
JP 5654102 B2 2015.1.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１の側面及び第２の側面と当該第１の側面及び第２の側面を連結する第３の
側面及び第４の側面と上面及び下面とを有し、前記第３の側面又は第４の側面と所定の間
隔をおいて前記上面及び下面の少なくとも一面に形成された溝部を含む積層本体と、
　前記積層本体の内部に形成される内部電極と、
　前記溝部を有している前記積層本体の第１の側面及び第２の側面に固着して形成された
第１のサイド部及び第２のサイド部であって、前記積層本体の溝部に接するように形成さ
れ、第１のサイド部及び第２のサイド部の上面及び下面の少なくとも一面に形成された溝
部を含む第１のサイド部及び第２のサイド部と、
　前記内部電極と電気的に連結される外部電極と、
　を含み、
　前記外部電極は、前記積層本体の第３の側面又は第４の側面から前記積層本体の上面又
は下面まで伸びて前記積層本体の溝部、前記第１のサイド部の溝部及び前記第２のサイド
部の溝部を覆うように形成される、積層セラミックキャパシタ。
【請求項２】
　前記内部電極と所定の間隔をおいて当該内部電極と前記第３の側面又は第４の側面との
間に形成されるダミー電極をさらに含む、請求項１に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項３】
　前記積層本体の溝部は、前記内部電極と前記ダミー電極の間に対応する位置に形成され
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る、請求項２に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項４】
　前記ダミー電極は、前記第３の側面又は第４の側面に一端が露出される、請求項２に記
載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項５】
　前記内部電極の間に形成される誘電体層をさらに含み、前記ダミー電極は前記誘電体層
と同一の幅を有する、請求項２に記載の積層セラミックキャパシタ。
【請求項６】
　複数のストライプ状の第１の内部電極パターンが所定の間隔をおいて形成された第１の
セラミックグリーンシート及び複数のストライプ状の第２の内部電極パターンが所定の間
隔をおいて形成された第２のセラミックグリーンシートを製造する段階と、
　前記ストライプ状の第１の内部電極パターンの中心部と前記ストライプ状の第２の内部
電極パターン間の所定の間隔を有する部位とが重なるように前記第１のセラミックグリー
ンシートと前記第２のセラミックグリーンシートとを交互に積層してセラミックグリーン
シート積層体を形成する段階と、
　前記ストライプ状の第１の内部電極パターン間の所定の間隔を有する部位及び前記スト
ライプ状の第２の内部電極パターン間の所定の間隔を有する部位に対応する前記セラミッ
クグリーンシート積層体の上面及び下面の少なくとも一面に溝部を形成する段階と、
　前記セラミックグリーンシート積層体を一定の幅に切断して前記第１の内部電極及び第
２の内部電極の末端が露出された側面を有し幅方向に形成される前記溝部を有する棒状の
積層体を形成する段階と、
　前記溝部を有している前記棒状の積層体の第１の内部電極及び第２の内部電極の末端が
露出された側面に、前記棒状の積層体に形成された溝部と同一のパターンを有する溝部を
有する第１のサイド部及び第２のサイド部を固着して形成する段階と、
　前記棒状の積層体の第３の側面又は第４の側面から当該棒状の積層体の上面又は下面に
伸びて棒状の積層体の溝部、前記第１のサイド部の溝部及び前記第２のサイド部の溝部を
覆う外部電極を形成する段階と、
　を含み、
　前記第１のサイド部及び前記第２のサイド部の前記溝部は、前記第１のサイド部及び前
記第２のサイド部の上面及び下面の少なくとも一面に形成され、前記棒状の積層体の前記
溝部に接するように形成されている、積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項７】
　前記グリーンシート積層体に溝部を形成する段階は、前記セラミックグリーンシート積
層体を加圧して行われる、請求項６に記載の積層セラミックキャパシタの製造方法。
【請求項８】
　前記ストライプ状の第１の内部電極パターン間の所定の間隔を有する部位又は前記スト
ライプ状の第２の内部電極パターン間の所定の間隔を有する部位に第１のダミー電極パタ
ーン又は第２のダミー電極パターンを形成する段階をさらに含む、請求項６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の内部電極の中心部と第２の内部電極間の所定の間隔を有する部位とを同一の
切断線に沿って切断して第１の内部電極又は第２の内部電極の一端がそれぞれ露出された
第３の側面又は第４の側面を有する積層本体に切断する段階と、
　をさらに含む、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。
【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し、より詳細には、機械的
強度及び信頼性に優れ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】
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【０００２】
　一般に、キャパシタ、インダクタ、圧電体素子、バリスタ又はサーミスター等のセラミ
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と、当該本体の内
部に形成された内部電極と、当該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
けられた外部電極とを備える。
【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と
、複数の誘電体層のうち一つの誘電体層を介して対向配置される内部電極と、当該内部電
極に電気的に接続された外部電極とを含む。
【０００４】
　積層セラミックキャパシタは、小型でありながらも高容量が保障され、実装が容易であ
