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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基板と、該絶縁性基板の表面上で、一端部から対向する他端部に延びるように薄
膜により設けられる抵抗体と、該抵抗体の両端部と接続して前記絶縁性基板の両端部に厚
膜により設けられる上面電極と、該上面電極と厚膜電極を介して電気的に接続され、前記
絶縁性基板の裏面に厚膜により設けられる裏面電極と、前記抵抗体の表面に設けられる保
護膜とからなり、前記上面電極が前記絶縁性基板の表面に設けられる第１上面電極および
第２上面電極により形成され、前記抵抗体の両端部のそれぞれが、前記第１上面電極と第
２上面電極とによりサンドイッチ構造に挟持されると共に、該第１上面電極と第２上面電
極とが直接接触するように前記抵抗体両端部の一部が除去されており、前記第１上面電極
または前記第２上面電極と前記裏面電極とが前記厚膜電極により接続されてなるチップ抵
抗器。
【請求項２】
　前記厚膜電極が、前記絶縁性基板の側面に厚膜により形成される側面電極からなり、前
記第２上面電極と前記裏面電極との間に接続して設けられてなる請求項１記載のチップ抵
抗器。
【請求項３】
　前記厚膜電極が、前記絶縁性基板の前記両端部に貫通孔が形成され、該貫通孔内に厚膜
により形成されるスルーホール電極からなり、前記第１上面電極と前記裏面電極とそれぞ
れ接続するように形成されてなる請求項１記載のチップ抵抗器。
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【請求項４】
　前記貫通孔の縦断面が前記絶縁性基板の側面に露出しないように、前記貫通孔が形成さ
れてなる請求項３記載のチップ抵抗器。
【請求項５】
　前記貫通孔の縦断面が前記絶縁性基板の側面に露出するように前記貫通孔が形成される
と共に、該貫通孔内に前記スルーホール電極がほぼ充填されることにより、前記絶縁性基
板の側面にスルーホール電極がほぼ平坦面で露出してなる請求項３記載のチップ抵抗器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、チップ型の絶縁性基板上に抵抗体膜が設けられるチップ抵抗器に関する。さ
らに詳しくは、製造工程が簡単で安価に製造することができながら、高性能な特性が得ら
れるチップ抵抗器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のチップ抵抗器は、印刷と焼成により電極や抵抗体を形成する厚膜抵抗器と、スパッ
タリングにより電極や抵抗体を製造する薄膜抵抗器とがある。構造は厚膜と薄膜との違い
、および抵抗体と上面電極の上下関係の違いはあるが、両者とも殆ど同じ構造で、たとえ
ば図１４に示されるような構造になっている。すなわち、図１４で、アルミナなどからな
る絶縁性基板１の対向する両端部に一対の電極２、３が上面電極２１、３１および裏面電
極２２、３２とこれらを連結する側面電極２３、３３により形成され、両電極に接続され
るように抵抗体４が絶縁性基板１上に形成されている。そして、抵抗体の表面側に保護膜
５が１～３層で形成されている。なお、厚膜はたとえば５～１０μｍ程度で、薄膜はたと
えば０.１～０.５μｍ程度に形成される。
【０００３】
厚膜抵抗器は、ガラスまたは樹脂を用いてペースト状にした材料を印刷などにより塗布し
て、６００～９００℃程度で焼成（ガラスの場合）または２００～２４０℃程度で硬化（
樹脂の場合）させて各層を形成することにより得られる。電極材料としては、ＡｇにＰｄ
を添加したＡｇ系や、Ａｕを主成分としたＡｕ系の金属ペーストが用いられ、抵抗体材料
としては、酸化ルテニウム（ＲｕＯ2）に必要な抵抗値にするためのＡｇなどを混入して
ガラスまたは樹脂によりペースト状にしたものが用いられる。また、薄膜抵抗器は、金属
材料をスパッタリングなどにより成膜してパターニングすることにより得られ、電極材料
としては、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｃｕなどが用いられ、抵抗材料としては、Ｎｉ-Ｃｒ合金
などが用いられる。
【０００４】
このように、製造工程が、一方は印刷と熱処理により設けるのに対して、他方はスパッタ
リングなどにより設けるもので異なり、また、印刷装置とスパッタリング装置などの設備
面においても異なり、製造ラインが全く異なっている。そのため、両方の膜を併用するこ
とは製造工程が複雑になり、実用的に難しい。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前述のように、チップ抵抗器には厚膜抵抗器と薄膜抵抗器とがあり、厚膜抵抗器はその製
造設備が非常に安価で、抵抗器自身も安価に製造することができる。しかし、抵抗体は、
酸化ルテニムをペースト状にしたものであり、その組成の均一性、塗布する場合の厚さの
均一性、抵抗値調整のためＡｇなどの添加量の相違、などによって得られる抵抗値の精度
が劣ると共に、ノイズ特性が悪いなどの性能面で劣るという問題がある。また、薄膜抵抗
器は、抵抗値の精度やノイズ特性などは優れているが、高価なスパッタ装置などを使用し
