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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミック素体中に、内部電極がセラミック層を介して互いに対向するように配設され
、かつ、前記セラミック素体の互いに対向する一対の端面のうちの所定の端面に引出され
て、前記一対の端面に形成された外部電極と接続された構造を有する積層セラミック電子
部品の製造方法であって、
　(ａ)所定の幅および長さを有し、前記幅方向中央部に位置し、前記長さ方向に沿って相
対的に厚くされ、下記（ｃ）の工程でカットされることにより切り出されることになる複
数の下記未焼成セラミック素体における厚肉部となる帯状の厚肉部と、前記厚肉部の幅方
向両側に位置し、前記長さ方向に沿って前記厚肉部よりも薄くされた薄肉部と、を備えた
一列以上の帯状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を複数枚準備す
る工程と、
　(ｂ)各前記セラミックグリーンシートを、前記薄肉部どうしが重なり、前記厚肉部どう
しが重ならないように積層して未焼成マザー積層体を形成する工程と、
　(ｃ)前記未焼成マザー積層体を、前記長さ方向に平行で、各前記厚肉部を通過する第１
のカットライン、および、前記第１のカットラインと直交する第２のカットラインに沿っ
てカットすることにより、複数の未焼成セラミック素体を切り出す工程と、
　を備え、
　前記(ｃ)行程で切り出された前記未焼成セラミック素体は、互いに対向する第１の主面
および第２の主面と、前記第２のカットラインでカットされることにより形成された互い
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に対向する第１の側面および第２の側面と、前記第１のカットラインでカットされること
により形成された互いに対向する第１の端面および第２の端面とを有し、
　前記第１の端面に第１の内部電極パターンの厚肉部が、前記第２の端面に第２の内部電
極パターンの前記厚肉部がそれぞれ引出され、
　前記第１および第２の側面のそれぞれに、前記第１および第２の内部電極パターンの前
記厚肉部および前記薄肉部が露出した構造を有していること、
　を特徴とする、積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項２】
　前記未焼成セラミック素体の前記第１および第２の側面に、該側面に露出した前記内部
電極パターンの露出部を覆うようにセラミックペーストを塗布することにより、前記第１
の内部電極パターンと前記未焼成セラミック素体の前記第１の側面および前記第２の側面
との間、および前記第２の内部電極パターンと前記第１の側面および前記第２の側面との
間に位置するサイドギャップ領域を形成する工程をさらに備えていることを特徴とする、
請求項１に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項３】
　複数のセラミック層が積層されてなり、互いに対向する第１の主面および第２の主面と
、互いに対向する第１の側面および第２の側面と、互いに対向する第１の端面および第２
の端面と、を有するセラミック素体と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第１の有効部と、前記第１の有効部から前記第１
の端面に向かって引出された第１の引出し部と、前記第１の引出し部の終端に位置して前
記第１の端面上に露出する第１の露出部と、を有する第１の内部電極と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第２の有効部と、前記第２の有効部から前記第２
の端面に向かって引出された第２の引出し部と、前記第２の引出し部の終端に位置して前
記第２の端面上に露出する第２の露出部と、を有する第２の内部電極と、
　前記第１の露出部を被覆するようにして前記第１の端面上に形成された第１の外部端子
電極と、
　前記第２の露出部を被覆するようにして前記第２の端面上に形成された第２の外部端子
電極と、
　を備え、
　前記第１の引出し部の厚みが前記第１の有効部の厚みよりも厚く、前記第２の引出し部
の厚みが前記第２の有効部の厚みよりも厚い積層セラミック電子部品であって、
　前記第１の露出部の両端に位置し、前記セラミック層の積層方向に延びる各辺が、それ
ぞれ前記第１の側面および前記第２の側面に対して略平行となり、
　前記第２の露出部の両端に位置し、前記セラミック層の積層方向に延びる各辺が、それ
ぞれ前記第１の側面および前記第２の側面に対して略平行となっているとともに、
　前記第１の引出し部と前記第１の有効部からなる前記第１の内部電極および前記第２の
引出し部と前記第２の有効部からなる前記第２の内部電極の、前記セラミック素体の前記
端面への前記露出部を構成する辺と該辺と対向する辺とに挟まれた側辺の近傍領域には、
該側辺の全体にわたって隆起部分がないこと
　を特徴とする、積層セラミック電子部品。
【請求項４】
　複数のセラミック層が積層されてなり、互いに対向する第１の主面および第２の主面と
、互いに対向する第１の側面および第２の側面と、互いに対向する第１の端面および第２
の端面と、を有するセラミック素体と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第１の有効部と、前記第１の有効部から前記第１
の端面に向かって引出された第１の引出し部と、前記第１の引出し部の終端に位置して前
記第１の端面上に露出する第１の露出部と、を有する第１の内部電極と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第２の有効部と、前記第２の有効部から前記第２