るという長所から、コンピュータ、ＰＤＡ、携帯電話等の移動通信装置の部品として広く
用いられている。
【０００５】
　近年、電子製品が小型化及び多機能化されるに伴い、チップ部品もまた小型化及び高機
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。
【０００６】
　一般に、積層セラミックキャパシタは、次の通り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、当該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。その後、当該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～数百層まで積層してグリーンセラミック積層体を製造する。次に、当該グリー
ンセラミック積層体を高温及び高圧で圧着して硬いグリーンセラミック積層体を製造し、
切断工程を経てグリーンチップを製造する。次に、当該グリーンチップをか焼及び焼成し
た後、外部電極を形成して積層セラミックキャパシタを完成する。
【０００７】
　近年、積層セラミックキャパシタの小型化及び大容量化に伴い、セラミック積層体の薄
膜化及び多層化が試みられている。しかしながら、これにより、内部電極が形成されたセ
ラミックグリーンシート層と内部電極が形成されていないセラミックグリーンシート層と
の間に厚さの差が発生し、圧着後には密度の差が発生する。
【０００８】
　このような厚さ及び密度の差によって、セラミック本体には、クラック、ポア（ｐｏｒ
ｅ)等の内部的な構造欠陥が発生するようになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、機械的強度及び信頼性に優れ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である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施形態は、対向する第１の側面及び第２の側面と当該第１の側面及び第２
の側面を連結する第３の側面及び第４の側面とを有する積層本体と、当該積層本体の内部
に形成され上記第３の側面又は第４の側面から所定の間隔をおいて形成される内部電極と
、上記積層本体の上面及び下面の少なくとも一面に形成され上記第３の側面又は第４の側
面と所定の間隔をおいて当該第３の側面又は第４の側面に沿って形成される溝部と、上記
第３の側面及び第４の側面から上記積層本体の上面又は下面まで伸びて上記溝部を覆うよ
うに形成される外部電極とを含む積層セラミックキャパシタを提供する。
【００１１】
　上記積層セラミックキャパシタは、上記積層本体の第１の側面及び第２の側面に形成さ
れる第１のサイド部及び第２のサイド部をさらに含むことができる。
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【００１２】
　上記第１のサイド部及び第２のサイド部は、上面及び下面の少なくとも一面に形成され
、上記積層本体の第３の側面又は第４の側面と平行に形成される溝部を含むことができる
。
【００１３】
　上記溝部は、Ｖ状であることができる。
【００１４】
　上記第１のサイド部及び第２のサイド部は、セラミックスラリーで形成されることがで
きる。
【００１５】
　上記積層セラミックキャパシタは、上記内部電極と所定の間隔をおいて当該内部電極と
上記第３の側面又は第４の側面との間に所定の間隔で形成されるダミー電極をさらに含む
ことができる。
【００１６】
　上記ダミー電極は、上記第３の側面又は第４の側面に一端が露出されることができる。
【００１７】
　上記積層本体は、上記第１の側面及び第２の側面間の距離に該当する幅を有する複数の
誘電体層が積層されて形成され、上記内部電極は、上記誘電体層の幅と同一の幅を有する
ことができる。
【００１８】
　上記積層セラミックキャパシタは、上記内部電極と所定の間隔をおいて上記誘電体層に
形成され、当該誘電体層と同一の幅を有するダミー電極をさらに含むことができる。
【００１９】
　上記内部電極は、一端が上記第３の側面に露出されて他端が上記第４の側面から所定の
間隔をおいて形成される第１の内部電極と、一端が第４の側面に露出されて他端が上記第
３の側面から所定の間隔をおいて形成される第２の内部電極とで構成されることができる
。
【００２０】
　本発明の他の実施形態は、複数のストライプ状の第１の内部電極パターンが所定の間隔
をおいて形成された第１のセラミックグリーンシート及び複数のストライプ状の第２の内
部電極パターンが所定の間隔をおいて形成された第２のセラミックグリーンシートを製造
する段階と、上記ストライプ状の第１の内部電極パターンの中心部と上記ストライプ状の
第２の内部電極パターン間の所定の間隔を有する部位とが重なるように上記第１のセラミ
ックグリーンシートと上記第２のセラミックグリーンシートとを交互に積層してセラミッ
クグリーンシート積層体を形成する段階と、上記ストライプ状の第１の内部電極パターン
間の所定の間隔を有する部位及び上記ストライプ状の第２の内部電極パターン間の所定の
間隔を有する部位に対応する上記セラミックグリーンシート積層体の上面及び下面の少な
くとも一面に溝部を形成する段階と、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。
【００２１】
　上記溝部を形成する段階は、上記セラミックグリーンシート積層体を加圧して行われる
ことができる。
【００２２】
　上記積層セラミックキャパシタの製造方法は、上記ストライプ状の第１の内部電極パタ
ーン間の所定の間隔を有する部位又は上記ストライプ状の第２の内部電極パターン間の所
定の間隔を有する部位に第１のダミー電極パターン又は第２のダミー電極パターンを形成
する段階をさらに含むことができる。
【００２３】
　上記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、上記セラミックグリーンシー
ト積層体を一定の幅に切断して上記第１の内部電極及び第２の内部電極の末端が露出され
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た側面を有し幅方向に形成される上記溝部を有する棒状の積層体に切断されるように行わ