なければならず、また製造時間がかかり、かなり高価になるという問題がある。
【０００６】
一方、厚膜と薄膜とを混合すると、前述のような製造ラインの複雑さもさることながら、
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厚膜の上に薄膜を成膜する場合は密着性の問題はないが、薄膜の上に厚膜を成膜すると、
密着性が低下して接触抵抗が増大し、品質が一定しないという問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、抵抗値の精度を向上させ
ると共に、ノイズ特性などの抵抗特性を高度にしながら、生産性を向上させることができ
るチップ抵抗器を提供することにある。
【０００８】
本発明の他の目的は、抵抗体に薄膜抵抗を用い、電極に厚膜電極を用いる場合に、抵抗体
と電極との接続を向上させながら、表面実装が可能なチップ抵抗器を提供することにある
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるチップ抵抗器は、絶縁性基板と、該絶縁性基板の表面上で、一端部から対
向する他端部に延びるように薄膜により設けられる抵抗体と、該抵抗体の両端部と接続し
て前記絶縁性基板の両端部に厚膜により設けられる上面電極と、該上面電極と厚膜電極を
介して電気的に接続され、前記絶縁性基板の裏面に厚膜により設けられる裏面電極と、前
記抵抗体表面に設けられる保護膜とからなり、前記上面電極が前記絶縁性基板の表面に設
けられる第１上面電極および第２上面電極により形成され、前記抵抗体の両端部のそれぞ
れが、前記第１上面電極と第２上面電極とによりサンドイッチ構造に挟持されると共に、
該第１上面電極と第２上面電極とが直接接触するように前記抵抗体両端部の一部が除去さ
れており、前記第１上面電極または前記第２上面電極と前記裏面電極とが前記厚膜電極に
より接続されている。
【００１０】
ここに厚膜とは、電極や抵抗体の材料をペースト状にして塗布し、焼成または硬化させる
ことにより厚く形成される膜を意味し、薄膜とは、スパッタリング法などにより金属膜な
どを直接成膜することにより薄く形成される膜を意味する。
【００１１】
この構成にすることにより、抵抗体が薄膜により形成されているため、抵抗値の精度やノ
イズ特性など、抵抗器の性能が非常に精度よく形成される。一方、電極などは厚膜により
形成されているため、製造工程が非常に簡単で、安価に製造することができる。
【００１２】
　具体的には、前記厚膜電極が、前記絶縁性基板の側面に厚膜により形成される側面電極
からなり、前記第２上面電極と前記裏面電極との間に接続して設けられる構造とすること
ができる。この構造にすることにより、抵抗体の一部が除去されて第１上面電極と第２上
面電極とが直接接触するように設けられているため、第１上面電極と第２上面電極とは共
に厚膜同士で密着性がよく、その間にサンドイッチされる抵抗体は第１上面電極との密着
性が厚膜上の薄膜であるため良好であり、第２上面電極とも第１上面電極を介して電気的
に低抵抗で接続される。その結果、第２上面電極上に側面電極またはバンプ電極が厚膜に
より設けられても、共に厚膜同士で密着性がよく、非常に接触状態が良好な電極構造が得
られる。
【００１５】
　さらに別の具体的構造として、前記厚膜電極が、前記絶縁性基板の前記両端部に貫通孔
が形成され、該貫通孔内に厚膜により形成されるスルーホール電極からなり、前記第１上
面電極と前記裏面電極とそれぞれ接続するような構造とすることができる。この構造にす
ることにより、薄膜抵抗体と厚膜上面電極を用いながら、密着性よく接続することができ
る。さらに、上面電極上にも保護膜を形成することができ、上面電極としてハンダメッキ
による腐食を考慮することなく、抵抗体に拡散し難い材料を用いることができる。
【００１６】
前記貫通孔の縦断面が、前記絶縁性基板の側面に露出しないように形成されることにより
、実装のハンダ付けの際にフィレットレスの構造にすることができ、非常に実装面積を小
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さくすることができる。
【００１７】
前記貫通孔の縦断面が、前記絶縁性基板の側面に露出すると共に、該貫通孔内に前記スル
ーホール電極がほぼ充填されることにより、前記絶縁性基板の側面にスルーホール電極が
ほぼ平坦面で露出する構造とすれば、従来の側面電極により上面電極と裏面電極とを接続
する構造と同じ形状で、薄膜抵抗体と厚膜電極とを密着性よく接続することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
つぎに、本発明のチップ抵抗器について、図面を参照しながら説明をする。本発明による
チップ抵抗器は、その一実施形態の断面説明図が図１に示されるように、たとえばアルミ
ナなどからなり、平面形状が矩形状の絶縁性基板１の表面上で、一端部から対向する他端
部に延びるように薄膜により抵抗体４が設けられている。そして、その抵抗体の両端部の
それぞれと接続して、絶縁性基板１両端部の表面および裏面に厚膜により上面電極２１（
２１ａ、２１ｂ）、３１（３１ａ、３１ｂ）と裏面電極２２、３２とが形成され、側面電
極２３、３３のような厚膜電極により両者が電気的に接続されている。抵抗体４表面には
