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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、
　前記誘電体層を介して前記セラミック本体内に配置される複数の内部電極と、を含み、
　前記セラミック本体の幅－厚さ方向を含む断面において、前記複数の内部電極の幅方向
中心部において測定した最上部内部電極と最下部内部電極との距離をａ、前記複数の内部
電極の幅方向端部において測定した前記最上部内部電極と前記最下部内部電極との距離を
ｂとするとき、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９９６を満たす、積層セラミックキャパシタ。
【請求項２】
　前記セラミック本体は、幅方向サイド部の厚さが幅方向中心部の厚さより厚い、請求項
１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項３】
　前記複数の内部電極のそれぞれは、非電極領域を含む、請求項１又は２に記載の積層セ
ラミックキャパシタ。
【請求項４】
　前記複数の内部電極のそれぞれは、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、クロム（Ｃ
ｒ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、コバルト（Ｃｏ）、アルミニウム
（Ａｌ）からなる群より選択される一つ以上を含む、請求項１から３のいずれか一項に記
載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項５】
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　前記非電極領域は、セラミック材料を含む、請求項３に記載の積層セラミックキャパシ
タ。
【請求項６】
　前記非電極領域は、チタン酸バリウム及びチタン酸バリウム酸化物のうち少なくとも一
つ以上を含む、請求項３又は５に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項７】
　前記複数の内部電極のそれぞれの厚さをＴｅとするとき、０．１μｍ≦Ｔｅ≦０．５μ
ｍを満たす、請求項１から６のいずれか一項に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項８】
　複数のセラミックグリーンシートを用意する段階と、
　導電性粉末及び共材粉末を含む内部電極用導電性ペーストを製造する段階と、
　前記複数のセラミックグリーンシートのそれぞれに前記内部電極用導電性ペーストで内
部電極パターンを形成する段階と、
　前記内部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積層してセラミック積
層体を形成する段階と、
　前記内部電極パターンの一端が交互に露出するように前記セラミック積層体を切断して
積層チップを用意する段階と、
　前記積層チップを焼成して内部電極を含むセラミック本体を形成する焼成段階と、
　前記内部電極と電気的に連結されるように外部電極を形成する段階と、を含み、
　前記セラミック本体の幅－厚さ方向を含む断面において、前記内部電極の幅方向中心部
において測定した最上部内部電極と最下部内部電極との距離をａ、前記内部電極の幅方向
端部において測定した前記最上部内部電極と前記最下部内部電極との距離をｂとするとき
、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９９６を満たす、積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項９】
　前記焼成段階は、焼成中に前記積層チップを２つ以上の温度区間において一定時間維持
する段階を含む、請求項８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】
　前記内部電極用導電性ペーストは、前記導電性粉末１００重量部に対して前記共材粉末
を３～１４重量部含む、請求項８又は９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】
　前記導電性粉末の平均粒径をｄ１、前記共材粉末の平均粒径をｄ２とするとき、０．０
３≦ｄ２／ｄ１≦０．０５を満たす、請求項１０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】
　前記内部電極用導電性ペーストは、前記導電性粉末１００重量部に対して前記共材粉末
を６～１２重量部含む、請求項８又は９に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１３】
　前記導電性粉末の平均粒径をｄ１、前記共材粉末の平均粒径をｄ２とするとき、０．０
５≦ｄ２／ｄ１≦０．１を満たす、請求項１２に記載の積層セラミックキャパシタの製造
方法。
【請求項１４】
　前記導電性粉末は、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ
）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、コバルト（Ｃｏ）、アルミニウム（Ａｌ）からな
る群より選択される一つ以上を含む、請求項８から１３のいずれか一項に記載の積層セラ
ミックキャパシタの製造方法。
【請求項１５】
　前記共材粉末は、セラミック材料を含む、請求項８から１４のいずれか一項に記載の積
