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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の誘電体層を含み、厚さ方向に対向する上面及び下面、幅方向に対向する第１の側
面及び第２の側面、及び長さ方向に対向する第１の端面及び第２の端面を有し、幅より厚
さが大きいセラミック本体と、
　前記セラミック本体内で一つ以上の誘電体層を介して前記セラミック本体の幅方向に積
層された第１の内部電極及び第２の内部電極と、
　前記セラミック本体の厚さ方向の下部に配置されて前記セラミック本体の下部マージン
部の体積が上部マージン部の体積より大きくなるようにする体積増大部と、
　を含み、
　前記セラミック本体は、誘電体層と内部電極が幅方向に交互に積層された活性層と、前
記活性層の幅方向の両側に積層されたカバー層と、を含み、
　前記体積増大部は、前記活性層内で前記第１の内部電極及び第２の内部電極より厚さ方
向の下側に配置された活性部ダミーパターンを含み、
　前記活性部ダミーパターンは、前記セラミック本体の長さ方向の中心部と前記セラミッ
ク本体の第１の端面との間の領域に配置される第１の活性部ダミーパターンと、前記セラ
ミック本体の長さ方向の中心部と前記セラミック本体の第２の端面との間の領域に配置さ
れる第２の活性部ダミーパターンと、を含み、
　前記第１の活性部ダミーパターンの積層数は前記第１の内部電極及び第２の内部電極の
積層数の和と同じであり、前記第２の活性部ダミーパターンの積層数は前記第１の内部電
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極及び第２の内部電極の積層数の和と同じであり、
　前記第１の内部電極の厚さ方向の中心線と前記第２の内部電極の厚さ方向の中心線が前
記セラミック本体の厚さ方向の中心線と同じ位置に配置された、積層セラミック電子部品
。
【請求項２】
　前記セラミック本体の下面と前記セラミック本体の端面とが接するコーナーの長さは、
前記セラミック本体の上面と前記セラミック本体の端面とが接するコーナーの長さより長
い、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項３】
　前記活性部ダミーパターンは、第１の内部電極及び第２の内部電極から離隔して形成さ
れる、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項４】
　前記活性部ダミーパターンは、第１の内部電極又は第２の内部電極と連結されるように
形成される、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項５】
　前記第１の活性部ダミーパターンと前記第２の活性部ダミーパターンは、同じ誘電体層
上で互いに離隔して配置されて幅方向にそれぞれ積層される、請求項１に記載の積層セラ
ミック電子部品。
【請求項６】
　前記第１の活性部ダミーパターンは前記第１の端面に露出し、前記第２の活性部ダミー
パターンは前記第２の端面に露出する、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項７】
　前記第１の活性部ダミーパターンは前記第１の内部電極が配置された誘電体層及び前記
第２の内部電極が配置された誘電体層上に配置され、前記第２の活性部ダミーパターンは
前記第１の内部電極が配置された誘電体層及び前記第２の内部電極が配置された誘電体層
上に配置される、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項８】
　前記第１の活性部ダミーパターン及び第２の活性部ダミーパターンは、前記セラミック
本体の下面に露出する、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項９】
　前記セラミック本体は、誘電体層と内部電極が幅方向に交互に積層された活性層と、前
記活性層の幅方向の両側に積層されたカバー層と、を含み、
　前記体積増大部は、前記カバー層の厚さ方向の下部に配置されたカバー部ダミーパター
ンを含む、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１０】
　前記カバー部ダミーパターンは、前記セラミック本体の長さ方向の中心部と前記セラミ
ック本体の第１の端面との間の領域に配置される第１のカバー部ダミーパターンと、前記
セラミック本体の長さ方向の中心部と前記セラミック本体の第２の端面との間の領域に配
置される第２のカバー部ダミーパターンと、を含む、請求項９に記載の積層セラミック電
子部品。
【請求項１１】
　前記体積増大部は、前記第１の内部電極及び第２の内部電極と前記セラミック本体の上
面との間に配置されない、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１２】
　前記第１の内部電極及び第２の内部電極と前記セラミック本体の上面との間は誘電体層
のみからなる、請求項１に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１３】
　前記第１の内部電極及び第２の内部電極は、基板への実装時に基板と対向する面である
セラミック本体の実装面に対して垂直に配置される、請求項１に記載の積層セラミック電
子部品。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層セラミック電子部品、その製造方法及び積層セラミック電子部品の実装
基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、キャパシタ、インダクター、圧電体素子、バリスタ又はサーミスタ等のセラミ
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、本体の内部に
形成された内部電極と、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置さ
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
、一つの誘電体層を介して対向して配置される内部電極と、上記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、基板に実装されて用いられ、基板への実装時に回路基板
上の実装パッド上にハンダ付けにより電気的に連結され、上記実装パッドは、基板上の配
線パターンや導電性ビアを介して他の外部回路と連結されることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、積層セラミックキャパシタ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である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一形態によれば、幅方向に積層された複数の誘電体層及び複数の内部電極を含
むセラミック本体と、外部電極と、上記セラミック本体の厚さ方向の下部に配置されて上