の端面に向かって引出された第２の引出し部と、前記第２の引出し部の終端に位置して前
記第２の端面上に露出する第２の露出部と、を有する第２の内部電極と、
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　前記第１の露出部を被覆するようにして前記第１の端面上に形成された第１の外部端子
電極と、
　前記第２の露出部を被覆するようにして前記第２の端面上に形成された第２の外部端子
電極と、
　を備え、
　前記第１の引出し部の厚みが前記第１の有効部の厚みよりも厚く、前記第２の引出し部
の厚みが前記第２の有効部の厚みよりも厚い積層セラミック電子部品であって、
　前記第１の引出し部と前記第１の有効部からなる前記第１の内部電極および前記第２の
引出し部と前記第２の有効部からなる前記第２の内部電極の、前記セラミック素体の前記
端面への前記露出部を構成する辺と該辺と対向する辺とに挟まれた側辺の近傍領域には、
該側辺の全体にわたって隆起部分がないこと
　を特徴とする、積層セラミック電子部品。
【請求項５】
　前記第１の端面において、前記第１の露出部は、前記セラミック層と平行になるように
直線状に延びるようにして、もしくは、前記第１の側面近傍および前記第２の側面近傍に
おいて、その端部が前記セラミック層の主面に対して緩やかな角度を持つように傾斜して
形成され、
　前記第２の端面において、前記第２の露出部は、前記セラミック層と平行になるように
直線状に延びるようにして、もしくは、前記第１の側面近傍および前記第２の側面近傍に
おいて、その端部が前記セラミック層の主面に対して緩やかな角度を持つように傾斜して
形成されていることを特徴とする、請求項３または４に記載の積層セラミック電子部品。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はセラミック電子部品に関し、詳しくは、セラミック層と内部電極を積層してな
る積層セラミック電子部品およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラ、デジタルオーディオ機器等の携帯
電子機器の市場が拡大している。これらの携帯電子機器では、小型化とともに高性能化が
進んでおり、携帯電子機器に多数搭載されている積層セラミック電子部品についても小型
化、高性能化が要求されている。例えば、これらの携帯電子機器に搭載される積層セラミ
ックコンデンサにおいては小型、大容量化が要求されている。
【０００３】
　これを受けて、積層セラミックコンデンサにおいては、セラミック層の薄層化が進めら
れており、セラミック層の積層枚数も増加する傾向にある。
　通常、積層セラミック電子部品を製造する際には、焼成後にセラミック層となるセラミ
ックグリーンシート上に内部電極パターンを印刷して、内部電極パターン配設シートを形
成し、これを、積層方向に隣り合うシート間で内部電極パターンが所定の位置関係となる
ように位置をずらして積層し、得られるマザーブロックを所定位置でカットして、未焼成
のセラミック素体（生チップ）を切り出すことが行われる。なお、このセラミック素体は
、通常、複数の内部電極パターンが未焼成のセラミック層（セラミックグリーンシート）
を介して互いに対向するように配設され、その一方端部が交互にセラミック素体の逆側の
端面に引出された構造を有している。
【０００４】
　ここで、得られる未焼成のセラミック素体（生チップ）の形状についてみると、各内部
電極パターンがセラミック層を介して対向した中央部分が相対的に厚く、内部電極パター
ンが引出された両端部分が相対的に薄くなる傾向がある。そして、セラミックグリーンシ
ートの積層枚数が増加するとその傾向はさらに顕著になる。この現象は、セラミックグリ
ーンシート上において、内部電極パターンが印刷される印刷領域と内部電極パターンが印
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刷されないギャップ領域との間に段差が生じ、この段差が累積することにより発生するも
のである。
【０００５】
　この段差がもたらす問題として、大きく分けて、次に説明する２つの問題がある。
　１つは、セラミック素体を構成するセラミック層のデラミネーション（剥がれ）の問題
であり、製品の信頼性を低下させるおそれがあるという問題である。
　もう１つは実装不良の問題であり、チップ上面の平坦性が損なわれ、吸引チャックによ
る保持が不安定になるという問題である。
【０００６】
　これを受けて、内部電極の引出し部の厚みを厚くすることによりセラミック層長手方向
（内部電極の引出し方向に沿う方向）におけるギャップ領域（以下、「エンドギャップ領
域」ともいう）の段差を吸収するようにした積層セラミック電子部品の製造方法が提案さ
れている（特許文献１参照）。
【０００７】
　図１１は、この従来の方法により製造される積層セラミック電子部品を示す断面図であ
る。積層セラミック電子部品は、複数のセラミック層５２が積層されてなるセラミック素
体５１と、セラミック素体５１の内部に形成された第１の内部電極５３ａ，第２の内部電
極５３ｂと、セラミック素体５１の両端面５４ａ，５４ｂに形成された第１の外部端子電
極５５ａ，第２の外部端子電極５５ｂとを備えている。各内部電極５３ａ，５３ｂは、所
定の電気的特性を得るための有効部５３ａ1，５３ｂ1と、有効部から、セラミック素体５
１の端面５４ａ，５４ｂまで引出された引出し部５３ａ2，５３ｂ2とを有している。そし
て、内部電極５３ａ，５３ｂの引出し部５３ａ2，５３ｂ2は、その厚みが有効部５３ａ1

，５３ｂ1の厚みよりも厚く構成されている。
【０００８】