保護膜５（５１～５３）が設けられている。なお、図では以下の図も含めて、構成を説明
するもので、薄膜と厚膜の厚さ関係が正確には示されていない。
【００２１】
すなわち、本発明によるチップ抵抗器は、抵抗値精度やノイズなどの抵抗特性に大きく影
響する抵抗体４のみをスパッタリング法などを用いる薄膜により形成し、他の上面電極２
１、３１や裏面電極２２、３２、側面電極２３、３３などを厚膜により形成することによ
り、製造工程を簡単にしていることに特徴がある。この場合、薄膜と厚膜との混合体、と
くに薄膜上に厚膜を形成すると、その密着性が低下し、接続抵抗が上昇したり、極端の場
合には剥離しやすいという問題があるが、本発明では、薄膜抵抗体の上に厚膜の電極を形
成する場合には、密着性を向上させる手段が設けられている。すなわち、図１に示される
例では、上面電極２１、３１を第１上面電極２１ａ、３１ａと第２上面電極２１ｂ、３１
ｂとに分割し、薄膜である抵抗体４を厚膜の第１上面電極２１ａ、３１ａと第２上面電極
２１ｂ、３１ｂとにより挟持すると共に、第１上面電極２１ａ、３１ａ上の抵抗体４の一
部に貫通孔４１を設けて第１上面電極２１ａ、３１ａと第２上面電極２１ｂ、３１ｂとを
密着させるサンドイッチ構造にされていることに特徴がある。
【００２２】
基板１は、たとえばアルミナ、サファイア、またはＳｉウェハなどが用いられる。厚膜の
電極材料としては、一般には金属粉末とガラスまたは樹脂とを混合してペースト状にした
ものが使用され、混入する金属粉末により、Ａｇ系、Ａｇ-Ｐｄ系、Ａｕ系などを用いら
れている。ここに「系」とは、ＡｇやＡｕを主成分として他の元素が添加され得ることを
意味する。なお、ガラスペーストは６００～９００℃程度で焼成することにより硬化され
、樹脂ペーストは２００～２４０℃程度に昇温することにより硬化される。
【００２３】
図１に示される構造は、従来の基板１裏面から側面の電極を利用して、プリント基板など
の実装基板に表面実装によりハンダ付けし得る構造のチップ抵抗器が示されている。すな
わち、基板１の両端部に設けられる上面電極２１、３１に対応する基板１の裏面に上面電
極と同様に、Ａｕとガラス成分とを有機溶剤によりペースト状にしたもの（Ａｕ系ペース
ト）を印刷し、焼成することにより厚膜の裏面電極２２、３２が形成されている。そして
、上面電極と同じ電極材料により第１上面電極２１ａ、３１ａが形成されている。そして
、抵抗体４の抵抗値の調整後に第２上面電極２１ｂ、３１ｂがＡｇ系樹脂ペーストにより
形成された後に、樹脂ペーストからなる電極材料を第２上面電極２１ｂ、３１ｂおよび裏
面電極２２、３２の上に重なるように基板１の側面に印刷して硬化させることにより、側
面電極２３、３３が厚膜により形成されている。なお、電極２、３の露出面には、図示し
ないＮｉメッキおよびハンダメッキが施される。
【００２４】
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抵抗体４は、たとえばＮｉ-Ｃｒ合金をスパッタリングなどにより成膜して、フォトリソ
グラフィ技術を用いて、所望の形状にパターニングすることにより、薄膜で形成されてい
る。このパターニングの際に、第１上面電極２１ａ、３１ａ上の抵抗体４の一部もエッチ
ングされて貫通孔４１が形成され、第１上面電極２１ａ、３１ａの一部が露出するように
形成されている。この貫通孔４１は、１個でなくて複数個設けられてもよいし、スリット
状など他の形状でもよい。そして、その上に第２上面電極２１ｂ、３１ｂが形成される際
に、その第２上面電極材料が貫通孔内に埋まり、第２上面電極２１ｂ、３１ｂが第１上面
電極２１ａ、３１ａと密着して接合される。このように、図１に示される例は、第１上面
電極２１ａ、３１ａと第２上面電極２１ｂ、３１ｂとを相互に密着させながら、抵抗体４
をサンドイッチすることにより、薄膜抵抗４上に設けられる上面電極２１ｂ、３１ｂとの
密着性向上手段が構成されている。
【００２５】
抵抗体４としては、前述の例の他に、Ｔａ系、Ｔａ-Ｎ系、Ｔａ-Ｓｉ系などの金属膜を所
望の抵抗値に応じて選択して使用することができる。なお、「系」というのは、Ａｌ、Ｃ
ｒ、Ｏなどを添加して抵抗を調整し得ることを意味する。
【００２６】
図１に示される例では、保護膜５が３層からなっているが、必ずしも３層の必要はなく、
１層または２層でもよい。第１保護膜５１は、たとえば絶縁性物質を薄膜形成法により成
膜することにより形成されている。また、第１保護膜５１は、抵抗体４の抵抗値を調整す
るために、抵抗体４を形成した後にその抵抗値を測定しながらレーザトリミングにより抵
抗体４の一部を削って調整する工程が設けられており、その際に削った抵抗体材料が飛び
散って再度抵抗体４の上に付着し性能が変化するのを防ぐ目的で設けられているが、その
心配がなければとくに設けられる必要はない。
【００２７】
第２保護膜５２および第３保護膜５３は、レーザトリミングされて表面に凹凸のある第１
保護膜５１上に塗布して露出した抵抗体４の表面を保護すると共に、チップ抵抗器の表面
全体を保護するもので、第２保護膜５２だけでは、レーザトリミングによる溝を完全に埋
めて平坦化させることができないため、さらに第３の保護膜５３が設けられることにより
、表面が完全に被覆されると共に平坦化されている。この第２および第３保護膜５２、５