記セラミック本体の下部マージン部の体積が上部マージン部の体積より大きくなるように
する体積増大部と、を含む積層セラミック電子部品が提供される。
【０００７】
　上記体積増大部は、ダミーパターンで形成され、上記ダミーパターンは、セラミック本
体の活性層内で上記内部電極より厚さ方向の下側に配置された活性部ダミーパターン及び
セラミック本体のカバー層の厚さ方向の下部に配置されたカバー部ダミーパターンのうち
一つ以上を含むことができる。
【０００８】
　本発明の一形態によれば、幅方向に積層された複数の誘電体層及び複数の内部電極を含
むセラミック本体と、外部電極と、上記セラミック本体の厚さ方向の下部に配置されて上
記セラミック本体の重心が上記セラミック本体の厚さ方向の中心より下側に位置するよう
にするダミーパターンと、を含む積層セラミック電子部品が提供される。
【０００９】
　本発明の他の形態によれば、上部に第１及び第２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置された積層セラミック電子部品と、を含み、上記積層セラミ
ック電子部品はセラミック本体の下部に配置された体積増大部によってセラミック本体の
下部マージン部の体積が上部マージン部の体積より大きい積層セラミック電子部品の実装
基板が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一形態によれば、基板への実装時にチップの倒れ現象が改善されて実装安定性
に優れた積層セラミック電子部品及びその実装基板を提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品の一部を切開して概略的に示
す斜視図である。
【図２】本発明一実施形態による積層セラミック電子部品のセラミック本体を概略的に示
す斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の一部を切開して概略的
に示す斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品のセラミック本体を概略
的に示す斜視図である。
【図５ａ】図３のＡ‐Ａ’線に沿う断面図である。
【図５ｂ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の長さ‐厚さ方向の断
面図である。
【図６ａ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の幅‐厚さ方向の断面
図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図６ｂ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の長さ‐厚さ方向の断
面図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図７ａ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の幅‐厚さ方向の断面
図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図７ｂ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の長さ‐厚さ方向の断
面図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図８ａ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の幅‐厚さ方向の断面
図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図８ｂ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の長さ‐厚さ方向の断
面図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図９ａ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の幅‐厚さ方向の断面
図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図９ｂ】本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の長さ‐厚さ方向の断
面図であって、活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施例による積層セラミック電子部品を示す斜視図である。
【図１１ａ】図１０のＢ‐Ｂ’線に沿う断面図である。
【図１１ｂ】本発明の第２の実施形態による積層セラミック電子部品の長さ‐厚さ方向の
断面図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態による積層セラミック電子部品を示す斜視図である。
【図１３】図１２のＣ‐Ｃ’線に沿う断面図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態による積層セラミック電子部品の実装基板を示す斜視
図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態による積層セラミック電子部品の実装基板を示す斜視
図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態による積層セラミック電子部品の実装基板を示す斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　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
。
【００１３】



(5) JP 6184914 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

積層セラミック電子部品１００
　図１は、本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品の一部を切開して概略的に
示す斜視図である。
【００１４】
　図２は、本発明一実施形態による積層セラミック電子部品のセラミック本体を概略的に
示す斜視図である。
【００１５】
　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電子部品１００
は、複数の誘電体層１１１を含み、厚さ方向に対向する上面ＳＴ及び下面ＳＢ、幅方向に
対向する第１の側面１及び第２の側面２、及び長さ方向に対向する第１の端面３及び第２
の端面４を有し、幅より厚さが大きいセラミック本体１１０と、上記セラミック本体内で
一つ以上の誘電体層を介して上記セラミック本体の幅方向に積層された第１の内部電極１
２１及び第２の内部電極１２２と、上記セラミック本体の厚さ方向の下部に配置されて上
記セラミック本体の下部マージン部の体積が上部マージン部の体積より大きくなるように
する体積増大部と、を含む。
【００１６】
　本発明の一実施形態によれば、上記体積増大部は、ダミーパターン１４０で形成される
ことができる。
【００１７】
