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(57)【要約】
【課題】残留炭素の除去効率が向上した積層セラミック
キャパシタ、積層セラミックキャパシタの製造方法、及
び積層セラミックキャパシタが実装された基板を提供す
る。
【解決手段】本発明の一実施形態は、交互に積層された
誘電体層１１１及び内部電極１２１，１２２を含むアク
ティブ部１５０と、アクティブ部１５０の上側及び下側
に配置されるカバー部１６０と、を含む。カバー部１６
０は、アクティブ部１５０の保護カバー及び外部カバー
を含み、アクティブ部１５０の保護カバーは、アクティ
ブ部１５０と隣接して配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交互に積層された誘電体層及び内部電極を含むアクティブ部と、
　前記アクティブ部の上側及び下側のいずれか一方に配置されるカバー部と、を含み、
　前記カバー部は、アクティブ部保護カバー及び外部カバーを含み、前記アクティブ部保
護カバーは、前記アクティブ部と隣接して配置される、積層セラミックキャパシタ。
【請求項２】
　前記外部カバーの残留炭素除去速度は、アクティブ部保護カバーの残留炭素除去速度よ
り速い、請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項３】
　前記外部カバーの気孔率は、前記アクティブ部保護カバーの気孔率より高い、請求項１
に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項４】
　前記外部カバーの気孔率は、１２～４３ｖｏｌ％である、請求項３に記載の積層セラミ
ックキャパシタ。
【請求項５】
　前記アクティブ部保護カバーの気孔率は、１ｖｏｌ％以下である、請求項３に記載の積
層セラミックキャパシタ。
【請求項６】
　前記外部カバーに含まれたグレインの平均粒子径は、前記アクティブ部保護カバーに含
まれたグレインの平均粒子径より大きい、請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項７】
　前記外部カバーに含まれたグレインの粒子径は、前記アクティブ部保護カバーに隣接す
るほど小さい、請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項８】
　前記外部カバーは、過酸化された金属が還元されて形成された金属粒子を含む、請求項
１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項９】
　前記アクティブ部保護カバーの厚さは、０．５μｍ～１００μｍ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１０】
　前記カバー部の厚さは、前記アクティブ部の厚さの１／２以上である、請求項１に記載
の積層セラミックキャパシタ。
【請求項１１】
　複数の誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで対向するように配置される複数の第１及び
第２内部電極を含むアクティブ部と、前記アクティブ部の上側及び下側のうち少なくとも
一方に配置されたカバー部と、が結合したセラミック本体と、
　前記第１及び第２内部電極と接続されるように前記セラミック本体の外部面に配置され
る外部電極と、を含み、
　前記カバー部は、アクティブ部保護部及び厚さ補強部を含み、前記アクティブ部保護部
は、前記アクティブ部と隣接して配置され、前記厚さ補強部は、前記アクティブ部保護部
の外側に配置される、積層セラミックキャパシタ。
【請求項１２】
　前記セラミック本体の厚さをＴ１、前記セラミック本体の幅をＷ１と規定するとき、前
記厚さ補強部は、０．９５≦Ｗ１／Ｔ１≦１．０５を満たすように前記アクティブ部保護
部の外側に配置される、請求項１１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項１３】
　前記厚さ補強部は気孔を含み、前記厚さ補強部の気孔率は１２～４３ｖｏｌ％である、
請求項１１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項１４】
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　前記厚さ補強部に含まれたグレインの平均粒子径は、前記アクティブ部保護部に含まれ
たグレインの平均粒子径より大きい、請求項１１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項１５】
　前記厚さ補強部に含まれたグレインの粒子径は、前記アクティブ部保護部に隣接するほ
ど小さい、請求項１１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項１６】
　前記厚さ補強部は、過酸化された金属が還元されて形成された金属粒子を含む、請求項
１１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項１７】
　内部電極パターンが形成された第１グリーンシートを積層して第１積層体を設ける段階
と、
　前記第１積層体を設ける段階とは別に、アクティブ部保護カバーを形成するための第２
グリーンシートを積層して第２積層体を設ける段階と、
　前記第１積層体及び第２積層体を設ける段階とは別に、外部カバーを形成するための第
３グリーンシートを積層して第３積層体を設ける段階と、
　前記第１積層体、第２積層体、及び第３積層体を積層してグリーンシート積層体を設け
る段階と、
　前記グリーンシート積層体を焼成する段階と、を含む、積層セラミックキャパシタの製
造方法。
【請求項１８】
　前記第３グリーンシートの残留炭素排出速度は、前記第２グリーンシートの残留炭素排
出速度より速い、請求項１７に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１９】
　前記第３グリーンシートは、気孔形成剤を含む、請求項１７に記載の積層セラミックキ
ャパシタの製造方法。
【請求項２０】
　前記第３グリーンシートは、外部カバーの気孔率が１２～４３ｖｏｌ％になるように気
孔形成剤を含む、請求項１７に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項２１】
　前記第３グリーンシートに含まれた誘電体粒子の平均粒子径は、前記第２グリーンシー
トに含まれた誘電体粒子の平均粒子径より大きい、請求項１７に記載の積層セラミックキ
ャパシタの製造方法。
【請求項２２】
　前記第３グリーンシートは、過酸化された金属粒子を含む、請求項１７に記載の積層セ
ラミックキャパシタの製造方法。
【請求項２３】
　内部電極パターンが形成された第１グリーンシートを積層して第１積層体を設ける段階
と、
　前記第１積層体を設ける段階とは別に、アクティブ部保護カバーを形成するための第２
グリーンシートを設ける段階と、
　前記第１積層体を設ける段階及び第２グリーンシートを設ける段階とは別に、外部カバ
ーを形成するための第３グリーンシートを設ける段階と、
　前記第２グリーンシート及び第３グリーンシートを積層してカバー用積層体を設ける段
階と、
　前記第１積層体の上側及び下側のうち少なくとも一方に前記カバー用積層体を配置して
グリーンシート積層体を設ける段階と、
　前記グリーンシート積層体を焼成する段階と、を含む、積層セラミックキャパシタの製
造方法。
【請求項２４】
　上部に複数個の電極パッドを有する印刷回路基板と、
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　前記印刷回路基板上に設けられた請求項１から１１のいずれか１項に記載の積層セラミ
ックキャパシタと、
　前記電極パッドと前記積層セラミックキャパシタとを連結するはんだと、を含む、積層
セラミックキャパシタの実装基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層セラミックキャパシタ、積層セラミックキャパシタの製造方法、及び積
層セラミックキャパシタが実装された基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　積層セラミックキャパシタは、セラミック材料からなるセラミック本体、本体の内部に
形成された内部電極、及び上記内部電極と接続されるようにセラミック本体の表面に設け
られた外部電極を備える。
【０００３】
　高信頼性を要する分野における多くの機能が電子化され、需要が増加するに伴い、これ
に応えるべく、積層セラミックキャパシタにも高信頼性が求められる。
【０００４】
　かかる高信頼性において問題となる要素は、クラック発生、デラミネーション、耐電圧
特性などがあり、積層セラミックキャパシタのセラミック本体内に存在する残留炭素も積
層セラミックキャパシタの信頼性に影響を及ぼす可能性がある。したがって、積層セラミ
