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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体層を含むセラミック本体と、
　前記セラミック本体の内部に形成され、前記誘電体層を介して対向するように配置され
る第１及び第２内部電極と、
　前記セラミック本体の外部面に配置され、第１及び第２内部電極とそれぞれ電気的に連
結される第１及び第２電極層と、
　前記第１及び第２電極層上に配置され、銅粉末を含む伝導性樹脂層と、
　前記伝導性樹脂層の外側に配置されるニッケルめっき層と、
　前記伝導性樹脂層と前記ニッケルめっき層との間に配置され、１ｎｍから１０ｎｍの厚
さを有する銅－ニッケル合金層と、を含み、
　前記銅－ニッケル合金層は、前記伝導性樹脂層と前記ニッケルめっき層との領域におい
て、前記銅粉末が前記伝導性樹脂層の表面に露出する領域に形成される、積層セラミック
キャパシタ。
【請求項２】
　前記第１及び第２電極層は、焼成型電極である、請求項１に記載の積層セラミックキャ
パシタ。
【請求項３】
　前記第１及び第２電極層は、銅（Ｃｕ）を含む、請求項１に記載の積層セラミックキャ
パシタ。
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【請求項４】
　前記ニッケルめっき層上に配置されるすずめっき層をさらに含む、請求項１に記載の積
層セラミックキャパシタ。
【請求項５】
　前記伝導性樹脂層は、熱硬化性樹脂をさらに含む、請求項１に記載の積層セラミックキ
ャパシタ。
【請求項６】
　前記熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂である、請求項５に記載の積層セラミックキャパシ
タ。
【請求項７】
　複数のセラミックグリーンシートを用意する段階と、
　前記セラミックグリーンシートに内部電極パターンを形成する段階と、
　前記セラミックグリーンシートを積層及び焼成して誘電体層と前記誘電体層を介して対
向するように配置される第１及び第２内部電極とを含むセラミック本体を形成する段階と
、
　前記第１及び第２内部電極の一端とそれぞれ電気的に連結されるように前記セラミック
本体の端面に第１及び第２電極層を形成する段階と、
　前記第１及び第２電極層上に伝導性樹脂組成物を塗布して銅粉末を含む伝導性樹脂層を
形成する段階と、
　前記伝導性樹脂層の外側に配置されるニッケルめっき層、及び前記伝導性樹脂層と前記
ニッケルめっき層との間に配置され、前記伝導性樹脂層と前記ニッケルめっき層との領域
において、前記銅粉末が前記伝導性樹脂層の表面に露出する領域に形成され、１ｎｍから
１０ｎｍの厚さを有する銅－ニッケル合金層を形成する段階と、を含む、積層セラミック
キャパシタの製造方法。
【請求項８】
　前記ニッケルめっき層と前記銅－ニッケル合金とを形成する段階の後、前記ニッケルめ
っき層上にすずめっき層を形成する段階をさらに含む、請求項７に記載の積層セラミック
キャパシタの製造方法。
【請求項９】
　前記第１及び第２電極層は、焼成型電極である、請求項７に記載の積層セラミックキャ
パシタの製造方法。
【請求項１０】
　前記第１及び第２電極層は、銅（Ｃｕ）を含む、請求項７に記載の積層セラミックキャ
パシタの製造方法。
【請求項１１】
　前記伝導性樹脂層は、熱硬化性樹脂をさらに含む、請求項７に記載の積層セラミックキ
ャパシタの製造方法。
【請求項１２】
　前記熱硬化性樹脂は、エポキシ樹脂である、請求項１１に記載の積層セラミックキャパ
シタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、外部電極に含まれた伝導性樹脂層と電極層との界面分離現象及び伝導性樹脂層
とめっき層との界面分離現象を改善させた積層セラミックキャパシタ及びその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
セラミック電子部品のうち積層セラミックキャパシタは、積層された複数の誘電体層と、
誘電体層を介して対向配置される内部電極と、上記内部電極と電気的に接続された外部電
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極と、を含む。
【０００３】
積層セラミックキャパシタは、小型でありながら高容量が保障され、実装が容易になると
いう長所により、コンピュータ、ＰＤＡ、携帯電話などの移動通信装置の部品として広く
用いられている。
【０００４】
最近は、電子製品の小型化及び多機能化により、チップ部品も小型化及び多機能化される
傾向にあるため、積層セラミックキャパシタにおいてもサイズが小さく容量が大きい高容
量製品が求められている。
【０００５】