３は、高温で焼成すると抵抗体４の抵抗値が変化する可能性があるため、エポキシ樹脂な
どからなる樹脂製ペーストを塗布して２００～２４０℃程度で硬化させるのが好ましい。
しかし、ホウケイ酸鉛ガラスなどを用いたガラス系のペーストを印刷して、６００～７０
０℃程度で焼結することもできる。
【００２８】
つぎに、このチップ抵抗器の製法について、図２に示される主要部の工程説明図および図
３に示されるフローチャートを参照しながら説明をする。なお、図２では１個分のチップ
抵抗器の製造工程図が示されているが、実際に製造する場合は、５～１０ｃｍ×５～１０
ｃｍ程度の大きな基板に１００～１万個分程度の電極や抵抗体を同時に形成し、バー状に
切断または分割して露出する側面に側面電極を形成し、さらにその後バー状に連なったチ
ップ抵抗器を１個１個のチップに切断または分割して分離することにより製造される。
【００２９】
まず、図３のＳ１に示されるように、基板裏面の所定の場所に電極材料のペーストを印刷
する。そして、６００～９００℃程度で焼成することにより裏面電極２２、３２（図１参
照）を形成する。ついで、基板表面の所定の場所（裏面電極２２、３２に対応する部分）
に電極材料を印刷により塗布して焼成することにより、第１上面電極２１ａ、３１ａを形
成する（Ｓ２、図２（ａ）参照）。その後、スパッタリング装置により、基板１の表面全
面に薄膜抵抗体膜を成膜し、所望の形状にパターニングすることにより抵抗体４を形成す
る。この際、第１上面電極２１ａ、３１ａの一部が露出するようにその上面電極上の抵抗
体膜の一部もエッチングして、貫通孔４１を形成する（Ｓ３、図２（ｂ）参照）。
【００３０】
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その後、抵抗体４の表面に薄膜にてＡｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2、ＳｉＮなどの成膜、またはＰｂ
ガラスなどを含むガラスペーストを印刷などにより塗布して焼成することにより、第１保
護膜５１を形成する（Ｓ４）。この工程は省略してもよい。そして、一対の第１上面電極
２１ａ、３１ａにプローブ電極を接触させて抵抗値を測定しながら、所望の抵抗値になる
ようにレーザトリミングを行い抵抗値の調整を行う（Ｓ５）。さらにその表面に樹脂ペー
ストを塗布して硬化させることにより、第２保護膜５２を形成する（Ｓ６）。なお、この
工程も省略することができる。ついで、たとえばＡｇなどと樹脂とを混合したペースト状
の電極材料（Ａｇ系樹脂ペースト）を、第１上面電極２１ａ、３１ａの上に相当する部分
に塗布して２００℃程度で硬化させることにより、厚膜の第２上面電極２１ｂ、３１ｂを
形成する（Ｓ７、図２（ｃ））。なお、この工程とトリミング工程を逆にしてもよい。
【００３１】
その後、第２保護膜５２と同じ材料を塗布して硬化させることにより、第３保護膜５３を
第２上面電極２１ｂ、３１ｂの間の抵抗体４上に形成する（Ｓ８）。なお、この工程と、
前述の第２上面電極２１ｂ、３１ｂの形成工程（Ｓ７）を逆にしてもよい。ついで、大き
な基板を一対の電極２１、３１を結ぶ方向と垂直な方向に並ぶ一列ごとになるようにバー
状に切断または分割する（Ｓ９）。そして、上面電極２１、３１と裏面電極２２、３２の
間にその上面電極および裏面電極上にも重なるようにＡｇ系樹脂ペーストの電極材料を塗
布して硬化させることにより、側面電極２３、３３を形成する（Ｓ１０）。その後、バー
状に連結されているチップ抵抗器を１個１個のチップに分割し（Ｓ１１）、電極の露出面
にＮｉメッキおよびＰｂ／Ｓｎなどからなるハンダメッキを行う（図１では省略）ことに
より、図１に示されるチップ抵抗器が得られる。
【００３２】
本発明によれば、抵抗体のみを薄膜により形成しながら、電極はすべて厚膜により形成し
ているため、製造工程の工数はそれほど増えず、安価に得ることができる。しかも、抵抗
特性に影響を及ぼしやすい抵抗体は、スパッタリングによる薄膜により形成されているた
め、金属薄膜が均一材料で均一厚さに形成されており、非常に高精度の抵抗器が得られる
。
【００３３】
この際、一般的には薄膜抵抗の上にたとえば側面電極などの厚膜電極を形成すると、両者
間の密着性が完全には得られず、接触抵抗などが発生しやすいが、図１に示される例では
、上面電極を第１上面電極と第２上面電極とに分割し、薄膜抵抗体の下に第１上面電極、
薄膜抵抗体の上に第２上面電極を形成すると共に、第１上面電極上の薄膜抵抗体の少なく
とも一部に貫通孔を設けて第１上面電極と、第２上面電極とを直接接触させているため、
第１上面電極と第２上面電極とは共に厚膜同士で密着性がよく、第１上面電極と薄膜抵抗
体も、厚膜上の薄膜であるため密着性がよく、第２上面電極と抵抗体との間の接触抵抗は
非常に小さくなる。そして、その第２上面電極上に接触するように側面電極が厚膜により
形成されるため、側面電極と上面電極および裏面電極との接触も厚膜同士で非常に低抵抗
で密着性よく接触し、抵抗特性を低下させることはない。さらに、抵抗体に貫通孔が設け
られていることにより、抵抗体の下側に設けられた第１上面電極が露出し、レーザトリミ
ングの際の電極へのプローブ接触を行いやすいというメリットもある。
【００３４】