ックキャパシタの信頼性を向上させるためには、セラミック本体内の残留炭素量を減少さ
せる必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－１０６９９８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の一実施形態の目的は、積層セラミックキャパシタ、積層セラミックキャパシタ
の製造方法、及び積層セラミックキャパシタが実装された基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態は、交互に積層された誘電体層及び内部電極を含むアクティブ部と
、上記アクティブ部の上側及び下側のいずれか一方に配置されるカバー部と、を含み、上
記カバー部は、アクティブ部保護カバー及び外部カバーを含み、上記アクティブ部保護カ
バーは、上記アクティブ部と隣接して配置される積層セラミックキャパシタを提供する。
【０００８】
　上記外部カバーの残留炭素除去速度は、アクティブ部保護カバーの残留炭素除去速度よ
り速くてもよい。
【０００９】
　本発明の他の実施形態は、内部電極パターンが形成された第１グリーンシートを積層し
て第１積層体を設ける段階と、上記第１積層体を設ける段階とは別に、アクティブ部保護
カバーを形成するための第２グリーンシートを設ける段階と、上記第１積層体を設ける段
階及び第２グリーンシートを設ける段階とは別に、外部カバーを形成するための第３グリ
ーンシートを設ける段階と、上記第２グリーンシート及び第３グリーンシートを積層して
カバー用積層体を設ける段階と、上記第１積層体の上側及び下側に上記カバー用積層体を
配置してグリーンシート積層体を設ける段階と、上記グリーンシート積層体を焼成する段
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。
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【００１０】
　本発明のさらに他の実施形態は、上部に複数個の電極パッドを有する印刷回路基板と、
上記印刷回路基板上に設けられた積層セラミックキャパシタと、上記電極パッドと上記積
層セラミックキャパシタとを連結するはんだと、を含む積層セラミックキャパシタの実装
基板を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一実施形態によると、残留炭素の除去効率が向上したカバー部を含む積層セラ
ミックキャパシタ、積層セラミックキャパシタの製造方法、及びその実装基板を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【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の一部を切開して概略的に
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１のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。
【図４ａ】図３のＰ領域を拡大した拡大図であり、アクティブ部保護カバー及び外部カバ
ーを示す実施例である。
【図４ｂ】図３のＰ領域を拡大した拡大図であり、アクティブ部保護カバー及び外部カバ
ーを示す実施例である。
【図４ｃ】図３のＰ領域を拡大した拡大図であり、アクティブ部保護カバー及び外部カバ
ーを示す実施例である。
【図５】本発明の他の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フロー
チャートである。
【図６ａ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｂ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｃ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｄ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｅ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｆ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｇ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｈ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｉ】本発明の他の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概略的に
示す断面図である。
【図６ｊ】本発明の他の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概略的に
示す斜視図である。
【図７】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法の変形例を示
すフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法の変形例のう
ち一段階を示す断面図である。
【図９】本発明のさらに他の実施形態による積層セラミックキャパシタの実装基板を概略
的に示す斜視図であり、積層セラミックキャパシタの一部を切開して示す図面である。
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【図１０】図９のＣ－Ｃ’線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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。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。したがって、
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
。
【００１４】
積層セラミックキャパシタ
　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の一部を切開して概略的に
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り、図３は図１のＢ－Ｂ
’線に沿った断面図である。
【００１５】
　図１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、及び外部電極１３１、１３２を含む。
【００１６】
　本発明の一実施形態によると、図１から図３に示すＴ方向はセラミック本体１１０の厚
さ方向であり、Ｌ方向はセラミック本体１１０の長さ方向であり、Ｗ方向はセラミック本
体１１０の幅方向である。
【００１７】
　上記厚さ方向Ｔは、内部電極及び誘電体層の積層方向を意味する。
【００１８】
　図１及び図２を参照すると、上記セラミック本体１１０は、幅方向に対向する第１側面
及び第２側面、長さ方向に対向する第３側面及び第４側面、及び厚さ方向に対向する第１
主面及び第２主面を有することができる。上記セラミック本体１１０の形状は特に制限さ
れない。例えば、上記セラミック本体１１０は、完全な直線を有する六面体状ではないが
、略六面体状からなってもよい。
【００１９】
　上記セラミック本体１１０は、アクティブ部１５０及びカバー部１６０を含む。
【００２０】
　上記アクティブ部１５０は、複数の誘電体層１１１、及び複数の内部電極１２１、１２
２を含む。本発明の一実施形態によると、図２に示すように、上記誘電体層１１１、及び
内部電極１２１、１２２は、セラミック本体の厚さ方向Ｔに積層することができる。
【００２１】
　本発明の一実施形態によると、上記アクティブ部１５０は、内部電極１２１、１２２と
誘電体層１１１が交互に積層されて形成することができる。
【００２２】
　以下、上記アクティブ部１５０に含まれた誘電体層は、第１誘電体層１１１と称するこ
とができる。
【００２３】
　上記カバー部１６０は、上記アクティブ部１５０の上側及び下側に配置することができ
る。
【００２４】
　本発明の一実施形態において、上側及び下側、上面及び下面は、特に示されていない限
り、セラミック本体において別に区別されるものではなく、それぞれ厚さ方向の一側及び
他側、厚さ方向に対向する一面及び他面と同一意味で理解されることができ、上面及び下
面は、それぞれセラミック本体の厚さ方向に対向する第１主面及び第２主面の意味で理解
することができる。
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【００２５】
　上記第１誘電体層１１１は、高誘電率を有するセラミック材料を含むことができる。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（ＳｒＴｉＯ