　上記体積増大部がダミーパターン１４０で形成される場合、上記ダミーパターンは、セ
ラミック本体内で誘電体層に配置されて幅方向に積層されることができる。セラミック本
体の下部に配置されたダミーパターンによって、セラミック本体の下部マージン部は、ダ
ミーパターンが配置されていない場合より体積が増加することができる。
【００１８】
　図１及び図２を参照すると、セラミック本体の上部及び下部にダミーパターン１４０が
配置されていないか又はダミーパターン１４０がセラミック本体の上部及び下部に全て配
置される場合、セラミック本体の重心は、略厚さ方向の中心を通る直線Ｌ１上に配置され
る。しかしながら、本発明の実施形態のようにダミーパターン１４０がセラミック本体の
下部のみに配置される場合、セラミック本体の重心Ｏは、厚さ方向の中心より下側に位置
した直線Ｌ２上に配置される。
【００１９】
　重心Ｏがセラミック本体の実装面に隣接して配置されるほど、実装時のチップの倒れ現
象が改善されて実装安定性を確保することができる。
【００２０】
　本発明の一実施形態によれば、上記ダミーパターン１４０が上記セラミック本体の下部
に配置されるため、上記セラミック本体１１０の下部マージン部１１８の体積が上記セラ
ミック本体の上部マージン部１１７の体積より大きくなる。
【００２１】
　本発明の一実施形態によれば、上記ダミーパターン１４０が上記セラミック本体の下部
に配置されるため、上記セラミック本体１１０の下面ＳＢと上記セラミック本体１１０の
端面３、４とが接するコーナーの長さが上記セラミック本体１１０の上面ＳＴと上記セラ
ミック本体１１０の端面３、４とが接するコーナーの長さより長くなる。
【００２２】
　また、実装面となるセラミック本体１１０の下面ＳＢの面積はセラミック本体の上面Ｓ

Ｔの面積より広く形成されることができる。
【００２３】
　以下では、本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品をより詳細に説明するに
あたり、特に、積層セラミックキャパシタを例に挙げて説明するが、これに制限されるも
のではない。
【００２４】
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　図３は本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品の一部を切開して概略的
に示す斜視図であり、図４は本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品のセ
ラミック本体を概略的に示す斜視図である。
【００２５】
　図３を参照すると、本実施形態による積層セラミック電子部品は、セラミック本体１１
０と、第１及び第２の外部電極１３１、１３２と、を含む。
【００２６】
　図４を参照すると、上記セラミック本体１１０は、厚さ方向に対向する上面ＳＴ及び下
面ＳＢと、幅方向に対向し且つ上記上面及び下面を連結する第１の側面１及び第２の側面
２と、長さ方向に対向し且つ上記上面及び下面を連結する第１の端面３及び第２の端面４
と、を有することができる。
【００２７】
　上記セラミック本体１１０は、その形状に特別な制限はなく、図示のように完全な直線
を有する六面体状ではないが、略六面体状である。
【００２８】
　上記セラミック本体は、後述するように、厚さ方向の下部マージン部１１８の幅が厚さ
方向の上部マージン部１１７の幅より広く形成されることができる。
【００２９】
　また、上記セラミック本体の下面ＳＢの面積は上記セラミック本体の上面ＳＴの面積よ
り広く形成されることができる。
【００３０】
　上記セラミック本体１１０は、複数の誘電体層１１１が積層されて形成されることがで
きる。図１に示されているように、上記セラミック本体は、誘電体層１１１上に形成され
た内部電極１２１、１２２を含む。
【００３１】
　上記セラミック本体は、厚さ方向の下部に配置されたダミーパターン１４０を含む。
【００３２】
　上記内部電極は、第１の内部電極１２１及び第２の内部電極１２２を含み、上記第１及
び第２の内部電極は、少なくとも一つの誘電体層を介して上記誘電体層上に交互に配置さ
れて上記セラミック本体の幅方向（Ｗ方向）に積層されることができる。
【００３３】
　上記第１の内部電極１２１及び第２の内部電極１２２は、上記セラミック本体の第１の
端面３及び第２の端面４から交互に露出するように上記セラミック本体の幅方向に積層さ
れることができる。
【００３４】
　また、上記セラミック本体１１０は、内部電極を外部衝撃から保護するために最外側の
内部電極の外側に配置されたカバー層１１２、１１３を含むことができる。
【００３５】
　上記セラミック本体１１０は、上記内部電極と誘電体層が交互に積層された活性層１１
５と、上記活性層の幅方向の少なくとも一側に配置されるカバー層１１２、１１３と、を
含むことができる。
【００３６】
　本発明において、上記活性層１１５は、セラミック本体内で誘電体層と内部電極が交互
に積層されて容量を形成する活性部と、上記活性部の上部及び下部に配置され且つ内部電
極を含まない上下マージン部の一部領域と、を含む。
【００３７】
　上記活性部の上部及び下部に配置された上下マージン部の一部領域をそれぞれ活性層の
上部マージン部及び活性層の下部マージン部と定義する。
【００３８】
　本発明の一実施形態において、上記活性層１１５は、セラミック本体のうち上記カバー
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層１１２、１１３を除いた残りの領域を意味する。
【００３９】
　本発明の一実施形態によれば、図１及び図２のＷ方向はセラミック本体１１０の幅方向
であって内部電極１２１、１２２及び誘電体層１１１が積層される方向であり、Ｌ方向は
セラミック本体１１０の長さ方向であり、Ｔ方向はセラミック本体１１０の厚さ方向であ
る。
【００４０】
　ここで、「幅方向」は、誘電体層を積み上げる方向、即ち、「積層方向」と同じ概念で
用いられる。
【００４１】
　また、本発明の積層セラミック電子部品１００は、基板への実装時に上記厚さ方向（Ｔ
方向）が基板に垂直になるように配置されることができる。
【００４２】
　本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品は、高容量の具現のために上記セラ
ミック本体１１０の幅Ｗより厚さＴが大きい形態であることを特徴とする。
【００４３】
　一般の積層セラミック電子部品の場合、幅と厚さが略同じサイズで製作されてきた。
【００４４】
　しかしながら、本発明の一実施形態による積層セラミック電子部品は、基板への実装時
に十分な空間確保が可能であり且つ高容量を具現することができる。内部電極を幅方向に
積層し且つセラミック本体の厚さを増加させることにより内部電極が重なる面積を増加さ
せることができるため、基板への実装時に電子部品が占める面積が同じでも高容量を確保
することができる。
【００４５】
　但し、本発明の一実施形態のようにセラミック本体の厚さを幅より大きく形成する場合
は、高容量の確保が可能であるという長所はあるが、積層セラミック電子部品の重心が上
昇することにより、実装時にピックアップ（Ｐｉｃｋ‐ｕｐ）過程でチップがテーピング