図４は、本発明によるチップ抵抗器の他の実施形態を示す断面説明図である。前述の例は
、基板１の裏面に裏面電極が形成され、その裏面電極が側面電極を介して上面電極と接続
され、裏面電極および側面電極によりプリント基板などの回路基板に実装することができ
る構造になっていたが、この例では、裏面電極や側面電極を形成しないで、上面電極に直
接ハンダバンプなどを形成することにより、フェースダウンで直接ハンダ付けなどをする
ことができる構造にしたものである。
【００３５】
すなわち、図４で、上面電極２１、３１が厚膜の第１上面電極２１ａ、３１ａと第２上面
電極２１ｂ、３１ｂとで形成され、その間に貫通孔４１を有する抵抗体４が薄膜で形成さ
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れ、第１から第３の保護膜５１～５３が形成される点については、図１に示される例と同
じで、同じ部分には同じ符号を付してその説明を省略する。図４に示される例では、裏面
電極および側面電極が設けられず、ハンダバンプなどによるバンプ電極２４、３４が形成
されていることに特徴がある。このバンプ電極２４、３４は、第２上面電極２１ｂ、３１
ｂ上にペースト状のハンダ剤を印刷などにより塗布し、１００～３００℃程度で硬化させ
ることにより形成される。
【００３６】
このような構造にすることにより、裏面電極および側面電極を形成する必要がなく、工数
の削減を図ることができると共に、実装した場合の抵抗値が、部品で測定した抵抗値とほ
ぼ同じとなり、安定した特性で使用することができる。すなわち、前述のように、裏面電
極および側面電極によりハンダ付けをして実装すると、電極自身も厚膜電極ではガラスや
樹脂による抵抗成分があるため、ハンダ付けの際に形成されるハンダフィレットが側面電
極のどの位置まで上昇するかにより抵抗値に微妙な変化が生じ、正確な抵抗値が得られな
い。しかし、この実施形態によれば、ハンダバンプに抵抗成分は殆どなく、部品として測
定した抵抗値と同じ値の非常に正確な抵抗値で実装することができる。
【００３７】
前述の各例では、薄膜抵抗体とその上に設けられる厚膜電極（上面電極２１、３１）との
密着性を向上させる手段が上面電極を２層にして、その間に抵抗体をサンドイッチする構
造であったが、図５に示される例は、抵抗体を２層にして、その間に厚膜電極（上面電極
）をサンドイッチすることにより、密着性の向上が図られており、上面電極を露出させる
ことにより、側面電極との接続をし得る構造になっている。
【００３８】
すなわち、図５において、絶縁性基板１上に、たとえばＮｉ-Ｃｒ抵抗体からなる第１層
４ａと、たとえばＴａＮなどの抵抗体からなる第２層４ｂが共にスパッタリングなどによ
り薄膜により形成されている。そして、その両端部では、第１層４ａと第２層４ｂとの間
に、厚膜により形成された上面電極２１、３１がサンドイッチされている。この上面電極
２１、３１は、第１層４ａに形成される貫通孔を介して、絶縁性基板１と直接接着してお
り、その上面は、第２層４ｂから一部が露出し、たとえば側面電極が接続し得るように抵
抗体４および上面電極２１、３１が形成されている。その他は、前述の図１に示される例
と同じで、同じ部分には同じ符号を付してその説明を省略するが、図５では、保護膜５が
２層構造で図示され、また、側面電極２３、３３にはＮｉメッキ層２３ａ、３３ａおよび
ハンダメッキ層２３ｂ、３３ｂが図示されている。その他の絶縁性基板１、抵抗体の材料
などは前述の例と同じで、その説明を省略する。
【００３９】
このチップ抵抗器を製造するには、まず、絶縁性基板１の裏面に裏面電極を厚膜により形
成し、つぎに図６（ａ）に示されるように、たとえばＮｉ-Ｃｒからなる第１層４ａを絶
縁性基板１の表面全面に成膜する。この成膜厚さは、図１に示される例の半分程度にする
必要はなく、パターニングによりその抵抗値調整することができ、所望の抵抗値を得るた
めに必要な厚さに成膜される。そして、マスクを形成してエッチングをするフォトリソグ
ラフィ技術を用いて、両端部の電極形成場所に貫通孔４１を形成し、絶縁性基板１を露出
させる。この際に第１層４ａを必要なパターンにエッチングしてもよいが、第２層も同じ
パターニングをする場合には、第２層４ｂを設けてから行ってもよい。そして、３００～
６００℃程度で、３０～１００分程度のアニール処理を行う。
【００４０】
さらに図６（ｂ）に示されるように、抵抗体の第１層４ａの両端部で、貫通孔４１が形成
された部分に、同様に厚膜法により上面電極２１、３１を形成する。これらの電極は、前
述の例と同様に、印刷、乾燥および硬化または焼成により形成される。すなわち電極材料
が樹脂系の場合は、２００～２４０℃程度で硬化し、ガラス系の場合は４００～６００℃
程度で焼成する。
【００４１】
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つぎに、たとえばＴａＮなどからなる抵抗体４の第２層４ｂを第１層４ａと同様にスパッ
タリング法などにより成膜し、パターニングをして所望の形状にする。この際、両端部に
は、上面電極２１、３１が少なくとも露出するようにパターニングをする。また、第１層
４ａと第２層４ｂとが異なる材料からなる場合、それぞれのエッチングに適したエッチン
