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(57)【要約】
【課題】電子部品の狭隣接高密度実装を可能とする電極
構造の電子部品及び電子部品の製造方法を低コストで提
供すること。
【解決手段】素体２と外部電極３，４とを備える電子部
品素体１’を準備する。粘着性保持治具３０に電子部品
素体１’の主面又は側面であって少なくともその一部が
外部電極３，４で覆われている一面を粘着させることに
より粘着性保持治具３０に固定する。スプレーコーティ
ング法により、粘着性保持治具３０上の電子部品素体１
’の露出した表面に一括して絶縁性樹脂コーティング剤
３２を塗布する。塗布された絶縁性樹脂コーティング剤
３２を粘着性保持治具３０上で固化させる。絶縁性樹脂
コーティング剤３２を固化させた後に、粘着性保持治具
３０から分離する。電子部品は、固化した絶縁性樹脂コ
ーティング剤３２からなる絶縁性樹脂コーティング層（
絶縁層）を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する一対の端面と、一対の前記端面間を連結するように伸び且つ互いに対向
する一対の主面と、一対の前記主面を連結するように伸び且つ互いに対向する一対の側面
と、を含む素体と、前記素体の前記端面側に形成され、前記端面に隣接する前記主面及び
又は前記側面の一部を覆う外部電極と、を有し、前記主面又は前記側面であって少なくと
もその一部が前記外部電極で覆われている一面を除く前記素体の表面と、該表面上に形成
されている前記外部電極とが絶縁性物質で覆われている電子部品の製造方法であって、
　前記素体と前記外部電極とを備える電子部品素体を準備する部品素体準備工程と、
　粘着性保持治具に前記電子部品素体の主面又は側面であって少なくともその一部が前記
外部電極で覆われている一面を粘着させることにより前記粘着性保持治具に固定する保持
工程と、
　スプレーコーティング法により、前記粘着性保持治具上の前記電子部品素体の露出した
表面に一括して絶縁性樹脂コーティング剤を塗布する塗布工程と、
　塗布された前記絶縁性樹脂コーティング剤を前記粘着性保持治具上で固化させる固化工
程と、
　前記絶縁性樹脂コーティング剤を固化させた後に、前記粘着性保持治具から分離する分
離工程と、を備えていることを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項２】
　前記外部電極が、少なくともＳｎもしくはＳｎ合金からなるメッキ層を有することを特
徴とする請求項１に記載の電子部品の製造方法。
【請求項３】
　前記塗布工程と前記固化工程とを複数回繰り返すことを特徴とする請求項１又は２に記
載の電子部品の製造方法。
【請求項４】
　前記粘着性保持治具として、熱剥離シートを用いることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一項に記載の電子部品の製造方法。
【請求項５】
　前記絶縁性樹脂コーティング剤が、紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤であること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の電子部品の製造方法。
【請求項６】
　互いに対向する一対の端面と、一対の前記端面間を連結するように伸び且つ互いに対向
する一対の主面と、一対の前記主面を連結するように伸び且つ互いに対向する一対の側面
と、を有する素体と、
　前記素体の前記端面側に形成され、前記端面に隣接する前記主面及び又は前記側面の一
部を覆う外部電極と、を備えている電子部品であって、
　前記主面又は前記側面であって少なくともその一部が前記外部電極で覆われている一面
を除く前記素体の表面と、該表面上に形成されている前記外部電極が絶縁性物質で覆われ
ていることを特徴する電子部品。
【請求項７】
　前記外部電極が、少なくともＳｎもしくはＳｎ合金からなるメッキ層を有し、
　前記絶縁性物質が、絶縁性樹脂コーティング層であることを特徴とする請求項６に記載
の電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品及び電子部品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表面実装部品、たとえば積層セラミックコンデンサは、その製造方法として、グ
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リーンシートと内部電極材料を交互に積層して焼成することによって形成した素体の端面
を導電性ペーストに浸漬、乾燥させてペースト層を形成後、焼成し、更にハンダ付け性を
改善するためにメッキを施して外部電極を形成する方法が広く用いられている。（例えば
、特許文献１参照）。
【０００３】
　上述した従来の電子部品の製造方法においては、外部電極は、素体の両端面並びに端面
に隣接する主面の一部及び側面の一部にまたがって形成される五面電極構造となる。
【０００４】
　このため、図１２～図１５に示されるように、配線パターンＷＰを備えている基板ＳＳ
へのはんだ実装時において、電子部品１０１の側面に形成された外部電極１０３にもはん
だが周り込み、外部電極１０３の電極側面部にもはんだフィレットＳＦが形成される。こ
のため、複数の電子部品１０１を平行もしくは直列に配置して実装すると、隣接した電子
部品１０１の端面および側面部間で、はんだブリッジを形成し、電子部品１０１間が短絡
する問題が発生しやすく、電子部品１０１間の間隔を小さくした狭隣接高密度実装上の課
題となっていた。また、図１６に示されるように、実装時の位置ズレによって、隣接する
電子部品１０１の両側面部が接触する場合や、図１７に示されるように一方の電子部品１
０１の端面部ともう一方の電子部品１０１の側面部との間で接触する場合に、両電子部品
１０１間の電極間短絡が発生する懼れがあった。
【０００５】
　このような課題を解決するために、電子部品の底面のみに電極を形成し、実装時のハン
ダフィレットを無くすか、出来るだけ小さくする構造の電子部品の製造方法が提案されて
いる。（例えば、特許文献２及び３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１３３１５号公報
【特許文献２】特許第３２８９５６１号公報
【特許文献３】実開昭６１－６５７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した電子部品の製造方法は、外部電極を限定された電子部品の一側