層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１６】
　前記共材粉末は、チタン酸バリウム及びチタン酸バリウム酸化物のうち少なくとも一つ
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以上を含む、請求項８から１５のいずれか一項に記載の積層セラミックキャパシタの製造
方法。
【請求項１７】
　前記セラミック本体は、幅方向サイド部における厚さが幅方向中心部における厚さより
厚い、請求項８から１６のいずれか一項に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項１８】
　上部に第１及び第２電極パッドを有する印刷回路基板と、
　前記印刷回路基板上に設置された積層セラミックキャパシタと、を含み、
　前記積層セラミックキャパシタは、誘電体層を含むセラミック本体及び前記誘電体層を
介して前記セラミック本体内に配置される複数の内部電極を含み、前記セラミック本体の
幅－厚さ方向を含む断面において、前記複数の内部電極の幅方向中心部において測定した
最上部内部電極と最下部内部電極との距離をａ、前記複数の内部電極の幅方向端部におい
て測定した前記最上部内部電極と前記最下部内部電極との距離をｂとするとき、０．９５
３≦ａ／ｂ≦０．９９６を満たす、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、そ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】
　一般に、キャパシタやインダクタ、圧電素子、バリスタ、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、セラミック本体内部
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、
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、電気、電子機器産業の高性能化及び軽薄短小化の傾向に伴い、電子部品にも小
型、高性能及び高容量化が求められている。特に、ＣＰＵの高速化、機器の小型軽量化、
デジタル化及び高機能化の進展に伴い、積層セラミックキャパシタにおいても、小型化、
薄層化、高容量化、高周波領域における低インピーダンス化などの特性を具現するための
研究開発が活発に行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１６４２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、高容量、高信頼性の積層セラミックキャパシタ、その製造方法及び積
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】
【０００８】
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　本発明の一実施形態は、誘電体層を含むセラミック本体と、上記誘電体層を介して上記
セラミック本体内に配置される複数の内部電極と、を含み、上記セラミック本体の幅－厚
さ方向を含む断面において、上記内部電極の幅方向中心部において測定した最上部内部電
極と最下部内部電極との距離をａ、上記内部電極の幅方向端部において測定した上記最上
部内部電極と上記最下部内部電極との距離をｂとするとき、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９
９６を満たす積層セラミックキャパシタを提供することができる。
【０００９】
　上記セラミック本体は、幅方向サイド部の厚さが幅方向中心部の厚さより厚い。
【００１０】
　上記内部電極は、非電極領域を含むことができる。
【００１１】
　上記内部電極は、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ）
、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、コバルト（Ｃｏ）、アルミニウム（Ａｌ）からなる
群より選択される一つ以上を含むことができる。
【００１２】
　上記非電極領域は、セラミック材料を含むことができる。
【００１３】
　上記非電極領域は、チタン酸バリウム及びチタン酸バリウム酸化物のうち少なくとも一
つ以上を含むことができる。
【００１４】
　上記内部電極の厚さをＴｅとするとき、０．１μｍ≦Ｔｅ≦０．５μｍを満たすことが
できる。
【００１５】
　本発明の他の実施形態は、複数のセラミックグリーンシートを用意する段階と、導電性
粉末及び共材粉末を含む内部電極用導電性ペーストを製造する段階と、上記セラミックグ
リーンシートに上記内部電極用導電性ペーストで内部電極パターンを形成する段階と、上
記内部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積層してセラミック積層体
を形成する段階と、上記内部電極パターンの一端が交互に露出するように上記セラミック
積層体を切断して積層チップを用意する段階と、上記積層チップを焼成して内部電極を含
むセラミック本体を形成する焼成段階と、上記内部電極と電気的に連結されるように外部
電極を形成する段階と、を含み、上記セラミック本体の幅－厚さ方向を含む断面において
、上記内部電極の幅方向中心部において測定した最上部内部電極と最下部内部電極との距
離をａ、上記内部電極の幅方向端部において測定した上記最上部内部電極と上記最下部内
部電極との距離をｂとするとき、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９９６を満たす積層セラミッ