３）系粉末を含んでもよいが、十分な静電容量が得られるものであれば、本発明はこれに
限定されない。
【００２６】
　また、第１誘電体層１１１には、上記セラミック粉末とともに、必要に応じて、セラミ
ック添加剤、有機溶剤、可塑剤、結合剤及び分散剤などがさらに添加されることができる
。
【００２７】
　上記セラミック添加剤としては、遷移金属酸化物または炭化物、希土類元素、マグネシ
ウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）などを挙げることができるが、本発明はこれに限定
されない。
【００２８】
　この際、第１誘電体層１１１の厚さは、積層セラミックキャパシタ１００の容量設計に
応じて任意に変更してもよい。
【００２９】
　上記内部電極は、第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２を含むことができる。上
記第１及び第２内部電極１２１、１２２は、第１誘電体層１１１を挟んで交互に配置され
ることができる。上記第１及び第２内部電極１２１、１２２は、中間に配置された第１誘
電体層１１１によって電気的に絶縁することができる。
【００３０】
　第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２は、異なる極性の電圧が印加される電極で
あって、例えば、第１誘電体層１１１の一面に所定の厚さの導電性金属を含む導電性ペー
ストを印刷して形成されることができる。上記第１内部電極１２１は、上記セラミック本
体の第３側面に露出し、上記第２内部電極１２２は、上記セラミック本体の第４側面に露
出することができる。
【００３１】
　第１及び第２内部電極１２１、１２２は、セラミック本体１１０の外部面に露出した部
分を介して外部電極１３１、１３２とそれぞれ電気的に連結されることができる。
【００３２】
　したがって、外部電極１３１、１３２に電圧が印加されると、対向する第１内部電極１
２１と第２内部電極１２２との間に電荷が蓄積されるようになる。この際、積層セラミッ
クキャパシタ１００の静電容量は、アクティブ部１５０において第１及び第２内部電極１
２１、１２２が重なる領域の面積と比例する。
【００３３】
　また、第１及び第２内部電極１２１、１２２を形成する導電性ペーストに含まれる導電
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とす
ることができるが、本発明はこれに限定されない。
【００３４】
　上記外部電極１３１、１３２は、上記セラミック本体の第３側面及び第４側面に配置さ
れて、上記第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２と連結されることができる。上記
外部電極１３１、１３２は、第１外部電極１３１及び第２外部電極１３２を含むことがで
き、上記第１外部電極１３１は第１内部電極１２１と連結され、上記第２外部電極１３２
は、第２内部電極１２２と連結することができる。
【００３５】
　上記カバー部１６０は、上記アクティブ部１５０の上側及び下側のうち少なくとも一方
に配置されることができる。例えば、上記カバー部は、上記アクティブ部の上側及び下側
に配置されてもよい。例えば、上記カバー部１６０は、上記アクティブ部１５０の上側に
配置される上部カバー部１６１、及び上記アクティブ部１５０の下側に配置される下部カ
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バー部１６２を含むことができる。
【００３６】
　本発明の一実施形態によると、カバー部１６０は、アクティブ部保護カバー１６１ａ、
１６２ａ、及び外部カバー１６１ｂ、１６２ｂを含むことができる。例えば、上部カバー
部１６１は、上部アクティブ部保護カバー１６１ａ及び上部外部カバー１６１ｂを含み、
上記下部カバー部１６２は、下部アクティブ部保護カバー１６２ａ及び下部外部カバー１
６２ｂを含むことができる。
【００３７】
　上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａは、上記アクティブ部１５０と隣接し
て配置されることができる。上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａは、上記ア
クティブ部１５０を物理的／化学的刺激から保護するアクティブ保護部の機能を果たすこ
とができる。
【００３８】
　本発明の一実施形態によると、上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａは、第
２誘電体層を含むことができる。上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａは、１
層以上の第２誘電体層を含むことができ、上記アクティブ部保護カバーが２層以上の第２
誘電体層を含む場合、上記第２誘電体層はセラミック本体の厚さ方向に積層されることが
でき、複数の第２誘電体層は焼結された状態で、隣接した第２誘電体層間の境界が確認で
きないほど一体化することができる。
【００３９】
　上記第２誘電体層は、上記第１誘電体層と同一材料からなってもよく、アクティブ部１
５０の保護効率を向上させるために、上記第１誘電体層と異なる材料からなってもよい。
【００４０】
　本発明の一実施形態によると、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは、上記アクティブ
部保護カバー１６１ａ、１６２ａの外側に配置されることができる。例えば、上記上部外
部カバー１６１ｂは、上記上部アクティブ部保護カバー１６１ａの上側に配置することが
でき、上記下部外部カバー１６２ｂは、上記下部アクティブ部保護カバー１６２ａの下側
に配置することができる。
【００４１】
　上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは、上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２
ａとともに上記アクティブ部１５０を外部刺激からさらに保護することができる。
【００４２】
　本発明の一実施形態によると、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは、第３誘電体層を
含むことができる。上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは、１層以上の第３誘電体層を含
むことができ、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂが２層以上の第３誘電体層を含む場合
、上記第３誘電体層はセラミック本体の厚さ方向に積層されることができ、複数の第３誘
電体層は焼結された状態で、隣接した第３誘電体層間の境界が確認できないほど一体化す
ることができる。
【００４３】
　上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは、上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２
ａの外側に配置されて、上記セラミック本体１１０の厚さを補強する厚さ補強部として機
能することができる。
【００４４】
　上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａに含まれた第２誘電体層及び上記外部
カバー１６１ｂ、１６２ｂに含まれた第３誘電体層は、高誘電率を有するセラミック材料
を含むことができる。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）系粉末を含んでもよい。
【００４５】
　また、第２誘電体層及び第３誘電体層は、上記セラミック粉末とともに、必要に応じて
、セラミック添加剤、有機溶剤、可塑剤、結合剤及び分散剤などをさらに含むことができ
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る。
【００４６】
　積層セラミックキャパシタのカバー部は、積層セラミックキャパシタの用途、機能また
は形状に応じて厚く形成される必要がある。ただし、カバー部が厚く形成される場合、カ
バー部内の残留炭素を容易に除去することができず、セラミック本体の焼成過程で除去さ
れるべき残留炭素が除去されなくてセラミック本体に残るという問題が生じうる。
【００４７】
　上記セラミック本体１１０は、内部電極ペーストが印刷されたグリーンシート及び内部