れ、当該棒状の積層体の第１の内部電極及び第２の内部電極の末端が露出された側面にセ
ラミックスラリーで第１のサイド部及び第２のサイド部を形成する段階をさらに含むこと
ができる。
【００２４】
　上記積層セラミックキャパシタの製造方法は、上記第１のサイド部及び第２のサイド部
を形成する段階の後に、上記第１の内部電極の中心部と第２の内部電極間の所定の間隔を
有する部位とを同一の切断線に沿って切断して第１の内部電極又は第２の内部電極の一端
がそれぞれ露出された第３の側面又は第４の側面を有する積層本体に切断する段階をさら
に含むことができる。
【００２５】
　上記積層セラミックキャパシタの製造方法は、上記積層本体の第３の側面又は第４の側
面から当該積層本体の上面又は下面に伸びて上記溝部を覆う外部電極を形成する段階をさ
らに含むことができる。
【００２６】
　又は、上記セラミックグリーンシート積層体を切断する段階は、上記セラミックグリー
ンシートを一定の幅に切断して上記第１の内部電極及び第２の内部電極の末端が露出され
た側面を有し上記幅方向に形成される溝部を有する棒状の積層体に切断する段階と、当該
棒状の積層体を上記第１の内部電極の中心部と上記第２の内部電極間の所定の間隔を有す
る部位とを同一の切断線に沿って切断して第１の内部電極又は第２の内部電極の一端がそ
れぞれ露出された第３の側面又は第４の側面を有する積層本体に切断する段階で行われ、
当該積層本体の第１の内部電極及び第２の内部電極の末端が露出された側面にセラミック
スラリーで第１のサイド部及び第２のサイド部を形成する段階をさらに含むことができる
。
【００２７】
　上記積層セラミックキャパシタの製造方法は、上記積層本体の第３の側面又は第４の側
面から当該積層本体の上面又は下面に伸びて上記溝部を覆う外部電極を形成する段階をさ
らに含むことができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の一実施形態によると、積層本体の上面及び下面のうち一面に溝部が形成され、
当該溝部を覆うように外部電極が形成されることができる。
【００２９】
　これにより、外部電極と積層本体との接触面積が広くなって当該外部電極の固着強度が
向上し、外部衝撃に対する機械的強度が向上することができる。
【００３０】
　また、本発明の一実施形態によると、薄膜に内部電極及び誘電体層を形成しても、当該
内部電極が当該誘電体層の幅方向に全体的に形成されるため、当該内部電極の重なり面積
が大きくなり、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。
【００３１】
　また、積層セラミックキャパシタ内で内部電極による段差を減少させて絶縁抵抗の加速
寿命が向上するため、容量特性及び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。
【００３２】
　また、本発明の実施形態によると、第１のサイド部及び第２のサイド部の厚さを小さく
形成することができるため、相対的に積層本体内に形成される内部電極の重なり面積を広
く形成することができる。また、第１のサイド部及び第２のサイド部の厚さが小さいこと
から、残留炭素の除去が容易に行われることができる。これにより、残留炭素の濃度のば
らつきが少なくなって同一の微細構造を維持し、内部電極の連結性を向上させることがで
きる。
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【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１ａ】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概略的に示す斜視図で
ある。
【図１ｂ】図１ａのＡ－Ａ’線に沿う断面図である。
【図２ａ】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を示す断面図である。
【図２ｂ】積層本体とサイド部を概略的に示す分解斜視図である。
【図２ｃ】積層本体を概略的に示す分解斜視図である。
【図２ｄ】積層セラミックキャパシタの一部を示す上部平面図である。
【図３ａ】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製造方法を概
略的に示す工程説明図である。
【図３ｂ】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製造方法を概
略的に示す工程説明図である。
【図３ｃ】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製造方法を概
略的に示す工程説明図である。
【図３ｄ】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製造方法を概
略的に示す工程説明図である。
【図３ｅ】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製造方法を概
略的に示す工程説明図である。
【図３ｆ】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製造方法を概
略的に示す工程説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明する。しかしながら、本
発明の実施形態は、多様な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲が後述する実
施形態に限定されるものではない。また、本発明の実施形態は、本発明の属する技術分野
における通常の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、図における要素の形状及びサイズなどは、より明確な説明のために誇張
されることがある。なお、図上において同一の構成と機能を有する構成要素は、同一の参
照符号を付して示す。
【００３５】
　図１ａ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概略的に示す斜視図
であり、図１ｂは、図１ａのＡ－Ａ’線に沿う断面図である。
【００３６】
　図１ａから図１ｂ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、積層