クキャパシタの製造方法を提供することができる。
【００１６】
　上記焼成段階は、焼成中に上記積層チップを２つ以上の温度区間において一定時間維持
する段階を含むことができる。
【００１７】
　上記共材粉末は、上記導電性粉末１００重量部に対して３～１４重量部含むことができ
る。
【００１８】
　上記導電性粉末の平均粒径をｄ１、上記共材粉末の平均粒径をｄ２とするとき、０．０
３≦ｄ２／ｄ１≦０．０５を満たすことができる。
【００１９】
　上記共材粉末は、上記導電性粉末１００重量部に対して６～１２重量部含むことができ
る。
【００２０】
　上記導電性粉末の平均粒径をｄ１、上記共材粉末の平均粒径をｄ２とするとき、０．０
５≦ｄ２／ｄ１≦０．１を満たすことができる。
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【００２１】
　上記導電性粉末は、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ
）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、コバルト（Ｃｏ）、アルミニウム（Ａｌ）からな
る群より選択される一つ以上を含むことができる。
【００２２】
　上記共材粉末は、セラミック材料を含むことができる。
【００２３】
　上記共材粉末は、チタン酸バリウム及びチタン酸バリウム酸化物のうち少なくとも一つ
以上を含むことができる。
【００２４】
　上記セラミック本体は、幅方向サイド部における厚さが幅方向中心部における厚さより
厚い。
【００２５】
　本発明のさらに他の実施形態は、上部に第１及び第２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置された積層セラミックキャパシタと、を含み、上記積層セ
ラミックキャパシタは、誘電体層を含むセラミック本体及び上記誘電体層を介して上記セ
ラミック本体内に配置される複数の内部電極を含み、上記セラミック本体の幅－厚さ方向
を含む断面において、上記内部電極の幅方向中心部において測定した最上部内部電極と最
下部内部電極との距離をａ、上記内部電極の幅方向端部において測定した上記最上部内部
電極と上記最下部内部電極との距離をｂとするとき、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９９６を
満たす積層セラミックキャパシタの実装基板を提供することができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、高容量、高信頼性の積層セラミックキャパシタ、その製造方法及び積
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ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【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２ａ】図１のＡ－Ａ'線に沿った積層セラミックキャパシタを示した概略的な断面図
である。
【図２ｂ】図１のＢ－Ｂ'線に沿った積層セラミックキャパシタを示した概略的な断面図
である。
【図３】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誘電体層及び内部電極を
概略的に示した拡大図である。
【図４】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示した流れ図
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が実装された基板を示した
概略的な斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　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。
【００２９】
　積層セラミックキャパシタ
【００３０】
　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
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あり、図２ａは図１のＡ－Ａ'線に沿った積層セラミックキャパシタを示した概略的な断
面図であり、図２ｂは図１のＢ－Ｂ'線に沿った積層セラミックキャパシタを示した概略
的な断面図である。
【００３１】
　図１、図２ａ及び図２ｂ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
、誘電体層１１１を含むセラミック本体１１０と、上記セラミック本体１１０の内部に形
成され、上記誘電体層１１１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１
２１、１２２と、上記セラミック本体１１０の外部面に形成される第１及び第２外部電極
１３１、１３２と、を含むことができる。
【００３２】
　本発明の一実施形態において、積層セラミックキャパシタの「長さ方向」は図１の「Ｌ
」方向、「幅方向」は「Ｗ」方向、「厚さ方向」は「Ｔ」方向と定義することができる。
上記「厚さ方向」は誘電体層を積み上げる方向、即ち、「積層方向」と同一の概念で用い
られることができる。
【００３３】
　上記セラミック本体１１０は、複数個の誘電体層１１１が積層されて形成されることが
できる。
【００３４】
　上記セラミック本体１１０を構成する複数の誘電体層１１１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。