電極ペーストが印刷されないグリーンシートが積層されたグリーンシート積層体を焼成し
て形成されることができる。内部電極ペーストが印刷されたグリーンシートはアクティブ
部１５０に含まれ、内部電極ペーストが印刷されないグリーンシートはカバー部１６０に
含むことができる。
【００４８】
　上記グリーンシートは、誘電体粉末、及び上記誘電体粉末を結合するバインダーを含む
ことができ、溶剤やその他の添加剤などをさらに含んでもよい。上記バインダーは、エポ
キシ樹脂のような樹脂組成物を含むことができる。バインダーまたはその他の炭素を含む
有機成分は、上記グリーンシート積層体の焼成の際に除去されることが好ましい残留炭素
であって、焼成過程で酸素と結合して、二酸化炭素（ＣＯ２）などの形態で外部に排出さ
れて除去される。
【００４９】
　グリーンシート積層体を焼成してセラミック本体を形成する過程において有機成分が除
去されなかったためセラミック本体内の残留炭素含有量が高い場合は、積層セラミックキ
ャパシタの耐電圧特性が低下する可能性がある。また、残留炭素の排出経路が確保されな
い場合は、セラミック本体にクラックが生じたり、セラミック本体が割れるチップ割れ不
良が生じるおそれがある。グリーンシート積層体の焼成過程において、グリーンシート積
層体内の内部電極は、残留炭素排出の主な経路として機能することができる。例えば、グ
リーンシート積層体内の内部電極は、グリーンシート積層体の内部に酸素を供給する経路
となってもよく、酸素と結合した炭素が二酸化炭素（ＣＯ２）として排出される経路とな
ってもよい。
【００５０】
　例えば、積層セラミックキャパシタにおいて内部電極１２１、１２２の厚さが減少する
場合、アクティブ部１５０の厚さが減少するようになる。しかし、幅寸法及び厚さ寸法が
同様に形成される一般のサイズを有するチップの仕様に合わせるためには、上記アクティ
ブ部１５０の厚さが減少する場合、アクティブ部の厚さの減少を相殺するためにカバー部
１６０の厚さは増加する。
【００５１】
　上記のように内部電極１２１、１２２が薄層化される場合、金属を主成分とする内部電
極の割合が減少するにつれて積層セラミックキャパシタの製造コストが下がる利点がある
。しかし、カバー部１６０の厚さが増加する場合、セラミック本体の焼成過程で除去され
るべき炭素成分が円滑に除去されず、セラミック本体１１０内に残り、残留炭素の除去が
困難となるという問題がある。
【００５２】
　本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタは、カバー部１６０が、アクティ
ブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａ、及び外部カバー１６１ｂ、１６２ｂを含むことによ
り、カバー部１６０の厚さが増加してもセラミック本体１１０内の残留炭素を効率的に除
去して、セラミック本体内の残留炭素量を減少させることができる。
【００５３】
　図３は図１のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。
【００５４】
　図３に示すように、本発明の一実施形態によると、積層セラミックキャパシタの厚さ－
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幅Ｗ－Ｔの断面において、上記セラミック本体の厚さをＴ１、上記セラミック本体の幅を
Ｗ１と規定するとき、上記セラミック本体は、０．９５≦Ｗ１／Ｔ１≦１．０５を満たす
ことができる。本発明の一実施形態によると、セラミック本体１１０の幅寸法Ｗ１及び厚
さ寸法Ｔ１が、同様に形成されることができる。
【００５５】
　本発明の一実施形態によると、上記セラミック本体の厚さ－幅Ｗ－Ｔの断面において、
セラミック本体の全体断面積をＡｔ、上記アクティブ部内の容量具現部の面積をＡａと規
定するとき、０．１≦Ａａ／Ａｔ≦０．５を満たすことができる。例えば、０．１≦Ａａ
／Ａｔ≦０．５は、内部電極の薄層化で具現することができる。
【００５６】
　本発明の一実施形態によると、上記セラミック本体の厚さをＴ１、上記カバー部の厚さ
をＴｃと規定するとき、０．２５≦Ｔｃ／Ｔ１とすることができる。
【００５７】
　本発明の一実施形態によると、上記カバー部の厚さは、上記アクティブ部厚さの１／２
以上とすることができる。
【００５８】
　ただし、本発明の一実施形態のようにセラミック本体の全体面積に対する容量具現部の
面積が小さいか、またはカバー部の厚さが厚い場合、カバー部内の残留炭素除去が困難と
なるという問題が生じうる。
【００５９】
　本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタは、上述したように、カバー部１
６０が、アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａ、及び外部カバー１６１ｂ、１６２
ｂを含むことにより、カバー部１６０の厚さが増加してもセラミック本体内の残留炭素を
効率的に除去して、セラミック本体１１０内の残留炭素量を減少させることができる。
【００６０】
　上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａ及び上記外部カバー１６１ｂ、１６２
ｂは、区分される材料とすることができる。
【００６１】
　本発明の一実施形態によると、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの残留炭素除去速度
は、上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａの残留炭素除去速度より速くてもよ
い。
【００６２】
　上記アクティブ部保護カバーと上記外部カバーは焼結された状態であって、その境界は
顕微鏡を使用せずには確認が困難なほど一体化されていることができ、上記アクティブ部
保護カバーと外部カバーは、これらの構成（気孔率、組成、グレインの粒子径など）差に
よって区分することができる。
【００６３】
　図４ａから図４ｃは、図３のＰ領域を拡大した拡大図であり、アクティブ部保護カバー
１６１ａ、１６２ａ及び外部カバー１６１ｂ、１６２ｂが区分される材料からなる場合の
アクティブ部保護カバー及び外部カバーを示す実施例である。図４ａから図４ｃは上部カ
バー部の一部領域であるＰ領域を拡大して示しているが、下部カバー部にも同様に適用す
ることができる。
【００６４】
　図４ａの実施例によると、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの気孔率は、アクティブ
部保護カバー１６１ａ、１６２ａの気孔率より高くてもよい。
【００６５】
　内部電極１２１、１２２と相対的に隣接して形成されたアクティブ部保護カバー１６１
ａ、１６２ａでは、内部電極１２１、１２２を介して残留炭素を比較的容易に除去するこ
とができるが、外部カバー１６１ｂ、１６２ｂでは内部電極との距離が離れて残留炭素除
去効率に劣るという問題がある。しかし、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂがアクティ
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ブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａより高い気孔率を有する場合、気孔Ｐが残留炭素除去
経路として機能することにより、外部カバーの残留炭素除去速度を向上させることができ
る。
【００６６】
　本発明の一実施形態によると、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの気孔率は１２～４
３ｖｏｌ％であることができる。本発明の一実施形態によると、上記アクティブ部保護カ
バー１６１ａ、１６２ａは、実質的に気孔をほとんど含まず、アクティブ部保護カバー１
６１ａ、１６２ａの気孔率は１ｖｏｌ％以下とすることができる。
【００６７】
　上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの気孔率は、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの
全体体積における気孔Ｐが占める体積比を意味することができる。例えば、上記外部カバ
ーの気孔率は、１２～４３ｖｏｌ％とすることができる。
【００６８】
　上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの気孔率が１２ｖｏｌ％未満の場合は、外部カバー
