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(57)【要約】
【課題】本発明は積層セラミックコンデンサ及びその製
造方法に関する。
【解決手段】本発明による積層セラミックコンデンサは
、複数の誘電体層を含み、幅方向に対向する両側面及び
長さ方向に対向する両端面を有する積層本体と、前記積
層本体の内部に形成され、前記積層本体の両側面及び一
端面に露出する第１内部電極と、前記積層本体の内部に
形成され、前記積層本体の両側面及び他端面に露出する
第２内部電極と、前記積層本体の一側面に形成され、１
０μｍ～３０μｍの幅を有する第１サイド部と、前記積
層本体の他側面に形成され、１０μｍ～３０μｍの幅を
有する第２サイド部と、を含み、前記第１サイド部及び
第２サイド部の角はラウンド状の曲線である。
【選択図】図１ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の誘電体層を含み、幅方向に対向する両側面及び長さ方向に対向する両端面を有す
る積層本体と、
　前記積層本体の内部に形成され、前記積層本体の両側面及び一端面に露出する第１内部
電極と、
　前記積層本体の内部に形成され、前記積層本体の両側面及び他端面に露出する第２内部
電極と、
　前記積層本体の一側面に形成され、１０μｍ～３０μｍの幅を有する第１サイド部と、
　前記積層本体の他側面に形成され、１０μｍ～３０μｍの幅を有する第２サイド部と、
を含み、
　前記第１サイド部及び第２サイド部の角はラウンド状の曲線である、積層セラミックコ
ンデンサ。
【請求項２】
　前記内部電極と前記誘電体層は同一幅で形成される、請求項１に記載の積層セラミック
コンデンサ。
【請求項３】
　前記内部電極の幅方向の端部と前記誘電体層の幅方向の端部は一平面上に配置される、
請求項１に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項４】
　複数のストライプ状の第１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セラミックグリーンシートを設ける段階と、
　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、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断し、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、
　前記第１内部電極及び第２内部電極の末端が露出した側面にセラミックスラリーを用い
て１０μｍ～３０μｍの幅を有する第１サイド部及び第２サイド部を形成する段階と、を
含み、
　前記第１サイド部及び第２サイド部の角はラウンド状の曲線である、積層セラミックコ
ンデンサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層セラミックコンデンサ及びその製造方法に関し、より詳しくは、信頼性
に優れた高容量の積層セラミックコンデンサ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的にコンデンサ、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
ラミック材料を使用する電子部品は、セラミック材料から成るセラミック本体、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けら
れた外部電極を具備する。
【０００３】
　セラミック電子部品のうち積層セラミックコンデンサは、積層された複数の誘電体層と
一誘電体層を介し対向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。
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【０００４】
　積層セラミックコンデンサは、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使
用されている。
【０００５】
　最近では電子製品が小型化及び多機能化されるのに伴い、チップ部品も小型化及び高機
能化される傾向にあるため、積層セラミックコンデンサもサイズが小さいながらも容量が
大きい高容量製品が要求されている。
【０００６】
　積層セラミックコンデンサの容量を高めるために、誘電体層を薄膜化する方法、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。内部電極の重畳面積を増やすためには、内部電極が形成されない誘電体層のマージン
部領域が最小化されなければならない。
【０００７】
　一般的に、積層セラミックコンデンサは次の方法を用いて製造できる。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ま
で積み重ね、グリーンセラミック積層体を作る。次いで、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作り、切断工程を経てグリーンチ
ップを製造する。その後、グリーンチップを仮焼及び焼成し、外部電極を形成して積層セ
ラミックコンデンサを完成させる。
　しかし、上記のような製造方法を用いて積層セラミックコンデンサを形成する場合は、
内部電極が形成されない誘電体層のマージン部領域を最小化することが困難であり、内部
電極の重畳面積を広げるのに限界があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－３８４６号公報
【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、信頼性に優れた高容量の積層セラミックコンデンサ及びその製造方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、複数の誘電体層を含み、幅方向に対向する両側面及び長さ方向に対向する両
端面を有する積層本体と、前記積層本体の内部に形成され、前記積層本体の両側面及び一
端面に露出する第１内部電極と、前記積層本体の内部に形成され、前記積層本体の両側面
及び他端面に露出する第２内部電極と、前記積層本体の一側面に形成され、１０μｍ～３
０μｍの幅を有する第１サイド部と、前記積層本体の他側面に形成され、１０μｍ～３０
μｍの幅を有する第２サイド部と、を含み、前記第１サイド部及び第２サイド部の角はラ
ウンド状の曲線である、積層セラミックコンデンサである。
【００１１】
　前記内部電極と前記誘電体層は同一幅で形成されることができる。
【００１２】
　前記内部電極の幅方向の端部と前記誘電体層の幅方向の端部は一平面上に配置されるこ
とができる。
【００１３】
　本発明は、複数のストライプ状の第１内部電極パターンが所定の間隔をおいて形成され
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た第１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セラミックグリーンシートを設ける段階と、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、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断し、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、前記第１内部電極及び第２内
部電極の末端が露出した側面にセラミックスラリーを用いて１０μｍ～３０μｍの幅を有