グ液を用いる。その後、３００～６００℃程度でアニール処理を行う。その後、レーザト
リミングにより抵抗値を調整し、樹脂保護層５２、５３を必要な層数で形成する。そして
、バー状にしてから側面電極２３、３３を形成し（図６（ｄ））、さらにチップ化してか
らＮｉメッキ層２３ａ、３３ａおよびハンダメッキ層２３ｂ、３３ｂを形成することによ
り図５に示されるチップ抵抗器が得られることも前述の例と同じである。
【００４２】
図５および６に示される例によれば、特性の良好な薄膜による抵抗体と、安価に製造する
ことができる厚膜電極とを組み合せながら、薄膜抵抗体の第１層４ａ上に設けられる上面
電極２１、３１は、第１層４ａに設けられる貫通孔４１を介して絶縁性基板１と密着性よ
く接着し、その上に設けられる薄膜抵抗体４の第２層４ｂとは、厚膜上に設けられる薄膜
であるため、上面電極２１、３１と第２層４ｂとの密着性は非常に良好に得られる。さら
に第１層４ａおよび第２層４ｂは共に薄膜であるため、相互に密着性が良く、結果的に上
面電極２１、３１は薄膜抵抗体４と密着性よく、また、絶縁性基板１とも密着性よく積層
される。しかも、この構造にすることにより、２層にする抵抗体にそれぞれ前述のＮｉ-
ＣｒとＴａＮの組合せのように、温度係数の正負が逆になる材料を用いることにより、温
度によっても安定した抵抗値のチップ抵抗器を得ることができる。
【００４３】
図７に示される例は、図５に示される抵抗体の第２層に代えて、電極部のみに薄膜上面電
極２１ａ、３１ａを形成し、図５に示される例と同様に、厚膜の上面電極を薄膜によりサ
ンドイッチする構造にすることにより、薄膜抵抗体上の厚膜電極の密着性を向上させる手
段が講じられている。
【００４４】
すなわち、図７において、抵抗体４は１層で、絶縁性基板１上に直接設けられ、その両端
部の電極形成場所では、貫通孔４１が形成されて、絶縁性基板１を露出させ、その上に上
面電極２１、３１が厚膜により形成されている。ここまでは図５の例と同じであるが、こ
の例では、抵抗体の第２層に代えて、たとえばＣｕやＮｉなどからなる電極材料がスパッ
タリングなどにより薄膜で上面電極２１、３１上およびその近傍の抵抗体４上に設けられ
、薄膜上面電極２１ａ、３１ａが形成されている。この薄膜上面電極２１ａ、３１ａは、
前述のような導電性の良好な材料でなくても、抵抗材料により形成することもできる。
【００４５】
つぎに、このチップ抵抗器の製法について、図８を参照しながら説明をする。まず、図８
（ａ）に示されるように、絶縁性基板１の表面全面にＮｉ-Ｃｒなどの抵抗材料をスパッ
タリングなどにより設け、フォトリソグラフィ技術により所望の形状にパターニングをす
る。この際、両端部の電極形成場所には、絶縁性基板１が露出するように貫通孔４１を形
成する。ついで、図８（ｂ）に示されるように、前述の例と同様に厚膜法により上面電極
２１、３１を形成する。この際、上面電極２１、３１は貫通孔４１を介して絶縁性基板１
と密着する。この上面電極２１、３１は、チップ抵抗器の側面に露出するように位置しな
いで、図８（ｂ'）に示されるように、抵抗体４の電極接続部の一部と絶縁性基板１の露
出部とを覆うように形成してもよい。
【００４６】
その後、全面にＣｕまたはＮｉなどをスパッタリングにより成膜し、パターニングするこ
とにより、図８（ｃ）に示されるように、薄膜からなる薄膜上面電極２１ａ、３１ａを上
面電極２１、３１の一部と抵抗体４の一部を覆うように形成する。この際、上面電極２１
、３１を絶縁性基板１の側面に露出させないで、内部に形成した場合には、図８（ｃ'）
に示されるように、薄膜上面電極２１ａ、３１ａを絶縁性基板１の側面側に形成すること
により、上面電極２１、３１と薄膜抵抗体４の両方を覆うように形成できる。その結果、
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薄膜の抵抗体４と薄膜上面電極２１ａ、３１ａにより厚膜の上面電極２１、３１をサンド
イッチ構造に挟み込むことができる。ついで、前述と同様に抵抗体４表面に保護膜５２、
５３を形成してバー状に分割し、側面電極２３、３３を形成し（図８（ｄ））、さらにチ
ップ化してからメッキ層２３ａ、３３ａおよびハンダ層２３ｂ、３３ｂを形成することに
より、図７に示されるようなチップ抵抗器を形成することができる。
【００４７】
図９に示される例は、薄膜抵抗体と厚膜電極との密着性を向上させながら、表面実装でき
るように絶縁性基板裏面に裏面電極を厚膜で形成する他の構造例である。すなわち、この
例は、絶縁性基板にスルーホールを形成しておき、そのスルーホール内にスルーホール電
極２５、３５を形成し、そのスルーホール電極２５、３５と接続するように、絶縁性基板
１の表面に上面電極２１、３１を、裏面に裏面電極２２、３２を形成し、上面電極２１、
３１上に重なるように薄膜により抵抗体４が形成され、その表面に保護膜５（５２、５３
）が形成されている。この保護膜５の最外層５３は、図１１にチップ化する前の大きな基
板上に多数個形成する場合の一部平面説明図が示されるように、上面電極２１、３１を露
出させる必要がないため、全面に被覆することができ、表面を平坦面に形成することがで
きる。
【００４８】
このチップ抵抗器を製造するには、絶縁性基板の大きな基板の状態で、各チップにする場