面だけに形成するために高コストの製造設備が必要になる点や、電子部品の内部構造を従
来の電子部品から大幅に変更し、外部への取り出し方法を変えた上で、形成された外部電
極を機械的に研磨除去する等の、製品にダメージを与える工程が必要となる等の問題点が
あった。
【０００８】
　更に、外部電極が電子部品の一側面のみに形成されているため、製品完成後の電気特性
検査が難しく、これらの問題で製品の生産性が悪く、製品コストの増大を招く問題点があ
った。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、電子部品の狭隣接高密度実
装を可能とする電極構造の電子部品及び電子部品の製造方法を低コストで提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る電子部品の製造方法は、互いに対向する一対の端面と、一対の端面間を連
結するように伸び且つ互いに対向する一対の主面と、一対の主面を連結するように伸び且
つ互いに対向する一対の側面と、を含む素体と、素体の端面側に形成され、端面に隣接す
る主面及び又は側面の一部を覆う外部電極と、を有し、主面又は側面であって少なくとも
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その一部が外部電極で覆われている一面を除く素体の表面と、該表面上に形成されている
外部電極とが絶縁性物質で覆われている電子部品の製造方法であって、素体と外部電極と
を備える電子部品素体を準備する部品素体準備工程と、粘着性保持治具に電子部品素体の
主面又は側面であって少なくともその一部が外部電極で覆われている一面を粘着させるこ
とにより粘着性保持治具に固定する保持工程と、スプレーコーティング法により、粘着性
保持治具上の電子部品素体の露出した表面に一括して絶縁性樹脂コーティング剤を塗布す
る塗布工程と、塗布された絶縁性樹脂コーティング剤を粘着性保持治具上で固化させる固
化工程と、絶縁性樹脂コーティング剤を固化させた後に、粘着性保持治具から分離する分
離工程と、を備えていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る電子部品は、互いに対向する一対の端面と、一対の端面間を連結するよう
に伸び且つ互いに対向する一対の主面と、一対の主面を連結するように伸び且つ互いに対
向する一対の側面と、を有する素体と、素体の端面側に形成され、端面に隣接する主面及
び又は側面の一部を覆う外部電極と、を備えている電子部品であって、主面又は側面であ
って少なくともその一部が外部電極で覆われている一面を除く素体の表面と、該表面上に
形成されている外部電極が絶縁性物質で覆われていることを特徴する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、電子部品の狭隣接高密度実装を可能とする電極構造の電子部品及び電
子部品の製造方法を低コストで提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１実施形態に係る電子部品を示す斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る電子部品の断面構成を説明するための図である。
【図３】第１実施形態に係る電子部品の断面構成を説明するための図である。
【図４】絶縁性樹脂コーティング層形成工程を説明するための図である。
【図５】第１実施形態に係る電子部品の梱包状態を示す断面図である。
【図６】第１実施形態に係る電子部品の一実装例を示す斜視図である。
【図７】第１実施形態に係る電子部品の一実装例を示す平面図である。
【図８】図７におけるVIII－VIII線に沿った断面構成を説明するための図である。
【図９】図７におけるIX－IX線に沿った断面構成を説明するための図である。
【図１０】第１実施形態に係る電子部品の一実装例を示す平面図である。
【図１１】第１実施形態に係る電子部品の一実装例を示す平面図である。
【図１２】従来の電子部品の一実装例を示す斜視図である。
【図１３】従来の電子部品の一実装例を示す平面図である。
【図１４】図１３におけるXIV－XIV線に沿った断面構成を説明するための図である。
【図１５】図１３におけるXV－XV線に沿った断面構成を説明するための図である。
【図１６】従来の電子部品の一実装例を示す平面図である。
【図１７】従来の電子部品の一実装例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いることとし、重
複する説明は省略する。
【００１５】
　（第１実施形態）
　図１及び図２を参照して、第１実施形態に係る電子部品１の構成を説明する。図１は、
第１実施形態に係る電子部品を示す斜視図である。図２及び図３は、第１実施形態に係る
電子部品の断面構成を説明するための図である。図３では、後述する内部電極７，８など
の図示を省略している。
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【００１６】
　電子部品１は、例えば積層セラミックコンデンサなどの電子部品であり、複数のセラミ
ックグリーンシートを積層して一体化することによって略直方体形状に構成された素体２
と、素体２の両端面側に形成された外部電極３，４と、を備えている。素体２は、図１に
も示されているように、素体２の長手方向に向かい合って互いに平行をなす一対の端面２
ａ，２ｂと、一対の端面２ａ，２ｂ間を連結するように伸び且つ互いに対向する一対の主
面２ｃ，２ｄと、一対の主面２ｃ，２ｄを連結するように伸び且つ互いに対向する一対の
側面２ｅ，２ｆと、を有する。
【００１７】
　電子部品１は、たとえば、縦が０．４ｍｍ～１．６ｍｍ程度に設定され、横が０．２ｍ
ｍ～０．８ｍｍ程度に設定され厚みが０．４ｍｍ～０．８ｍｍ程度に設定されている。
【００１８】
　素体２は、図２に示されるように、複数の長方形状の誘電体層６と、複数の内部電極７
及び内部電極８とが積層された積層体として構成されている。内部電極７と内部電極８と
は、素体２内において誘電体層６の積層方向（以下、単に「積層方向」と称する。）に沿
ってそれぞれ一層ずつ配置されている。内部電極７と内部電極８とは、少なくとも一層の
誘電体層６を挟むように対向配置されている。
【００１９】
　各誘電体層６は、例えば誘電体セラミック（ＢａＴｉＯ３系、Ｂａ(Ｔｉ，Ｚｒ)Ｏ３系
、又は（Ｂａ，Ｃａ）ＴｉＯ３系等の誘電体セラミック）を含むセラミックグリーンシー
トの焼結体から構成される。実際の素体２では、各誘電体層６の間の境界が視認できない
程度に一体化されている。
【００２０】