【００３５】
　上記誘電体層１１１は、セラミック粉末を含むセラミックグリーンシートの焼結によっ
て形成されることができる。
【００３６】
　上記セラミック粉末は、当業界において一般的に用いられるものであれば、特に制限さ
れない。
【００３７】
　例えば、ＢａＴｉＯ３系セラミック粉末を含むことができるが、これに制限されない。
【００３８】
　上記ＢａＴｉＯ３系セラミック粉末は、これに制限されないが、例えば、ＢａＴｉＯ３

にＣａ、Ｚｒなどが一部固溶された（Ｂａ１－ｘＣａｘ）ＴｉＯ３、Ｂａ（Ｔｉ１－ｙＣ
ａｙ）Ｏ３、（Ｂａ１－ｘＣａｘ）（Ｔｉ１－ｙＺｒｙ）Ｏ３またはＢａ（Ｔｉ１－ｙＺ
ｒｙ）Ｏ３などがある。
【００３９】
　また、上記セラミックグリーンシートは、上記セラミック粉末とともに遷移金属、希土
類元素、マグネシウム（Ｍｇ）、アルミニウム（Ａｌ）などを含むことができる。
【００４０】
　上記一誘電体層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適宜変
更することができる。
【００４１】
　上記セラミック本体１１０の内部には、内部電極１２１、１２２が形成されることがで
き、上記内部電極は第１及び第２内部電極を含むことができる。
【００４２】
　上記第１及び第２内部電極１２１、１２２は、セラミックグリーンシート上に形成され
て積層され、焼結によって一誘電体層を介して上記セラミック本体１１０の内部に形成さ
れることができる。
【００４３】
　上記第１及び第２内部電極は、異なる極性を有する第１内部電極１２１及び第２内部電
極１２２を一対にすることができ、誘電体層の積層方向に沿って対向配置されることがで
きる。
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【００４４】
　図２ａに示されているように、上記第１及び第２内部電極１２１、１２２の一端は、セ
ラミック本体１１０の長さ方向の一面に交互に露出することができる。
【００４５】
　また、図面に示されてはいないが、本発明の一実施形態によると、第１及び第２内部電
極は、リード部を有し、リード部を通じてセラミック本体の同一面に露出することができ
る。
【００４６】
　または、第１及び第２内部電極１２１、１２２は、リード部を有し、リード部を通じて
セラミック本体の一つ以上の面に露出することができる。
【００４７】
　上記第１及び第２内部電極１２１、１２２の厚さは、積層セラミックキャパシタの容量
設計に応じて適宜変更することができ、上記第１及び第２内部電極の厚さをＴｅとすると
き、０．１μｍ≦Ｔｅ≦０．５μｍを満たすように設計されることができる。
【００４８】
　上記第１及び第２内部電極１２１、１２２の厚さは、上記誘電体層の間に配置される第
１及び第２内部電極の平均厚さを意味することができる。
【００４９】
　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、上記セラミック本体の幅－厚
さ方向を含む断面において、上記内部電極の幅方向中心部において測定した最上部内部電
極と最下部内部電極との距離をａ、上記内部電極の幅方向端部において測定した上記最上
部内部電極と上記最下部内部電極との距離をｂとするとき、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９
９６を満たすことができ、ａ／ｂが０．９５３～０．９９６である範囲において積層セラ
ミックキャパシタの容量が向上することができる。なお、ａは、最上部内部電極と最下部
内部電極との積層方向の距離が最も短い長さであってよく、ｂは、最上部内部電極と最下
部内部電極との積層方向の距離が最も長い長さであってよい。
【００５０】
　上記セラミック本体の幅－厚さ方向を含む断面において、上記第１及び第２内部電極の
うち厚さ方向中心を基準に上部に配置された第１及び第２内部電極は下の方に膨らむ形状
を有し、厚さ方向を中心に下部に配置された第１及び第２内部電極は上の方に膨らむ形状
を有することができる。
【００５１】
　即ち、本発明は、内部電極の形状を制御することで、容量が向上した積層セラミックキ
ャパシタを提供することができる。
【００５２】
　上記のような内部電極の形状により、本発明のセラミック本体は幅方向サイド部の厚さ
が幅方向中心部の厚さより厚い。
【００５３】
　上記セラミック本体１１０の外部面には外部電極が形成されることができ、上記外部電
極は第１及び第２外部電極１３１、１３２を含むことができる。また、上記第１及び第２
外部電極１３１、１３２は、第１及び第２内部電極１２１、１２２とそれぞれ電気的に連
結されることができる。
【００５４】
　より具体的には、上記セラミック本体１１０の一面に露出した第１内部電極１２１と電
気的に連結された第１外部電極１３１と、上記セラミック本体１１０の他面に露出した第
２内部電極１２２と電気的に連結された第２外部電極と、を含むことができる。
【００５５】
　また、図面に示されてはいないが、セラミック本体に露出する第１及び第２内部電極と
連結されるために、複数の外部電極が形成されてもよい。
【００５６】
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　上記第１及び第２外部電極１３１、１３２は、金属粉末を含む導電性ペーストで形成さ
れることができる。
【００５７】
　上記導電性ペーストに含まれる金属粉末は、特に制限されないが、例えば、ニッケル（
Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、またはこれらの合金を用いることができる。