本体１１１と、当該積層本体１１１の内部に形成される複数の内部電極１２１、１２２と
、当該積層本体の上面及び下面に形成される溝部Ｖと、当該積層本体の外表面に形成され
る外部電極１３１、１３２とを含むことができる。
【００３７】
　上記積層本体１１１は、対向する第１の側面１及び第２の側面２と、当該第１の側面及
び第２の側面を連結する第３の側面３及び第４の側面４とを有することができる。
【００３８】
　上記積層本体１１１の形状は、特に制限されず、図示のように、第１から第４の側面を
有する直方体状であることができる。
【００３９】
　上記積層本体１１１の内部に形成される複数の内部電極１２１、１２２は、一端が交互
に第３の側面又は第４の側面に露出され、他端が第３の側面又は第４の側面から所定の間
隔をおいて形成されることができる。
【００４０】
　より具体的には、上記内部電極１２１、１２２は、互いに異なる極性を有する第１の内
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部電極１２１及び第２の内部電極１２２を一対にすることができる。上記第１の内部電極
１２１の一端は、第３の側面３に露出され、他端は、第４の側面４から所定の間隔をおい
て形成されることができる。上記第２の内部電極１２２の一端は、第４の側面４に露出さ
れ、他端は、第３の側面３から所定の間隔をおいて形成されることができる。
【００４１】
　上記積層本体の上面及び下面には、溝部Ｖが形成され、当該溝部Ｖは、当該積層本体の
第３の側面又は第４の側面に沿って形成されることができる。
【００４２】
　上記溝部Ｖは、上記積層本体の第４の側面と所定の間隔をおいて形成される第１の溝部
と、上記積層本体の第３の側面と所定の間隔をおいて形成される第２の溝部とで構成され
ることができる。
【００４３】
　本実施形態では、上記積層本体の上面及び下面全てに溝部Ｖが形成されているが、上面
及び下面のうち一面のみに形成されることができる。
【００４４】
　上記積層本体の第３の側面３及び第４の側面４には、当該第３の側面又は第４の側面に
一端が露出される内部電極と電気的に連結されるように、第１の外部電極及び第２の外部
電極１３１、１３２が形成されることができる。上記外部電極１３１、１３２は、上記積
層本体の第３の側面及び第４の側面から当該積層本体の上面又は下面まで伸びて上記溝部
Ｖを覆うように形成されることができる。上記溝部Ｖによって外部電極と積層本体との接
触面積が広くなって当該外部電極の固着強度が向上することができる。
【００４５】
　図２ａから図２ｄ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を概略的
に示す図である。以下では、上述した実施形態と異なる構成要素を中心に説明し、同一の
構成要素に関する詳細な説明は省略する。
【００４６】
　図２ａ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を示す断面図であり
、図２ｂは、積層本体とサイド部を概略的に示す分解斜視図であり、図２ｃは、積層本体
を概略的に示す分解斜視図であり、図２ｄは、積層セラミックキャパシタの一部を示す上
部平面図である。
【００４７】
　図２ａから図２ｄを参照すると、上記積層本体１１１は、対向する第１の側面１及び第
２の側面２と、当該第１の側面及び第２の側面を連結する第３の側面３及び第４の側面４
とを有することができる。
【００４８】
　特に、図２ｃ及び図２ｄを参照すると、上記積層本体１１１は、複数の誘電体層１１２
が積層されて形成されることができる。上記複数の誘電体層１１２は、焼結された状態で
隣接する当該誘電体層間の境界を確認することができない程度に一体化されていることが
できる。
【００４９】
　上記複数の誘電体層１１２上には、内部電極１２１、１２２が形成され、当該内部電極
１２１、１２２は、焼結によって一つの誘電体層１１２を介して上記積層本体１１１の内
部に形成されることができる。
【００５０】
　より具体的には、一つの誘電体層１１２に第１の内部電極１２１が形成され、他の誘電
体層１１２に第２の内部電極１２２が形成されることができる。上記第１の内部電極１２
１及び第２の内部電極１２２は、上記誘電体層の長さ方向には全体的に形成されない。本
実施形態において、上記誘電体層の長さは、上記積層本体１１１の第３の側面と第４の側
面間の距離を形成し、上記誘電体層の幅は、上記積層本体１１１の第１の側面と第２の側
面間の距離を形成することができる。
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【００５１】
　上記第１の内部電極１２１の一端は、上記積層本体１１１の第４の側面４から所定の間
隔ｄ１をおいて形成され、他端は、上記積層本体１１１の第３の側面３まで形成されて当
該第３の側面３に露出されることができる。上記積層本体１１１の第３の側面３に露出さ
れた第１の内部電極の他端は、第１の外部電極１３１と連結されることができる。
【００５２】
　上記第２の内部電極１２２の一端は、上記積層本体１１１の第３の側面３から所定の間
隔をおいて形成され、他端は、上記積層本体１１１の第４の側面４に露出されて第２の外
部電極１３２と連結されることができる。
【００５３】
　また、上記積層本体１１１の内部には、上記内部電極１２１、１２２と所定の間隔をお
いてダミー電極１２３、１２４が形成されることができる。ダミー電極とは、外部電極と
連結されてもキャパシタの容量形成に寄与しない電極を意味する。
【００５４】
　上記一つの誘電体層１１２には、上記第１の内部電極１２１と電気的に連結されないよ
うに所定の間隔をおいて第１のダミー電極１２３が形成されることができる。上記第１の
ダミー電極１２３は、上記第１の内部電極１２１と上記第４の側面との間に所定の間隔で
形成され、当該第１のダミー電極１２３の一端は、上記第４の側面に露出されることがで
きる。
【００５５】
　また、上記一つの誘電体層１１２には、上記第２の内部電極１２２と電気的に連結され
ないように所定の間隔をおいて第２のダミー電極１２４が形成されることができる。上記
第２のダミー電極１２４は、上記第２の内部電極１２２と上記第３の側面との間に所定の
間隔で形成され、当該第２のダミー電極１２４の一端は、上記第３の側面に露出されるこ
