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(57)【要約】
【課題】信頼性に優れた高容量の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。
【解決手段】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、対向する第１側面及び第２側面、上記第
１側面及び第２側面を連結する第３端面及び第４端面を
有するセラミック本体と、上記セラミック本体の内部に
形成され、上記第１側面、第２側面及び第３端面、また
は第１側面、第２側面及び第４端面に一端が露出する第
１及び第２内部電極と、上記セラミック本体の外側に形
成され、上記第１及び第２内部電極と電気的に連結され
た第１及び第２外部電極と、上記第１及び第２外部電極
の一部領域に形成されためっき層と、を含み、上記セラ
ミック本体と上記第１及び第２外部電極の上部領域にお
いてめっき層が形成されていない領域に高分子層がさら
に形成されることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１側面及び第２側面、前記第１側面及び第２側面を連結する第３端面及び第
４端面を有するセラミック本体と、
　前記セラミック本体の内部に形成され、前記第１側面、第２側面及び第３端面、または
第１側面、第２側面及び第４端面に一端が露出する第１及び第２内部電極と、
　前記セラミック本体の外側に形成され、前記第１及び第２内部電極と電気的に連結され
た第１及び第２外部電極と、
　前記第１及び第２外部電極の一部領域に形成されためっき層と、を含み、
　前記セラミック本体と前記第１及び第２外部電極の上部領域においてめっき層が形成さ
れていない領域に高分子層がさらに形成される、積層セラミックキャパシタ。
【請求項２】
　前記第１及び第２内部電極は、前記セラミック本体の第１側面及び第２側面の一部領域
のみに露出する、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内部電極は、前記セラミック本体の第１側面及び第２側面においてめ
っき層が形成された領域には露出しない、請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項４】
　複数個のストライプ状の第１内部電極パターンが所定間隔を置いて形成された第１セラ
ミックグリーンシート及び複数個のストライプ状の第２内部電極パターンが所定間隔を置
いて形成された第２セラミックグリーンシートを用意する段階と、
　前記ストライプ状の第１内部電極パターンと前記ストライプ状の第２内部電極パターン
が交差するように前記第１セラミックグリーンシートと前記第２セラミックグリーンシー
トを積層してセラミックグリーンシート積層体を形成し、前記積層体の上面及び下面のう
ち少なくとも一面には複数個のセラミックグリーンシートを積層してカバー層を形成する
段階と、
　前記ストライプ状の第１内部電極パターン及び第２内部電極パターンを横切って第１内
部電極及び第２内部電極が一定幅を有し、前記幅方向に前記第１内部電極及び第２内部電
極の末端が露出した側面を有するように前記セラミックグリーンシート積層体を切断する
段階と、
　前記積層体の外側に導電性ペーストを塗布して第１及び第２外部電極を形成する段階と
、
　前記積層体と前記第１及び第２外部電極上部の一部領域に高分子物質をコーティングす
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５】
　前記高分子物質をコーティングする段階の後に、前記第１及び第２外部電極上部におい
て高分子物質がコーティングされていない残りの領域にめっき層を形成する段階をさらに
含む、請求項４に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項６】
　前記第１及び第２内部電極は、前記積層体の幅方向においてめっき層が形成された領域
には露出しない、請求項５に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項７】
　前記第１及び第２内部電極は、前記積層体の幅方向の一部領域のみに露出する、請求項
４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、積層セラミックキャパシタ及びその製造方法に関するもので、より詳細には
、信頼性に優れた高容量の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】
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【０００２】
　一般に、キャパシタ、インダクタ、圧電体素子、バリスタまたはサーミスタなどのセラ
ミック材料を用いる電子部品は、セラミック材料からなるセラミック本体、本体内部に形
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表面に設置された
外部電極を備える。
【０００３】
　セラミック電子部品の中で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、
一誘電体層を介して対向配置される内部電極及び上記内部電極と電気的に接続された外部
電極を含む。
【０００４】
　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、実装が容易であ