　図１２は、この従来の積層セラミック電子部品の製造工程を示す図である。図１２では
、セラミックグリーンシート６０上に複数の内部電極パターン６３が印刷された状態を示
している。
【０００９】
　そして、図１２に示す例では、積層後に得られるマザーブロックをカットしたときに２
つの内部電極となる内部電極パターン６３、すなわち、内部電極２個分を含む内部電極パ
ターン６３を、その中央部分（カット後に引出し部となる領域）６３ａを厚くして、マト
リックス状に複数個、図１２に示すような態様で、セラミックグリーンシート６０の表面
に印刷している。なお、図１２では、カットラインを点線Ｄ１，Ｄ２で示している。なお
、ここでは、内部電極の引出し方向に直交する方向の縦方向のカットラインをＤ１、内部
電極の引出し方向に平行で、カットラインＤ１に直交する横方向のカットラインをＤ２で
示している。
【００１０】
　そして、従来は、図１２に示すようなセラミックグリーンシート６０を、カットライン
Ｄ１の１ピッチ分ずつ、カットラインＤ２に平行な方向に交互にずらして積層することに
よりマザー積層体を形成するようにしている。
【００１１】
　また、図１３は、図１２のセラミックグリーンシート６０のカットラインＤ１に沿った
断面模式図である。図１３に示すように、従来の工法では、各内部電極パターン６３が互
いに所定の間隔をおいて印刷されるため、各内部電極パターン６３において、その周縁近
傍に盛り上がった領域（隆起領域）６４が形成されるサドル現象が発生する。特に、内部
電極の引出し部を厚くする設計では、図１４に示すように、内部電極パターン６３の露出
部の端部の隆起領域６４における、隆起の程度が大きくなり、この内部電極パターンを形
成したセラミックグリーンシートの積層、カット、焼成の工程を経て得られるセラミック
素体の段階において、内部電極の露出部の両端近傍でセラミック層が剥がれやすくなった
り、隆起した領域が積層方向に連なることで再び段差が生じ、結果として製品の信頼性が



(5) JP 5332475 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

低下するという問題点がある。また、内部電極パターン６３の露出部の両端のセラミック
層の積層方向に延びる各辺６３ａが、セラミック素体の側面Ｓと平行ではなく、周囲のセ
ラミックとの間に隙間が形成されたりしやすく、その点でも信頼性が低いという問題点が
ある。
【特許文献１】特開平１１－２６２７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、デラミネーション(セラミック層の層間剥
離）や、内部電極の配設されている領域とその他の領域との間の段差による信頼性の低下
のない積層セラミック電子部品およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明（請求項１）の積層セラミック電子部品の製造方法
は、
　セラミック素体中に、内部電極がセラミック層を介して互いに対向するように配設され
、かつ、前記セラミック素体の互いに対向する一対の端面のうちの所定の端面に引出され
て、前記一対の端面に形成された外部電極と接続された構造を有する積層セラミック電子
部品の製造方法であって、
　(ａ)所定の幅および長さを有し、前記幅方向中央部に位置し、前記長さ方向に沿って相
対的に厚くされ、下記（ｃ）の工程でカットされることにより切り出されることになる複
数の下記未焼成セラミック素体における厚肉部となる帯状の厚肉部と、前記厚肉部の幅方
向両側に位置し、前記長さ方向に沿って前記厚肉部よりも薄くされた薄肉部と、を備えた
一列以上の帯状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を複数枚準備す
る工程と、
　(ｂ)各前記セラミックグリーンシートを、前記薄肉部どうしが重なり、前記厚肉部どう
しが重ならないように積層して未焼成マザー積層体を形成する工程と、
　(ｃ)前記未焼成マザー積層体を、前記長さ方向に平行で、各前記厚肉部を通過する第１
のカットライン、および、前記第１のカットラインと直交する第２のカットラインに沿っ
てカットすることにより、複数の未焼成セラミック素体を切り出す工程と、
　を備え、
　前記(ｃ)行程で切り出された前記未焼成セラミック素体は、互いに対向する第１の主面
および第２の主面と、前記第２のカットラインでカットされることにより形成された互い
に対向する第１の側面および第２の側面と、前記第１のカットラインでカットされること
により形成された互いに対向する第１の端面および第２の端面とを有し、
　前記第１の端面に第１の内部電極パターンの厚肉部が、前記第２の端面に第２の内部電
極パターンの前記厚肉部がそれぞれ引出され、
　前記第１および第２の側面のそれぞれに、前記第１および第２の内部電極パターンの前
記厚肉部および前記薄肉部が露出した構造を有していること、
　を特徴としている。
【００１４】
　また、前記未焼成セラミック素体の前記第１および第２の側面に、該側面に露出した前
記内部電極パターンの露出部を覆うようにセラミックペーストを塗布することにより、前
記第１の内部電極パターンと前記未焼成セラミック素体の前記第１の側面および前記第２
の側面との間、および前記第２の内部電極パターンと前記第１の側面および前記第２の側
面との間に位置するサイドギャップ領域を形成する工程をさらに備えていることを特徴と
している。
【００１５】
　また、本発明の積層セラミック電子部品は、
　複数のセラミック層が積層されてなり、互いに対向する第１の主面および第２の主面と
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、互いに対向する第１の側面および第２の側面と、互いに対向する第１の端面および第２