とができる。
【００５６】
　上記内部電極１２１、１２２又は上記ダミー電極１２３、１２４は、上記誘電体層１１
２の幅と同一の幅を有することができる。即ち、上記内部電極１２１、１２２又は上記ダ
ミー電極１２３、１２４は、上記誘電体層１１２の幅方向に全体的に形成されることがで
きる。これにより、上記内部電極１２１、１２２の末端及びダミー電極１２３、１２４の
末端は、全て上記積層本体１１１の第１の側面及び第２の側面に露出されることができる
。
【００５７】
　本実施形態によると、薄膜に内部電極及び誘電体層を形成しても、当該内部電極が当該
誘電体層の幅方向に全体的に形成されるため、当該内部電極の重なり面積が大きくなり、
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。
【００５８】
　また、積層セラミックキャパシタ内で内部電極による段差を減少させて絶縁抵抗の加速
寿命が向上するため、容量特性及び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。上述したように、誘電体層にダミー電極がさらに形成される場合は、内部
電極による段差をより効果的に減少させることができる。
【００５９】
　図２ｂを参照すると、上記内部電極１２１、１２２の末端が露出された上記積層本体１
１１の両側面には、第１のサイド部１１３及び第２のサイド部１１４が形成されることが
できる。これにより、上記第１の側面及び第２の側面に末端が露出された内部電極の短絡
を防止することができる。
【００６０】
　上記積層本体１１１の上面及び下面には、当該積層本体の第３の側面又は第４の側面に
沿って溝部Ｖが形成されることができる。上記溝部Ｖは、上記積層本体の第４の側面と所
定の間隔をおいて形成される第１の溝部と、上記積層本体の第３の側面と所定の間隔をお
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いて形成される第２の溝部とで構成されることができる。
【００６１】
　上記第１の内部電極１２１の一端は、上記第４の側面と所定の間隔をおいて形成される
ため、当該第１の内部電極１２１と当該第４の側面との間には内部電極が形成されない領
域が存在することができる。上記第１の内部電極１２１が存在しない領域に対応して上記
積層本体１１１の上面に上記第１の溝部が形成されることができる。
【００６２】
　上記第１の溝部は、Ｖ状を有し、そのＶ状の中心部は、上記第１の内部電極１２１と上
記第１のダミー電極１２３間の所定の間隔を有する部位に対応する位置に形成されること
ができる。
【００６３】
　また、上記第２の溝部の中心部は、上記第２の内部電極１２２と上記第２のダミー電極
１２４間の所定の間隔を有する部位に対応する位置に形成されることができる。
【００６４】
　また、上記第１のサイド部及び第２のサイド部１１３、１１４は、その上面及び下面に
溝部Ｖが形成されることができる。上記溝部Ｖは、上記積層本体１１１の第３の側面又は
第４の側面と平行に形成されることができる。上記溝部Ｖは、上記積層本体１１１の上面
及び下面に形成された溝部Ｖのように、上記積層本体１１１の第３の側面又は第４の側面
に沿って形成されることができる。
【００６５】
　本発明の他の実施形態によると、上記第１のサイド部１１３及び第２のサイド部１１４
は、セラミックスラリーで形成されることができる。当該セラミックスラリーの量及び形
状を調節することで、上記第１のサイド部１１３及び第２のサイド部１１４が所望の形状
及び厚さ（又は幅）を有するように形成することができる。
【００６６】
　上記第１のサイド部及び第２のサイド部１１３、１１４の厚さは、特に制限されず、例
えば、２～３０μｍに形成されることができる。
【００６７】
　上記第１のサイド部及び第２のサイド部１１３、１１４の厚さが２μｍ未満であると、
積層セラミックキャパシタの耐湿性が低下し、外部電極の形成時に放射状のクラックが発
生する恐れがある。
【００６８】
　また、上記第１のサイド部及び第２のサイド部１１３、１１４の厚さが３０μｍを超え
ると、積層本体のか焼又は焼成過程で残留炭素の除去が困難となることがあり、これによ
り、内部電極の連結性が低下する恐れがある。また、相対的に内部電極の重なり面積が減
少するため、積層セラミックキャパシタの高容量を確保するのが困難となることがある。
【００６９】
　上記積層本体１１１の第３の側面３及び第４の側面４には、露出された内部電極１２１
、１２２の一端と電気的に連結されるように、第１の外部電極及び第２の外部電極１３１
、１３２が形成されることができる。上記第１の外部電極及び第２の外部電極１３１、１
３２は、上記積層本体１１１の第３の側面及び第４の側面から上面又は下面まで伸びて当
該積層本体１１１に形成された溝部Ｖを覆うように形成されることができる。また、本実
施形態において、上記第１の外部電極及び第２の外部電極１３１、１３２は、上記第１の
サイド部及び第２のサイド部１１３、１１４に形成された溝部Ｖまで伸びて形成されるこ
とができる。
【００７０】
　上記溝部Ｖによって外部電極と積層本体との接触面積が広くなって当該外部電極の固着
強度が向上することができる。
【００７１】
　本実施形態によると、上記第１のサイド部及び第２のサイド部の厚さを小さく形成する
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ことができるため、相対的に積層本体内に形成される内部電極の重なり面積を広く形成す
ることができる。また、上記第１のサイド部及び第２のサイド部の厚さが小さいことから
、残留炭素の除去が容易に行われることができる。これにより、残留炭素の濃度のばらつ
きが少なくなって同一の微細構造を維持し、内部電極の連結性を向上させることができる
。
【００７２】
　本実施形態によると、積層本体と外部電極との固着強度が向上し、外部衝撃に対する機
械的強度が向上することができる。また、積層セラミックキャパシタの容量を最大化する
と共に耐湿性及び絶縁抵抗性が向上し、優れた信頼性を示すことができる。
【００７３】
　以下、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製造方法を説明
する。
【００７４】