　内部電極７，８は、例えばＮｉやＣｕなどの導電材を含んでいる。内部電極７，８の厚
みは、たとえば０．５μｍ～３μｍ程度である。内部電極７，８は、積層方向から見て互
いに重なりあう領域を有するような形状であれば、特に形状は限定されず、例えば矩形状
などの形状をなしている。内部電極７，８は、上記導電性材料を含む導電性ペーストの焼
結体として構成される。内部電極７は外部電極３と電気的且つ物理的に接続されており、
内部電極８は外部電極４と電気的且つ物理的に接続されている。
【００２１】
　外部電極３は、一方の端面２ａ並びに端面２ａと直交する二つの主面２ｃ，２ｄ及び二
つの側面２ｅ、２ｆの各縁部の一部を覆うように形成されている。外部電極３は、対応す
る各面２ａ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆに位置する電極部分３ａ，３ｃ，３ｄ，３ｅ，３ｆ
を有している。外部電極３は、五面電極構造となっている。
【００２２】
　外部電極４は、他方の端面２ｂ並びに端面２ｂと直交する二つの主面２ｃ，２ｄ及び二
つの側面２ｅ、２ｆの各縁部の一部と、を覆うように形成されている。外部電極４は、対
応する各面２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆに位置する電極部分４ｂ，４ｃ，４ｄ，４ｅ，
４ｆを有している。外部電極４は、五面電極構造となっている。
【００２３】
　外部電極３，４は、素体２の外表面にＣｕやＮｉ、あるいはＡｇ、Ｐｄ等を主成分とす
る導電性ペーストを後述の方法によって付着させた後に所定温度（例えば、７００℃程度
）にて焼付け、更に後述の方法によって電気めっきを施すことにより形成される。電気め
っきには、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ等を用いることができる。電気メッキには、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓ
ｎ等を用いることができる。
【００２４】
　絶縁性物質からなる絶縁層２１は、図１及び図３にも示されるように、素体２の主面２
ｃ及び側面２ｅ，２ｆ上に位置する電極部分３ｃ，３ｅ，３ｆ，４ｃ，４ｅ，４ｆ、並び
に、端面２ａ，２ｂ上に位置する電極部分３ａ，４ｂを覆うように形成されている。本実
施形態では、絶縁層２１は、後述する絶縁性樹脂コーティング層からなる。
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【００２５】
　続いて、本実施形態に係る電子部品１の製造方法について説明する。
【００２６】
　（素体準備工程）
　電子部品１の製造工程は、素体準備工程から開始する。この素体準備工程、誘電体層６
となるセラミックグリーンシートを形成した後、当該セラミックグリーンシート上に内部
電極７，８のパターンを導電性ペーストで印刷し、乾燥することによって電極パターンを
形成する。このように電極パターンが形成されたセラミックグリーンシートを複数枚重ね
合わせ、そのセラミックグリーンシートの積層体をそれぞれ素体２の大きさのチップとな
るように切断する。続いて、ポリエチレン等の材料からなる密閉回転ポットに水と複数の
チップと研磨用のメディアを入れて、この密閉回転ポットを回転させることによって、チ
ップの角部分の面取りが行われる。面取り加工を施したチップに所定温度で所定時間加熱
処理を施すことによって脱バインダを行う。脱バインダを行った後、更に焼成を行うこと
で素体２を得る。
【００２７】
　（外部電極形成工程）
　次に、外部電極形成工程を説明する。外部電極形成工程は、公知の導電性ペーストへの
浸漬工法で形成することができる。具体的には、素体２を完成後、キャリアプレートなど
の公知の保持冶具を用いて、素体２の一方の端面２ａが上方を向くように他方の端面２ｂ
側において主面２ｃ，２ｄを保持する。
【００２８】
　次に、保持冶具で保持された素体２の端面２ａを塗布用ベッド上に入れられたＣｕやＮ
ｉ、あるいはＡｇ、Ｐｄ等を主成分とする導電性ペースト中に浸漬により塗布し、乾燥さ
せることによって、第一ペースト層を形成する。このとき、導電性ペーストに浸漬させる
素体２の深さを適切に設定することで、各面２ａ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆの５面に第１
ペースト層が形成される。第一ペースト層を乾燥させた後、素体２の反対面にも同様な工
程を経て、各面２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆの５面に第二ペースト層を形成する。第一
及び第二ペースト層を形成した後、例えば７８０℃で熱処理を行うことによって、焼付電
極を形成する。
【００２９】
　焼付電極を形成した後、メッキ工程が行われる。メッキ工程は焼付電極の表面にＮｉメ
ッキ層やＳｎメッキ層を形成する工程である。具体的に、このメッキ工程では、バレル内
のメッキ液に焼付電極が形成された素体２を浸漬させた後、バレルを回転させつつ焼付電
極の表面にメッキが施される。これにより、外部電極３、４は、焼付電極とメッキ層との
複合構造として形成されることになる。
【００３０】
　メッキ層は、実装時にハンダとの電極濡れ性を改善するために、少なくともＳｎ若しく
はＳｎ合金メッキ層を表面層に有する。具体的には、必要に応じ、実装時にハンダと焼付
電極の反応を防止するためのＮｉもしくはＮｉ合金メッキ層を形成した後、Ｓｎ若しくは
Ｓｎ合金メッキ層を形成する。Ｎｉメッキ層の厚みは０．５～６μｍ程度であり、Ｓｎメ
ッキ層の厚みは１～７μｍ程度である。また、Ｎｉメッキ層を形成する前にＣｕのメッキ
層を設けてもよい。また、焼付電極がＮｉペーストの焼き付けにより形成されている場合
は、Ｎｉメッキ層を省略してもよい。
【００３１】
　外部電極形成工程を経て、素体２と外部電極３、４とを備える電子部品素体１’が準備
されることとなる。したがって、外部電極形成工程までの工程が、部品素体準備工程とな
る。
【００３２】
　（電気特性・外観検査工程）
　メッキ層が形成された電子部品素体１’は、この段階で電気的特性と外観検査を行って
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もよい。この段階での電子部品素体１’は、通常の５面電極構造とされた表面実装型電子
部品と同一構成を有するため、従来用いられている測定設備をそのまま用いることができ
る。
【００３３】
　（絶縁性樹脂コーティング層形成工程）
　次に、電子部品素体１’を、図４の（ａ）に示されるように、粘着性保持治具３０に素