合の両端部で、分割ラインより内側に相当する位置にスルーホールを形成しておき、その
スルーホール内に導体電極ペーストの印刷、乾燥により厚膜のスルーホール電極２５、３
５を形成し、ついで、またはスルーホール電極２５、３５と同時に裏面電極２２、３２を
同様に導体電極ペーストの印刷、乾燥と２００～８７０℃程度の焼成により厚膜として形
成する。つぎに、絶縁性基板１の表面側に上面電極２１、３１を同様に厚膜により形成す
る。そして、スパッタリングなどによりＮｉ-Ｃｒなどの抵抗材料を成膜して、所望の形
状にパターニングすることにより抵抗体４を、その両端部が上面電極２１、３１上に重な
るように形成する。この場合、上面電極２１、３１は表面にその一部が露出しても露出し
なくてもよい。その後、抵抗値を測定しながら、レーザトリミングを行うことにより、所
望の抵抗値になるように調整する。
【００４９】
そして、その表面に１～２層のガラスまたは樹脂からなる保護膜５（５２、５３）を形成
する。この場合、保護膜５は、前述のように、表面全体に印刷して形成することができる
。なお、保護膜がガラスの場合は印刷した後、乾燥後５００～６５０℃程度で焼成し、樹
脂の場合は２００～２４０℃程度で硬化させる。その後、大きな基板ごと電極をメッキす
ることにより、Ｎｉメッキ層２２ａ、３２ａ、ハンダメッキ層２２ｂ、３２ｂを形成し、
その後各チップに分割することにより、図９に示されるチップ型抵抗器が得られる。
【００５０】
この例によれば、薄膜抵抗体の上に厚膜電極を形成しなくても、絶縁性基板裏面に設けら
れる裏面電極と上面電極とをスルーホール電極を介して電気的に接続することができる。
その結果、薄膜抵抗体と厚膜電極とで構成しながら、薄膜抵抗体と厚膜電極との密着性の
問題を生じることなく、薄膜抵抗体による高特性と、厚膜電極によるコストダウンを達成
することができる。
【００５１】
しかも、この構造にすることにより、絶縁性基板の側面に側面電極が露出することがない
ため、実装基板などに実装する場合に、ハンダフィレットを形成しないで実装することが
できる。すなわち、図１０（ｂ）に示されるように、従来の構造では、実装基板などにハ
ンダ付けすると、長さＬ、幅Ｗのチップで、ｄの長さのハンダフィレット７が形成される
。その結果、実装基板に占める表面積は、（Ｌ＋２ｄ）×Ｗとなるが、本発明のチップ抵
抗器によれば、図１０（ａ）に示されるように、Ｌ×Ｗで実装することができる。チップ
抵抗器は、Ｌが０.６～１.６ｍｍ程度で、ｄは０.１～０.２ｍｍ程度であるため、占有面
積として、１６.６～１２.５％程度小さくすることができる。近年の電子機器の軽薄短小
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化に伴い、電子部品の小形化が要求され、チップ抵抗器の長さＬも前述のような小形化さ
れている状態で、さらに占有面積を小さくすることができ、高密度実装化によるメリット
は大きい。
【００５２】
このフィレットレス化に関して、前述の図４に示されるように、上面電極上にハンダバン
プを形成することにより、フェースダウンで実装する構造にしても、フィレットをなくし
て実装面積を小さくすることができるが、図９に示される構造では、フェースダウンをし
ないため、抵抗体側を表面に露出させることができ、放熱をしやすいというメリットがあ
る。
【００５３】
さらに本実施例によれば、保護膜を前述のように上面電極上も含めた全面に形成すること
ができるため、保護膜の表面を平坦化させることができる。その結果、実装時に真空コレ
ットにより表面側を吸着する場合でも、確実に吸着することができ、実装性が向上する。
さらに、上面電極が完全に保護膜により被覆されているため、メッキ液や使用環境下での
ガスや水分などの侵入を抑制することができ、信頼性を向上させることができる。たとえ
ば上面電極が露出していると、電極をメッキする際に、Ａｕ系の電極材料の場合には、ハ
ンダ付けの際にハンダに溶解されて腐食するという問題を有し、Ａｇ系の電極材料が好ま
しいが、Ａｇ系の電極材料を上面電極に用いると、抵抗体との接触部から抵抗体にＡｇが
拡散し、抵抗値が変化するという問題を有しており、両方を満足させるのが困難であった
が、本実施例によれば、ハンダ腐食の問題がないため、抵抗体に対して強いＡｕ系の電極
材料を用いることができ、より一層抵抗体および電極の信頼性が向上する。
【００５４】
さらに、電極メッキの際に、大きな基板ごとメッキをすることができるため、バレルメッ
キをする必要がなく、小形なチップ抵抗器にバレルメッキよりも均一なメッキを施すこと
ができる。
【００５５】
図１２は、図９の変形例を示す実施例で、大きな基板に設けるスルーホールをチップに分
割する部分に形成し、そのスルーホール内にスルーホール電極２５、３５を形成し、スル
ーホール電極２５、３５を側面に露出させたものである。そして、チップ化してから電極
メッキを行っているため、スルーホール電極２５、３５の側面にもにＮｉメッキ層２５ａ
、３５ａおよびハンダメッキ層２５ｂ、３５ｂが形成されている点で図９に示される例と
異なるが、他の構造は図９に示される構造と同じで、同じ部分には同じ符号を付してその
説明を省略する。
【００５６】
このチップ抵抗器を製造するには、まず、図１３（ａ）に示されるように、大きな基板の