の端面と、を有するセラミック素体と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第１の有効部と、前記第１の有効部から前記第１
の端面に向かって引出された第１の引出し部と、前記第１の引出し部の終端に位置して前
記第１の端面上に露出する第１の露出部と、を有する第１の内部電極と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第２の有効部と、前記第２の有効部から前記第２
の端面に向かって引出された第２の引出し部と、前記第２の引出し部の終端に位置して前
記第２の端面上に露出する第２の露出部と、を有する第２の内部電極と、
　前記第１の露出部を被覆するようにして前記第１の端面上に形成された第１の外部端子
電極と、
　前記第２の露出部を被覆するようにして前記第２の端面上に形成された第２の外部端子
電極と、
　を備え、
　前記第１の引出し部の厚みが前記第１の有効部の厚みよりも厚く、前記第２の引出し部
の厚みが前記第２の有効部の厚みよりも厚い積層セラミック電子部品であって、
　前記第１の露出部の両端に位置し、前記セラミック層の積層方向に延びる各辺が、それ
ぞれ前記第１の側面および前記第２の側面に対して略平行となり、
　前記第２の露出部の両端に位置し、前記セラミック層の積層方向に延びる各辺が、それ
ぞれ前記第１の側面および前記第２の側面に対して略平行となっているとともに、
　前記第１の引出し部と前記第１の有効部からなる前記第１の内部電極および前記第２の
引出し部と前記第２の有効部からなる前記第２の内部電極の、前記セラミック素体の前記
端面への前記露出部を構成する辺と該辺と対向する辺とに挟まれた側辺の近傍領域には、
該側辺の全体にわたって隆起部分がないこと
　を特徴としている。
【００１６】
　本発明のさらに他の積層セラミック電子部品は、
　複数のセラミック層が積層されてなり、互いに対向する第１の主面および第２の主面と
、互いに対向する第１の側面および第２の側面と、互いに対向する第１の端面および第２
の端面と、を有するセラミック素体と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第１の有効部と、前記第１の有効部から前記第１
の端面に向かって引出された第１の引出し部と、前記第１の引出し部の終端に位置して前
記第１の端面上に露出する第１の露出部と、を有する第１の内部電極と、
　前記セラミック素体内部に形成され、第２の有効部と、前記第２の有効部から前記第２
の端面に向かって引出された第２の引出し部と、前記第２の引出し部の終端に位置して前
記第２の端面上に露出する第２の露出部と、を有する第２の内部電極と、
　前記第１の露出部を被覆するようにして前記第１の端面上に形成された第１の外部端子
電極と、
　前記第２の露出部を被覆するようにして前記第２の端面上に形成された第２の外部端子
電極と、
　を備え、
　前記第１の引出し部の厚みが前記第１の有効部の厚みよりも厚く、前記第２の引出し部
の厚みが前記第２の有効部の厚みよりも厚い積層セラミック電子部品であって、
　前記第１の引出し部と前記第１の有効部からなる前記第１の内部電極および前記第２の
引出し部と前記第２の有効部からなる前記第２の内部電極の、前記セラミック素体の前記
端面への前記露出部を構成する辺と該辺と対向する辺とに挟まれた側辺の近傍領域には、
該側辺の全体にわたって隆起部分がないこと
　を特徴としている。
【００１７】
　前記第１の端面において、前記第１の露出部は、前記セラミック層と平行になるように
直線状に延びるようにして、もしくは、前記第１の側面近傍および前記第２の側面近傍に
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おいて、その端部が前記セラミック層の主面に対して緩やかな角度を持つように緩やかに
傾斜して形成され、
　前記第２の端面において、前記第２の露出部は、前記セラミック層と平行になるように
直線状に延びるようにして、もしくは、前記第１の側面近傍および前記第２の側面近傍に
おいて、その端部が前記セラミック層の主面に対して緩やかな角度を持つように傾斜して
形成されていることが望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明（請求項１）の積層セラミック電子部品の製造方法は、所定の幅および長さを有
し、幅方向中央部に位置し、長さ方向に沿って相対的に厚くされ、カットされることによ
り切り出されることになる複数の下記未焼成セラミック素体における厚肉部となる帯状の
厚肉部と、厚肉部の幅方向両側に位置し、長さ方向に沿って厚肉部よりも薄くされた薄肉
部とを備えた帯状内部電極パターンが印刷された複数枚のセラミックグリーンシートを、
薄肉部どうしが重なり、厚肉部どうしが重ならないように積層する工程を経て未焼成マザ
ー積層体を形成し、この未焼成マザー積層体を、長さ方向に平行で、各厚肉部を通過する
第１のカットライン、および、第１のカットラインと直交する第２のカットラインに沿っ
てカットして、複数の未焼成セラミック素体を切り出すようにしている。その結果、互い
に対向する第１の主面および第２の主面と、第２のカットラインでカットされることによ
り形成された互いに対向する第１の側面および第２の側面と、第１のカットラインでカッ
トされることにより形成された互いに対向する第１の端面および第２の端面とを有し、第
１の端面に第１の内部電極パターンの厚肉部が、第２の端面に第２の内部電極パターンの
厚肉部がそれぞれ引出された構造を有する未焼成セラミック素体を効率よく形成すること
ができる。
【００１９】
　本発明においては、上述のように、内部電極パターンの引出し部を厚肉部としているの