これにより、誘電体層及び内部電極層の厚さを薄くし、多くの数の誘電体層を積層した積
層セラミックキャパシタが製造されており、外部電極も薄型化されている。
【０００６】
また、自動車や医療機器などのような高信頼性が求められる分野における多くの機能が電
子化され、その需要が増加するにつれ、積層セラミックキャパシタにも高信頼性が求めら
れてきている。
【０００７】
このような高信頼性で問題になる要素としては、工程時に発生するめっき液の浸透や外部
衝撃によるクラック発生などがある。
【０００８】
従って、上記問題点を解決するために、外部電極の電極層とめっき層との間に伝導性物質
を含む樹脂組成物を塗布することで、外部衝撃を吸収すると共に、めっき液の浸透を防い
で信頼性を向上させている。
【０００９】
しかし、伝導性樹脂層を外部電極の電極層とめっき層との間に適用する場合、伝導性樹脂
層とめっき層との間に界面分離現象が発生するという問題がある。特に、このような界面
分離は、積層セラミックキャパシタを基板に実装する過程において頻繁に発生して積層セ
ラミックキャパシタの信頼性を低下させる。
【００１０】
また、電装及び高圧品など高信頼性を求める特殊仕様の製品群に適用するためには、さら
に大きい信頼性を有する積層セラミックキャパシタが必要な実情である。これにより、伝
導性樹脂層とめっき層との界面分離現象を改善させた積層セラミックキャパシタが求めら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】韓国登録特許公報　第１０－０５８６９６２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、外部電極に含まれた伝導性樹脂層と電極層との界面分離現象及び伝導性
樹脂層とめっき層との界面分離現象を改善させた積層セラミックキャパシタ及びその製造
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の一形態は、誘電体層を含むセラミック本体と、上記セラミック本体の内部に形成
され、上記誘電体層を介して対向するように配置される第１及び第２内部電極と、上記セ
ラミック本体の外部面に配置され、第１及び第２内部電極とそれぞれ電気的に連結される
第１及び第２電極層と、上記第１及び第２電極層上に配置され、銅粉末を含む伝導性樹脂
層と、上記伝導性樹脂層の外側に配置されるニッケルめっき層と、上記伝導性樹脂層と上
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記ニッケルめっき層との間に配置され、１ｎｍから１０ｎｍの厚さを有する銅－ニッケル
合金層と、を含む積層セラミックキャパシタを提供する。
【００１４】
上記銅－ニッケル合金層は、上記伝導性樹脂層と上記ニッケルめっき層との領域において
、上記銅粉末が上記伝導性樹脂層の表面に露出した領域に形成されることができる。
【００１５】
上記第１及び第２電極層は、焼成型電極であることができる。
【００１６】
上記第１及び第２電極層は、銅（Ｃｕ）を含むことができる。
【００１７】
上記積層セラミックキャパシタは、ニッケルめっき層上に配置されるすずめっき層をさら
に含むことができる。
【００１８】
上記伝導性樹脂層は、熱硬化性樹脂をさらに含むことができ、上記熱硬化性樹脂は、エポ
キシ樹脂であることができる。
【００１９】
本発明の他の形態は、複数のセラミックグリーンシートを用意する段階と、上記セラミッ
クグリーンシートに内部電極パターンを形成する段階と、上記セラミックグリーンシート
を積層及び焼成して誘電体層と上記誘電体層を介して対向するように配置される第１及び
第２内部電極とを含むセラミック本体を形成する段階と、上記第１及び第２内部電極の一
端とそれぞれ電気的に連結されるように上記セラミック本体の端面に第１及び第２電極層
を形成する段階と、上記第１及び第２電極層上に伝導性樹脂組成物を塗布して銅粉末を含
む伝導性樹脂層を形成する段階と、上記伝導性樹脂層の外側に配置されるニッケルめっき
層及び上記伝導性樹脂層と上記ニッケルめっき層との間に配置される１ｎｍから１０ｎｍ
の厚さを有する銅－ニッケル合金層を形成する段階と、を含む積層セラミックキャパシタ
の製造方法を提供する。
【００２０】
上記積層セラミックキャパシタの製造方法は、上記ニッケルめっき層と上記銅－ニッケル
合金とを形成する段階の後、上記ニッケルめっき層上にすずめっき層を形成する段階をさ
らに含むことができる。
【００２１】
上記銅－ニッケル合金層は、上記伝導性樹脂層と上記ニッケルめっき層との領域において
、上記銅粉末が上記伝導性樹脂層の表面に露出した領域に形成されることができる。
【００２２】
上記第１及び第２電極層は、焼成型電極であることができる。
【００２３】
上記第１及び第２電極層は、銅（Ｃｕ）を含むことができる。
【００２４】