体２（電子部品素体１’）の主面２ｄを圧着することにより、粘着保持させる（保持工程
）。図４の（ａ）～（ｃ）は、絶縁性樹脂コーティング層形成工程を説明するための図で
ある。
【００３４】
　粘着性保持治具３０には、いわゆる粘着プレートを用いることができる。粘着プレート
は、たとえばステンレス鋼等からなる金属ベース板にシリコーンゴムなどの粘着性高分子
からなる粘着層が形成されたものが一般に知られている。
【００３５】
　粘着層にも後述する絶縁体樹脂コーティング層が付着し、再使用が困難になるため、粘
着層には安価な粘着シートを用いることが好ましい。
【００３６】
　粘着シートは、塗布された絶縁性樹脂コーティング剤を固化させるために耐熱性を有す
ることがより好ましく、具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデ
ン、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、和紙等の耐熱性基体上に再剥離性を有す
るシリコーンゴムやアクリル系の粘着剤を塗布したものが好ましい。粘着層の厚みは１０
μｍ以上であることが、電子部品素体１’と粘着性保持治具３０（粘着層）との接触面を
隙間無く密着させるために好ましい。
【００３７】
　粘着シートは、両面粘着シートとして、ベース板に被着させてもよく、また片面粘着シ
ートを金属のフレームに貼り付けて、ベース板に取り付けてもよい。
【００３８】
　また、粘着シートに熱剥離シートを用いてもよい。熱剥離シートを用いれば、絶縁性樹
脂コーティング層を形成した後に、電子部品素体１’を分離することが容易となる。
【００３９】
　次に、粘着性保持治具３０上に粘着保持された電子部品素体１’は、図４の（ｂ）及び
（ｃ）に示されるように、液状の絶縁性樹脂コーティング剤３２がスプレーコーティング
法により一括塗布される（塗布工程）。
【００４０】
　絶縁性樹脂コーティング剤３２としては、たとえばプリント基板のソルダーレジストと
して用いられる金属酸化物顔料を用いた熱硬化性エポキシ樹脂塗料や、耐熱性塗料として
用いられる金属酸化物顔料を用いたシリコーン樹脂系塗料、フッ素樹脂系塗料、フェノー
ル樹脂系塗料、ユリア樹脂系塗料、メラミン樹脂系塗料、アミノ樹脂系塗料、不飽和ポリ
エステル樹脂系塗料、ジアリルフタレート樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、ポリイ
ミド樹脂系塗料、アルキド樹脂系塗料、スピラン樹脂系塗料、熱硬化性アクリル樹脂系塗
料、熱硬化性メタクリル樹脂系塗料、熱硬化性共重合樹脂系塗料などの耐熱性樹脂塗料を
用いることができる。また、アクリル化エポキシ樹脂系やアクリル化された合成ゴム系等
のフォトレジストとして用いられるレジスト材料も熱硬化性を有するため使用可能である
。
【００４１】
　これらの絶縁性樹脂塗料には、有機若しくは無機顔料を適度に添加することにより、絶
縁層２１に着色性、若しくは不透明性を付与することが好ましい。たとえば、着色性の有
機顔料としては、多環顔料系のフタロシアニン系顔料やアントラキノン系顔料、アゾ化合
物のジアゾ顔料などが挙げられ、無機顔料としては金属酸化物やカーボンブラックなどが
挙げられる。
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【００４２】
　また、上述した金属酸化物の顔料に屈折率の大きい顔料を用いることで、絶縁層２１に
適度な光散乱性を付与し、実質的な不透明性を付与してもよい。
【００４３】
　スプレーコーティングの方法としては、１流体若しくは２流体混合型ノズルや、超音波
スプレーノズルを用いた公知の方法を用いればよい。
【００４４】
　電子部品素体１’と粘着性保持治具３０との接触面は、粘着により隙間無く密着してい
るため、絶縁性樹脂コーティング剤３２は接触面には塗布されない。すなわち、粘着性保
持治具３０は、絶縁性樹脂コーティング剤３２を電子部品素体１’に塗布する際の保持手
段であると共に絶縁性樹脂コーティング剤３２の塗布マスキング機能を有する。
【００４５】
　絶縁性樹脂コーティング剤３２を固化させてなる絶縁性樹脂コーティング層（絶縁層２
１）は、固化後の膜厚が、２μｍ以上、３０μｍ以下であることが好ましく、より好まし
くは４μｍ以上、１５μｍ以下である。絶縁性樹脂コーティング層が薄すぎると、製品と
しての電子部品１をハンダ実装する際に、下地のＳｎメッキ層が溶融した際に絶縁性樹脂
コーティング層の平面方向の機械的強度が不足し、割れや剥離が発生するため好ましくな
い。また、絶縁性樹脂コーティング層が厚すぎると、絶縁性樹脂コーティング層の固化時
の体積収縮による応力が過大になり、同じく実装時に絶縁性樹脂コーティング層の剥離が
発生する懼れがある。
【００４６】
　特に、絶縁性樹脂コーティング層の膜厚が２μｍ以下の場合、電子部品素体１’の側面
２ｅ，２ｆ側の部分に絶縁性樹脂コーティング層が塗布されない領域が発生する場合があ
り、好ましくない。絶縁性樹脂コーティング層が４μｍ以上であれば、電子部品１の完成
後のハンドリングや、実装機によるマウント時の機械的衝撃による絶縁層２１の損傷に対
し十分な機械的強度が得られる。また、絶縁性樹脂コーティング層が３０μｍ以上の場合
、固化乾燥の時間がかかり、更に、絶縁性樹脂層コーティング層の固化時の体積収縮によ
る応力によって固化時に絶縁性樹脂コーティング層に欠陥が発生する懼れがある。更に、
電子部品１の外形寸法が過大となり、好ましくない。
【００４７】
　スプレーコーティングにより上記接触面以外に塗布された絶縁性樹脂コーティング剤３
２は、粘着性保持治具３０上で硬化処理がなされ（固化工程）、固化後に電子部品１を粘
着性保持治具３０から分離する（分離工程）。
【００４８】
　固化の方法としては、上述された絶縁性樹脂コーティング剤３２の場合、８０℃～１６
０℃程度に加熱することで固化することができる。なお、この工程での固化は、絶縁性樹
脂コーティング剤３２を液体状態から固体状態に固定すればよく、比較的低温でのプレキ
ュア（仮乾燥）でもよい。
【００４９】
　絶縁性樹脂コーティング剤３２を塗布する工程と、絶縁性樹脂コーティング剤３２を粘
着性保持治具３０上で固化させる工程は、複数回繰り返し、１回当たりの絶縁性樹脂コー
ティング剤３２の液体状態での膜厚を薄く塗布することが好ましい。
【００５０】
　塗布と硬化を複数回繰り返すことで、一度に塗布される硬化前のウエット状態にある絶
縁性樹脂コーティング剤３２の液量を低減することが可能となる。一度に塗布される絶縁
性樹脂コーティング剤３２が多いと、粘着性保持治具３０と電子部品素体１’の境界部の
