セラミック本体の側面及び上部面に形成される第１めっき層と、上記セラミック本体の側
面に形成される不導体層と、上記不導体層を除外した上記第１めっき層に被覆される第２
めっき層と、を含むことができる。
【００２７】
上記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、上記第１めっき層の上記外部
側面と共に、上部面及び下部面のうち少なくとも一つの一部まで延長されて形成されるこ
とができる。
【００２８】
上記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、上記セラミック本体の上部面
及び下部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下部に形成されることができる
。
【００２９】
上記不導体層において厚さ方向の少なくとも一つの端部は、上記セラミック本体内に形成
される内部電極の最下部面及び最上部面のうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下
部に形成されることができる。
【００３０】
上記不導体層は、エポキシ、耐熱性高分子、ガラス及びセラミックのうち選択された少な
くとも一つを含むことができる。
【００３１】
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上記第２めっき層は、上記外部電極のバンド部のみに形成されることができる。
【００３２】
上記第１めっき層及び第２めっき層は、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを含むことが
できる。
【００３３】
他の側面において、本発明の第２側面による積層チップ電子部品の実装基板は、上記第２
側面の積層チップ電子部品と、はんだフィレットによって上記第２めっき層と連結される
電極パッドと、上記電極パッドが形成される印刷回路基板と、を含み、上記はんだフィレ
ットは、上記印刷回路基板と隣接する上記不導体層の一端まで形成されることができる。
【発明の効果】
【００３４】
本発明による積層チップキャパシタ及びその実装基板によると、アコースティックノイズ
を著しく減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施例による積層チップキャパシタを一部切開して示した概略切開斜視
図である。
【図２】図１の積層チップキャパシタを長さ方向及び厚さ方向に切断して示した断面図で
ある。
【図３】第１実施例の積層チップキャパシタを長さ方向及び厚さ方向に切断して示した断
面図である。
【図４】第２実施例の積層チップキャパシタを長さ方向及び厚さ方向に切断して示した断
面図である。
【図５】第３実施例の積層チップキャパシタを長さ方向及び厚さ方向に切断して示した断
面図である。
【図６】本発明の実施例による積層チップキャパシタが印刷回路基板に実装された形状を
概略的に示した概略斜視図である。
【図７】図６の積層チップキャパシタが印刷回路基板に実装された形状を示した概略平面
図である。
【図８】図６の積層チップキャパシタが印刷回路基板に実装された形状を長さ方向及び厚
さ方向に切断して示した断面図である。
【図９】図６の積層チップキャパシタが印刷回路基板に実装された状態で、電圧が印加さ
れた場合に積層チップキャパシタが変形される形状を概略的に示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
以下では、添付の図面を参照し、本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし、
本発明の実施形態は様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲は以下で説明
する実施形態に限定されない。また、本発明の実施形態は、当該技術分野で平均的な知識
を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。なお、図面にお
ける要素の形状及び大きさなどはより明確な説明のために誇張されることがある。
【００３７】
本発明の一実施例による積層チップ電子部品は、誘電体層を用いており、上記誘電体層を
介して内部電極が対向する構造を有する積層セラミックキャパシタ、積層バリスタ、サー