上記伝導性樹脂層は、熱硬化性樹脂をさらに含むことができ、上記熱硬化性樹脂は、エポ
キシ樹脂であることができる。
【発明の効果】
【００２５】
本発明によると、外部電極に含まれた伝導性樹脂層と電極層との界面分離現象及び伝導性
樹脂層とめっき層との界面分離現象を改善させた積層セラミックキャパシタ及びその製造
方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタを示す斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’線に沿った断面図である。
【図３】図２のＢ領域に対する拡大図である。
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【図４】本発明の他の一実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を示す製造
工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
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。
【００２８】
以下では、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。
【００２９】
図１は本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタ１００を示す斜視図であり、
図２は図１のＡ－Ａ’線に沿った断面図である。
【００３０】
図１及び図２を参照すると、本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタ１００
は、セラミック本体１１０と、第１及び第２外部電極１３０ａ、１３０ｂと、を含む。
【００３１】
上記セラミック本体１１０は、キャパシタの容量形成に寄与する部分である活性層と、上
下マージン部として活性層の上下部にそれぞれ形成された上部及び下部カバー層と、を含
むことができる。上記活性層は、誘電体層１１１と、内部電極１２１、１２２と、を含み
、誘電体層１１１を介して複数の第１及び第２内部電極１２１、１２２が交互に形成され
ることができる。
【００３２】
本発明の一実施形態において、セラミック本体１１０は、その形状に特に制限されないが
、実質的に六面体状であることができる。チップの焼成時にセラミック粉末の焼成収縮、
内部電極パターンの有無による厚さの差異及びセラミック本体の角部の研磨により、セラ
ミック本体１１０は、完全な六面体状ではないが、実質的に六面体に近い形状を有するこ
とができる。
【００３３】
本発明の実施形態を明確に説明するために、六面体の方向を定義すると、図面に示される
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
電体層が積層される積層方向と同一の概念で用いられることができる。
【００３４】
上記内部電極は第１及び第２内部電極１２１、１２２からなり、第１及び第２内部電極は
、上記誘電体層１１１を介して対向するように配置されることができる。第１及び第２内
部電極１２１、１２２は、異なる極性を有する一対の電極であり、誘電体層１１１上に所
定の厚さで伝導性金属を含む伝導性ペーストを印刷して誘電体層１１１の積層方向に沿っ
てセラミック本体の両端面から交互に露出するように形成されることができ、その間に配
置された誘電体層１１１によって電気的に絶縁されることができる。
【００３５】
即ち、第１及び第２内部電極１２１、１２２は、セラミック本体１１０の両端面から交互
に露出する部分によって第１及び第２外部電極１３０ａ、１３０ｂとそれぞれ電気的に連
結されることができる。
【００３６】
これにより、第１及び第２外部電極１３０ａ、１３０ｂに電圧が印加されると、対向する
第１及び第２内部電極１２１、１２２の間に電荷が蓄積され、このとき、積層セラミック
キャパシタ１００の静電容量は、第１及び第２内部電極１２１、１２２が重畳する領域の
面積と比例するようになる。
【００３７】
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このような第１及び第２内部電極１２１、１２２の厚さは、用途に応じて決定されること
ができる。例えば、セラミック本体１１０のサイズを考慮して０．２から１．０μｍの範
囲内にあるように決定することができるが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００３８】
また、第１及び第２内部電極１２１、１２２に含まれる伝導性金属は、ニッケル（Ｎｉ）
、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）またはこれらの合金であることができるが、本発明は