内の残留炭素除去効率が良好ではないため、セラミック本体にクラックが生じる可能性が
ある。また、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの気孔率が４３ｖｏｌ％を超える場合は
、セラミック本体１１０の強度が低下してセラミック本体が割れたり、亀裂が生じるおそ
れがある。
【００６９】
　上記気孔は、気孔形成剤により形成されることができる。例えば、上記気孔形成剤は、
ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリエチレングリ
コール（ＰＥＧ）及びポリアクリル酸（ＰＡＡ）のいずれか一つ以上を含むことができる
。また、これに制限されず、グリーンシート内に含まれて外部カバーに気孔を形成できる
ものであれば、様々な物質を使用することができる。上記気孔形成剤は、上記外部カバー
用グリーンシート内に含まれて、グリーンシートのか焼／焼成過程で所定水準の熱が加え
られる場合に分解されることができ、グリーンシートに含まれた誘電体粉末の焼結が行わ
れる前に分解されて、グリーンシートに気孔を形成することもできる。
【００７０】
　図３を再び参照すると、本発明の一実施形態によると、上記アクティブ部保護カバー１
６１ａ、１６２ａの厚さＴｃａは、０．５μｍ～１００μｍであることができる。上記ア
クティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａの厚さが０．５μｍ未満の場合は、耐湿不良が
増加する可能性がある。また、アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａの厚さが１０
０μｍを超える場合は、残留炭素が円滑に除去されず、残留炭素による不良が生じるおそ
れがある。
【００７１】
　上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂの厚さＴｃｂは、上記セラミック本体の全体厚さＴ
１及び上記アクティブ部保護カバーの厚さＴｃａに応じて適宜調節することができる。
【００７２】
　図４ｂの実施例によると、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂに含まれた誘電体グレイ
ンの平均粒子径Ｄｂは、上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａに含まれた誘電
体グレインの平均粒子径Ｄａより大きくてもよい。
【００７３】
　上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａ及び外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは
、誘電体粉末を含むグリーンシートの焼成により形成されることができ、焼成過程におい
て上記誘電体粉末は誘電体グレインに変形することができる。
【００７４】
　上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂを形成するためのグリーンシートは、上記アクティ
ブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａを形成するためのグリーンシートより大きい粒子径を
有する誘電体粉末を含んで製造されることができる。これにより、上記外部カバー１６１
ｂ、１６２ｂに含まれたグレインの平均粒子径は、上記アクティブ部保護カバー１６１ａ
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、１６２ａに含まれたグレインの平均粒子径より大することができる。
【００７５】
　上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂに含まれた誘電体グレインの粒子径を上記アクティ
ブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａに含まれた誘電体グレインの粒子径より大きくした理
由は、以下の通りである。
【００７６】
　誘電体粉末は、表面積が大きいほどより低い温度で焼結が起こりうる。これは、誘電体
粉末の表面積が大きいほど表面エネルギーが高いため、全体から見てエネルギー的に不安
定な状態にあるが、表面エネルギーを下げることにより、より安定した状態へ移動しよう
とすることが期待でき、かかる点は焼結の駆動力（ｄｒｉｖｉｎｇ　ｆｏｒｃｅ）として
作用するためである。
【００７７】
　上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａ及び外部カバー１６１ｂ、１６２ｂに
含まれた誘電体粉末間の小さい隙間は、焼結過程で気孔と同様に残留炭素除去の経路とし
て機能することができる。
【００７８】
　この際、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂを形成するためのグリーンシートが、上記
アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａを形成するためのグリーンシートより大きい
粒子径を有する誘電体粉末を含む場合、上記外部カバーを形成するためのグリーンシート
に含まれた誘電体粉末間の間隔が上記アクティブ部保護カバーを形成するためのグリーン
シートに含まれた誘電体粉末間の間隔より広くてもよい。これにより、外部カバーを形成
するためのグリーンシートは、上記アクティブ部保護カバーを形成するためのグリーンシ
ートより広い残留炭素除去経路を有するため、残留炭素除去速度が増加することができ、
カバー部１６０の厚さ増加による問題点を改善することができる。
【００７９】
　また、上記アクティブ部保護カバーを形成するためのグリーンシートが、上記外部カバ
ーを形成するためのグリーンシートより小さい粒子径を有する誘電体粉末を含む場合、外
部カバー１６１ｂ、１６２ｂより上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａにおい
て焼結が先に行われることができる。上記焼結進行の順序は概念的に区分されたものに過
ぎず、絶対的なものではなく、実際は、焼結が同時に行われることもできる。相対的によ
り内側に配置された上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａにおいて上記外部カ
バー１６１ｂ、１６２ｂより先に焼結が行われることにより、上記アクティブ部保護カバ
ー１６１ａ、１６２ａに含まれた残留炭素が内部電極、及び焼結前の外部カバー１６１ｂ
、１６２ｂに含まれた誘電体粉末間の隙間を介して先に排出されることができ、順に外部
カバー１６１ｂ、１６２ｂの焼結が行われるため、アクティブ部保護カバー及び外部カバ
ーが同時に焼結される場合に比べて、カバー部１６０内の残留炭素量を減少させることが
できる。
【００８０】
　アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａ及び外部カバー１６１ｂ、１６２ｂに含ま
れた誘電体グレインの平均粒子径Ｄａ、Ｄｂは、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で抽出され
たアクティブ部保護カバー領域及び外部カバー領域の断面写真を分析することにより測定
されることができる。例えば、ＡＳＴＭ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　
Ｔｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）Ｅ１１２で規定するグレインの平均粒子
径の標準測定方法を支援するグレイン粒子径測定ソフトウェアを用いて、誘電体グレイン
の平均粒子径を測定することにより、誘電体グレインの平均粒子径Ｄａ、Ｄｂを求めるこ
とができる。
【００８１】
　例えば、アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａ及び外部カバー１６１ｂ、１６２
ｂにおいて誘電体グレインを３０個以上含む領域をサンプリングし、上記方法によりグレ
インの平均粒子径を用いて測定することができる。上記サンプリングは、セラミック本体
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１１０の長さ方向（Ｌ方向）の３等分の部分のうち、中央部における幅及び厚さ方向の断
面（Ｗ－Ｔ断面）を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　
Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）でスキャンしたイメージを用いて行うことができる。
【００８２】
　本発明の一実施形態によると、図４ｂに示すように、上記外部カバー１６１ｂ、１６２
ｂに含まれたグレインの粒子径は、上記アクティブ部保護カバーと接するほど小さく形成
することができる。これにより、外部カバー内でもアクティブ部保護カバーと隣接した領
域の焼結が先に行われて、外部カバーの残留炭素除去効率をより向上させることができる
。
【００８３】
　図４ｃの実施例によると、上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは、金属粒子１４０をさ
らに含むことができる。上記外部カバー１６１ｂ、１６２ｂは、上記金属粒子１４０を０
．０８～８重量％含むことができ、より好ましくは０．８～４重量％含むことができる。
【００８４】
　上記カバー部１６０は、アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａを形成するグリー
ンシート及び外部カバー１６１ｂ、１６２ｂを形成するグリーンシートを焼成することよ
り形成することができる。
【００８５】
　上記アクティブ部保護カバー１６１ａ、１６２ａを形成するグリーンシートは、セラミ
ック本体のアクティブ部１５０と隣接して配置されるため、焼成過程における内部電極を
介する酸素供給が比較的に円滑である。これに対し、外部カバー１６１ｂ、１６２ｂを形
成するグリーンシートは、内部電極と離れて配置されるため、酸素供給が困難である。
【００８６】
　しかし、図４ｃの実施例によると、外部カバー１６１ｂ、１６２ｂが過酸化された金属
粒子を含むグリーンシートの焼成により形成されるため、外部カバー内の有機成分を効率
的に分解することにより、セラミック本体１１０内の残留炭素量を減少させることができ
る。
【００８７】
　例えば、上記過酸化された金属粒子は、過酸化ニッケル（ＮｉＯ２）粒子とすることが
できる。
【００８８】
　過酸化ニッケルが還元されて酸素が形成され、上記酸素が外部カバーに含まれた炭素と
反応して二酸化炭素を形成する反応式は、以下の化学式１及び化学式２で示すことができ
る。
【００８９】
　ＮｉＯ２→Ｎｉ＋Ｏ２　…[化学式１]
【００９０】
　Ｃ＋Ｏ２→ＣＯ２　…[化学式２]
【００９１】
　上記外部カバー用グリーンシートに含まれた過酸化された金属粒子は、焼成過程で上記
外部カバー１６１ｂ、１６２ｂ内において金属粒子１４０に還元することができる。
【００９２】
　したがって、本発明の一実施形態に従い、上記外部カバーが過酸化された金属を含むグ
リーンシートの焼成により形成される場合、外部カバーは、過酸化された金属が還元され
て形成された金属粒子を含むことにより、セラミック本体内の残留炭素量を減少させるこ
とができる。
【００９３】
　本発明の一実施形態によると、上記外部カバーを形成するグリーンシートは、上記過酸
化された金属粒子を０．１～１０重量％含むことができる。
【００９４】
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　より好ましくは、上記外部カバーを形成するグリーンシートは、上記過酸化された金属
粒子を１～５重量％含むことができる。
【００９５】
　本発明の一実施形態によると、上記過酸化された金属粒子は、５０～２００ｎｍの粒子
径を有することができる。
【００９６】
積層セラミックキャパシタの製造方法
　図５は本発明の他の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フロー
チャートであり、図６ａから図６ｊは本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシ
タの製造方法を概略的に示す断面図及び斜視図である。
【００９７】
　図５を参照すると、本発明の他の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、第１積層体を設ける段階（Ｓ１）、第２積層体を設ける段階（Ｓ２）、第３積層体を
設ける段階（Ｓ３）、上記第１から第３積層体を積層してグリーンシート積層体を設ける
段階（Ｓ４）、及び上記グリーンシート積層体を焼成する段階（Ｓ５）を含む。
【００９８】
　上記第１積層体を設ける段階（Ｓ１）は、図６ａから図６ｃに示すように行われること
ができる。先ず、図６ａに示すように、第１グリーンシート１１１’上に、長さ方向の所
定の間隔ｄ３及び幅方向の所定の間隔ｄ４をおいて複数個の第１内部電極パターン１２１
’を形成する。上記複数個の第１内部電極パターン１２１’は、マトリックス形態に配列
することができる。
【００９９】
　上記長さ方向の所定の間隔ｄ３は、内部電極が異なる極性を有するように外部電極と絶
縁させるための距離である。また、上記幅方向の所定の間隔ｄ４は、セラミック本体の幅
方向のマージンで、内部電極とセラミック本体の第１及び第２側面との間の距離である。
【０１００】
　上記第１グリーンシート１１１’は、セラミック粉末、有機溶剤、及び有機バインダー
を含むセラミックペーストとすることができる。
【０１０１】
　上記セラミック粉末は、高い誘電率を有する物質であって、これに制限されないが、チ
タン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）系材料、鉛複合ペロブスカイト系材料、チタン酸ストロ
ンチウム（ＳｒＴｉＯ３）系材料などを用いることができ、チタン酸バリウム（ＢａＴｉ
Ｏ３）粉末を使用することが好ましい。上記第１グリーンシート１１１’が焼成されると
、アクティブ部に含まれた第１誘電体層１１１となる。
【０１０２】
　上記第１内部電極パターン１２１’は、導電性金属を含む内部電極ペーストからなるこ
とができる。上記導電性金属は、これに制限されないが、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｐｄ、またはこれ
らの合金とすることができる。
【０１０３】
　上記第１グリーンシート１１１’上に第１内部電極パターン１２１’を形成する方法は
、特に制限されないが、例えば、スクリーン印刷法またはグラビア印刷法のような印刷法
により形成することができる。
【０１０４】
　また、図示されていないが、他の第１グリーンシート１１１’上に所定の間隔をおいて
複数個の第２内部電極パターン１２２’を形成することができる。
【０１０５】
　次に、図６ｂに示すように、第１内部電極パターン１２１’と第２内部電極パターン１
２２’が交互に積層されるように第１グリーンシートを積層して、図６ｃに示すように第
１積層体１５０’を設けることができる。
【０１０６】
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　例えば、第１グリーンシートに印刷された第１内部電極パターン１２１’の中央部と、
他の第１グリーンシートに印刷された第２内部電極パターン１２２’との長さ方向の間隔
ｄ３が重なるように積層することができる。
【０１０７】
　また、第１グリーンシートに印刷された第１内部電極パターン１２１’の幅方向の間隔
ｄ４と、他の第１グリーンシートに印刷された第２内部電極パターン１２２’との幅方向
の間隔ｄ４が重なるように積層することができる。
【０１０８】
　上記第２積層体を設ける段階（Ｓ２）は、上記第１積層体を設ける段階（Ｓ１）とは別
に行われる。
【０１０９】
　上記第２積層体を設ける段階は、先ず、図６ｄに示すように、アクティブ部保護カバー
を形成するための第２グリーンシート１１２’を設けた後、上記第２グリーンシートを積
層して、図６ｅに示すように第２積層体１６０ａ’を設けることができる。
【０１１０】
　上記第２グリーンシート１１２’は、セラミック粉末、有機溶剤、及び有機バインダー
を含むセラミックペーストとすることができる。
【０１１１】
　上記第３積層体を設ける段階（Ｓ３）は、上記第１積層体を設ける段階（Ｓ１）及び上
記第２積層体を設ける段階（Ｓ２）とは別に行われる。
【０１１２】
　上記第３積層体を設ける段階は、先ず、図６ｆに示すように外部カバーを形成するため
の第３グリーンシート１１３’を設けた後、上記第３グリーンシートを積層して、図６ｇ
に示すように第３積層体１６０ｂ’を設けることができる。
【０１１３】
　上記第３グリーンシート１１３’は、セラミック粉末、有機溶剤、及び有機バインダー
を含むセラミックペーストとすることができる。
【０１１４】
　さらに、上記積層セラミックキャパシタに関する実施形態を参照して説明したように、