ポケット内で傾くため、チップを取り上げることができなくなる不良が発生したり装着過
程でチップの倒れ現象が発生する頻度が増加するという問題がある。
【００４６】
　しかしながら、本発明の実施形態により、セラミック本体の厚さ方向の下部にセラミッ
ク本体の下部マージン部の体積を増加させることができるダミーパターン１４０を配置す
ると、上述した問題を解決することができる。
【００４７】
　上記セラミック本体１１０は、複数の誘電体層１１１及び内部電極１２１、１２２を積
層した後に焼成して形成されることができる。また、上記セラミック本体１１０の形状、
寸法及び誘電体層１１１の積層数は、本実施形態に限定されない。
【００４８】
　例えば、上記誘電体層の積層数は１００層以上であれば良い。
【００４９】
　上記セラミック本体１１０には、厚さ方向の上部マージン部１１７と厚さ方向の下部マ
ージン部１１８が形成されることができる。上記セラミック本体の厚さ方向の上部マージ
ン部１１７は、セラミック本体１１０の厚さ方向において上記内部電極１２１、１２２の
上端部より上側の領域を意味し、上記セラミック本体の厚さ方向の下部マージン部１１８
は、上記セラミック本体１１０の厚さ方向において上記内部電極１２１、１２２の下端部
より下側の領域を意味する。即ち、上記上部マージン部１１７は、上記セラミック本体の
上面ＳＴから上記内部電極１２１、１２２の上端部までの領域を意味し、上記下部マージ
ン部１１８は、セラミック本体の下面ＳＢから上記内部電極１２１、１２２の下端部まで
の領域を意味する。上記上部マージン部１１７と下部マージン部１１８は、上記活性層の
上部マージン部及び下部マージン部に対応するカバー層１１２、１１３の上部及び下部領
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域を含む。
【００５０】
　上記上部マージン部１１７は、上記活性層において内部電極が配置されていない上部領
域、及び上記活性層において内部電極が配置されていない上部領域に対応するカバー部の
上部を含み、上記下部マージン部１１８は、上記活性層において内部電極が配置されてい
ない下部領域、及び上記活性層において内部電極が配置されていない下部領域に対応する
カバー部の下部を含む。
【００５１】
　本発明の一実施形態によれば、上記誘電体層１１１の平均厚さは、積層セラミック電子
部品の容量設計に合わせて任意に変わってもよい。
【００５２】
　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）系又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。
【００５３】
　上記カバー層１１２、１１３は、内部電極を含まないことを除いて誘電体層１１１と同
じ材質及び構成を有することができる。上記カバー層は、単一の誘電体層又は二つ以上の
誘電体層を活性層１１５の幅方向の側面にそれぞれ幅方向に積層して形成されたものであ
り、物理的又は化学的ストレスによる第１及び第２の内部電極１２１、１２２の損傷を防
止する役割を行うことができる。
【００５４】
　例えば、上記カバー層は、内部電極が形成されていない誘電体層を１０層以上積層して
形成されることができる。
【００５５】
　上記第１及び第２の内部電極１２１、１２２は、特に制限されず、例えば、パラジウム
（Ｐｄ）、パラジウム‐銀（Ｐｄ‐Ａｇ）合金等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
。
【００５６】
　一方、上記第１及び第２の内部電極１２１、１２２は、相違す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。
【００５７】
　上記第１及び第２の内部電極１２１、１２２の焼成後の平均厚さは、静電容量を形成す
ることができれば特に制限されず、例えば、１．５μｍ以下であれば良い。
【００５８】
　本実施形態によれば、第１及び第２の内部電極１２１、１２２は、上記セラミック本体
の上面ＳＴ又は下面ＳＢに垂直に配置されることができる。即ち、上記第１及び第２の内
部電極１２１、１２２は、積層セラミック電子部品の基板への実装時に基板と対向する面
である下面（実装面）に垂直に配置されることができる。
【００５９】
　上記第１及び第２の外部電極１３１、１３２は、特に制限されず、例えば、銅（Ｃｕ）
、銀（Ａｇ）、ニッケル（Ｎｉ）等で形成されることができる。
【００６０】
　上記第１及び第２の外部電極１３１、１３２は、特に制限されず、上記金属粉末にガラ
スフリットを添加して製造された導電性ペーストを塗布した後に焼成することにより形成
されることができる。
【００６１】
　なお、本発明において、「第１及び第２」は、相違する極性を意味する。
【００６２】
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　上記セラミック本体１１０は、厚さ方向の下部に配置されたダミーパターン１４０を含
むことができる。本実施形態によれば、上記ダミーパターン１４０は、活性部ダミーパタ
ーン１４１、１４２を含むことができる。
【００６３】
　上記活性部ダミーパターン１４１、１４２は、内部電極が重なって容量を形成する領域
である活性部の下側に配置され、容量形成には直接寄与しない 。
【００６４】
　上記活性部ダミーパターン１４１、１４２は、活性部内に配置されず、上記セラミック
本体の下部マージン部のうち活性部に対応する領域に配置されることができる。
【００６５】
　上記セラミック本体１１０の厚さ方向の下部は、上記セラミック本体の厚さ方向の中心
部以下の領域を意味する。
【００６６】
　図５ａは、図３のＡ‐Ａ’線に沿う断面図である。
【００６７】
　図５ｂは、本実施形態による積層セラミック電子部品の長さ‐厚さ方向の断面図であっ
て、誘電体層１１１と誘電体層上に配置された内部電極１２１、１２２及び活性部ダミー
パターン１４１、１４２を示す図である。
【００６８】
　図５ａ及び図５ｂを参照すると、上記活性部ダミーパターン１４１、１４２は、セラミ
ック本体１１０の活性層１１５内で上記内部電極１２１、１２２より厚さ方向の下側に配
置されることができる。
【００６９】
　上記活性部ダミーパターン１４１、１４２は、特に制限されず、内部電極１２１、１２
２と同じ材料で形成されることができる。
【００７０】
　本実施形態によれば、セラミック本体の焼結過程で発生するセラミック本体の下部マー
ジン部１１８の幅収縮を抑制してセラミック本体の下部マージン部１１８の体積がセラミ
ック本体の上部マージン部１１７の体積より大きくなることにより基板への実装時に安定
性を確保することができる。
【００７１】
　本発明の一実施形態によれば、上記活性部ダミーパターン１４１、１４２は、上記セラ
ミック本体１１０の長さ方向の中心部と上記セラミック本体の第１の端面との間の領域に
配置される第１の活性部ダミーパターン１４１と、上記セラミック本体の長さ方向の中心
部と上記セラミック本体の第２の端面との間の領域に配置される第２の活性部ダミーパタ
ーン１４２と、を含むことができる。
【００７２】
　図５ａ及び図５ｂに示されているように、上記第１の活性部ダミーパターン１４１は上