ミスタ、圧電素子、多層基板などに適切に用いられることができる。
【００３８】
また、各実施例において、図面に示す同一思想の範囲内の機能が同一の構成要素は、同一
の参照符号を用いて説明する。
【００３９】
積層チップキャパシタ
【００４０】
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図１は、本発明の実施例による積層チップキャパシタを一部切開して示した概略切開斜視
図であり、図２は、図１の積層チップキャパシタを長さ方向及び厚さ方向に切断して示し
た断面図である。
【００４１】
また、図３は、第１実施例の積層チップキャパシタを長さ方向及び厚さ方向に切断して示
した断面図であり、図４は、第２実施例の積層チップキャパシタを長さ方向及び厚さ方向
に切断して示した断面図であり、図５は、第３実施例の積層チップキャパシタを長さ方向
及び厚さ方向に切断して示した断面図である。
【００４２】
図１から図５を参照すると、積層チップキャパシタ１０は、セラミック本体１２と、外部
電極４０と、内部電極２０と、不導体層８０と、を含むことができる。
【００４３】
上記セラミック本体１２は、セラミックグリーンシート上に上記内部電極２０が形成され
るように導電性ペーストを塗布し、上記内部電極２０が形成されたセラミックグリーンシ
ートを積層して圧搾した後、焼成することで製造されることができる。上記セラミック本
体１２は、複数の誘電体層５２、５４及び内部電極２２、２４が繰り返し積層されて形成
されることができる。
【００４４】
上記セラミック本体１２は六面体状からなることができる。チップ焼成時に、セラミック
粉末の焼成収縮により、セラミック本体１２は完全な直線を有する六面体状ではないが、
実質的に六面体状を有するものと理解してよい。
【００４５】
本発明の実施例を明確に説明するために、六面体の方向を定義すると、図１に示されるＬ
、Ｗ及びＴは、それぞれ長さ方向、幅方向、厚さ方向を示す。ここで、厚さ方向は、誘電
体層が積層された積層方向と同一の概念で用いられることができる。
【００４６】
図１の実施例は、長さ方向が幅または厚さ方向より長い直六面体状を有する積層チップキ
ャパシタ１０に関する。
【００４７】
上記誘電体層５０を形成する材料として、高容量化のために高誘電率を有するセラミック
粉末を用いることができる。上記セラミック粉末は、例えば、チタン酸バリウム（ＢａＴ
ｉＯ３）系粉末またはチタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）系粉末などを用いること
ができるが、これに限定されるものではない。
【００４８】
上記内部電極２０は、第１内部電極２２及び第２内部電極２４を含むことができ、上記第
１及び第２内部電極２２、２４は、それぞれ第１及び第２外部電極４２、４４と電気的に
連結されることができる。
【００４９】
ここで、上記第１内部電極２２及び第２内部電極２４は、誘電体層（５４、図１参照）を
介して対向して重畳された第１及び第２電極パターン部２２２、２４２と、それぞれの第
１及び第２外部電極４２、４４に引出される第１及び第２リード部２２４、２４４と、を
含むことができる。
【００５０】
上記第１及び第２電極パターン部２２２、２４２は、厚さ方向に連続して積層されてセラ
ミック本体１２内において静電容量を形成するアクティブ層６０を構成することができる
。
【００５１】
積層チップキャパシタの長さ方向及び厚さ方向の断面において、上記アクティブ層６０を
除外した部分をマージン部と定義することができる。上記マージン部において厚さ方向に
上記アクティブ層６０の上部マージン部及び下部マージン部を、特に上部カバー層５３及
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び下部カバー層５５と定義することができる。
【００５２】
上記上部カバー層５３及び下部カバー層５５は、上記第１内部電極２２と第２内部電極２
４との間に形成される誘電体層５２、５４とは異なり、内部電極を形成するための導電性
ペーストが塗布されない複数のセラミックグリーンシートが焼結されて形成されることが
できる。
【００５３】
上記上部カバー層５３及び下部カバー層５５を含む複数の誘電体層５０は、焼結された状
態で、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃ
ｏｐｅ）を利用せずには隣接する誘電体層５０間の境界が確認できないほど一体化されて
いることができる。
【００５４】
上記外部電極４０は、上記セラミック本体１２において長さ方向の両端部を覆うように形
成されることができる。ここで、一方の長さ方向の端部に形成される外部電極を第１外部
電極４２、他方の長さ方向の端部に形成される外部電極を第２外部電極４４と規定するこ
とができる。
【００５５】
上記セラミック本体１２において長さ方向の端部面を除外した上記セラミック本体１２の
外部側面、上部面ＳＴ及び下部面ＳＢに形成される外部電極４０は、所定の幅を有する帯
状であることから、バンド部と規定することができる。
【００５６】
本実施例は、長さ方向の両端部に形成される積層セラミックキャパシタを説明しているが
、本発明がこれに限定されるものではない。セラミック本体１２の側面に複数の外部電極
が形成される多連型（ａｒｒａｙ　ｔｙｐｅ）積層セラミックキャパシタにも適用される
ことができる。
【００５７】
上記第１及び第２外部電極４２、４４は、金属粉末を含む導電性ペーストで形成されるこ
とができる。上記第１及び第２外部電極４２、４４は、上記セラミック本体１２の外部面
に直接被覆される第１めっき層４２２、４４２が形成されることができる。ここで、上記
第１めっき層４２２、４４２は、Ｃｕ、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを含むことが
できるが、特にこれらに限定されるものではない。
【００５８】
上記不導体層８０は、上記第１めっき層４２２、４４２の外部側面に形成されることがで
きる。また、上記不導体層８０を除外した上記第１めっき層４２２、４４２に電気めっき
方式によって第２めっき層４２４、４４４が被覆されることができる。
【００５９】
上記不導体層８０は、第２めっき層４２４、４４４が被覆されることを防止することがで
きる。また、印刷回路基板（１２０、図６参照）に上記積層チップキャパシタ１０を表面
実装するとき、上記不導体層８０は、電極パッド（１２２、図６参照）に形成されるはん
だペーストが溶融（ｗｅｔｔｉｎｇ）されることを防止することで、はんだが不導体層８
０にくっつかないようにする。
【００６０】
これにより、上記不導体層８０は、印刷回路基板（１２０、図６参照）に上記積層チップ
キャパシタ１０が表面実装されるとき、上記積層チップキャパシタ１０が上記印刷回路基
板１２０に固定するはんだフィレット（１４２、１４４、図６参照）の高さを減らすこと
ができる。
【００６１】
一方、上記第２めっき層４２４、４４４は、Ｃｕ、Ｎｉ及びＳｎのうち少なくとも一つを
含むことができるが、特にこれに限定されるものではない。
【００６２】
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図３から図５は、上記不導体層８０の形成形状によるそれぞれの実施例に関する。
【００６３】
図３に示される積層チップキャパシタ１０において上記不導体層８０の厚さ方向の少なく
とも一つの端部８２、８４は、上記第１めっき層４２２、４４２の外部側面ＳＳと共に、
上部面ＳＴ及び下部面ＳＢのうち少なくとも一つの一部まで延長されて形成されることが
できる。
【００６４】
図３のように、不導体層８０は、上記外部電極４０においてバンド部の一部まで延長され
て形成されるため、上記積層チップキャパシタ１０が印刷回路基板に形成されると、はん
だフィレットの高さを大きく減らすことができるようになる。
【００６５】
図４に示される積層チップキャパシタ１０において上記不導体層８０の厚さ方向の少なく
とも一つの端部８２、８４は、上記セラミック本体１２の上部面ＳＴ及び下部面ＳＢのう
ち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下部に形成されることができる（図４のＤ１参
照）。
【００６６】
図３及び図４の実施例における第２めっき層４２４、４４４は、上記外部電極４０のバン
ド部のみに形成されることができる。
【００６７】
図５に示される積層チップキャパシタ１０において上記不導体層８０の厚さ方向の少なく
とも一つの端部８２、８４は、上記セラミック本体１２内に形成される内部電極の最下部
面ＳＩＴ及び最上部面ＳＩＢのうち少なくとも一つより厚さ方向の上部及び下部に形成さ
れることができる（図５のＤ２参照）。
【００６８】
図４及び図５のように不導体層８０が形成されると、図３の場合に比べて高いはんだフィ