上記第３グリーンシート１１３’は、様々な実施例で形成することにより、残留炭素除去
速度を向上させることができる。
【０１１５】
　一例として、上記第３グリーンシート１１３’は、気孔形成剤を含み、これにより、形
成される外部カバーが気孔を含むことができる。外部カバーの気孔率は１２～４３ｖｏｌ
％とすることができる。
【０１１６】
　他の例として、上記第３グリーンシート１１３’は、上記第２グリーンシートより大き
い粒子径を有するセラミック粉末を含むことにより、残留炭素除去速度を向上させること
ができる。
【０１１７】
　さらに他の例として、上記第３グリーンシート１１３’は、過酸化された金属粒子をさ
らに含むことにより、焼成過程で上記過酸化された金属粒子が還元されて酸素を排出する
ようにして残留炭素除去速度を向上させることができる。
【０１１８】
　第３グリーンシート１１３’に関する詳細な説明は、上述した積層セラミックキャパシ
タに関する説明と重複するため、ここでは省略する。
【０１１９】
　次に、図６ｈに示すように設けられた第１積層体１５０’、第２積層体１６０ａ’及び
第３積層体１６０ｂ’を積層することにより、図６ｉに示すようにグリーンシート積層体
１１０’を形成することができる。
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【０１２０】
　次に、上記グリーンシート積層体１１０’を加圧した後、図６ｊに示すように上記グリ
ーンシート積層体１１０’を切断する。例えば、第１グリーンシートに印刷された第１内
部電極パターン１２１’の中央部と他の第１グリーンシートに印刷された第２内部電極パ
ターン１２２’との長さ方向の間隔ｄ３が重なる領域Ｃ１－Ｃ１、及び第１グリーンシー
トに印刷された第１内部電極パターン１２１’の幅方向の間隔ｄ４と他の第１グリーンシ
ートに印刷された第２内部電極パターン１２２’との幅方向の間隔ｄ４が重なる領域Ｃ２
－Ｃ２を横切るように、Ｃ１－Ｃ１の切断線及びＣ２－Ｃ２の切断線に沿って個別のチッ
プサイズに切断することができる。
【０１２１】
　その後、上記グリーンシート積層体１１０’を個別のチップサイズに切断してから焼成
してセラミック本体を形成することができる。焼成は、これに制限されないが、１１００
℃～１３００℃のＮ２－Ｈ２雰囲気で行われることができる。上記焼成する段階の前に、
グリーンシート積層体１１０’をか焼する段階をさらに含むこともできる。
【０１２２】
　または、上記か焼及び焼成段階は、上記グリーンシート積層体１１０’を個別のチップ
サイズに切断する前に行ってもよい。
【０１２３】
　続いて、上記内部電極が露出したセラミック本体の外部面に外部電極を形成することが
できる。
【０１２４】
　本発明の一実施形態によると、カバー部を形成するための第２グリーンシート１１２’
及び第３グリーンシート１１３’を第１積層体に個別に積層することなく、第２積層体１
６０ａ’及び第３積層体１６０ｂ’を先に製造した後、第１積層体１５０’に積層するこ
とにより、アクティブ部を形成するための第１積層体１５０’に加えられる積層ストレス
を減少させることができる。
【０１２５】
　本発明の一実施形態とは異なり、第１積層体１５０’上に複数の第２グリーンシート及
び第３グリーンシートをグリーンシート単位で繰り返し積層して第１積層体１５０’上に
カバー用積層体を形成する場合、第２グリーンシート及び第３グリーンシートを積層する
度に第１積層体に不均一な圧力が加えられ、積層ストレスとして作用する。
【０１２６】
　第１積層体に積層ストレスが過剰に加えられる場合、第１積層体内の第１グリーンシー
ト及び内部電極パターンに影響を及ぼし、絶縁破壊電圧（ＢＤＶ）特性が低下する可能性
があり、内部電極パターンのにじみが生じて電気的短絡（ショート）が発生するおそれが
ある。
【０１２７】
　図７は本発明の他の実施形態による積層セラミックキャパシタの製造方法の変形例を示
すフローチャートであり、図８は本変形例のうち特定の段階を示す断面図である。
【０１２８】
　図７を参照すると、本変形例による積層セラミックキャパシタの製造方法は、内部電極
パターンが形成された第１グリーンシートを積層して第１積層体を設ける段階（Ｓ１’）
、上記第１積層体を設ける段階とは別に、アクティブ部保護カバーを形成するための第２
グリーンシートを設ける段階（Ｓ２’）、上記第１積層体を設ける段階及び第２グリーン
シートを設ける段階とは別に、外部カバーを形成するための第３グリーンシートを設ける
段階（Ｓ３’）、上記第２グリーンシート及び第３グリーンシートを積層してカバー用積
層体を設ける段階（Ｓ４’）、上記第１積層体の上側及び下側のうち少なくとも一方に上
記カバー用積層体を配置してグリーンシート積層体を設ける段階（Ｓ５’）、及び上記グ
リーンシート積層体を焼成する段階（Ｓ６’）を含む。
【０１２９】
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　例えば、上記カバー用積層体は、上記第１積層体の上側及び下側に配置されることがで
きる。
【０１３０】
　本変形例によると、図８に示すように上記第２グリーンシート１１２’及び上記第３グ
リーンシート１１３’を積層したカバー用積層体１６０’を設けた後、上記カバー用積層
体１６０’を上記第１積層体１５０’の上側及び下側のうち少なくとも一方に配置するこ
とにより、第２積層体及び第３積層体をそれぞれ上記第１積層体の上側及び下側の少なく
とも一方に配置する場合に比べて第１積層体に積層ストレスが加えられる回数をより低減
させることができる。
【０１３１】
積層セラミックキャパシタの実装基板
　図９は本発明のさらに他の実施形態による積層セラミックキャパシタの実装基板を、積
層セラミックキャパシタの一部を切開して概略的に示す斜視図であり、図１０は図９のＣ
－Ｃ’線に沿った断面図である。
【０１３２】
　図９及び図１０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実装基板
２００は、積層セラミックキャパシタ１００、及び積層セラミックキャパシタ１００が実
装される印刷回路基板２１０を含む。上記印刷回路基板２１０は、印刷回路基板２１０の
上面に形成された電極パッド２２１、２２２を含む。
【０１３３】
　上記積層セラミックキャパシタ１００は、上述した本発明の一実施形態による積層セラ
ミックキャパシタであって、以下では重複を避けるために詳細な説明を省略する。
【０１３４】
　上記電極パッド２２１、２２２は、上記積層セラミックキャパシタ１００の第１外部電
極１３１及び第２外部電極１３２とそれぞれ連結される第１及び第２電極パッド２２１、
２２２からなることができる。
【０１３５】
　この際、積層セラミックキャパシタ１００の上記第１外部電極１３１及び第２外部電極
１３２は、それぞれ第１及び第２電極パッド２２１、２２２上に接触されるように位置し
た状態で、はんだ２３０によって印刷回路基板２１０と電気的に連結することができる。
【０１３６】
実験例
　下記表１は、外部カバーの気孔率に対する外部カバー内の残留炭素量、内部クラック発
生率及びセラミック本体の外観クラック発生不良の結果を示すデータである。
【０１３７】
　下記表１の実験は、横×縦×厚さの寸法が約１．０ｍｍ×０．５ｍｍ×０．５ｍｍ（誤
差範囲±１０％）である１００５サイズの積層セラミックキャパシタを用いて行われてお
り、アクティブ部の厚さ、アクティブ部保護カバーの厚さ及び外部カバーの厚さはすべて
実質的に同様に製造される条件下において行われた。本実験例において、アクティブ部の
厚さは約０．２５ｍｍ、アクティブ部保護カバーの厚さは約０．００３ｍｍ、外部カバー
の厚さは約０．１２５ｍｍであり、上記アクティブ部保護カバー及び外部カバーは、アク
ティブ部の上側及び下側にすべて配置された。
【０１３８】
　表１において、上記セラミック本体を形成するためのグリーンシート積層体を約６５０
℃～８００℃で約４時間か焼した後、か焼したチップに含まれた残留炭素量を測定した。
表１において、内部クラック発生率は、各サンプルに該当する１００個のチップに対して
アクティブ部またはカバー部内でクラックが発生したチップの個数を調査して測定した。
表１において、セラミック本体の外観クラック発生不良は、セラミック本体を研磨した後
、外観にクラックが発生したか否かを観察して調査した。上記セラミック本体の外観を見
たとき、セラミック本体にデラミネーション領域があったり、一部が剥離された場合には
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外観クラックが発生したものと判断した。
【０１３９】
【表１】