【００５８】
　上記第１及び第２外部電極１３１、１３２の厚さは、用途などによって適宜決定するこ
とができる。
【００５９】
　図３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誘電体層及び内部電極を
概略的に示した拡大図である。
【００６０】
　図３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の第１及び第
２内部電極１２１、１２２は、内部に非電極領域Ｎを含むことができる。本発明の一実施
形態によると、第１及び第２内部電極１２１、１２２において非電極領域Ｎを除外した部
分は電極領域Ｅと理解されることができる。
【００６１】
　上記第１及び第２内部電極１２１、１２２は、これに制限されないが、ニッケル（Ｎｉ
）、マンガン（Ｍｎ）、クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）
、コバルト（Ｃｏ）、アルミニウム（Ａｌ）からなる群より選択される一つ以上を含むこ
とができる。
【００６２】
　即ち、第１及び第２内部電極の電極領域Ｅは、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、
クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、コバルト（Ｃｏ）、ア
ルミニウム（Ａｌ）からなる群より選択される一つ以上を含むことができる。
【００６３】
　本発明の一実施形態によると、上記非電極領域Ｎは第１及び第２内部電極の焼成過程に
おいて形成されることができ、上記非電極領域Ｎは内部電極を形成する導電性ペーストに
含まれる組成物によって形成されることができる。
【００６４】
　上記非電極領域Ｎは、セラミック材料を含むことができ、上記非電極領域に含まれたセ
ラミック材料は誘電体層１１１を形成するセラミック粉末と同一のものを用いることがで
きる。また、これに制限されないが、チタン酸バリウム及びチタン酸バリウム酸化物のう
ち少なくとも一つ以上を含むことができる。
【００６５】
　即ち、上記第１及び第２内部電極１２１、１２２は、導電性金属及び共材を含み、導電
性金属による電極領域Ｅと、上記共材によって容量形成には寄与しない非電極領域Ｎと、
を含むことができる。
【００６６】
　また、本発明の積層セラミックキャパシタは、上記誘電体層の厚さをＴｄ、上記第１及
び第２内部電極の厚さをＴｅとするとき、０．５≦Ｔｅ／Ｔｄ≦１．２を満たすように製
造されることができる。内部電極及び誘電体層の厚さを制御する理由も、収縮クラックの
発生を防止するためで、Ｔｅ／Ｔｄが１．２を超過するように製作される場合は、焼成過
程において収縮クラックが発生するという問題があり、Ｔｅ／Ｔｄが０．５未満に製作さ
れる場合は、目標容量を具現することが困難である。
【００６７】
　したがって、Ｔｅ／Ｔｄは、０．５～１．２になるように形成されることが好ましい。
【００６８】
　上記第１及び第２内部電極１２１、１２２の平均厚さは、セラミック本体１１０の長さ
－厚さ（Ｌ－Ｔ）方向の断面を、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃ
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ｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）でイメージスキャンして測定することができる。
【００６９】
　例えば、セラミック本体１１０の幅（Ｗ）方向中心部において切断した長さ及び厚さ方
向（Ｌ－Ｔ）の断面を、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ、Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）でスキャンしたイメージから抽出した任意の内部電極に対し、
長さ方向に等間隔である３０個の地点においてその厚さを測定して平均値を測定すること
ができる。
【００７０】
　上記等間隔である３０個の地点は、第１及び第２内部電極１２１、１２２が重畳する領
域を意味する容量形成部から測定されることができる。
【００７１】
　また、このような平均値測定を１０個以上の内部電極に拡大して平均値を測定すると、
誘電体層の平均厚さをさらに一般化することができる。
【００７２】
　上記誘電体層の厚さも、上述した内部電極の厚さと同一方法で測定されることができる
。
【００７３】
　一般に、セラミック本体の焼結時には内部電極が膨張し、内部電極の膨張は内部電極の
中心部において大きく現れ、厚さ方向の上部に形成された内部電極は上の方に膨らむ形状
を有し、厚さ方向の下部に形成された内部電極は下の方に膨らむ形状を有する。これによ
り、セラミック本体は、幅方向及び長さ方向の中心部が膨らむように膨張された形状を有
するようになる。
【００７４】
　上記のように内部電極中心部が膨張する場合、内部電極の連結性が低下し、積層セラミ
ックキャパシタの容量が低下するという問題が発生する。
【００７５】
　これに対し、本発明は、内部電極中心部の膨張を抑制し、内部電極の形状を制御するこ
とで、積層セラミックキャパシタの容量を向上させることができる。
【００７６】
　また、本発明の実施形態によると、内部電極及び誘電体層の厚さを制御することで、高
信頼性の積層セラミックキャパシタを提供することができるようになる。
【００７７】
　積層セラミックキャパシタの製造方法
【００７８】
　図４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示した流れ図