　図３ａから図３ｆ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
製造方法を概略的に示す工程説明図である。
【００７５】
　まず、図３ａに示されるように、セラミックグリーンシート２１２ａ上に所定の間隔ｄ
２をおいて複数のストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａを形成することができ
る。上記複数のストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａは、平行に形成されるこ
とができる。
【００７６】
　上記所定の間隔ｄ２は、内部電極が互いに異なる極性を有する外部電極と絶縁されるた
めの距離であり、図２ｄに示されるｄ１×２の距離として理解されることができる。
【００７７】
　上記セラミックグリーンシート２１２ａは、セラミックパウダー、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で形成されることができる。
【００７８】
　上記セラミックパウダーは、高い誘電率を有する物質であり、当該セラミックパウダー
としては、これに制限されず、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）系材料、鉛複合ペロブ
スカイト系材料又はチタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）系材料等を用い、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。上記セラミック
グリーンシート２１２ａが焼成されると、上記積層本体１１１を構成する誘電体層１１２
になることができる。
【００７９】
　上記ストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａは、導電性金属を含む内部電極ペ
ーストで形成されることができる。上記導電性金属は、これに制限されず、Ｎｉ、Ｃｕ、
Ｐｄ又はこれらの合金であることができる。
【００８０】
　上記セラミックグリーンシート２１２ａ上に上記ストライプ状の第１の内部電極パター
ン２２１ａを形成する方法としては、特に制限されず、例えば、スクリーン印刷法又はグ
ラビア印刷法等を用いることができる。
【００８１】
　なお、上記ストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａ間の所定の間隔ｄ２を有す
る部位に第１のダミー電極パターン２２３ａを形成することができる。上記第１のダミー
電極パターン２２３ａは、電気的絶縁のために、上記ストライプ状の第１の内部電極パタ
ーン２２１ａと所定の間隔をおいて形成されることができる。これにより、以後、図２ａ
から図２ｄに示されるような積層セラミックキャパシタを製造することができる。
【００８２】
　また、他のセラミックグリーンシート２１２ａ上に所定の間隔をおいて複数のストライ
プ状の第２の内部電極パターン２２２ａを形成することができる。また、上記ストライプ
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状の第２の内部電極パターン２２２ａ間の所定の間隔に第２のダミー電極パターン２２４
ａを形成することができる。
【００８３】
　以下、上記第１の内部電極パターン２２１ａが形成されたセラミックグリーンシートは
、第１のセラミックグリーンシートと称し、上記第２の内部電極パターン２２２ａが形成
されたセラミックグリーンシートは、第２のセラミックグリーンシートと称する。
【００８４】
　次に、図３ｂに示されるように、上記ストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａ
と上記ストライプ状の第２の内部電極パターン２２２ａとが交互に積層されるように、第
１のセラミックグリーンシートと第２のセラミックグリーンシートとを交互に積層するこ
とができる。
【００８５】
　以後、上記ストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａは、第１の内部電極２２１
を形成し、上記ストライプ状の第２の内部電極パターン２２２ａは、第２の内部電極２２
２を形成することができる。また、上記第１のダミー電極パターン２２３ａは、第１のダ
ミー電極２２３を形成し、上記第２のダミー電極パターン２２４ａは、第２のダミー電極
２２４を形成することができる。
【００８６】
　図３ｃは、本発明のさらに他の実施形態による第１及び第２のセラミックグリーンシー
トが積層されたセラミックグリーンシート積層体２１０を示す断面図であり、図３ｄは、
第１及び第２のセラミックグリーンシートが積層されたセラミックグリーンシート積層体
２１０を示す斜視図である。
【００８７】
　図３ｃ及び図３ｄを参照すると、複数の平行なストライプ状の第１の内部電極パターン
２２１ａが印刷された第１のセラミックグリーンシートと複数の平行なストライプ状の第
２の内部電極パターン２２２ａが印刷された第２のセラミックグリーンシートは、交互に
積層されている。
【００８８】
　より具体的には、上記第１のセラミックグリーンシートに印刷された上記ストライプ状
の第１の内部電極パターン２２１ａの中心部と、上記第２のセラミックグリーンシートに
印刷された上記ストライプ状の第２の内部電極パターン２２２ａ間の所定の間隔ｄ２を有
する部位とが重なるように積層されることができる。上記ストライプ状の第２の内部電極
パターン２２２ａ間の所定の間隔ｄ２を有する部位には、第２のダミー電極パターンが形
成されることができる。
【００８９】
　上記セラミックグリーンシート積層体２１０の上面及び下面の少なくとも一面には、溝
部が形成されることができる。上記溝部を形成する方法は、特に制限されず、例えば、上
記セラミックグリーンシート積層体２１０を加圧することで行われることができる。上記
セラミックグリーンシート積層体に加えられる圧力の大きさは、当該セラミックグリーン
シート積層体の強度及び所望の溝部の形状に応じて適宜選択されることができる。
【００９０】
　上記溝部は、内部電極とダミー電極によって段差が生じる領域に形成されることができ
る。また、上記溝部は、内部電極又はダミー電極が存在しない領域に対応してセラミック