記第１の内部電極１２１が配置された誘電体層１１１上に配置され、上記第２の活性部ダ
ミーパターン１４２は上記第２の内部電極１２２が配置された誘電体層１１１上に配置さ
れることができる。
【００７３】
　上記第１の活性部ダミーパターン１４１及び第２の活性部ダミーパターン１４２は、相
違する位置で誘電体層１１１上に交互に形成されることができる。
【００７４】
　例えば、上記第１の活性部ダミーパターン１４１と上記第２の活性部ダミーパターン１
４２は、一つの誘電体層１１１を介して交互に配置されることができる。
【００７５】
　上記のように上記第１の活性部ダミーパターン１４１が上記第１の内部電極１２１が配
置された誘電体層上に配置され、上記第２の活性部ダミーパターン１４２が上記第２の内
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部電極１２２が配置された誘電体層上に配置される場合、上記第１の活性部ダミーパター
ン１４１の積層数は上記第１の内部電極１２１の積層数と同じであり、上記第２の活性部
ダミーパターン１４２の積層数は上記第２の内部電極１２２の積層数と同じである。
【００７６】
　本実施形態によれば、上記第１の活性部ダミーパターン１４１及び第２の活性部ダミー
パターン１４２は、上記第１及び第２の内部電極１２１、１２２から離隔して形成される
ことができる。
【００７７】
　上記第１の活性部ダミーパターン１４１と第２の活性部ダミーパターン１４２は、端部
が上記セラミック本体の下面ＳＢに露出するように形成されることができる。上記第１の
活性部ダミーパターン１４１と第２の活性部ダミーパターン１４２の端部がセラミック本
体の下面ＳＢに露出する場合は、第１の活性部ダミーパターン及び第２の活性部ダミーパ
ターンの露出部をそれぞれ覆うように第１の外部電極１３１及び第２の外部電極１３２が
セラミック本体の下面ＳＢに伸びることが好ましい。
【００７８】
　第１の外部電極１３１及び第２の外部電極１３２は、セラミック本体の下面ＳＢに伸び
た長さと実質的に同様に上記セラミック本体の上面ＳＴに伸びることができる。
【００７９】
　本発明の一実施形態によれば、上記第１の活性部ダミーパターン１４１は端部が上記セ
ラミック本体の第１の端面３に露出し、上記第２の活性部ダミーパターン１４２は端部が
上記セラミック本体の第２の端面４に露出することができる。
【００８０】
　上記第１及び第２の活性部ダミーパターン１４１、１４２が上記セラミック本体の端面
３、４又は下面ＳＢに引き出される場合、第１及び第２の外部電極１３１、１３２とそれ
ぞれ連結されて外部電極の固着強度を向上させることができる。
【００８１】
　図６ａ、図７ａ、図８ａ及び図９ａは本発明の第１の実施形態による積層セラミック電
子部品の幅‐厚さ方向の断面図であって活性部ダミーパターンの変形例を示す図であり、
図６ｂ、図７ｂ、図８ｂ及び図９ｂは本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子
部品の長さ‐厚さ方向の断面図であって活性部ダミーパターンの変形例を示す図である。
【００８２】
　図６ａ、図７ａ、図８ａ及び図９ａはそれぞれ図６ｂ、図７ｂ、図８ｂ及び図９ｂに対
応する。
【００８３】
　図６ａ及び図６ｂを参照すると、上記活性部ダミーパターン１４１、１４２は、上記セ
ラミック本体の下面に引き出されない。本変形例のように活性部ダミーパターン１４１、
１４２がセラミック本体の下面に引き出されない場合、活性部ダミーパターン１４１、１
４２の長さは、外部電極が下面に伸びた長さにかかわらず決められることができる。
【００８４】
　図７ａ及び図７ｂを参照すると、上記活性部ダミーパターン１４１、１４２は、上記第
１の内部電極１２１又は第２の内部電極１２２と連結されることができる。例えば、上記
第１の活性部ダミーパターン１４１は第１の内部電極１２１と連結されるように配置され
、上記第２の活性部ダミーパターン１４２は第２の内部電極１２２と連結されるように配
置されることができる。
【００８５】
　また、図８ａ及び図８ｂに示されているように、上記第１の活性部ダミーパターン１４
１は上記第１の内部電極１２１が配置された誘電体層１１１及び第２の内部電極１２２が
配置された誘電体層１１１に形成され、上記第２の活性部ダミーパターン１４２は上記第
１の内部電極１２１が配置された誘電体層１１１及び第２の内部電極１２２が配置された
誘電体層１１１上に配置されることができる。即ち、上記第１の活性部ダミーパターン１
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４１と第２の活性部ダミーパターン１４２が同じ誘電体層１１１上に配置されることがで
きる。
【００８６】
　上記のように上記第１の活性部ダミーパターン１４１が上記第１の内部電極１２１の配
置された誘電体層及び第２の内部電極１２２の配置された誘電体層に形成され、これと同
様に上記第２の活性部ダミーパターン１４２が上記第１の内部電極１２１の配置された誘
電体層及び第２の内部電極１２２の配置された誘電体層上に配置される場合、第１の活性
部ダミーパターン１４１の積層数は第１の内部電極１２１の積層数及び第２の内部電極１
２２の積層数の和と同じであり、上記第２の活性部ダミーパターン１４２の積層数は第１
の内部電極１２１の積層数及び第２の内部電極１２２の積層数の和と同じである。
【００８７】
　即ち、上記第１の内部電極１２１が配置された誘電体層に第１及び第２の活性部ダミー
パターン１４１、１４２が配置され、上記第２の内部電極１２２が配置された誘電体層に
第１及び第２の活性部ダミーパターン１４１、１４２が配置されることができる。
【００８８】
　上述した変形例のように第１の活性部ダミーパターン１４１及び第２の活性部ダミーパ
ターン１４２のそれぞれの積層数が上記第１の内部電極及び第２の内部電極の積層数の和
と同じ場合、上記セラミック本体の下部マージンのうち活性部ダミーパターンが配置され
た領域の幅が上記セラミック本体の厚さ方向及び長さ方向の中心部の幅と類似したレベル
で形成されることができる。
【００８９】
　本変形例のように第１及び第２の活性部ダミーパターン１４１、１４２が同じ誘電体層
上に配置される場合は、電気的短絡を防止するために上記第１及び第２の活性部ダミーパ
ターン１４１、１４２が互いに離隔して形成されなければならない。例えば、上記第１の
活性部ダミーパターンと上記第２の活性部ダミーパターンは、同じ誘電体層上に長さ方向
に互いに離隔して配置されて幅方向にそれぞれ積層されることができる。
【００９０】
　上記第１及び第２の活性部ダミーパターン１４１、１４２は全て第１及び第２の内部電
極１２１、１２２から離隔して配置されることができる。
【００９１】
　また、本発明のさらに他の変形例である図９ａ及び図９ｂを参照すると、第１の活性部
ダミーパターン１４１は第１の内部電極１２１と連結され第２の内部電極１２２からは離
隔して配置され、第２の活性部ダミーパターン１４２は第２の内部電極１２２と連結され
第１の内部電極１２１からは離隔して配置されることができる。本変形例において、上記
第１及び第２の活性部ダミーパターン１４１、１４２は、一つの誘電体層上に長さ方向に