るという長所から、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。
【０００５】
　最近は、電子製品が小型化及び多機能化されるにつれ、チップ部品も小型化及び高機能
化の傾向にあるため、積層セラミックキャパシタにもサイズが小さく容量が大きい高容量
の製品が求められている。
【０００６】
　積層セラミックキャパシタの容量を高めるために、誘電体層を薄膜化する方法や薄膜化
された誘電体層を高積層化する方法、内部電極のカバレッジを向上させる方法などが考慮
されている。また、容量を形成する内部電極の重畳面積を向上させる方法も考慮されてい
る。
【０００７】
　一般に、積層セラミックキャパシタは以下のように製造されることができる。まず、セ
ラミックグリーンシートを製造し、セラミックグリーンシート上に導電性ペーストを印刷
して内部電極を形成する。内部電極が形成されたセラミックグリーンシートを数十から数
百層重畳されるように積み上げてグリーンセラミック積層体を製作する。その後、グリー
ンセラミック積層体を高温及び高圧で圧搾して硬いグリーンセラミック積層体を製作し、
切断工程を経てグリーンチップを製造する。次いで、グリーンチップを仮焼及び焼成して
から外部電極を形成することで、積層セラミックキャパシタを完成させる。
【０００８】
　しかし、上記のような製造方法によって積層セラミックキャパシタを形成する場合、内
部電極が形成されていない誘電体層のマージン部領域を最小限にすることが困難であるた
め、内部電極の重畳面積を増やすのに限界がある。また、積層セラミックキャパシタの端
部のマージン部は他の領域のマージン部より厚く形成されて仮焼及び焼成時に炭素の除去
が容易ではないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１１－００３８４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、信頼性に優れた高容量の積層セラミックキャパシタ及びその製造方法を提供
することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一実施形態は、対向する第１側面及び第２側面、上記第１側面及び第２側面を
連結する第３端面及び第４端面を有するセラミック本体と、上記セラミック本体の内部に
形成され、上記第１側面、第２側面及び第３端面、または第１側面、第２側面及び第４断
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面に一端が露出する第１及び第２内部電極と、上記セラミック本体の外側に形成され、上
記第１及び第２内部電極と電気的に連結された第１及び第２外部電極と、上記第１及び第
２外部電極の一部領域に形成されためっき層と、を含み、上記セラミック本体と上記第１
及び第２外部電極の上部領域においてめっき層が形成されていない領域に高分子層がさら
に形成される積層セラミックキャパシタを提供する。
【００１２】
　上記第１及び第２内部電極は、上記セラミック本体の第１側面及び第２側面の一部領域
のみに露出する。
【００１３】
　上記第１及び第２内部電極は、上記セラミック本体の第１側面及び第２側面においてめ
っき層が形成された領域には露出しない。
【００１４】
　本発明の他の実施形態は、複数個のストライプ状の第１内部電極パターンが所定間隔を
置いて形成された第１セラミックグリーンシート及び複数個のストライプ状の第２内部電
極パターンが所定間隔を置いて形成された第２セラミックグリーンシートを用意する段階
と、上記ストライプ状の第１内部電極パターンと上記ストライプ状の第２内部電極パター
ンが交差するように上記第１セラミックグリーンシートと上記第２セラミックグリーンシ
ートを積層してセラミックグリーンシート積層体を形成し、上記積層体の上面及び下面の
うち少なくとも一面には複数個のセラミックグリーンシートを積層してカバー層を形成す
る段階と、上記ストライプ状の第１内部電極パターン及び第２内部電極パターンを横切っ
て第１内部電極及び第２内部電極が一定幅を有し、上記幅方向に上記第１内部電極及び第
２内部電極の末端が露出した側面を有するように上記セラミックグリーンシート積層体を
切断する段階と、上記積層体の外側に導電性ペーストを塗布して第１及び第２外部電極を
形成する段階と、上記積層体と上記第１及び第２外部電極上部の一部領域に高分子物質を
コーティングする段階と、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。
【００１５】
　上記高分子物質をコーティングする段階の後に、上記第１及び第２外部電極上部におい
て高分子物質がコーティングされていない残りの領域にめっき層を形成する段階をさらに
含むことができる。
【００１６】
　上記第１及び第２内部電極は、上記セラミック本体の第１側面及び第２側面においてめ
っき層が形成された領域には露出しない。
【００１７】
　上記第１及び第２内部電極は、上記セラミック本体の第１側面及び第２側面の一部領域
のみに露出する。
【発明の効果】
【００１８】
　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においてセラミック本体の幅
方向マージン部まで内部電極が重畳されることができるため、優れた容量の具現が可能で