で、有効部よりも内部電極パターンの層数が少ない引出し部の内部電極パターンの未焼成
セラミック素体における密度を、有効部のそれに近づけることが可能になり、未焼成マザ
ー積層体を圧着する際に加わる圧力のばらつきを抑制して、デラミネーションの発生を効
率よく抑えることが可能になる。
【００２０】
　さらに、マザー積層体を、第１および第２のカットラインに沿ってカットすることによ
り未焼成セラミック素体を得るようにしているので、帯状内部電極パターンも上記カット
ラインに沿ってカットされることになる。そのため、導電性ペーストを所定のパターンに
なるように印刷した場合に、その周縁部近傍にいわゆるサドル現象によって生じるような
隆起部分のない内部電極パターンを備えた未焼成セラミック素体を得ることが可能になる
。
　そして、この未焼成セラミック素体を焼成することにより、内部電極の配設されている
領域とその他の領域との間の段差がなく、主面の平坦性に優れた焼結済みのセラミック素
体を得ることができる。
　したがって、本発明によれば、デラミネーションの発生を抑制、防止することが可能で
、内部電極の配設されている領域とその他の領域との間の段差による信頼性の低下のない
積層セラミック電子部品を効率よく製造することが可能になる。
【００２１】
　また、未焼成セラミック素体の前記第１および第２の側面に、該側面に露出した内部電
極パターンの露出部を覆うようにセラミックペーストを塗布して、第１の内部電極パター
ンと未焼成セラミック素体の第１の側面および第２の側面との間、および第２の内部電極
パターンと第１の側面および第２の側面との間に位置するサイドギャップ領域を形成する
ことにより、サイドギャップ領域を備えた信頼性の高い積層セラミック電子部品を効率よ
く製造することができる。
【００２２】



(8) JP 5332475 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

　また、本発明の積層セラミック電子部品は、上述のように、第１の露出部の両端に位置
し、セラミック層の積層方向に延びる各辺が、それぞれ第１の側面および第２の側面に対
して略平行となり、第２の露出部の両端に位置し、セラミック層の積層方向に延びる各辺
が、それぞれセラミック素体の第１の側面および第２の側面に対して略平行となるととも
に、内部電極の第１および第２の端面への引出し部は、有効部の厚みよりも厚い厚肉部と
されているため、デラミネーションの発生を抑制することが可能で、内部電極の配設され
ている領域とその他の領域との間の段差による信頼性の低下のない積層セラミック電子部
品を提供することが可能になる。
【００２３】
　また、第１の引出し部と第１の有効部からなる第１の内部電極および第２の引出し部と
第２の有効部からなる第２の内部電極の、セラミック素体の端面への露出部を構成する辺
と該辺と対向する辺とに挟まれた側辺の近傍領域には、該側辺の全体にわたって隆起部分
が存在しないので、デラミネーションの発生をより確実に抑制することが可能で、内部電
極の配設されている領域とその他の領域との間の段差による信頼性の低下のない、より信
頼性の高い積層セラミック電子部品を提供することが可能になる。
【００２４】
　このような積層セラミック電子部品は、例えば上述の本発明の積層セラミック電子部品
の製造方法により効率よく製造することが可能である。その場合には、いわゆるサドル現
象による隆起部がその周縁部近傍に形成されていない内部電極を備えた、デラミネーショ
ンや内部電極の配設されている領域とその他の領域の間の段差に起因する信頼性の低下な
どのない積層セラミック電子部品を提供することができる。
【００２５】
　また、内部電極の露出部の両端のセラミック層の積層方向に延びる各辺を、セラミック
素体の第１および第２の側面に略平行になるようにした場合、例えば、サドル現象により
周縁部が隆起した内部電極の場合に通常みられるような、内部電極の露出部の両端のセラ
ミック層の積層方向に延びる各辺が、セラミック素子の側面と平行でない場合(図１４参
照)に比べて、周囲のセラミックとの間に隙間が生じたりしにくいため、この点からもデ
ラミネーションの発生を抑制することができる。
【００２６】
　なお、第１、第２の端面において、第１、第２の露出部が、セラミック層と平行になる
ように直線状に延びるような態様で内部電極が形成されていることが最も望ましいが、第
１の側面近傍および第２の側面近傍において、その端部がセラミック層の主面に対して緩
やかな角度を持つように傾斜して形成されている場合にも、上述の、直線状に延びるよう
な態様で内部電極が形成されている場合とほぼ同等の効果を得ることができる。すなわち
、カット刃による押し切りの方法でマザー積層体をカットすることにより、上記第１の側
面および第２の側面が形成される場合、その近傍において、内部電極がいくらか傾斜する
ことがあるが、その場合にも直線状に延びている場合に準じる効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下に本発明の実施の形態を示して、本発明の特徴とするところをさらに詳しく説明す
る。
【実施例１】
【００２８】
　図１は本発明の実施例にかかる積層セラミック電子部品（この実施例では積層セラミッ
クコンデンサ）を示す斜視図、図２は図１のＡ－Ａ線断面図、図３(ａ)，(ｂ)は図１の積
層セラミックコンデンサの要部分解平面図、図４は積層セラミックコンデンサを構成する
セラミック素体の端面を示す図、図５(ａ)，(ｂ)は図４の一部を拡大して示す模式断面図
である。
【００２９】
　この積層セラミック電子部品（積層セラミックコンデンサ）は、図１～５に示すように



(9) JP 5332475 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