である。
【００７９】
　図４を参照すると、本発明による他の実施形態の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、導電性粉末及び共材粉末を含む
内部電極用導電性ペーストを製造する段階と、上記セラミックグリーンシートに上記内部
電極用導電性ペーストで内部電極パターンを形成する段階と、上記内部電極パターンが形
成されたセラミックグリーンシートを積層してセラミック積層体を形成する段階と、上記
内部電極パターンの一端が交互に露出するように上記セラミック積層体を切断して積層チ
ップを用意する段階と、上記積層チップを焼成して内部電極を含むセラミック本体を形成
する焼成段階と、上記内部電極と電気的に連結されるように外部電極を形成する段階と、
を含み、上記セラミック本体の幅－厚さ方向を含む断面において、上記内部電極の幅方向
中心部において測定した最上部内部電極と最下部内部電極との距離をａ、上記内部電極の
幅方向端部において測定した上記最上部内部電極と上記最下部内部電極との距離をｂとす
るとき、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９９６を満たすことができる。
【００８０】
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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、本発明はこれに制限されない。
【００８１】
　また、本実施形態の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上述した
積層セラミックキャパシタと重複される説明は省略する。
【００８２】
　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と、
まず、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）などのパウダーを含んで形成されたスラリーを
キャリアフィルム（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｉｌｍ）上に塗布及び乾燥することで複数個のセ
ラミックグリーンシートを用意した。これにより、誘電体層及び複数個のカバー層を形成
することができる。
【００８３】
　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設計した厚さを有するシート（ｓ
ｈｅｅｔ）状に製作することができる。
【００８４】
　次に、導電性粉末及び共材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。
【００８５】
　上記導電性粉末の平均粒径をｄ１、上記共材粉末の平均粒径をｄ２とするとき、導電性
粉末及び共材粉末の平均粒径比が０．０３≦ｄ２／ｄ１≦０．０５を満たす場合、上記内
部電極用伝導性ペーストは、上記共材粉末を上記導電性粉末１００重量部に対して３～１
４重量部含むことができる。
【００８６】
　０．０３≦ｄ２／ｄ１≦０．０５である範囲において、上記共材粉末の含量が上記導電
性粉末１００重量部に対して３重量部未満含まれる場合は、焼成後に測定したａ／ｂ（上
記内部電極の幅方向中心部において測定した最上部内部電極と最下部内部電極との距離を
ａ、上記内部電極の幅方向端部において測定した上記最上部内部電極と上記最下部内部電
極との距離をｂとする）が０．９９６を超過することから、内部電極の形状が制御されな
い。また、１４重量部を超過して含まれる場合も、焼成後に測定したａ／ｂが０．９９６
を超過することから、内部電極の形状が制御されず、容量が低下するという問題が発生し
かねない。
【００８７】
　また、導電性粉末及び共材粉末の平均粒径比が０．０５≦ｄ２／ｄ１≦０．１を満たす
場合、上記内部電極用伝導性ペーストは、上記共材粉末を上記導電性粉末１００重量部に
対して６～１２重量部含むことができる。
【００８８】
　０．０５≦ｄ２／ｄ１≦０．１である範囲において、上記共材粉末の含量が上記導電性
粉末１００重量部に対して６重量部未満含まれる場合は、焼成後に測定したａ／ｂ（上記
内部電極の幅方向中心部において測定した最上部内部電極と最下部内部電極との距離をａ
、上記内部電極の幅方向端部において測定した上記最上部内部電極と上記最下部内部電極
との距離をｂとする）が０．９９６を超過することから、内部電極の形状が制御されない
。また、１４重量部を超過して含まれる場合も、焼成後に測定したａ／ｂが０．９９６を
超過することから、内部電極の形状が制御されず、容量が低下するという問題が発生しか
ねない。
【００８９】
　上記導電性粉末は、ニッケル（Ｎｉ）、マンガン（Ｍｎ）、クロム（Ｃｒ）、銅（Ｃｕ
）、パラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、コバルト（Ｃｏ）、アルミニウム（Ａｌ）からな
る群より選択される一つ以上を含むことができるが、本発明はこれに制限されない。
【００９０】
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　上記共材粉末は、セラミック材料を含むことができ、セラミックグリーンシートに含ま
れた誘電体材料と同一材料を用いることができる。上記共材粉末は、チタン酸バリウム及
びチタン酸バリウム酸化物のうち少なくとも一つ以上を含むことができる。
【００９１】
　その後、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ていないグリーンシートを複数積層してから上記