、信頼性向上の効果もある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【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した概略的な斜視図で
ある。
【図２】図１のＢ－Ｂ’線に沿った断面図である。
【図３】図２のＳ領域の拡大図である。
【図４】図１のＡ－Ａ’線に沿った断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による積層セラミックキャパシタ内の内部電極を示した概略
的な平面図である。
【図６】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した概略
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的な工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　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。
【００２１】
　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を示した概略的な斜視図で
あり、図２は図１のＢ－Ｂ’線に沿った断面図であり、図３は図２のＳ領域の拡大図であ
り、図４は図１のＡ－Ａ’線に沿った断面図であり、図５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内の内部電極を示した概略的な平面図である。
【００２２】
　図１から図５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は、セラミッ
ク本体１０と、上記セラミック本体の内部に形成される第１及び第２内部電極２１、２２
と、上記セラミック本体１０の外側に形成され、上記第１及び第２内部電極２１、２２と
電気的に連結された第１及び第２外部電極３１ａ、３２ａと、上記第１及び第２外部電極
３１ａ、３２ａの一部領域に形成されためっき層３１ｂ、３２ｂと、を含むことができる
。
【００２３】
　上記セラミック本体１０は、対向する第１側面及び第２側面と、上記第１側面及び第２
側面を連結する第３端面及び第４端面と、を有することができる。
【００２４】
　上記セラミック本体１０は、その形状に特に制限はないが、図面に示されているように
、六面体状であることができる。
【００２５】
　上記セラミック本体１０の内部に形成された第１及び第２内部電極２１、２２は、セラ
ミック本体の第１側面、第２側面及び第３端面、または第１側面、第２側面及び第４端面
に一端が露出する。
【００２６】
　上記第１及び第２内部電極２１、２２は、異なる極性を有する第１内部電極２１及び第
２内部電極２２を一対にすることができる。
【００２７】
　第１内部電極２１の一端は第１側面、第２側面及び第３端面に露出し、第２内部電極２
２の一端は第１側面、第２側面及び第４端面に露出することができる。
【００２８】
　上記第１内部電極２１及び第２内部電極２２の他端は、第３端面または第４端面から一
定間隔を置いて形成される。
【００２９】
　上記セラミック本体の第３端面及び第４端面には、第１及び第２外部電極３１ａ、３２
ａが形成されて上記内部電極と電気的に連結されることができる。
【００３０】
　上記セラミック本体１０を構成する複数の誘電体層１は、焼結された状態で、隣接する
誘電体層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。
【００３１】
　上記誘電体層上に第１内部電極２１及び第２内部電極２２が形成されることができる。
また、上記第１内部電極２１及び第２内部電極２２は、焼結によって一誘電体層を介して
上記セラミック本体の内部に形成されることができる。
【００３２】
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　上記誘電体層１は、第１内部電極２１の幅と同一幅を有することができる。
【００３３】
　即ち、上記第１内部電極２１は、誘電体層１の幅方向に露出して形成されることができ
る。
【００３４】
　誘電体層の幅及び内部電極の幅は、セラミック本体の第１側面及び第２側面を基準にす
る。
【００３５】
　本発明の一実施形態によると、誘電体層の幅及び内部電極の幅は、１００～９００μｍ
であることができるが、これに制限されない。より具体的には、誘電体層の幅及び内部電
極の幅は、１００～５００μｍであるか、１００～９００μｍであることができる。
【００３６】
　上記第１及び第２内部電極２１、２２は、特に制限されないが、例えば、パラジウム（
Ｐｄ）、パラジウム－銀（Ｐｄ－Ａｇ）の合金などの貴金属材料及びニッケル（Ｎｉ）、
銅（Ｃｕ）のうち一つ以上の物質からなる導電性ペーストを用いて形成されることができ
る。
【００３７】
　上記第１及び第２外部電極３１ａ、３２ａは、内部電極と同一材質の導電性物質で形成
されることができるが、これに制限されず、例えば、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、ニッケル
（Ｎｉ）などで形成されることができる。
【００３８】
　上記第１及び第２外部電極３１ａ、３２ａは、上記金属粉末にガラスフリットを添加し
て用意された導電性ペーストを塗布してから焼成することで形成されることができる。
【００３９】
　上記第１及び第２外部電極３１ａ、３２ａの一部領域には、めっき層３１ｂ、３２ｂが
形成されることができる。
【００４０】