、誘電体セラミックからなる複数のセラミック層２が積層されてなり、互いに対向する第
１の主面１１および第２の主面１２と、互いに対向する第１の側面２１および第２の側面
２２と、互いに対向する第１の端面３１および第２の端面３２とを有するセラミック素体
１を備えている。
【００３０】
　そして、セラミック素体１の内部には、第１の有効部３ａ1と、第１の有効部３ａ1から
第１の端面３１に向かって引出された第１の引出し部３ａ2と、第１の引出し部３ａ2の終
端に位置して第１の端面３１上に露出する第１の露出部３ａ3と、を有する第１の内部電
極３ａと、セラミック素体１の内部に形成され、第２の有効部３ｂ1と、第２の有効部３
ｂ1から第２の端面３２に向かって引出された第２の引出し部３ｂ2と、第２の引出し部３
ｂ2の終端に位置して第２の端面３２上に露出する第２の露出部３ｂ3と、を有する第２の
内部電極３ｂとを備えている。
【００３１】
　さらに、第１の内部電極３ａの第１の露出部３ａ3を被覆するようにしてセラミック素
体１の第１の端面３１上に形成された第１の外部端子電極５ａと、第２の内部電極３ｂの
第２の露出部３ｂ3を被覆するようにしてセラミック素体１の第２の端面３２上に形成さ
れた第２の外部端子電極５ｂとを備えている。
【００３２】
　また、この積層セラミックコンデンサにおいては、第１の引出し部３ａ2の厚みが第１
の有効部３ａ1の厚みよりも厚く、第２の引出し部３ｂ2の厚みが第２の有効部３ｂ1の厚
みよりも厚く形成されている(図２参照)。なお、内部電極３ａ，３ｂの第１の引出し部３
ａ2、第２の引出し部３ｂ2は、導電性ペーストを二度塗りすることにより、他の領域より
も厚みが厚くなるように構成されており、図４，図５(ａ)，(ｂ)では、第１の引出し部３
ａ2（露出部３ａ3）が、点線部分を境界部とする２層構造であることを示している。
【００３３】
　そして、図４，図５(ａ)，(ｂ)に示すように、第１の露出部３ａ3の両端に位置し、セ
ラミック層２の積層方向に延びる各辺３ａSが、それぞれ第１の側面２１および第２の側
面２２に対して略平行となり、特に図示しないが、第２の露出部の両端に位置し、セラミ
ック層１の積層方向に延びる各辺も、それぞれ第１の側面および第２の側面に対して略平
行となるように構成されている。
【００３４】
　また、この実施例１では、第１、第２の露出部３ａ3，３ｂ3が、セラミック層２と平行
になるように直線状に延びるような態様で内部電極３ａ，３ｂが形成されている。
　ただし、第１、第２の露出部３ａ3，３ｂ3が、第１および第２の側面２１，２２の近傍
において、その端部がセラミック層２の主面に対して緩やかな角度を持つように傾斜して
形成されていてもよい。
　なお、図４，５(ａ)では、第１の露出部３ａ3が，セラミック層２と平行になるように
直線状に延びている状態を示しており、図５(ｂ)では、第１の露出部３ａ3の端部がセラ
ミック層２の主面に対して緩やかな角度を持つように傾斜して形成されている状態を示し
ている。
【００３５】
　また、この積層セラミック電子部品においては、図３に示すように、第１の内部電極３
ａと第２の端面３２との間、および第２の内部電極３ｂと第１の端面３１との間に位置す
るエンドギャップ領域ＥＧと、第１の内部電極３ａと第１の側面２１および第２の側面２
２との間、または第２の内部電極３ｂと第１の側面２１および第２の側面２２との間に位
置するサイドギャップ領域ＳＧとを備えている。
【００３６】
　この実施例１の積層セラミックコンデンサを構成する各部の詳細は以下の通りである。
【００３７】
＜セラミック層＞
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　この実施例１のような積層セラミックコンデンサを構成するセラミック層２の材料とし
ては、例えば、ＢａＴｉＯ3、ＣａＴｉＯ3、ＳｒＴｉＯ3、ＣａＺｒＯ3などを主成分とす
る誘電体セラミックを用いることができる。また、これらの主成分にＭｎ化合物、Ｆｅ化
合物、Ｃｒ化合物、Ｃｏ化合物、Ｎｉ化合物などの副成分を添加したものを用いることも
可能である。
【００３８】
　そのほかにも、ＰＺＴ系セラミックなどの圧電体セラミック、スピネル系セラミックな
どの半導体セラミックなどを用いることも可能である。
　なお、この実施例１では、セラミック層に誘電体セラミックを用いて積層セラミックコ
ンデンサを構成しているが、例えば、セラミック層に圧電体セラミックを用いることによ
り圧電部品が得られ、半導体セラミックを用いた場合にはサーミスタとして機能する積層
セラミック電子部品が得られることになる。
　なお、セラミック層の厚み（焼成後）は、通常０．１～１０μｍの範囲とすることが好
ましい。
【００３９】
＜内部電極＞
　内部電極の構成材料としては、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｕ、またはそれら
の合金などを用いることができる。
　なお、内部電極の有効部の厚み（焼成後）は０．１～２．０μｍであることが好ましい
。
【００４０】
　一方、内部電極の引出し部の厚みは、有効部の厚みの１．５～２．５倍であることが好
ましく、通常は、０．１５～５．０μｍであることが好ましい。
【００４１】
＜外部端子電極＞
　外部端子電極としては、下地となる厚膜導体上にめっき膜が形成された構造を採用する
ことができる。
　厚膜導体はセラミック素体の焼成と同時に形成されてもよく、セラミック素体の焼成後
に焼き付けられてもよい。厚膜導体の構成材料としては、たとえば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｇ、
およびＰｄからなる群より選ばれる１種の金属または当該金属を含む合金を用いることが