これに限定されるものではない。
【００３９】
このとき、誘電体層１１１の厚さは、積層セラミックキャパシタの容量設計に応じて任意
に変更することができ、焼成後に１層の厚さが０．１から１０μｍになるように構成する
ことが好ましいが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００４０】
また、誘電体層１１１は、高誘電率を有するセラミック粉末、例えば、チタン酸バリウム
（ＢａＴｉＯ３）系またはチタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）系粉末を含むことが
できるが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００４１】
上部及び下部カバー層は、内部電極を含まないことを除いては、誘電体層１１１と同一の
材質及び構成を有することができる。上部及び下部カバー層は、単一または２つ以上の誘
電体層を活性層の上下面にそれぞれ上下方向に積層して形成されたものとみなすことがで
き、基本的に物理的または化学的ストレスによる第１及び第２内部電極１２１、１２２の
損傷を防止する役割をすることができる。
【００４２】
上記第１外部電極１３０ａは、上記第１内部電極１２１と電気的に連結され、上記第２外
部電極１３０ｂは、上記第２内部電極１２２と電気的に連結されることができる。上記第
１外部電極１３０ａは、第１電極層１３１ａと、伝導性樹脂層１３２と、銅－ニッケル合
金層１３３と、ニッケルめっき層１３４と、を含むことができ、上記第２外部電極１３０
ｂは、第２電極層１３１ｂと、伝導性樹脂層１３２と、銅－ニッケル合金層１３３と、ニ
ッケルめっき層１３４と、を含むことができる。
【００４３】
また、上記第１及び第２外部電極１３０ａ、１３０ｂは、すずめっき層１３５をさらに含
むことができ、上記すずめっき層は、上記ニッケルめっき層上に形成されることができる
。
【００４４】
上記第１及び第２電極層１３１ａ、１３１ｂは、第１及び第２内部電極と直接的に連結さ
れて外部電極と内部電極との電気的導通を確保する。
【００４５】
上記第１及び第２電極層１３１ａ、１３１ｂは伝導性金属を含むことができ、上記伝導性
金属は、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、金（Ａｕ）またはこれら
の合金であることができるが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００４６】
上記第１及び第２電極層１３１ａ、１３１ｂは、伝導性金属を含むペーストの焼成によっ
て形成される焼成型電極であることができる。
【００４７】
上記第１及び第２電極層１３１ａ、１３１ｂ上には伝導性樹脂層１３２が配置されること
ができ、上記伝導性樹脂層１３２の外側にはニッケルめっき層１３４が配置されることが
できる。
【００４８】
本明細書では、セラミック本体１１０が存在する方向を伝導性樹脂層１３２の内側、セラ
ミック本体１１０が存在しない方向を伝導性樹脂層１３２の外側と定義する。
【００４９】
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伝導性樹脂層１３２の外側にニッケルめっき層１３４が配置されるとは、伝導性樹脂層と
ニッケルめっき層が直接的に接する場合のみならず、伝導性樹脂層とニッケルめっき層と
の間に他の構成が配置される場合も意味する。
【００５０】
図３は図２のＢ領域を拡大して時計回りに９０度回転させたものである。
【００５１】
図３に示されているように、上記伝導性樹脂層１３２は、銅（Ｃｕ）粉末１３２ａと、ベ
ース樹脂１３２ｂと、を含み、上記ベース樹脂は熱硬化性樹脂を含むことができる。上記
熱硬化性樹脂は、これに制限されないが、エポキシ樹脂であることができる。
【００５２】
上記の通り、上記伝導性樹脂層１３２の外側にはニッケルめっき層１３４が配置される。
上記伝導性樹脂層と上記ニッケルめっき層との間には銅－ニッケル合金層１３３が形成さ
れ、上記銅－ニッケル合金層１３３は、上記伝導性樹脂層１３２と上記ニッケルめっき層
１３４との領域において、伝導性樹脂層１３２に含まれた銅粉末１３２ａが伝導性樹脂層
の表面に露出した領域に形成されることができる。即ち、銅－ニッケル合金層１３３は、
伝導性樹脂層１３２とニッケルめっき層１３４との間において伝導性樹脂層に含まれた銅
粉末がニッケルめっき層方向に向かって伝導性樹脂層の外部面に露出する領域上に形成さ
れることができる。
【００５３】
上記伝導性樹脂層１３２の外側表面において銅－ニッケル合金層１３３が形成されない領
域には、ニッケルめっき層１３４が配置されることができる。
【００５４】
本発明の伝導性樹脂層１３２に含まれた銅粉末１３２ａとニッケルめっき層１３４との反