グリーンシートの上面又は下面に形成されることができる。より具体的には、ストライプ
状の内部電極パターン間の所定の間隔を有する部位と、ストライプ状の内部電極パターン
とダミー電極パターン間の所定の間隔を有する部位に対応する位置に溝部が形成されるこ
とができる。本実施形態によると、上記ストライプ状の内部電極パターンの長さ方向に沿
って溝部が容易に形成されることができる。
【００９１】
　本発明のさらに他の実施形態では、ストライプ状の内部電極パターン間に二つの溝部が
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形成されることができる。これにより、切断精度が向上し、チップサイズのばらつきを減
らすことができる。これに関するより詳細な説明は、後述する。
【００９２】
　次に、図３ｄに示されるように、上記セラミックグリーンシート積層体２１０は、複数
のストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａ及びストライプ状の第２の内部電極パ
ターン２２２ａを横切るように切断されることができる。即ち、上記セラミックグリーン
シート積層体２１０は、Ｃ１－Ｃ１切断線に沿って棒状の積層体２２０に切断されること
ができる。
【００９３】
　より具体的には、上記ストライプ状の第１の内部電極パターン２２１ａ及びストライプ
状の第２の内部電極パターン１２２ａは、長さ方向に切断されて一定の幅を有する複数の
内部電極に分割されることができる。この際、積層されたセラミックグリーンシートとダ
ミー電極パターンも、ストライプ状の内部電極パターンと共に切断される。これにより、
内部電極及びダミー電極は、誘電体層と同一の幅を有することができる。
【００９４】
　また、上記セラミックグリーンシート積層体２１０の上面及び下面に形成された溝部は
、上記棒状の積層体２２０の幅方向に沿って切断されることができる。
【００９５】
　上記棒状の積層体２２０の切断面には、内部電極の幅方向の末端とダミー電極の幅方向
の末端とが露出されることができる。以下、上記棒状の積層体の切断面は、それぞれ上記
棒状の積層体２２０の第１の側面及び第２の側面と称する。
【００９６】
　次に、図３ｅに示されるように、上記棒状の積層体２２０の第１の側面及び第２の側面
のそれぞれに、第１のサイド部２１３ａ及び第２のサイド部２１４ａを形成することがで
きる。上記棒状の積層体２２０の第１の側面及び第２の側面は、図２ｂに示される積層本
体１１１の第１の側面及び第２の側面に対応するものと理解されることができる。
【００９７】
　上記第１のサイド部及び第２のサイド部２１３ａ、２１４ａは、上記棒状の積層体２２
０に、セラミック粉末を含むセラミックスラリーにより形成されることができる。上記セ
ラミックスラリーは、セラミックパウダー、有機バインダー及び有機溶剤を含むことがで
きる。
【００９８】
　上記第１のサイド部及び第２のサイド部２１３ａ、２１４ａが所望の厚さ又は幅に形成
されるように、セラミックスラリーの量を調節することができる。
【００９９】
　上記棒状の積層体２２０の第１の側面及び第２の側面にセラミックスラリーを塗布して
上記第１のサイド部及び第２のサイド部２１３ａ、２１４ａを形成することができる。上
記セラミックスラリーの塗布方法としては、特に制限されず、例えば、スプレー方式で噴
射するか又はローラーを利用して塗布するものがある。
【０１００】
　また、上記棒状の積層体２２０をセラミックスラリーにディッピング（ｄｉｐｐｉｎｇ
）することで、当該棒状の積層体２２０の第１の側面及び第２の側面に上記第１のサイド
部及び第２のサイド部２１３ａ、２１４ａを形成することができる。
【０１０１】
　上記第１の側面及び第２の側面に上記第１のサイド部及び第２のサイド部２１３ａ、２
１４ａを形成した後、上面及び下面の少なくとも一面に溝部を形成することができる。上
記溝部は、棒状の積層体２２０に形成された溝部と同一のパターンを有するように形成さ
れることができる。
【０１０２】
　次に、図３ｅ及び図３ｆに示されるように、上記第１のサイド部及び第２のサイド部２
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１３ａ、２１４ａが形成された上記棒状の積層体２２０をＣ２－Ｃ２切断線に沿って個別
のチップサイズに合わせて切断することができる。図３ｃを参照して上記Ｃ２－Ｃ２切断
線の位置を把握することができる。
【０１０３】
　本発明のさらに他の実施形態において棒状の積層体をＣ２－Ｃ２切断線に沿ってチップ
サイズに切断する場合、溝部は、インデックスとして作用することができる。
【０１０４】
　上述したように、本発明のさらに他の実施形態では、ストライプ状の内部電極パターン
間に二つの溝部が形成され、これにより、切断精度が向上することができる。また、一つ
の溝部が形成される場合と比較して、インデックスの位置精度が向上してチップサイズの
ばらつきを減らすことができる。即ち、ストライプ状の内部電極パターン間に一つの溝部
を形成する場合と比較して、溝部位置のばらつきを減らすことができる。
【０１０５】
　上記棒状の積層体２２０をチップサイズに切断することで、上記積層本体２１１と、当
該積層本体２１１の両側面に形成された第１のサイド部及び第２のサイド部２１３、２１
４が形成されることができる。図３ｆには、上記第２のサイド部２１４の輪郭が点線で表
示されている。
【０１０６】
　上記棒状の積層体２２０をＣ２－Ｃ２切断線に沿って切断することで、重なる第１の内
部電極の中心部と第２の内部電極間の所定の間隔ｄ２を有する部位とが同一の切断線に沿
って切断されることができる。他の観点では、第２の内部電極の中心部と第１の内部電極
間の所定の間隔を有する部位とが同一の切断線に沿って切断されることができる。
【０１０７】
　ダミー電極が形成された場合には、重なる第１の内部電極の中心部と第２の内部電極間
に形成された第２のダミー電極の中心部とが同一の切断線に沿って切断されることができ
る。他の観点では、第２の内部電極の中心部と第１の内部電極間に形成された第１のダミ
ー電極の中心部とが同一の切断線に沿って切断されることができる。
【０１０８】
　これにより、上記第１の内部電極２２１及び第２の内部電極２２２の一端は、Ｃ２－Ｃ