レット１４２、１４４の高さを有するが、これにより実装の面において信頼性が向上する
ことができる。
【００６９】
一方、上記不導体層８０は、エポキシ、耐熱性高分子、ガラス及びセラミックのうち選択
された少なくとも一つを含むことができる。
【００７０】
積層チップキャパシタの実装基板
【００７１】
図６は、本発明の実施例による積層チップキャパシタが印刷回路基板に実装された形状を
概略的に示した概略斜視図であり、図７は、図６の積層チップキャパシタが印刷回路基板
に実装された形状を示した概略平面図である。
【００７２】
図６及び図７を参照すると、本実施例による積層チップキャパシタの実装基板１００は、
積層チップ電子部品１０と、電極パッド１２２、１２４と、印刷回路基板１２０と、を含
むことができる。
【００７３】
上記積層チップ電子部品１０は、上記した通り、積層チップキャパシタであることができ
、内部電極２２、２４が上記印刷回路基板１２０と水平になるように積層チップキャパシ
タ１０が印刷回路基板１２０に実装されることができる。
【００７４】
また、印刷回路基板１２０及び積層チップ電子部品１０の第２めっき層４２４、４４４は
、はんだフィレット１４２、１４４によって上記電極パッド１２２、１２４と連結され、
上記はんだフィレット１４２、１４４は、上記印刷回路基板１２０と隣接する上記不導体
層８０の一端まで形成されることができる。
【００７５】
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上記積層チップキャパシタ１０が印刷回路基板１２０に実装された状態で、電圧が印加さ
れると、アコースティックノイズが発生する可能性がある。上記アコースティックノイズ
は、上記はんだフィレット１４２、１４４の高さを減らすことで減少させることができる
。
【００７６】
図８は、図６の積層チップキャパシタが印刷回路基板に実装された形状を長さ方向及び厚
さ方向に切断して示した断面図であり、図９は、図６の積層チップキャパシタが印刷回路
基板に実装された状態で、電圧が印加されると、積層チップキャパシタが変形される形状
を概略的に示した断面図である。
【００７７】
積層チップキャパシタ１０の両端部に形成される第１及び第２外部電極４２、４４に異な
る極性を有する電圧が印加されると、誘電体層の逆圧電効果（Ｉｎｖｅｒｓｅ　ｐｉｅｚ
ｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｅｆｆｅｃｔ）によってセラミック本体１２が厚さ方向に膨張及び
収縮するようになり、第１及び第２外部電極４２、４４における長さ方向の両端部は、ポ
アソン効果（Ｐｏｉｓｓｏｎ　ｅｆｆｅｃｔ、図９のＰ方向）によってセラミック本体１
２において厚さ方向の膨張及び収縮とは反対に収縮及び膨張するようになる。
【００７８】
ここで、図９には、第１及び第２外部電極４２、４４に異なる極性を有する電圧が印加さ
れると、はんだフィレット１４２、１４４の大きさによって印刷回路基板１２０が変形さ
れる程度が示されている。
【００７９】
図９に示される仮想の点線は、上記はんだフィレット１４２’、１４４’が積層セラミッ
ク本体１２の中間程度の高さまで形成される場合を示す。即ち、上記はんだフィレット１
４２’、１４４’が積層セラミック本体１２の中間程度の高さまで形成された場合には、
上記セラミック本体１２が変形される程度がはんだフィレット１４２’、１４４’に伝達
されることができる。このとき、はんだフィレット１４２’、１４４’に作用する力（Ｆ
１、矢印１（「○１」方向）は、本発明の実施例であるはんだフィレット１４２、１４４
に作用する力（Ｆ２、矢印２「○２」方向）に比べて大きくなる。即ち、はんだフィレッ
ト１４２’、１４４’の高さが高い場合、印刷回路基板１２０が変形される程度が大きく
、アコースティックノイズの大きさもより大きくなる。
【００８０】
従って、本発明の実施例であるはんだフィレット１４２、１４４の高さが不導体層８０に
よって規定されると、印刷回路基板１２０はほとんど変形されず、アコースティックノイ
ズも著しく減少するようになる。
【符号の説明】
【００８１】
１０　積層チップキャパシタ
２０　内部電極
４２、４４　第１及び第２外部電極
５０　誘電体層
８０　不導体層
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