チップに分割するラインＳ１、Ｓ２の抵抗体を形成する方向の両端部に相当する分割ライ
ンＳ１上にスルーホールを形成しておき、そのスルーホール内に導電ペースト（導体電極
ペースト）を印刷して乾燥させることによりスルーホール電極２５、３５を形成する。つ
いで、絶縁性基板１の裏面に導電ペーストを印刷して乾燥し、４００～８００℃程度で焼
成することにより、裏面電極２２、３２を形成する。その後は、前述の図９に示される構
造の製法と同様に、上面電極２１、３１を導電ペーストの印刷、乾燥により形成し（図１
３（ｂ））、スパッタリングなどにより抵抗材料を成膜し、所望の形状にパターニングす
ることにより薄膜の抵抗体４を形成する（図１３（ｃ））。その後、抵抗値を測定しなが
ら、レーザトリミングを行うことにより、所望の抵抗値になるように調整する。
【００５７】
そして、前述の例と同様に、その表面に１～２層のガラスまたは樹脂からなる保護膜５（
５２、５３）を形成する。この場合、保護膜５を、表面全体に印刷して形成することがで
きることも同様である。その後、各チップに分割して、バレルメッキなどによりＮｉメッ
キ層２５ａ、３５ａ、ハンダメッキ層２５ｂ、３５ｂを形成することにより、図１２に示
されるチップ型抵抗器が得られる。
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【００５８】
この例によっても、図９に示される例と同様に、薄膜抵抗体と厚膜電極とで構成しながら
、薄膜抵抗体と厚膜電極との密着性の問題を生じることなく、薄膜抵抗体による高特性と
、厚膜電極によるコストダウンを達成することができる。また、保護膜を上面電極上も含
めた全面に形成することができることも同様で、保護膜の表面を平坦化させることができ
ると共に、メッキ液や使用環境下でのガスや水分などの侵入を抑制することができ、信頼
性を向上させることができる。
【００５９】
図１２に示される例では、スルーホール内の全体にスルーホール電極が埋め込まれる構造
で示されているが、たとえば導電ペーストをスルーホール内に垂らすように付着すること
により、スルーホール内の全体に充填されないで、スルーホール内壁に付着したスルーホ
ール電極とすることもできる。この構造にすれば、大きな基板からチップに分割する際に
ブレークしやすく、ダイサーなどにより切断しなくてもスリットによるブレークにより分
割することもできる。さらに、Ｎｉメッキなどをしても、スルーホール内に形成され、側
面にメッキ分が出っ張るということもなく、実装基板などにハンダ付けする場合にも、ス
ルーホール内にハンダフィレットが形成されるだけで、実装面積を余り大きくする必要が
なく、前述のフィレットレスと同様の効果を得ながら、フィレットを形成することができ
、ハンダ付けの信頼性を向上させることができる。
【００６０】
【発明の効果】
本発明によれば、抵抗特性に非常に大きく影響する抵抗体は薄膜で形成されることにより
、高性能な抵抗器とされながら、他の電極はすべて厚膜により形成されることにより、製
造工程は非常に簡単で少ない工数で非常に安価に得られる。しかも、薄膜上への厚膜形成
による密着性の問題も解決され、全て薄膜で形成する場合に比べて、特性の低下は殆ど生
じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるチップ抵抗器の一実施形態を示す断面説明図である。
【図２】図１のチップ抵抗器を製造する主要部の工程説明図である。
【図３】図１のチップ抵抗器を製造する一例のフローチャートである。
【図４】本発明によるチップ抵抗器の他の実施形態を示す断面説明図である。
【図５】本発明によるチップ抵抗器のさらに他の実施形態を示す断面説明図である。
【図６】図５のチップ抵抗器を製造する主要部の工程説明図である。
【図７】本発明によるチップ抵抗器のさらに他の実施形態を示す断面説明図である。
【図８】図７のチップ抵抗器を製造する主要部の工程説明図である。
【図９】本発明によるチップ抵抗器のさらに他の実施形態を示す断面説明図である。
【図１０】図９のチップ抵抗器を実装する際の占有面積を従来のチップ抵抗器と比較して
示す説明図である。
【図１１】図９に示すチップ抵抗器を製造する際の保護膜形成工程の説明図である。
【図１２】本発明によるチップ抵抗器のさらに他の実施形態を示す断面説明図である。
【図１３】図１２のチップ抵抗器を製造する主要部の工程説明図である。
【図１４】従来のチップ抵抗器の構造を説明する断面説明図である。
【符号の説明】
１　　基板
４　　抵抗体
５　　保護膜
２１　　上面電極
２１ａ　第１上面電極
２１ｂ　第２上面電極
２２　　裏面電極
２３　　側面電極
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２４　　バンプ電極
３１　　上面電極
３１ａ　第１上面電極
３１ｂ　第２上面電極
３２　　裏面電極
３３　　側面電極
３４　　バンプ電極
４１　　貫通孔

【図１】

【図２】

【図３】



(13) JP 4722318 B2 2011.7.13

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】
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