応により、銅－ニッケル合金層１３３が形成されることができる。
【００５５】
上記銅－ニッケル合金層１３３は、伝導性樹脂層１３２とニッケルめっき層１３４との接
着力を強化させることで、熱衝撃に安定的な積層セラミックキャパシタを提供することが
できる。
【００５６】
上記銅－ニッケル合金層１３３の厚さｔは、１ｎｍから１０ｎｍに形成されることができ
る。上記銅－ニッケル合金層１３３の厚さｔが１ｎｍ未満の場合は、伝導性樹脂層１３２
とニッケルめっき層１３３との接着力は、伝導性樹脂層に含まれた熱硬化性樹脂によって
確保される水準と類似することから、さらなる接着力が形成されないため、伝導性樹脂層
とニッケルめっき層との間に界面分離が発生する可能性がある。
【００５７】
また、上記銅－ニッケル合金層１３３の厚さが１０ｎｍを超過する場合は、厚くなりすぎ
た銅－ニッケル合金層により、伝導性樹脂層にめっき層によるストレスが加わるようにな
って、伝導性樹脂層１３２と第１電極層１３１ａとの間、または伝導性樹脂層１３２と第
２電極層１３１ｂとの間に界面分離が発生するおそれがある。
【００５８】
従って、上記銅－ニッケル合金層１３３は、１ｎｍから１０ｎｍの厚さに形成されること
が好ましい。
【００５９】
一方、上記第１及び第２電極層１３１ａ、１３１ｂは、銅（Ｃｕ）を含むことが好ましい
。伝導性樹脂層に含まれた銅粉末と同一の金属を適用することで、第１及び第２電極層と
伝導性樹脂層との結合力を向上させることができる。
【００６０】
実験例
【００６１】
下記表１は、銅－ニッケル合金層の厚さによる電極層と伝導性樹脂層との界面接着力（表
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１には「内側界面接着」と示される）及び伝導性樹脂層とニッケルめっき層との界面接着
力（表１には「外側界面接着」と示される）を評価した結果を示したものである。
【００６２】
界面接着力の評価は、はんだ槽テストによって行われた。３００℃のはんだ槽に１０秒間
、製作された積層セラミックキャパシタを漬けて瞬間的な熱衝撃を加えた後、界面分離が
発生するか否かを測定した。下記表１に、界面分離が発生した場合をＮＧ、界面分離が発
生しなかった場合をＯＫと示した。
【００６３】
【表１】

＊は比較例を示す。
【００６４】
上記表１に示されているように、銅－ニッケル合金層の厚さが１ｎｍ未満の場合は、はん
だ槽テストの評価において伝導性樹脂層とニッケルめっき層が分離される外側界面分離が
発生しており、銅－ニッケル合金層の厚さが１０ｎｍを超過する場合は、伝導性樹脂層と
電極層が分離される内側界面分離が発生した。
【００６５】
従って、上記の通り、銅－ニッケル合金層の厚さが１ｎｍから１０ｎｍに形成されること
が好ましいことは、実験例によっても確認できる。
【００６６】
本発明によると、最適化された厚さを有する銅－ニッケル合金層の存在により、外部電極
に含まれた層間の界面分離を防止することができる。特に、積層セラミックキャパシタを
基板に実装するときに発生する熱衝撃に強い積層セラミックキャパシタを提供することが
できる。
【００６７】
積層セラミックキャパシタの製造方法
【００６８】
図４は本発明の他の一実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を示す製造工
程図である。
【００６９】
図４を参照すると、本実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法は、複数のセ
ラミックグリーンシートを用意する段階と、上記セラミックグリーンシートに内部電極パ
ターンを形成する段階と、上記セラミックグリーンシートを積層及び焼成して誘電体層と
上記誘電体層を介して対向するように配置される第１及び第２内部電極とを含むセラミッ
ク本体を形成する段階と、上記第１及び第２内部電極の一端とそれぞれ電気的に連結され
るように上記セラミック本体の端面に第１及び第２電極層を形成する段階と、上記電極層
上に伝導性樹脂組成物を塗布して銅粉末を含む伝導性樹脂層を形成する段階と、上記伝導
性樹脂層の外側に配置されるニッケルめっき層及び上記伝導性樹脂層と上記ニッケルめっ
き層との間に配置される１ｎｍから１０ｎｍの厚さを有する銅－ニッケル合金層を形成す
る段階と、を含むことができる。
【００７０】
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以下では、本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法について説明
するが、これに制限されるものではない。
【００７１】
また、本実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法に関する説明のうち、詳述