　上記めっき層３１ｂ、３２ｂは、特に制限されないが、例えば、ニッケル（Ｎｉ）、す
ず（Ｓｎ）などで形成されることができる。
【００４１】
　上記第１及び第２内部電極２１、２２は、上記セラミック本体１０の第１側面及び第２
側面の一部領域のみに露出する。
【００４２】
　また、上記第１及び第２内部電極２１、２２は、上記セラミック本体１０の第１側面及
び第２側面においてめっき層３１ｂ、３２ｂが形成された領域には露出しない。
【００４３】
　これは、上記第１及び第２内部電極２１、２２が、めっき層３１ｂ、３２ｂが形成され
た第１側面及び第２側面の領域にまで露出する場合、めっき液が内部電極に浸透する可能
性があることから、信頼性に問題が生じるおそれがあるためである。
【００４４】
　本発明の一実施形態によると、第１内部電極２１の一端は第１側面、第２側面及び第３
端面に露出し、第２内部電極２２の一端は第１側面、第２側面及び第４端面に露出するこ
とで、上記セラミック本体１０の内に形成される内部電極の重畳面積が増加する。
【００４５】
　これにより、相対的に内部電極の重畳面積が増加するため、積層セラミックキャパシタ
の高容量を確保できる効果がある。
【００４６】
　一般に、誘電体層が高積層化されるほど誘電体層及び内部電極の厚さは薄くなる。
【００４７】
　このため、内部電極がショートされる現象が頻繁に発生する可能性がある。
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【００４８】
　また、誘電体層の一部のみに内部電極が形成される場合、内部電極による段差が発生す
るため、絶縁抵抗の加速寿命または信頼性が低下するおそれがある。
【００４９】
　しかし、本発明の一実施形態によると、薄膜の内部電極及び誘電体層を形成しても、第
１内部電極２１の一端が第１側面、第２側面及び第３端面に露出し、第２内部電極２２の
一端が第１側面、第２側面及び第４端面に露出するため、内部電極の重畳面積が大きくな
って積層セラミックキャパシタの容量を大きくすることができるようになる。
【００５０】
　また、内部電極による段差を減少させることで、絶縁抵抗の加速寿命が向上して容量特
性に優れるとともに、信頼性に優れた積層セラミックキャパシタを提供することができる
。
【００５１】
　一方、上記のように第１内部電極２１の一端が第１側面、第２側面及び第３端面に露出
し、第２内部電極２２の一端が第１側面、第２側面及び第４端面に露出する場合、積層セ
ラミックキャパシタの信頼性に問題が生じる可能性がある。
【００５２】
　これにより、本発明の一実施形態によると、上記セラミック本体と上記第１及び第２外
部電極の上部領域においてめっき層が形成されていない領域に高分子層１１がさらに形成
されることができる。
【００５３】
　上記高分子層１１は、上記セラミック本体１０の全体面を覆いながら塗布されることで
、第１側面及び第２側面の領域にまで露出した上記第１及び第２内部電極２１、２２が外
部からの影響を受けやすいという問題を防ぐことができる。
【００５４】
　上記高分子層１１の材質は、特に制限されないが、一般の高分子物質であればよく、例
えば、エポキシ樹脂であることができる。
【００５５】
　本発明の一実施形態によると、上記高分子層１１は、上記第１及び第２外部電極の上部
領域においてめっき層が形成されていない領域のみに形成されることができる。
【００５６】
　上記特徴は、後述する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
法から具現されることができ、第１及び第２外部電極を形成した後、めっき層が形成され
る前に上記高分子層を形成することにより可能になる。
【００５７】
　本発明の一実施形態によると、上記のようにセラミック本体と上記第１及び第２外部電
極の上部領域においてめっき層が形成されていない領域に高分子層を形成することで、相
対的に内部電極の重畳面積を増加させて積層セラミックキャパシタの高容量を確保すると
ともに、内部電極による段差を減少させて信頼性に優れた積層セラミックキャパシタを具
現することができるようになる。
【００５８】
　図６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した概略
的な工程図である。
【００５９】
　図６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、複数個のストライプ状の第１内部電極パターンが所定間隔を置いて形成された第１セ
ラミックグリーンシート及び複数個のストライプ状の第２内部電極パターンが所定間隔を
置いて形成された第２セラミックグリーンシートを用意する段階と、上記ストライプ状の
第１内部電極パターンと上記ストライプ状の第２内部電極のパターンが交差するように上
記第１セラミックグリーンシートと上記第２セラミックグリーンシートを積層してセラミ
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ックグリーンシート積層体を形成し、上記積層体の上面及び下面のうち少なくとも一面に
は複数個のセラミックグリーンシートを積層してカバー層を形成する段階と、上記ストラ
イプ状の第１内部電極パターン及び第２内部電極パターンを横切って第１内部電極及び第
２内部電極が一定幅を有し、上記幅方向に上記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露
出した側面を有するように上記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階と、上記