＊は、比較例を示す。
○：外観クラック発生
×：外観クラック未発生
【０１４０】
　上記表１を参照すると、外部カバーの気孔率が１２ｖｏｌ％未満のサンプル１～３の場
合、残留炭素除去が円滑ではないため、残留炭素量が高く、高い残留炭素量によって内部
クラックの発生率が高いことを確認することができる。また、外部カバーの気孔率が４３
ｖｏｌ％を超えるサンプル１３～１６の場合、内部クラック発生率は低いが、セラミック
本体の強度が低下して、セラミック本体の研磨後に、外観クラック発生不良が生じること
を確認することができる。
【０１４１】
　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、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者には明らかである。
【符号の説明】
【０１４２】
１００　積層セラミックキャパシタ
１１０　セラミック本体
１１１　第１誘電体層
１２１、１２２　内部電極
１３１、１３２　外部電極
１５０　アクティブ部
１６０　カバー部
２００　実装基板
２１０　印刷回路基板
２２１、２２２　第１及び第２電極パッド



(19) JP 2015-226053 A 2015.12.14

２３０　はんだ

【図１】 【図２】



(20) JP 2015-226053 A 2015.12.14

【図３】 【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】 【図５】



(21) JP 2015-226053 A 2015.12.14

【図６ａ】 【図６ｂ】

【図６ｃ】

【図６ｄ】

【図６ｅ】

【図６ｆ】

【図６ｇ】

【図６ｈ】

【図６ｉ】



(22) JP 2015-226053 A 2015.12.14

【図６ｊ】 【図７】

【図８】 【図９】



(23) JP 2015-226053 A 2015.12.14

【図１０】



(24) JP 2015-226053 A 2015.12.14

10

フロントページの続き

(72)発明者  キム・ジョン・ハン
            大韓民国、キョンギ－ド、スウォン－シ、ヨントン－グ、（マエタン－ドン）マエヨン－ロ　１５
            ０、サムソン　エレクトロ－メカニックス　カンパニーリミテッド
(72)発明者  イ・ミン・ゴン
            大韓民国、キョンギ－ド、スウォン－シ、ヨントン－グ、（マエタン－ドン）マエヨン－ロ　１５
            ０、サムソン　エレクトロ－メカニックス　カンパニーリミテッド
Ｆターム(参考) 5E001 AB03  AD02  AE00  AH01  AJ02 
　　　　 　　  5E082 AA01  AB03  EE04  EE35  FF05  FG04  FG16  FG26  FG46  PP09 
　　　　 　　        PP10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