互いに離隔して配置されることができる。
【００９２】
　以上では本発明の活性部ダミーパターンの変形例を説明したが、これに制限されず、上
記変形例の相互間の結合や変更も可能である。
【００９３】
　図１０は本発明の第２の実施例による積層セラミック電子部品１００を示す斜視図であ
り、図１１ａは図１０のＢ‐Ｂ’線に沿う断面図である。
【００９４】
　なお、本実施例の積層セラミック電子部品に関する説明のうち第１の実施例による積層
セラミック電子部品に関する説明と重複する説明は省略し、差異を中心に説明する。
【００９５】
　本発明の第２の実施例による積層セラミック電子部品のセラミック本体は、厚さ方向の
下部に配置されたダミーパターン１４０を含むことができる。本実施形態によれば、上記
ダミーパターン１４０は、カバー部ダミーパターン１５１、１５２を含むことができる。
【００９６】
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　上記カバー部ダミーパターン１５１、１５２は、上記セラミック本体のカバー層１１２
、１１３の厚さ方向の下部に配置され、上述した活性部ダミーパターンと同様にセラミッ
ク本体の焼結時に下部マージン部の幅方向の収縮を抑制して下部マージン部の体積を増加
させることができる。
【００９７】
　上記カバー部ダミーパターン１５１、１５２は、特に制限されず、内部電極１２１、１
２２と同じ材料で形成されることができる。
【００９８】
　上記カバー層１１２、１１３の厚さ方向の下部は、上記カバー層の厚さ方向の中心部以
下の領域を意味する。
【００９９】
　セラミック本体の重心をセラミック本体の下面側に効率的に移動させるために、上記カ
バー部ダミーパターンは、上記セラミック本体の全厚さに対して下面から約３５％以内の
厚さ範囲に配置されることができるが、これに制限されるものではない。
【０１００】
　図１１ｂは、本実施形態による積層セラミック電子部品のカバー層の長さ‐厚さ方向の
断面図であって、カバー層を構成する誘電体層１１１と誘電体層上に配置されたカバー部
ダミーパターン１５１、１５２を示す図である。
【０１０１】
　上記カバー部ダミーパターン１５１、１５２は、上記セラミック本体の長さ方向の中心
部と上記セラミック本体の第１の端面との間の領域に配置される第１のカバー部ダミーパ
ターン１５１と、上記セラミック本体の長さ方向の中心部と上記セラミック本体の第２の
端面との間の領域に配置される第２のカバー部ダミーパターン１５２と、を含むことがで
きる。
【０１０２】
　上記第１のカバー部ダミーパターン１５１の端部は上記第１の端面３に露出し、上記第
２のカバー部ダミーパターン１５２の端部は上記第２の端面４に露出することができる。
【０１０３】
　第１のカバー部ダミーパターン１５１及び第２のカバー部ダミーパターン１５２が同じ
誘電体層上に配置される場合、上記第１のカバー部ダミーパターンと第２のカバー部ダミ
ーパターンは、長さ方向に互いに離隔して形成されることができる。
【０１０４】
　上記第１及び第２のカバー部ダミーパターン１５１、１５２の端部が上記第１及び第２
の端面にそれぞれ露出する場合、外部電極の固着強度を向上させることができる効果がさ
らに得られる。
【０１０５】
　図１１ｂに示されているように、上記第１及び第２のカバー部ダミーパターン１５１、
１５２は上記セラミック本体の下面ＳＢに端部が露出することができ、この場合、第１及
び第２の外部電極１３１、１３２はそれぞれ上記第１及び第２のカバー部ダミーパターン
の露出部を覆うように上記セラミック本体の下面に伸びることができる。
【０１０６】
　上記外部電極は、上記セラミック本体の下面ＳＢに伸びた長さ分だけ上記セラミック本
体の上面ＳＴに伸びることができる。
【０１０７】
　図１２は本発明の第３の実施形態による積層セラミック電子部品を示す斜視図であり、
図１３は図１２のＣ‐Ｃ’線に沿う断面図である。
【０１０８】
　本実施例の積層セラミック電子部品に関する説明のうち第１の実施例又は第２の実施例
による積層セラミック電子部品に関する説明と重複する説明は省略し、差異を中心に説明
する。
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【０１０９】
　本発明の第３の実施形態による積層セラミック電子部品のセラミック本体１１０は、厚
さ方向の下部に配置されたダミーパターン１４０を含むことができる。本実施形態によれ
ば、上記ダミーパターン１４０は、活性部ダミーパターン１４１、１４２と、カバー部ダ
ミーパターン１５１、１５２と、を含むことができる。
【０１１０】
　なお、活性部ダミーパターン１４１、１４２及びカバー部ダミーパターン１５１、１５
２に関する詳細な説明は、上述した第１の実施例及び第２の実施例と重複するためここで
は省略する。
【０１１１】
　本実施形態のようにセラミック本体の下部に活性部ダミーパターン１４１、１４２とカ
バー部ダミーパターン１５１、１５２が全て形成される場合、セラミック本体の幅は、厚
さ方向の中心よりも下部マージン部１１８のダミーパターン１４１、１４２、１５１、１
５２が配置された領域の方が広く形成されることができる。
【０１１２】
　本実施形態によれば、上記セラミック本体の下部に活性部ダミーパターン及びカバー部
ダミーパターンが全て形成されることにより、セラミック本体の下部マージン部の体積を
従来よりさらに増大させることができるため、基板への実装時に安定性をより向上させ、
優れたチップの倒れ防止効果を有することができる。
【０１１３】
　上述したように本発明の実施形態による積層セラミック電子部品は、セラミック本体の
下部に配置された体積増大部によってセラミック本体の下部の幅の減少を抑制し、セラミ
ック本体の上部マージン部よりもセラミック本体の下部マージン部の体積が大きくなるよ
うにすることにより基板への実装時に安定性を確保することができる。
【０１１４】
　例えば、体積増大部が配置されていないセラミック本体の場合は、焼結時に、厚さ方向
において内部電極が配置されていないセラミック本体の下部マージン部とセラミック本体
の上部マージン部が、内部電極が配置された厚さ方向の中心部よりも幅方向に大きく収縮
するため、厚さ方向の両端部の幅が厚さ方向の中心部の幅より小さくなる現象が発生する
可能性がある。即ち、セラミック本体の上面及び下面に隣接した領域でセラミック本体の
幅が減少することにより、基板の実装面となるセラミック本体の上面又は下面の面積が減
少するため、基板への実装時に安定性が確保されないという問題がある。
【０１１５】
　特に、本発明の実施形態のようにセラミック本体の厚さが幅より大きく形成される形の
積層セラミック電子部品の場合は、上部マージン部及び下部マージン部の収縮による実装
不良の問題が深化する可能性がある。
【０１１６】
　しかしながら、本発明の一実施形態によれば、セラミック本体の焼結時にセラミック本
体の下部に配置された体積増大部によって下部マージン部の過度な収縮現象を改善し、セ
ラミック本体の下部の幅の減少が抑制されて基板への実装時に発生する不良を減少させる
ことができる。
【０１１７】
　本発明の一実施形態では、上記体積増大部はセラミック本体１１０の厚さ方向の一側の