コーナー付近に表面張力による液溜まりが発生し、硬化後に粘着性保持治具３０上の絶縁
性樹脂コーティング層と電子部品素体１’上の絶縁性樹脂コーティング層が結合し、粘着
性保持治具３０に電子部品素体１’が固着する現象や分離後の電子部品素体１’上の絶縁
性樹脂コーティング層にバリ等の欠陥が発生する懼れがあり好ましくない。
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【００５１】
　なお、本実施形態では、絶縁性樹脂コーティング剤３２は、粘着性保持治具３０上に粘
着保持された電子部品素体１’と粘着性保持治具３０に一括して塗布され、乾燥固化され
る。
【００５２】
　電子部品素体１’は、たとえばセラミックコンデンサの場合、ＢａＴｉＯ３等のセラミ
ックスとＮｉ内部電極の無機材料の複合体であり、機械的に堅く、典型的な熱膨張係数は
１０～１２×１０－６／℃程度である。これに対し、絶縁性樹脂コーティング剤３２は、
材質にもよるが固化後は通常の高分子重合体であり、電子部品素体１’に対し、約５０～
１００倍以上大きい熱膨張係数を示す。また、粘着性保持治具３０の粘着層部は、シリコ
ーンゴムやアクリル系の粘着剤であり、機械的に絶縁性樹脂コーティング層より柔らかく
、かつ大きい熱膨張係数を示す。
【００５３】
　スプレーコーティング法により塗布されたウエット状態にある絶縁性樹脂コーティング
剤３２は、乾燥固化により体積収縮するが、機械的剛性が高く熱膨張係数が小さい電子部
品素体１’上では、電子部品素体１’が乾燥、冷却時に固化した絶縁性樹脂コーティング
層と比較して、ほとんど熱膨張収縮しないため、絶縁性樹脂コーティング剤３２は単純に
厚み方向の体積収縮のみによって固化し、冷却時には塗布面に平行に引っ張り応力が発生
する。
【００５４】
　これに対し、粘着性保持治具３０上に塗布された絶縁性樹脂コーティング剤３２は、基
体である粘着層が機械的に柔らかく、かつ大きい熱膨張係数を示すため、固化後の冷却時
に基体と共に大きく熱収縮し、特に電子部品素体１’が粘着している境界部分が力学的不
連続部となるため、局所的に大きな歪みと応力が集中する。このため、一度に塗布、固化
する絶縁性樹脂コーティング剤３２の厚みを小さくしておけば、固化した絶縁性樹脂コー
ティング層は、固化後の冷却時の歪みにより電子部品素体１’が粘着している境界部で破
断され、粘着性保持治具３０から分離時にバリを発生させずに分離することができる。
【００５５】
　次に、所定の絶縁性樹脂コーティング層が形成された電子部品素体１’は、粘着性保持
治具３０から機械的に分離される。分離の方法としては、粘着性保持治具３０より粘着シ
ートを分離し、たとえば電子部品素体１’が粘着したシートを裏面からナイフエッジによ
り急角度で変形させながら剥離するなどの公知の手段を用いればよい。
【００５６】
　また、粘着性保持治具３０に熱剥離シートを用いた場合は、粘着性保持治具３０を加熱
することで電子部品素体１’を容易に剥離することができるため、好ましい。
【００５７】
　熱剥離シートは、剥離時に加熱によりシート内部の多数の熱膨張性微小球が発泡し、シ
ート表面が微細な凹凸形状となり粘着力を消失するため、絶縁性樹脂コーティング層が形
成された電子部品素体１’を粘着保持媒体から分離する際に、電子部品素体１’に機械的
応力を印加せずに剥離が可能となり、剥離時に絶縁性樹脂コーティング層にキズや欠陥が
発生することを防ぐことができる。更に、発泡によりシート表面が微細な凹凸形状となる
ことで、シート上で固化した絶縁性樹脂コーティング層に大きな歪み掛かるため、電子部
品素体１’が粘着している境界部で絶縁性樹脂コーティング層が破断されやすくなり、電
子部品素体１’を粘着性保持治具３０から分離する時際のバリの発生を抑制することがで
きる。
【００５８】
　分離後の電子部品素体１’は、粘着性保持治具３０上での固化がプレキュアレベルであ
れば、必要に応じて本乾燥を実施し、絶縁性樹脂コーティング層を完全に固化させる。
【００５９】
　また、電子部品素体１’の絶縁性樹脂コーティング層の端面にバリ等が有る場合は、湿
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式又は乾式法で軽くバレル処理を行ってもよい。
【００６０】
　電子部品１は、素体の主面２ｄ及び主面２ｄ上に形成されている電極部分３ｄ，４ｄ以
外、絶縁性樹脂コーティング層（絶縁層２１）によって覆われている。
【００６１】
　以上の絶縁性樹脂コーティング層形成工程によって、主面２ｄ及び電極部分３ｄ，４ｄ
以外の、主面２ｃ及び側面２ｅ，２ｆ並びに主面２ｃ及び側面２ｅ，２ｆ上に形成された
電極部分３ｃ，４ｃ，３ｅ，４ｅ，３ｆ，４ｆ、更に端面２ａ，２ａが、絶縁樹脂コーテ
ィング層（絶縁層２１）で覆われた電子部品１を得ることができる。
【００６２】
　（判別工程）
　続いて、判別工程おいて、主面２ｄと主面２ｄ以外の面との色の違いを判別する。主面
２ｄ以外の面は絶縁性樹脂コーティングが施されているため、色の違いが生じている。こ
の色の違いの判別として、例えば分光色差計を用いることができる。この分光色差計によ
りＬ＊ａ＊ｂ＊表色系（ＪＩＳ　Ｚ８７２９）の明度Ｌを測定する。分光色差計を用いる
ことで、主面２ｄと主面２ｄ以外の面との色の違いを機械的に判別することができる。判
別工程を行うことによって、次の梱包工程での梱包向きを簡便に行うことが可能となる。
【００６３】
　（梱包工程）
　次に、図５に示されるように、梱包工程において、主面２ｃが梱包材の開口部側を向く
ように梱包する。梱包材は、梱包材５１及び梱包材５２からなる。梱包材５１には、断面
が四角形状の凹部５１ａが２次元に配列して複数形成されている。この凹部５１ａにそれ
ぞれ電子部品１が収容される。電子部品１は、主面２ｃが梱包材の開口部側を向くように
、凹部５１ａに収容される。その後、梱包材５２により、凹部５１ａの開口部が覆われて
、梱包が完了する。
【００６４】
　続いて、図６～図１１を参照して、電子部品１の実装例を説明する。図６は、第１実施
形態に係る電子部品の一実装例を示す斜視図である。図７、図１０、及び図１１は、第１
実施形態に係る電子部品の一実装例を示す平面図である。図８は、図７におけるＶＩＩＩ
－ＶＩＩＩ線に沿った断面構成を説明するための図である。図９は、図７におけるＩＸ－
ＩＸ線に沿った断面構成を説明するための図である。図８及び図９では、後述するはんだ
フィレットＳＦのみにハッチングを付している。
【００６５】
　電子部品１は、図５に示された梱包材（梱包材５１及び梱包材５２）から取り出され、
基板に実装される。梱包した電子部品１を梱包材から取り出す際に、表面実装マウンター