積層体の外側に導電性ペーストを塗布して第１及び第２外部電極を形成する段階と、上記
積層体と上記第１及び第２外部電極上部の一部領域に高分子物質をコーティングする段階
と、を含むことができる。
【００６０】
　上記セラミックグリーンシートは、セラミックパウダー、有機溶剤及び有機バインダを
含むセラミックペーストで形成されることができる。
【００６１】
　上記セラミックパウダーは、高い誘電率を有する物質で、これに制限されないが、チタ
ン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）系材料や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、好ましくは、チタン酸バリウム
（ＢａＴｉＯ３）パウダーを用いることができる。
【００６２】
　上記セラミックグリーンシートが焼成されると、セラミック本体を構成する誘電体層１
になる。
【００６３】
　ストライプ状の第１内部電極パターンは、導電性金属を含む内部電極ペーストによって
形成されることができる。
【００６４】
　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であ
ることができる。
【００６５】
　上記セラミックグリーンシート上にストライプ状の第１内部電極パターンを形成する方
法としては、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など
を通じて形成されることができる。
【００６６】
　また、他のセラミックグリーンシート上に所定間隔を置いて複数個のストライプ状の第
２内部電極パターンを形成することができる。
【００６７】
　次に、ストライプ状の第１内部電極パターンとストライプ状の第２内部電極パターンが
交差積層されるようにセラミックグリーンシートを交互に積層することができる。
【００６８】
　その後、上記ストライプ状の第１内部電極パターンは第１内部電極２１を形成すること
ができ、ストライプ状の第２内部電極パターンは第２内部電極２２を形成することができ
る。
【００６９】
　これにより、複数個の平行なストライプ状の第１内部電極パターンが印刷されたセラミ
ックグリーンシートと複数個の平行なストライプ状の第２内部電極パターンが印刷された
セラミックグリーンシートは交互に積層される。
【００７０】
　次いで、上記セラミックグリーンシートが積層された積層体は、複数個のストライプ状
の第１内部電極パターン及びストライプ状の第２内部電極パターンを横切るように切断さ
れることができる。
【００７１】
　より具体的には、ストライプ状の第１内部電極パターン及びストライプ状の第２内部電
極パターンは、長さ方向に切断されて一定幅を有する複数個の内部電極に分割されること
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ができる。
【００７２】
　このとき、積層されたセラミックグリーンシートも内部電極パターンとともに切断され
る。
【００７３】
　これにより、誘電体層は内部電極の幅と同一幅を有するように形成されることができる
。
【００７４】
　上記棒状積層体の切断面に第１及び第２内部電極の末端が露出することができる。
【００７５】
　上記棒状積層体の切断面は、それぞれ棒状積層体の第１側面及び第２側面と称すること
ができる。
【００７６】
　上記セラミックグリーンシート積層体を焼成した後、棒状積層体になるように切断され
ることができる。また、上記セラミックグリーンシートを棒状積層体になるように切断し
た後、焼成を行うこともできる。上記焼成は、これに制限されないが、１１００℃～１３
００℃のＮ２－Ｈ２雰囲気下で行われることができる。
【００７７】
　続いて、上記積層体の外側に導電性ペーストを塗布して第１及び第２外部電極を形成す
ることができる。
【００７８】
　上記第１及び第２外部電極を形成する工程は、これに制限されないが、例えば、ディッ
ピング（ｄｉｐｐｉｎｇ）法によって行われることができる。
【００７９】
　次に、上記積層体と上記第１及び第２外部電極上部の一部領域に高分子物質をコーティ
ングすることができる。
【００８０】
　上記高分子物質をコーティングする工程は、特に制限されず、一般の工程によって行わ
れることができる。
【００８１】
　本発明の他の実施形態によると、上記高分子物質をコーティングする段階の後に、上記
第１及び第２外部電極の上部において高分子物質がコーティングされていない残りの領域
にめっき層を形成する段階をさらに含むことができる。
【００８２】
　これにより、本発明の一実施形態によると、セラミック本体の幅方向マージン部まで内
部電極が重畳されることができることから、優れた容量の具現が可能になり、信頼性向上
の効果があるため、高信頼性及び高容量の積層セラミックキャパシタを具現することがで
きるようになる。
【００８３】
　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】
【００８４】
１０　セラミック本体
１　誘電体層
１１　高分子層
２１、２２　第１及び第２内部電極
３１、３２　全ての外部電極
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３１ａ、３２ａ　第１及び第２外部電極
３１ｂ、３２ｂ　めっき層
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