みに配置され、上記体積増大部が配置された厚さ方向の一側をセラミック本体の下部と定
義する。また、上記セラミック本体の厚さ方向に対向する二つの面のうち上記体積増大部
に隣接した面を下面ＳＢ、上記下面ＳＢと厚さ方向に対向する面を上面ＳＴと定義する。
上記セラミック本体１１０の厚さ方向の一側と他側又はセラミック本体１１０の上部及び
下部は、上記セラミック本体の厚さ方向の中心部を基準に区分される。
【０１１８】
　本発明の一実施形態のように体積増大部がセラミック本体１１０の下部のみに配置され
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る場合、セラミック本体１１０の重心Ｏがセラミック本体の厚さ方向の中心部より下に形
成されることにより、積層セラミック電子部品の基板への実装時のチップの倒れ及び実装
不良を防止することができる。
【０１１９】
　また、セラミック本体の上部マージン部１１７は、内部電極及び体積増大部の不存在に
よってセラミック本体の焼結時にセラミック本体の厚さ方向の中心部よりも幅方向の収縮
が大きくなる。したがって、セラミック本体の上部マージン部１１７の幅がセラミック本
体の厚さ方向の中心部や下部マージン部１１８と比べて相対的に狭く形成される。
【０１２０】
　本発明において、下部マージン部の体積又は幅は、下部マージン部に配置された体積増
大部を含んで測定されることができる。
【０１２１】
　本発明の一実施形態によれば、上記第１の内部電極及び第２の内部電極と上記セラミッ
ク本体の上面との間隔に対応するセラミック本体の上部マージン部１１７には体積増大部
が配置されず誘電体層１１１のみが存在することから、セラミック本体の焼結時に幅方向
の収縮が相対的に大きくなるため、セラミック本体の下部マージン部１１８の幅及び体積
が上記セラミック本体の上部マージンの幅及び体積より大きく形成されることができる。
【０１２２】
　また、セラミック本体の下面ＳＢの面積は上記セラミック本体の上面ＳＴの面積より広
く形成されることができる。
【０１２３】
　また、本発明の体積増大部によって、上記セラミック本体１１０の下面ＳＢと上記セラ
ミック本体１１０の端面３、４との境界をなすコーナーの長さは、上記セラミック本体１
１０の上面ＳＴと上記セラミック本体の端面３、４との境界をなすコーナーの長さより長
く形成されることができる。
【０１２４】
　本発明のセラミック本体１１０は、焼結収縮及び研磨によって、完全な六面体状ではな
いが、略六面体状を有する。したがって、セラミック本体の形状を略六面体状としたとき
、六面体の上面と下面及びコーナーに対応する領域をセラミック本体１１０の上面と下面
及びコーナーとして長さ及び面積を測定することができる。
【０１２５】
　上記のようにセラミック本体の下部マージン部１１８の幅及び体積がセラミック本体の
上部マージン部１１７の幅及び体積より大きく形成される場合、又はセラミック本体の下
面ＳＢの面積がセラミック本体の上面ＳＴの面積より広く形成される場合、積層セラミッ
ク電子部品の基板への実装時に発生するチップの倒れ及び実装不良を改善することができ
る。
【０１２６】
積層セラミック電子部品の実装基板２００
　図１４～図１６は、本発明の第４の実施形態による積層セラミック電子部品の実装基板
２００を示す斜視図である。
【０１２７】
　図１４は上述した本発明の第１の実施形態による積層セラミック電子部品が実装された
積層セラミック実装基板を示し、図１５は上述した本発明の第１の実施形態による積層セ
ラミック電子部品が実装された積層セラミック実装基板を示し、図１６は本発明の第３の
実施形態による積層セラミック電子部品が実装された積層セラミック電子部品の実装基板
を示す。
【０１２８】
　図１４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電子部品の実装基板２
００は、積層セラミック電子部品１００が実装される印刷回路基板２１０と、印刷回路基
板２１０の上面に互いに離隔して形成された第１及び第２の電極パッド２２１、２２２と



(15) JP 6184914 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

、を含む。
【０１２９】
　上記積層セラミック電子部品１００は、第１及び第２の外部電極１３１、１３２がそれ
ぞれ第１及び第２の電極パッド２２１、２２２上に接触するように位置した状態でハンダ
２３０によって印刷回路基板２１０と電気的に連結されることができる。
【０１３０】
　即ち、本実施形態によれば、複数の誘電体層１１１を含み、厚さ方向に対向する上面Ｓ

Ｔ及び下面ＳＢ、幅方向に対向する第１の側面１及び第２の側面２、及び長さ方向に対向
する第１の端面３及び第２の端面４を有し、幅より厚さが大きいセラミック本体１１０と
、上記セラミック本体１１０内で一つ以上の誘電体層を介して上記セラミック本体の幅方
向に積層された第１の内部電極１２１及び第２の内部電極１２２と、上記セラミック本体
１１０の厚さ方向の下部に配置されて上記セラミック本体の下部マージン部の体積が上部
マージン部の体積より大きくなるようにする体積増大部と、を含み、上記セラミック本体
の下面ＳＢが上記印刷回路基板２１０に隣接して対向するように実装された積層セラミッ
ク電子部品の実装基板２００が提供される。
【０１３１】
　上記積層セラミック電子部品は、セラミック本体１１０の外部面に形成されて上記第１
及び第２の内部電極とそれぞれ連結される第１及び第２の外部電極を含むことができる。
【０１３２】
　上記セラミック本体１１０は、上記第１の内部電極１２１及び第２の内部電極１２２と
誘電体層１１１が交互に積層されて形成された活性層と、上記活性層の幅方向の外側に配
置されるカバー層と、を含むことができる。
【０１３３】
　上記体積増大部は、セラミック本体内で誘電体層上に配置されて幅方向に積層されたダ
ミーパターン１４０で形成されることができる。
【０１３４】
　上記体積増大部は、図１４に示されているように上記活性層内で上記内部電極１２１、
１２２より厚さ方向の下側に配置された活性部ダミーパターン１４１、１４２を含むか、
又は図１５に示されているように上記カバー層の厚さ方向の下部に配置されたカバー部ダ
ミーパターン１５１、１５２を含むことができる。
【０１３５】
　或いは、上記体積増大部は、図１６に示されているように活性部ダミーパターン１４１
、１４２及びカバー部ダミーパターン１５１、１５２を全て含むことができる。
【０１３６】
　なお、上述した積層セラミック電子部品の実装基板に関する内容のうち上述した積層セ
ラミック電子部品と同じ事項については重複を避けるためにその説明を省略する。
【０１３７】
実験例
　下記表１は、本発明の実施形態による積層セラミック電子部品の体積増大部の配置によ
る実装不良の改善を確認するために、比較例及び実施例の積層セラミック電子部品を用い
てＰｉｃｋ‐ｕｐ不良及び装着不良の頻度数を測定した結果を示したものである。
【０１３８】
　本実験例では、セラミック本体の厚さ方向の下部のみに活性部ダミーパターンが形成さ
れた場合を実験例１、セラミック本体の厚さ方向の下部のみにカバー部ダミーパターンが
形成された場合を実験例２、セラミック本体の厚さ方向の下部のみにカバー部ダミーパタ