内部電極パターンの一端が交互に露出するように切断することで積層チップを用意するこ
とができる。
【００９２】
　続いて、上記積層チップを焼成してセラミック本体１１０を製作することができる。
【００９３】
　上記積層チップを焼成する段階は、焼成中に上記積層チップを２つ以上の温度区間にお
いて一定時間維持する段階を含むことができる。
【００９４】
　即ち、上記積層チップを第１温度区間において一定時間維持した後、第２温度区間にお
いて一定時間維持する段階を含むことができる。
【００９５】
　上記積層チップを第１温度区間において維持する時間は１２０～１８０分、上記積層チ
ップを第２温度区間において維持する時間は１５０～３００分であることができる。
【００９６】
　上記第１温度区間では、内部電極パターンの焼成温度をＰとするとき、Ｐ－３０℃～Ｐ
＋２０℃であることができる。また、上記第２温度区間では、グリーンシートの焼成温度
をＱとするとき、Ｑ－５０℃～Ｑ＋５℃であることができる。
【００９７】
　即ち、本発明は、上記積層チップ及び内部電極をともに焼成するが、内部電極用導電性
ペーストに含まれる共材の平均粒径及び含量を調節することで、内部電極の膨張を防止す
ることができる。
【００９８】
　また、第１温度区間では、内部電極パターンが焼成されるが、グリーンシートは焼成さ
れないようにすることで、焼成されていないグリーンシートが内部電極の収縮を防止させ
るようにする。これにより、内部電極の厚さ方向の膨張を制御するとともに、内部電極用
導電性ペーストの組成によって内部電極の形状を最適化することができる。
【００９９】
　上記セラミック本体は、内部電極１２１、１２２、誘電体層１１１及びカバー層を含む
。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てい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。
【０１００】
　一方、上記の通り、本発明による内部電極の形状により、上記セラミック本体は、幅方
向サイド部における厚さが幅方向中心部における厚さより厚く形成される。
【０１０１】
　また、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。
【０１０２】
　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外部電極１３１、１３２が形成されることができる。上記第１及び第２
外部電極は、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。
【０１０３】
　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
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（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る。
【０１０４】
　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の
製作に用いられるガラスと同一組成の物質が使用されることができる。
【０１０５】
　また、上記第１及び第２外部電極１３１、１３２は、外側に伝導性粉末を含む伝導性樹
脂組成物を塗布してから硬化させて形成された伝導性樹脂層（図示せず）をさらに含むこ
とができる。上記伝導性樹脂組成物は、伝導性粉末及びベース樹脂を含むことができ、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。
【０１０６】
　上記伝導性樹脂層を形成した後、ニッケルめっき層及び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。
【０１０７】
　積層セラミックキャパシタの実装基板
【０１０８】
　図５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が実装された基板に関
する概略的な斜視図である。
【０１０９】
　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が実装された実装基板
２００は、上部に第１及び第２電極パッド２２１、２２２を有する印刷回路基板２１０と
、上記印刷回路基板上に設置された積層セラミックキャパシタ１００と、を含み、上記積
層セラミックキャパシタは、誘電体層を含むセラミック本体及び上記誘電体層を介して上
記セラミック本体内に配置される複数の内部電極を含み、上記セラミック本体の幅－厚さ
方向を含む断面において、上記内部電極の幅方向中心部において測定した最上部内部電極
と最下部内部電極との距離をａ、上記内部電極の幅方向端部において測定した上記最上部
内部電極と上記最下部内部電極との距離をｂとするとき、０．９５３≦ａ／ｂ≦０．９９
６を満たすことができる。なお、添付の図面から明らかなように、外部電極１３１は、は
んだ２３０で第１電極パッド２２１に固定されてもよい。また、外部電極１３２は、はん
だ２３０で第２電極パッド２２２に固定されてもよい。
【０１１０】
　本実施形態において印刷回路基板２１０に実装される積層セラミックキャパシタ１００
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されるため、その説明を省略
する。
【０１１１】
　実験例
【０１１２】
　下記表１は、内部電極用導電性ペーストに含まれる導電性粉末及び共材粉末の平均粒径