の吸着ヘッドを用いて取り出す。この際に、梱包工程にて、このとき、主面２ｃが梱包材
の開口部側を向く形で梱包されているため、吸着ノズルは主面２ｃに当接することになる
。これにより、主面２ｃと対向する主面２ｄが実装基板の実装面側となる。
【００６６】
　実装する際には、はんだリフローによって電子部品１の外部電極３，４を基板ＳＳの配
線パターンＷＰに電気的に接続する。したがって、図６～図９に示されるように、電子部
品１は、はんだ実装される。はんだは、Ｓｎ－ＳｂなどのＪＩＳ　Ｚ　３２８２に基づく
ものが用いられ、いずれも上述した絶縁性樹脂によって濡れることがない。
【００６７】
　ハンダは金属以外には濡れないため、絶縁層２１（絶縁性樹脂コーティング層）はハン
ダレジスト層として機能する。このため、電子部品１を主面２ｄを基板面に実装すれば、
電子部品１の電極部分３ａ，３ｃ，３ｅ，３ｆ，４ｂ，４ｃ，４ｅ，４ｆにはハンダが濡
れ上がらず、ハンダフィレットが形成されず、狭隣接高密度実装が可能となる。
【００６８】
　したがって、電子部品１を狭間隔に隣接して実装しても、図６～９のように側面２ｅ，
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２ｆ側及び端面２ａ，２ｂ側にハンダフィレットが存在しないため、隣接する部品間のハ
ンダブリッジによる短絡問題が発生しない。
【００６９】
　さらに、図１０及び図１１に示されるように、仮に実装時の位置ズレにより、隣接する
電子部品１の側面２ｅ，２ｆ側の部分又は端面２ａ，２ｂ側の部分が接触しても絶縁層２
１（絶縁性樹脂コーティング層）が存在するため両電子部品間の電極間短絡が発生しない
。
【００７０】
　本実施形態による電子部品１は、電子部品素体１’として、通常の５面電極構造である
電子部品と同一の製造工程を用いることが可能である。このため電子部品素体１’を製造
するための新規の製造装置が不要であり、設備投資を必要とせず、低コストで電子部品素
体１’を準備することが出来る。
【００７１】
　また、従来の底面のみに外部電極を形成した電子部品の場合、製品完成後の電気特性検
査、スクリーニング時に、外部電極の位置が底面に限定されているため、測定機のコンタ
クトプローブ側に製品を整列した上で、コンタクトプローブを接触させる必要があり、新
規に検査装置が必要である。特に、外形が０．６ｍｍ×０．３ｍｍ×０．３ｍｍの０６０
３形状製品や、０．４ｍｍ×０．２ｍｍ×０．２ｍｍの０４０２形状製品などの小型化製
品を整列した上で微小な電極部に精度良くコンタクトプローブを接触させて電気的特性を
するためには、製品の方向確認、整列、高精度位置決めに手間が掛かり、生産性良く検査
することが困難である。
【００７２】
　これに対し、本実施形態では、電子部品素体１’への絶縁性樹脂コーティング層の形成
工程が、電子部品１の電気的特性や信頼性を大きく左右する、焼付電極の高温での焼き付
け工程や、機械的、電気化学的に負荷の大きいメッキ工程の完了後に行われる。
【００７３】
　このため、電子部品素体１’の特性検査やスクリーニング工程は絶縁性樹脂コーティン
グ層の形成前に実施しても最終的に完成した製品の電気的特性や信頼性を損なうことがな
い。即ち、従来の５面電極構造である電子部品に用いられている生産性の良い電気特性検
査装置を用いて電気特性検査、スクリーニングを実施することができる。このため、検査
装置にも新規な設備投資が不要で、生産性の良い電気特性検査装置が可能である。
【００７４】
　また、本実施形態では、絶縁性樹脂コーティング層は、焼付電極に、実装時にハンダと
の電極濡れ性を改善するためのＳｎ若しくはＳｎ合金メッキ層を形成した後に形成される
。
【００７５】
　たとえば、メッキ層がＳｎであれば融点２３１．９℃であり、典型的な鉛フリーハンダ
のリフロー炉ピーク温度２５０℃で実装すると、リフロー炉のピーク温度ではメッキ層が
溶融するため、Ｓｎメッキ層上に形成された通常の無機コーティング膜は剥離や、自壊す
る可能性がある。しかしながら、本実施形態の電子部品１では、絶縁層２１として、可撓
性を有する絶縁性樹脂コーティング層を用いるため、下地のＳｎ層の溶融による歪みを吸
収することが可能となり、リフロー時の絶縁層２１の剥離問題が発生しない。
【００７６】
　更に、絶縁層２１が可撓性を有するため、製品ハンドリング時の機械的衝撃にも強く、
信頼性の高い電子部品１を形成することが可能である。
【００７７】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態に係る電子部品の製造方法を説明する。第２実施形態では、第１実
施形態同様の素体準備工程と、外部電極形成工程にて電子部品素体を準備する。
【００７８】
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　（絶縁性樹脂コーティング層形成工程）
　まず、粘着性保持治具３０に電子部品素体１’の主面２ｄを圧着して粘着保持させる。
【００７９】
　次に、粘着性保持治具３０上に粘着保持された電子部品素体１’は、液状の紫外線硬化
型絶縁性樹脂コーティング剤をスプレーコーティング法により一括塗布される。
【００８０】
　紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤としては、たとえばプリント基板のソルダーレ
ジストとして用いられる金属酸化物顔料を用いたアクリル化エポキシ樹脂系塗料や耐熱性
塗料として用いられる金属酸化物顔料を用いたアクリル化シリコーン樹脂系塗料、アクリ
ル化フッ素樹脂系塗料、アクリル化フェノール樹脂系塗料、アクリル化ポリウレタン樹脂
系塗料、アクリル化油系塗料、アクリル化アルキド樹脂系塗料、アクリル化ポリエステル
系塗料、アクリル化ポリエーテル系塗料、アクリル化スピラン樹脂系塗料、アクリル化共
重合樹脂系塗料などがあり、上記のものはメタクリル化されたものを用いることもできる
。その他耐熱性塗料として用いられる金属酸化物顔料を用いた不飽和ポリエステル樹脂系
塗料、ポリエンとポリチオール系塗料を用いることができる。
【００８１】
　これらの耐熱性樹脂塗料には、有機若しくは無機顔料を適度に添加することにより、絶
縁層２１に着色性、若しくは不透明性を付与することが好ましい。
【００８２】
　たとえば、着色性の有機顔料としては、多環顔料系のフタロシアニン系顔料やアントラ
キノン系顔料、アゾ化合物のジアゾ顔料等が挙げられ、無機顔料としては金属酸化物やカ
ーボンブラック等が挙げられる。
【００８３】
　また、上記金属酸化物顔料に屈折率の大きい顔料を用いることで、絶縁層２１に適度な
光散乱性を付与し、実質的な不透明性を付与してもよい。