ーン及び活性部ダミーパターンが形成された場合を実験例３とした。
【０１３９】
　また、本実験例では、活性部ダミーパターン及びカバー部ダミーパターンがセラミック
本体内に配置されていない形態を比較例１、セラミック本体の厚さ方向の上部及び下部に
活性部ダミーパターンが全て配置された形態を比較例２、上記セラミック本体の厚さ方向
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の上部及び下部にカバー部ダミーパターンが全て配置された形態を比較例３、上記セラミ
ック本体の厚さ方向の上部及び下部に活性部ダミーパターンとカバー部ダミーパターンが
全て配置された形態を比較例４とした。
【０１４０】
　本実験例の比較例及び実施例の積層セラミック電子部品は、下記のような段階で製作さ
れた。
【０１４１】
　まず、チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）系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）上に塗布し乾燥して、約１．１μｍの厚さ
のセラミックグリーンシートを複数製造した。これにより、誘電体層が形成される。
【０１４２】
　次に、ニッケル粉末を含む内部電極用導電性ペーストを製造した。次に、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を用いて約０．８μｍの
厚さで塗布して内部電極を形成した後、これを２２０層積層し、カバー層の形成のために
内部電極が形成されていないグリーンシートをさらに１６層積層した積層体を複数製造し
た。
【０１４３】
　実施例１～３と比較例２～４の場合は、上記内部電極形成過程で上記グリーンシート上
に内部電極用導電性ペーストをスクリーン印刷工法を用いて塗布して活性部ダミーパター
ン又はカバー部ダミーパターンを形成することができる。本実験例において、活性部ダミ
ーパターンの印刷厚さは約０．８μｍ、カバー部ダミーパターンの印刷厚さは約２μｍで
あった。
【０１４４】
　上記活性部ダミーパターンは内部電極が形成されたグリーンシート上に形成され、上記
カバー部ダミーパターンはカバー層の形成のために内部電極が形成されていないグリーン
シート上に形成された。
【０１４５】
　次に、積層体を約８５℃で約１０００ｋｇｆ／ｃｍ２の圧力条件下で等圧圧縮成形（ｉ
ｓｏｓｔａｔｉｃ　ｐｒｅｓｓｉｎｇ）した。圧着が終わった積層体を内部電極パターン
の一端が切断面から交互に露出するように切断した。切断された積層体を大気雰囲気下で
約２３０℃、約６０時間維持して脱バインダーを行った。
【０１４６】
　次に、約１２００℃で内部電極が酸化されないようにＮｉ／ＮｉＯ平衡酸素分圧より低
い酸素分圧約１０－１１ａｔｍ～１０－１０ａｔｍの還元雰囲気下で焼成し研磨してセラ
ミック本体を形成した。焼成後のセラミック本体のサイズは、長さ×幅×厚さ（Ｌ×Ｗ×
Ｔ）が約０．６ｍｍ×０．３ｍｍ×０．７ｍｍであった。
【０１４７】
　セラミック本体の長さは幅及び厚さ方向の中心、幅は長さ及び厚さ方向の中心、厚さは
幅及び長さ方向の中心を基準に測定された。
【０１４８】
　次に、内部電極と連結されるようにセラミック本体の両端面に外部電極を形成した。
【０１４９】
　外部電極は、銅粉末とガラスを含むペーストの焼成で形成された。
【０１５０】
　比較例及び実験例において、活性部ダミーパターンは、第１及び第２の内部電極が印刷
された誘電体層上でセラミック本体の長さ方向の一側面と他側面に配置された。
【０１５１】
　即ち、実験例１の積層セラミック電子部品は図８ｂと類似した形で体積増大部が配置さ
れ、実験例２の積層セラミック電子部品は図１１ａ及び図１１ｂと類似した形で体積増大
部が配置され、実験例３の積層セラミック電子部品は図１２及び図１３と類似した形で体
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積増大部が配置されることができる。
【０１５２】
　比較例２～４は、実験例１～３とそれぞれ同様に体積増大部が配置されるが、セラミッ
ク本体の厚さ方向の上部及び下部全てに配置される点が異なる。
【０１５３】
　上記カバー部ダミーパターンは、上記セラミック本体の下面（比較例の場合は上面を含
む）に露出するように形成され、セラミック本体の厚さ方向においてその高さがセラミッ
ク本体の全厚さの約２０％～２５％となるように形成された。
【０１５４】
　本発明の比較例及び実施例において、上部及び下部マージン部の厚さは、セラミック本
体の全厚さの約１０％のレベルで形成された。
【０１５５】
　上記活性部ダミーパターンは長さがセラミック本体の全長さの約１２％となるように形
成され、上記カバー部ダミーパターンは長さがセラミック本体の全長さの約１０％となる
ように形成された。
【０１５６】
　上記活性部ダミーパターンは、上記セラミック本体の下面（比較例の場合は上面を含む
）に露出するように形成され、厚さ方向において内部電極から約２５μｍの間隔をおいて
離隔して配置された。
【０１５７】
　表１のＰｉｃｋ‐ｕｐ不良及び装着不良は全て過酷条件下で測定された。
【０１５８】
　具体的には、Ｐｉｃｋ‐ｕｐ不良は、セラミック本体の厚さ方向の一面である下面を実
装面として実装する過程で幅方向に約０．１ｍｍ偏って積層セラミック電子部品をピック
アップ（ｐｉｃｋ‐ｕｐ）したときにうまく取り上げられない積層セラミック電子部品の
個数の比率を測定して示したものであり、装着不良は、上記のようにピックアップされた
積層セラミック電子部品を基板に装着したときに倒れる積層セラミック電子部品の個数の
比率を測定して示したものである。
【０１５９】
【表１】

【０１６０】
　表１を参照すると、セラミック本体の厚さ方向の上部及び下部に体積増大部が全く配置
されていない比較例１は、Ｐｉｃｋ‐ｕｐ不良及び装着不良の発生頻度が高いことが確認
できる。
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【０１６１】
　また、比較例２～４は、実験例１～３とは異なり、体積増大部がセラミック本体の厚さ
方向の上部及び下部に全て配置されたものであり、比較例１に比べて不良の発生頻度が低
いが、実験例１～３に比べて不良の発生頻度が高いことが確認できる。
【０１６２】
　特に、実験例１～３は、ｐｉｃｋ‐ｕｐ不良の発生頻度及び装着不良の発生頻度が比較
例２～４に比べて顕著に低いことが確認できる。
【０１６３】
　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】
【０１６４】
１００　積層セラミック電子部品
１１０　セラミック本体
１１１　誘電体層
１２１、１２２　第１及び第２の内部電極
１３１、１３２　第１及び第２の外部電極
１４０　ダミーパターン
１４１、１４２　第１及び第２の活性部ダミーパターン
１５１、１５２　第１及び第２のカバー部ダミーパターン
２００　実装基板
２１０　印刷回路基板
２２１、２２２　第１及び第２の電極パッド
２３０　ハンダ
【図１】 【図２】
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