比（導電性粉末の平均粒径をｄ１、共材粉末の平均粒径をｄ２とするとき、ｄ２／ｄ１）
、導電性粉末１００重量部に対する共材粉末の含量、上記内部電極用導電性ペーストを用
いて形成された積層セラミックキャパシタの内部電極の形状（内部電極の幅方向中心部に
おいて測定した最上部内部電極と最下部内部電極との距離をａ、内部電極の幅方向端部に
おいて測定した上記最上部内部電極と上記最下部内部電極との距離をｂとするとき、ａ／
ｂ）及び目標容量の具現有無を評価した結果を示したものである。
【０１１３】
　本実験例による積層セラミックキャパシタは、以下のような段階で製作された。
【０１１４】
　まず、平均粒径が０．０５～０．２μｍであるチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）など
のパウダー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て製造された複数個のセラミックグリーンシートを用意した。これ
により、誘電体層が形成される。
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【０１１５】
　次に、導電性粉末としてのニッケル粉末及び共材粉末としてのセラミック粉末を表１に
示された平均粒径比になるように用意した後、表１に示された含量範囲を満たすように混
合した内部電極用導電性ペーストを用意した。
【０１１６】
　続いて、上記グリーンシート上に上記内部電極用導電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、３００層積層して積層体を製作した。
【０１１７】
　その後、圧着及び切断して０６０３規格サイズ（Ｓｉｚｅ）のチップを製作し、上記チ
ップをＨ２ ０．１％以下の還元雰囲気において温度１０５０～１２００℃で焼成した。
【０１１８】
　次いで、外部電極を形成し、メッキなどの工程を経て積層セラミックキャパシタを製作
して電気的特性を評価した。設計されたチップ（ｃｈｉｐ）の静電容量を測定し、容量が
１５％以上低下する場合（例：４．７ｕＦの静電容量をターゲット（ｔａｒｇｅｔ）とす
るとき、３．９９５ｕＦ以下の容量値を有する場合）は、目標容量を「具現せず」と判定
した。
【０１１９】
　表１の実験データにおいて、内部電極及び誘電体層の厚さは１：１になるように製作さ
れた。
【０１２０】
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　＊　比較例
　○　目標容量に対して８５％以上、クラック発生
　×　目標容量に対して８５％未満、クラック発生せず
【０１２１】
　上記表１を参照すると、サンプル１は、ａ／ｂが０．９９６を超過するため目標容量を
具現できないが、サンプル２及び３は、ａ／ｂが０．９５３以上０．９９６以下で目標容
量を具現でき、クラックも発生していない。これに対し、サンプル４及び８では、目標容
量は具現できるが、ａ／ｂが０．９５３未満で焼成過程においてクラックが生成されると
いう問題が発生した。
【０１２２】
　また、サンプル１１～４０は、全てａ／ｂが０．９５３以上でクラックは発生していな
いが、サンプル１１、１２、１９、２０～２４及び２９～４０は、ａ／ｂが０．９９６を
超過するため目標容量が具現できないことが分かる。
【０１２３】
　したがって、目標容量を具現するとともに、クラックの生成を防止するためには、ａ／
ｂは０．９５３～０．９９６の範囲であることが好ましいことが確認できる。ａ／ｂが上
記数値範囲を満たす場合、焼成後に目標とする静電容量を得ることができ、クラックが発
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生しないため、信頼性に優れた高容量の積層セラミックキャパシタを具現できることが分
かる。
【０１２４】
　下記表２は、上述した製造方法による積層セラミックキャパシタにおける内部電極の厚
さＴｅ及び誘電体層の厚さＴｄの比（Ｔｅ／Ｔｄ）による収縮クラック発生及び目標容量
具現の有無を示したデータである。
【０１２５】
【表２】

　＊　比較例
　○　焼成後にクラック発生、目標に対して容量が９０％以上
　×　焼成後にクラック発生せず、目標に対して容量が９０％未満
【０１２６】
　上記表２を参照すると、比較例であるサンプル４１及び４２は、Ｔｅ／Ｔｄが０．５未
満の場合で、目標とする静電容量を得ることができず、他の比較例であるサンプル４６～
４８は、Ｔｅ／Ｔｄが１．２を超過する場合で、焼成後にクラックが発生して信頼性に問
題がある。
【０１２７】
　本発明の実施例であるサンプル４３～４５は、本発明の数値範囲を満たす場合で、焼成
後にクラックも発生せず、目標とする静電容量を得ることができるため、信頼性に優れた
高容量の積層セラミックキャパシタを具現できることが分かる。
【０１２８】
　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】
【０１２９】
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
１３１、１３２　外部電極
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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
２３０　はんだ

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】
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