【００８４】
　スプレーコーティングの方法としては、第１実施形態と同様の公知の方法を用いればよ
い。
【００８５】
　電子部品素体１’と粘着性保持治具３０との接触面は、粘着により隙間無く密着してい
るため、紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤は接触面には塗布されない。即ち、本実
施形態における粘着性保持治具３０は、紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤を電子部
品素体１’に塗布する際の保持手段であると共に紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤
の塗布マスキング機能を有する。
【００８６】
　紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層は、固化後の膜厚が、２μｍ以上、３０μｍ以
下であることが好ましく、より好ましくは４μｍ以上、１５μｍ以下である。この紫外線
硬化型絶縁性樹脂コーティング層は、絶縁層２１を構成する。
【００８７】
　紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層が薄すぎると、製品をハンダ実装する際に、下
地のＳｎメッキ層が溶融した際に紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層の平面方向の機
械的強度が不足し、割れや剥離が発生するため好ましくない。また、紫外線硬化型絶縁性
樹脂コーティング層が厚すぎると紫外線硬化型絶縁性樹脂層の硬化時の体積収縮による応
力が過大になり同じく実装時に紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層の剥離が発生する
懼れがある。
【００８８】
　特に、紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層の膜厚が２μｍ以下の場合、電子部品素
体１’の側面２ｅ，２ｆ側の部分に紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤が塗布されな
い領域が発生する場合があり好ましくない。
【００８９】
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　紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層が４μｍ以上であれば、電子部品１の完成後の
ハンドリングや、実装機によるマウント時の機械的衝撃による絶縁層の損傷に対し十分な
機械的強度が得られる。
【００９０】
　また、紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層が３０μｍ以上の場合、特に、紫外線硬
化型絶縁性樹脂コーティング層に着色性を付与した場合、紫外光の透過率が悪く、紫外線
硬化時間がかかり生産性が悪化する。さらに電子部品１の外形寸法が過大となり好ましく
ない。
【００９１】
　スプレーコーティングにより上記接触面以外に塗布された紫外線硬化型絶縁性樹脂コー
ティング剤は、粘着性保持治具３０上で紫外線硬化処理がなされ、固化後に電子部品１を
粘着性保持治具３０から分離する。
【００９２】
　本実施形態の電子部品１の製造方法では、電子部品素体１’が粘着性保持冶具３０上に
粘着保持された状態で紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤を一括塗布し、紫外線硬化
処理が実施される。このとき、電子部品素体１’の側面２ｅ，２ｆ側の部分は、粘着性保
持治具３０の上方から紫外線を照射した場合、影になり十分な紫外線照射が得られない懼
れがある。電子部品素体１’の側面２ｅ，２ｆ側の部分に十分な紫外線照射量を得るため
に、紫外線照射源は、拡散反射板等を用いた面状散乱光源を用い、光源を粘着性保持冶具
３０に充分近接させることが好ましい。
【００９３】
　硬化時の紫外線強度は、使用する紫外線硬化型樹脂にもよるが、電子部品素体１’の側
面２ｅ，２ｆ側の部分へ充分な紫外線照射を得るために、通常の平面基板上で紫外線硬化
型絶縁性樹脂コーティング剤を塗布、硬化させる場合の約３～５倍以上の照射量を照射す
ることが好ましい。
【００９４】
　典型的には、アクリル系紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤の場合、２００～４０
０ｍＪ／ｃｍ２－１０～２０秒程度である。
【００９５】
　また、紫外線による硬化と加熱固化を併用して実施してもよい。
【００９６】
　加熱固化併用させる場合として、耐熱性塗料として用いられる金属酸化物顔料を用いた
ルイス酸塩とエポキシ樹脂系塗料、酸発生剤と酸硬化アミノアルキッド樹脂系塗料や上記
熱硬化型絶縁性樹脂コーティング剤の各種樹脂を紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤
各種に導入したものを用いることができる。また、アクリル化エポキシ樹脂系フォトレジ
ストや、アクリル化された合成ゴム系フォトレジストも使用可能である。
【００９７】
　紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤を塗布する工程と、塗布された紫外線硬化型絶
縁性樹脂コーティング剤を粘着性保持治具３０上で固化させる工程は、複数回繰り返し、
１回当たりの紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層の膜厚を薄く塗布することが好まし
い。
【００９８】
　塗布と硬化を複数回繰り返すことで、一度に塗布される硬化前のウエット状態にある紫
外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤の液量を低減することが可能となる。一度に塗布さ
れる紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤が多いと、粘着性保持治具３０と電子部品素
体１’の境界部のコーナー付近に表面張力による液溜まりが発生し、硬化後に粘着性保持
治具３０上の紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層と電子部品素体１’上の紫外線硬化
型絶縁性樹脂コーティング層が結合し、粘着性保持治具３０に電子部品素体１’が固着す