できる。厚膜導体の厚みは、通常１０～５０μｍであることが好ましい。
【００４２】
　めっき膜としては、たとえば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｄ、Ｂｉおよ
びＺｎからなる群より選ばれる１種の金属または当該金属を含む合金を用いることができ
る。めっき膜は複数の層構造を有していてもよい。めっき膜１層あたりの厚みは、１～１
５μｍであることが好ましい。
【００４３】
　次に、この実施例１の積層セラミックコンデンサの製造方法について説明する。
　(１)まず、セラミックグリーンシート、内部電極用導電性ペースト、および外部端子電
極用導電性ペーストを準備する。セラミックグリーンシートや導電性ペーストには、バイ
ンダおよび溶剤が含まれるが、これらには、公知の有機バインダや有機溶剤を用いること
が可能である。
【００４４】
　(２)それから、図６に示すように、短冊状のセラミックグリーンシート１０上に、スク
リーン印刷法により所定のパターンで導電性ペーストを印刷し、帯状内部電極パターン３
３を形成し、他の領域（有効部用薄肉部３３ｂ）よりも厚みの厚い引出し部用厚肉部３３
ａを形成する。
【００４５】
　すなわち、この帯状内部電極パターン３３は、積層セラミックコンデンサの内部電極３
ａ，３ｂ(図２，図３)の引出し方向についてみた場合には、内部電極２個分となり、かつ
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、引出し方向に対応する方向に直交する方向についてみた場合には、積層セラミック電子
部品における内部電極の多数個分となり、かつ、内部電極の引出し方向における中央部分
の、個々のセラミック素体に分割した後において、内部電極の引出し部（３ａ2または３
ｂ2）(図２，図３参照)となる領域を厚くした構造のものである。
　なお、この帯状内部電極パターン３３を形成するにあたって、導電性ペーストを印刷す
る方向は、図中Ｘ方向（横方向）、Ｙ方向（縦方向）のいずれであってもよい。　
【００４６】
　本発明では、従来のように、内部電極パターンを個々に印刷するのではなく、多数個の
内部電極パターンを含む帯状内部電極パターンを印刷し、積層後にカットして個々の内部
電極パターンとするようにしているので、分割後の個々の内部電極パターンが、サドル現
象による隆起部分を含むことがなく、信頼性の高い積層セラミック電子部品を得ることが
可能になる。
【００４７】
　すなわち、サドル現象による隆起部分の発生は、印刷パターンの周縁近傍において起こ
りやすく、さらには、印刷が開始する領域および終了する領域に隆起部分が形成されやす
いとされているが、例えば、導電性ペーストを図６のＹ方向に印刷して帯状内部電極を形
成する場合、図６の上下両端側（図７の左右両端側）に隆起部Ｂ(図７)が発生したとして
も、その部分を切り落として廃棄することにより不良品の発生を防止することができる。
【００４８】
　(３)次に、図８に示すように、第１のカットラインＣ１でみて１ピッチずつ交互にずら
しながら、帯状内部電極パターン３３が印刷されたセラミックグリーンシート１０を所定
枚数積層する。すなわち、帯状内部電極パターン３３が印刷されたセラミックグリーンシ
ート１０を、内部電極の引出し方向に対応する方向に、セラミック素体一個分に相当する
距離だけ、交互に逆側にずらして積層する。
　さらに、上下に内部電極パターンが印刷されていない外層用セラミックグリーンシート
を所定枚数積層し、未焼成マザー積層体（マザーブロック）を作製する。未焼成マザー積
層体は、必要に応じて、静水圧プレスなどの手段により積層方向に圧着される。
【００４９】
　(４)それから、カットラインＣ１，Ｃ２に沿って未焼成マザー積層体を所定のサイズに
カットし、未焼成セラミック素体（生チップ）を切り出す。これにより、図９に示すよう
に、側面２１ａ、２２ａおよび端面３１ａ、３２ａに内部電極パターン３３ｃが露出した
未焼成セラミック素体１ａが得られる。
【００５０】
　(５)次に、図１０に示すように、未焼成セラミック素体１ａの側面２１ａ，２２ａに、
露出した内部電極パターン３３ｃを被覆するようにセラミックペースト１ｐを塗布する。
塗布されたセラミックペースト１ｐは、内部電極パターン３３と未焼成セラミック素体１
ａの第１の側面２１ａおよび第２の側面２２ａとの間に位置するサイドギャップ領域ＳＧ
(図３(ａ)，(ｂ)参照)を構成する。なお、ここで用いるセラミックペーストに含まれるセ
ラミック材料としては、セラミックグリーンシートに含まれるものと同じセラミック材料
を用いることが好ましい。なお、内部電極パターンの先端部と第１および第２の端面３１
ａ，３２ａとの間に位置するエンドギャップ領域ＥＧ(図３(ａ)，(ｂ)参照)は、帯状内部
電極パターン３３とカットラインＣ１の位置の関係から、未焼成マザー積層体をカットす
る際に形成される。
【００５１】
　(６)上記(５)の工程で側面３１ａにセラミックペースト１ｐを塗布した未焼成セラミッ
ク素体１ａを所定の条件下で焼成する。焼成温度は、セラミックや内部電極の材料にもよ
るが、通常は９００～１３００℃であることが好ましい。
【００５２】
　(７)その後、必要に応じて、焼成後のセラミック素体（コンデンサ本体）１に、バレル
研磨等の研磨処理を施し、端面３１，３２への内部電極３ａ，３ｂの露出部３ａ3，３ｂ3



(12) JP 5332475 B2 2013.11.6

10

20

30

40

50

の面出しを行う(図２参照)。このとき、同時に、セラミック素体１の稜部や角部に丸みが
形成される。
【００５３】
　(８)それから、セラミック素体１の端面３１，３２に外部端子電極形成用の導電性ペー