２切断線に沿う切断面に交互に露出されることができる。また、上記第１のダミー電極及
び第２のダミー電極の一端がＣ２－Ｃ２切断線に沿う切断面に交互に露出されることがで
きる。
【０１０９】
　上記第１の内部電極２２１又は第２のダミー電極２２４が露出された面は、図２ｂに示
される積層本体の第３の側面３と理解され、上記第２の内部電極２２２又は第１のダミー
電極２２３が露出された面は、図２ｂに示される積層本体の第４の側面４と理解されるこ
とができる。
【０１１０】
　上記棒状の積層体２２０をＣ２－Ｃ２切断線に沿って切断することで、上記ストライプ
状の第１の内部電極パターン２２１ａ間の所定の間隔ｄ２は半分に切断されるため、上記
第１の内部電極２２１の一端が上記第４の側面から所定の間隔を形成し、上記第２の内部
電極２２２が第３の側面から所定の間隔を形成するようにする。
【０１１１】
　本発明のさらに他の実施形態によると、上記所定の間隔には、上記第１のダミー電極２
２３及び上記第２のダミー電極２２４が形成されることができる。上記第１のダミー電極
２２３の一端は、上記第４の側面に露出され、上記第２のダミー電極２２４の一端は、上
記第３の側面に露出されることができる。
【０１１２】
　上記積層本体２１１の上面及び下面の少なくとも一面には、溝部Ｖが形成されることが
できる。より具体的には、上記第１の内部電極２２１と上記第１のダミー電極２２３間の
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所定の間隔を有する部位とに対応する領域に第１の溝部が形成され、上記第２の内部電極
２２２と上記第２のダミー電極２２４間の所定の間隔を有する部位とに対応する領域に第
２の溝部が形成されることができる。
【０１１３】
　その後、上記棒状の積層体の両側面に第１のサイド部及び第２のサイド部２１３、２１
４が形成された積層本体２１１をか焼及び焼成することができる。
【０１１４】
　次に、上記第１の内部電極２２１及び第２の内部電極２２２の一端と連結されるように
、上記第３の側面及び第４の側面のそれぞれに外部電極を形成することができる。上記外
部電極は、上記第３の側面及び第４の側面から積層本体２１１の上面又は下面まで伸びて
溝部を覆うように形成されることができる。
【０１１５】
　また、上記棒状の積層体の両側面に第１のサイド部及び第２のサイド部を形成した後、
か焼及び焼成し、その後、当該棒状の積層体を積層本体の形態に切断することができる。
その後、上記積層本体に外部電極を形成する工程を行うことができる。
【０１１６】
　本実施形態のように、上記棒状の積層体２２０に第１のサイド部及び第２のサイド部２
１３ａ、２１４ａを形成し、チップサイズに切断する場合、一回の工程で複数の積層本体
にサイド部を形成することができる。
【０１１７】
　また、図示されてはいないが、上記第１のサイド部及び第２のサイド部を形成する前に
上記棒状の積層体をチップサイズに切断して複数の積層本体を形成することができる。
【０１１８】
　即ち、上記棒状の積層体を、重なる第１の内部電極の中心部と第２の内部電極間の所定
の間隔を有する部位とが同一の切断線に沿って切断されるように切断することができる。
これにより、上記第１の内部電極及び第２の内部電極の一端は、切断面に交互に露出され
ることができる。
【０１１９】
　以後、上記積層本体の第１の側面及び第２の側面に第１のサイド部及び第２のサイド部
を形成することができる。上記第１のサイド部及び第２のサイド部の形成方法は、上述し
た通りである。上記棒状の積層体の両側面に第１のサイド部及び第２のサイド部が形成さ
れた積層本体をか焼及び焼成することができる。
【０１２０】
　以後、上記第１の内部電極が露出された積層本体の第３の側面及び上記第２の内部電極
が露出された積層本体の第４の側面にそれぞれ外部電極を形成することができる。上記外
部電極は、上記第３の側面及び第４の側面から積層本体の上面又は下面まで伸びて溝部を
覆うように形成されることができる。
【０１２１】
　本発明は、上述した実施形態及び添付図面によって限定されることなく添付の特許請求
の範囲によって限定される。したがって、特許請求の範囲に記載の本発明の技術的思想を
逸脱しない範囲内で多様な形態の置換、変形及び変更が可能であることは、当技術分野に
おける通常の知識を有する者に自明のことであり、これもまた添付の特許請求の範囲に記
載の技術的思想に属する。
【符号の説明】
【０１２２】
　１１１　積層本体
　１１２　誘電体層
　１１３、１１４　第１のサイド部及び第２のサイド部
　１２１、１２２　第１の内部電極及び第２の内部電極
　１２３、１２４　第１のダミー電極及び第２のダミー電極
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　１３１、１３２　第１の外部電極及び第２の外部電極
　２１２ａ　セラミックグリーンシート
　２２１、２２２　第１の内部電極及び第２の内部電極
　２２３、２２４　第１のダミー電極及び第２のダミー電極
　２１３ａ、２１４ａ　第１のサイド部及び第２のサイド部
　２２１ａ、２２２ａ　ストライプ状の第１の内部電極パターン及び第２の内部電極パタ
ーン
　２２３ａ、２２４ａ　第１のダミー電極パターン及び第２のダミー電極パターン
　Ｖ　溝部
　２１０　セラミックグリーンシート積層体
　２２０　棒状の積層体

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２ａ】

【図２ｂ】
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【図３ｄ】

【図３ｅ】

【図３ｆ】
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              特開平０８－２７９４３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５０５１２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｇ　　　４／２３２　　　
              Ｈ０１Ｇ　　　４／１２　　　　
              Ｈ０１Ｇ　　　４／３０　　　　
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