した積層セラミックキャパシタと重複する説明は省略する。
【００７２】
本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法を説明する。まず、チタ
ン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）などの粉末を含んで形成されたスラリーをキャリアフィル
ム（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｉｌｍ）上に塗布及び乾燥し、複数個のセラミックグリーンシー
トを用意する。これにより、誘電体層及びカバー層を形成することができる。
【００７３】
上記セラミックグリーンシートは、セラミック粉末、バインダー及び溶剤を混合してスラ
リーを製造し、上記スラリーをドクターブレード法で数μｍの厚さを有するシート（ｓｈ
ｅｅｔ）状に製作することができる。
【００７４】
次に、ニッケル粉末を含む内部電極用伝導性ペーストを用意することができる。
【００７５】
上記グリーンシート上に上記内部電極用伝導性ペーストをスクリーン印刷工法で塗布して
内部電極を形成した後、内部電極が印刷されたグリーンシートを複数層積層し、積層体の
上下面に内部電極が印刷されないグリーンシートを複数個積層してから焼成してセラミッ
ク本体１１０を製作することができる。上記セラミック本体は、内部電極１２１、１２２
と、誘電体層１１１と、カバー層と、を含む。上記誘電体層は、内部電極が印刷されたグ
リーンシートが焼成されて形成されたもので、上記カバー層は、内部電極が印刷されない
グリーンシートが焼成されて形成されたものである。
【００７６】
上記内部電極は、第１及び第２内部電極で形成されることができる。
【００７７】
上記第１及び第２内部電極とそれぞれ電気的に連結されるようにセラミック本体の外部面
に第１及び第２電極層１３１ａ、１３１ｂが形成されることができる。上記第１及び第２
電極層は、伝導性金属及びガラスを含むペーストの焼成によって形成されることができる
。
【００７８】
上記伝導性金属は、特に制限されないが、例えば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、ニッケル（
Ｎｉ）及びこれらの合金からなる群より選択された一つ以上であることができ、上記の通
り、銅（Ｃｕ）を含むことが好ましい。
【００７９】
上記ガラスは、特に制限されないが、一般的な積層セラミックキャパシタの外部電極を製
作するのに用いられるガラスと同一の組成を有する物質が用いられることができる。
【００８０】
上記第１及び第２電極層の外側に、銅を含む伝導性樹脂組成物を塗布して伝導性樹脂層１
３２を形成することができる。上記伝導性樹脂組成物は、銅粉末とベース樹脂とを含むこ
とができ、上記ベース樹脂は、熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂であることができる。
【００８１】
上記伝導性樹脂層を形成した後、ニッケルめっき層１３４を形成する。上記ニッケルめっ
き層を形成するとき、銅－ニッケル合金層１３３は、伝導性樹脂層とニッケルめっき層と
の間に１ｎｍから１０ｎｍに形成される条件を満たさなければならない。上記銅－ニッケ
ル合金層１３３を１ｎｍから１０ｎｍの厚さを有するように形成するために、ニッケルめ
っき液の濃度、ｐＨの調節、めっき時間などの工程変数を調節することができる。
【００８２】
上記銅－ニッケル合金層１３３は、上記伝導性樹脂層１３２と上記ニッケルめっき層１３
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ことができる。
【００８３】
また、上記ニッケルめっき層上にすずめっき層１３５を形成する段階をさらに含むことが
できる。
【００８４】
以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定され
ず、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から外れない範囲内で多様な修正及
び変形が可能であるということは、当技術分野の通常の知識を有するものには明らかであ
る。
【符号の説明】
【００８５】
１００　積層セラミックキャパシタ
１１０　セラミック本体
１１１　誘電体層
１２１、１２２　第１及び第２内部電極
１３０ａ、１３０ｂ　第１及び第２外部電極
１３１ａ、１３１ｂ　第１及び第２電極層
１３２　伝導性樹脂層
１３３　銅－ニッケル合金層
１３４　ニッケルめっき層
１３５　すずめっき層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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