る現象や分離後の電子部品素体１’上の紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層にバリ等
の欠陥が発生する懼れがあり好ましくない。
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【００９９】
　本実施形態では、絶縁性樹脂コーティング剤に紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤
を用いるため、硬化処理時間を１分以下に短縮することが可能である。このため、塗布と
硬化を複数回繰り返す際の硬化時間が大幅に短縮され生産性良く電子部品１の製造を行う
ことができる。
【０１００】
　また、本実施形態では、絶縁性樹脂コーティング剤に紫外線硬化樹脂を用いるため、塗
布された紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤の硬化を加熱乾燥による固化法と比較し
て例えば８０℃以下の低温で実施することが可能である。このため、粘着性保持治具３０
にＵＶ剥離シートを用いることができる。
【０１０１】
　ＵＶ剥離シートは、シート裏面から紫外光を照射することで粘着性が大幅に低下する特
性を持ち、電子部品１の加工工程で加工後の電子部品１の再剥離が容易であり、更に熱剥
離シートと比較して安価であるため、特に半導体チップ製造工程で多用されている。
【０１０２】
　しかし、ＵＶ剥離シートは、紫外線照射により再剥離させる前に、例えば８０℃以上の
高温にさらすと、紫外線照射による粘着性低下作用が阻害され、再剥離効果が得られない
。
【０１０３】
　本実施形態では、絶縁性樹脂コーティング剤を紫外線硬化樹脂とすることで、塗布され
た紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤を低温での紫外線照射により硬化することがで
きるため、上述した粘着性低下作用を阻害せず、低コストで再剥離が容易なＵＶ剥離シー
トを用いることができる。
【０１０４】
　なお、紫外線照射は、塗布された紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング剤の硬化時にも
照射されるが、電子部品素体を保持するＵＶ剥離シートの粘着面は、電子部品素体によっ
て硬化時の紫外線照射から遮蔽されているため、絶縁性樹脂コーティング剤の硬化時に電
子部品素体１’を保持するＵＶ剥離シートの粘着性が低下して電子部品素体１’が脱落す
る問題は生じない。
【０１０５】
　次に、所定の紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層が形成された電子部品素体１’は
、粘着性保持治具３０から機械的に分離される。分離の方法としては、粘着性保持治具３
０に通常の粘着シートを用いる場合は、粘着性保持治具３０から粘着シートを分離し、た
とえば電子部品素体１’が粘着したシートを裏面からナイフエッジで急角度で変形させな
がら剥離するなどの公知の手段を用いればよい。
【０１０６】
　また、粘着性保持治具３０に熱剥離シートを用いた場合は、粘着性保持治具３０を加熱
することで電子部品素体１’を容易に剥離することが出来る。
【０１０７】
　更に、粘着性保持治具３０にＵＶ剥離シートを用いる場合は、粘着性保持治具３０から
粘着シートを分離し、電子部品１を粘着させたシート面の裏面から所定の紫外線を照射す
ることでＵＶ剥離シートの粘着性を低下させ、電子部品素体１’を剥離すればよい。
【０１０８】
　分離後の電子部品素体１’は、紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層の固化を更に強
固にするために、必要に応じて１００℃～２００℃での乾燥固化を追加してもよい。
【０１０９】
　また、電子部品素体１’の紫外線硬化型絶縁性樹脂コーティング層の端面にバリ等が有
る場合は、湿式若しくは乾式法で軽くバレル処理を行ってもよい。
【０１１０】
　以上の絶縁性樹脂コーティング層形成工程によって、主面２ｄ及び電極部分３ｄ，４ｄ
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以外の主面２ｃ及び側面２ｅ，２ｆ、並びに、主面２ｃ及び側面２ｅ，２ｆ上に形成され
た電極部分３ｃ，４ｃ，３ｅ，４ｅ，３ｆ，４ｆ、更に電極部分３ａ，４ｂが紫外線硬化
型絶縁性樹脂コーティング層で覆われた電子部品１を得ることができる。
【０１１１】
　このようにして得られた電子部品１、を第１実施形態と同様の判別工程、梱包工程、実
装工程を経て、基板に実装する。
【０１１２】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明してきたが、本発明は必ずしも上述した実
施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である
。
【０１１３】
　例えば、第１及び第２実施形態では、電子部品として積層セラミックコンデンサを例に
説明したが、本発明はこれに限られることなく、積層インダクタ、積層バリスタ、積層圧
電アクチュエータ、積層サーミスタ、又は積層複合部品などの他の電子部品にも適用でき
る。
【０１１４】
　また、第１及び第２実施形態では、電子部品素体１’として５面電極構造である電子部
品素体を例に挙げたが、本発明はこれに限るものではなく、例えばチップ抵抗のような、
素体２の側面２ｅ，２ｆ又は主面２ｃ，２ｄのいずれかの面に外部電極が形成されない、
いわゆるコの字型の３面電極構造や、端面２ａ，２ｂと側面２ｅ，２ｆ又は主面２ｃ，２
ｄのいずれか一面のみとに外部電極が形成されたＬ字型の２面電極構造である素体を有す
る電子部品素体を用いても同様の効果が得られる。また、積層コンデンサアレイや、チッ
プ型３端子貫通積層コンデンサアレイ等の、多端子外部電極を有する電子部品素体を用い
ても同様の効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明は、積層コンデンサなどの電子部品及びその製造方法に利用できる。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…電子部品、１’…電子部品素体、２…素体、２ａ，２ｂ…端面、２ｃ，２ｄ…主面
、２ｅ，２ｆ…側面、３，４…外部電極、３ａ，３ｃ，３ｄ，３ｅ，３ｆ，４ｂ，４ｃ，
４ｄ，４ｅ，４ｆ…電極部分、２１…絶縁層、３０…粘着性保持治具、３２…絶縁性樹脂
コーティング剤、ＳＦ…フィレット、ＳＳ…基板、ＷＰ…配線パターン。
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