ストを塗布して焼き付けることにより、下地となる厚膜導体を形成する。焼き付けの温度
は７００～９００℃であることが好ましい。
【００５４】
　(９)その後、必要に応じて、厚膜導体上に１層以上のめっき膜（例えば、Ｎｉ膜および
Ｓｎ膜）を形成する。
　これにより、図１～５に示すような構造を有する積層セラミックコンデンサが得られる
。
【００５５】
　この実施例の積層セラミックコンデンサは、上述のように、帯状内部電極パターンが配
設されたセラミックグリーンシートを積層する工程を経て未焼成マザー積層体を形成し、
これをカットすることにより未焼成セラミック素体を形成するようにしていることから、
内部電極には、サドル現象による隆起部がなく、かつ、内部電極の、セラミック素体の端
面への露出部の両端に位置する辺は、セラミック素体の側面に対して略平行になっている
。その結果、デラミネーションや、内部電極の配設されている領域とその他の領域の間の
段差に起因する信頼性の低下などのない積層セラミック電子部品を得ることができる。
【００５６】
　なお、上記実施例１では積層セラミックコンデンサを例にとって説明したが、本発明は
、積層セラミックコンデンサに限らず、圧電体セラミックを用いた積層セラミック圧電部
品や、半導体セラミックを用いたサーミスタなどにも適用することが可能である。
【００５７】
　本発明は、さらにその他の点においても上記実施例に限定されるものではなく、セラミ
ックグリーンシートへの帯状内部電極パターンの配設態様、セラミックグリーンシートの
積層数や積層態様、サイドギャップ領域の形成方法などに関し、発明の範囲内において、
種々の応用、変形を加えることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　上述のように、本発明によれば、デラミネーションや、内部電極の配設されている領域
とその他の領域との間に段差のない積層セラミック電子部品を効率よく製造することが可
能になる。したがって、本発明は、種々の用途に用いられる、積層セラミックコンデンサ
、積層セラミック圧電部品、積層サーミスタなどの積層セラミック電子部品およびその製
造方法に好適に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の実施例にかかる積層セラミック電子部品（積層セラミックコンデンサ）
を示す斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】(ａ)，(ｂ)は図１の積層セラミックコンデンサの要部分解平面図であり、セラミ
ック層を介して対向する一対の内部電極の構成を示す図である。
【図４】積層セラミックコンデンサを構成するセラミック素体の、外部電極を形成する前
の端面を示す図である。
【図５】(ａ)，(ｂ)は、図４の一部を拡大して示す模式断面図である。
【図６】本発明の積層セラミック電子部品の製造方法の一工程においてセラミックグリー
ンシートに帯状内部電極パターンを印刷した状態を示す図である。
【図７】帯状内部電極パターンを、厚肉部を通る第１のカットラインでカットし、第２の
カットラインに平行な方向から見た状態を示す図である。
【図８】帯状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を位置をずらして
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【図９】本発明の積層セラミック電子部品の製造方法の一工程において、作製した、側面
および端面に内部電極パターンが露出した状態の未焼成セラミック素体を示す斜視図であ
る。
【図１０】図９の未焼成セラミック素体の側面にセラミックペーストを塗布してサイドギ
ャップ領域を形成した状態を示す斜視図である。
【図１１】従来の積層セラミック電子部品を示す正面断面図である。
【図１２】従来の積層セラミック電子部品の製造工程で内部電極パターンを形成したセラ
ミックグリーンシートを示す図である。
【図１３】図１２のセラミックグリーンシートのカットラインＤ１に沿った断面模式図で
ある。
【図１４】従来の積層セラミック電子部品の製造方法の問題点を説明する図であり、内部
電極パターンの露出部端部の隆起の程度が大きくなった状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　　　　　　セラミック素体
　１ａ　　　　　未焼成セラミック素体
　１ｐ　　　　　セラミックペースト
　２　　　　　　セラミック層
　３ａ　　　　　第１の内部電極
　３ｂ　　　　　第２の内部電極
　３ａ1　　　　 第１の有効部
　３ａ2 　　　　第１の引出し部
　３ａ3 　　　　第１の露出部
　３ｂ1　　　　 第２の有効部
　３ｂ2 　　　　第２の引出し部
　３ｂ3 　　　　第２の露出部
　３ａS　 　　　第１の露出部の両端の辺
　５ａ　　　　　第１の外部端子電極
　５ｂ　　　　　第２の外部端子電極
　１０　　　　　セラミックグリーンシート
　１１　　　　　第１の主面
　１２　　　　　第２の主面
　２１　　　　　第１の側面
　２２　　　　　第２の側面
　２１ａ，２２ａ　　　　未焼成セラミック素体の側面
　３１　　　　　第１の端面
　３２　　　　　第２の端面
　３１ａ，３２ａ　　　　未焼成セラミック素体の端面
　３３　　　　　帯状内部電極パターン
　３３ａ　　　　引出し部用厚肉部
　３３ｂ　　　　有効部用薄肉部
　３３ｃ　　　　未焼成のセラミック素体の表面に露出した内部電極パターン
　Ｃ１　　　　　第１のカットライン
　Ｃ２　　　　　第２のカットライン
　ＥＧ　　　　　エンドギャップ領域
　ＳＧ　　　　　サイドギャップ領域
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