する第１サイド部及び第２サイド部を形成する段階と、を含み、前記第１サイド部及び第
２サイド部の角はラウンド状の曲線である、積層セラミックコンデンサの製造方法である
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、第１及び第２サイド部の幅を適正な範囲に設定することで機械的強度
を確保するとともに、内部電極の重畳面積を最大化することで積層セラミックコンデンサ
の高容量を確保することができる。
【００１５】
　また、薄膜の誘電体層及び内部電極が形成されても、内部電極のショートを防ぎ、且つ
内部電極による段差の発生を減少させて絶縁抵抗の加速寿命や信頼性を向上させることが
できる。
【００１６】
　また、本発明によると、積層された複数の第１及び第２内部電極は同時に切断され、上
記内部電極の末端は一直線上に置かれることができる。その後、上記積層本体の第１及び
第２側面に第１及び第２サイド部が一括して形成されることができる。これにより、上記
複数の内部電極の末端からセラミック本体の第１及び第２側面までの距離は一定に形成さ
れることができる。また、上記第１及び第２サイド部はセラミックスラリーにより形成さ
れ、その厚さは薄く形成されることができる。
【００１７】
　また、内部電極は、異なる極性を有する外部電極との絶縁性を維持するための最小面積
を除き、誘電体層の幅方向に対しては全体的に形成されることができる。これによって、
内部電極間の重畳面積を容易に形成でき、内部電極の重畳面積が拡大し容量を最大化でき
るようになる。
【００１８】
　また、内部電極による段差の発生を抑え、絶縁抵抗の加速寿命や信頼性が低下すること
を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１ａ】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサを示す概略的な斜視図で
ある。
【図１ｂ】図１ａのＡ－Ａ’線に沿って切断した断面図である。
【図１ｃ】図１ａのＢ－Ｂ’線に沿って切断した断面図である。
【図１ｄ】図１ａに示された積層セラミックコンデンサを構成する一誘電体層を示す上部
平面図である。
【図２ａ】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法を概略的に示
す断面図及び斜視図である。
【図２ｂ】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法を概略的に示
す断面図及び斜視図である。
【図２ｃ】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法を概略的に示
す断面図及び斜視図である。
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【図２ｄ】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法を概略的に示
す断面図及び斜視図である。
【図２ｅ】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法を概略的に示
す断面図及び斜視図である。
【図２ｆ】本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方法を概略的に示
す断面図及び斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付された図面を参照し本発明の好ましい実施形態を説明する。但し、本発明の
実施形態は様々な他の形態に変形が可能であり、本発明の範囲は以下で説明する実施形態
に限定されるものではない。また、本発明の実施形態は当業界において平均的な知識を有
する者に本発明をさらに完全に説明するために提供されるものである。従って、図面にお
ける要素の形状及びサイズ等は明確な説明のために誇張されることがあり、図面上の同一
の符号で表示される要素は同一の要素である。
【００２１】
　図１ａは本発明の一実施形態による積層セラミックコンデンサを示す概略的な斜視図で
ある。図１ｂは図１ａのＡ－Ａ’線に沿って切断した断面図であり、図１ｃは図１ａのＢ
－Ｂ’線に沿って切断した断面図であり、図１ｄは図１ａに示された積層セラミックコン
デンサを構成する一誘電体層を示す上部平面図である。
【００２２】
　図１ａから図１ｄを参照すると、本実施形態による積層セラミックコンデンサは、セラ
ミック本体１１０と、上記セラミック本体の内部に形成される複数の内部電極１２１、１
２２と、上記セラミック本体の外表面に形成される外部電極１３１、１３２とを含む。
【００２３】
　上記セラミック本体１１０は、対向する第１側面１及び第２側面２と上記第１側面及び
第２側面を連結する第３側面３及び第４側面４を有することができる。
【００２４】
　上記セラミック本体１１０の形状には特に制限されないが、図示されたように第１から
第４側面を有する直方体形状であることができる。
【００２５】
　上記セラミック本体１１０の内部に形成された複数の内部電極１２１、１２２はセラミ
ック本体の第３側面３または第４側面４に一端が露出する。
【００２６】
　上記内部電極１２１、１２２は、互いに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を一対の電極であることができる。第１内部電極１２１の一端は第３側
面３に露出し、第２内部電極１２２の一端は第４側面４に露出することができる。上記第
１内部電極１２１及び第２内部電極１２２の他端は第３側面３または第４側面４から一定
の間隔をおいて形成される。これに対するより具体的な事項は後述する。
【００２７】
　上記セラミック本体の第３側面３及び第４側面４には第１及び第２外部電極１３１、１
３２が形成され、上記内部電極と電気的に接続されることができる。
【００２８】
　上記セラミック本体の内部には複数の内部電極が形成されており、上記複数の内部電極
の各末端から上記第１側面または第２側面までの距離ｄ１は３０μｍ以下であることがで
きる。これは複数の内部電極の末端から上記第１側面または第２側面までの平均距離ｄ１
が平均３０μｍ以下であることを意味することができる。
【００２９】
　上記内部電極の末端は上記セラミック本体の第１側面１または第２側面２に向かう内部
電極の一領域を意味する。上記内部電極の末端から第１側面または第２側面までの領域は
第１サイド部１１３または第２サイド部１１４とも呼ばれる。
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【００３０】
　内部電極の末端から第１側面１または第２側面２までの距離ｄ１は、複数の内部電極間
に僅かな差はあり得るが、本発明の一実施形態によると、その差はなかったり、小さいと
いう特徴を有する。このような特徴は、本発明の一実施形態による積層セラミックコンデ
ンサの製造方法によってさらに明確に理解できる。
【００３１】
　本発明の一実施形態によると、上記セラミック本体１１０は、複数の誘電体層１１２が
積層された積層本体１１１と上記積層本体の両側面に形成される第１サイド部１１３及び
第２サイド部１１４で構成されてもよい。この場合、上記複数の内部電極の各末端から上
記第１側面または第２側面までの距離ｄ１は、第１サイド部１１３及び第２サイド部１１
４により形成されるもので、上記第１サイド部１１３または第２サイド部１１４の幅に該
当する。
【００３２】
　上記積層本体１１１を構成する複数の誘電体層１１２は焼結された状態であり、隣接す
る誘電体層間の境界は確認できない程度に一体化されていてもよい。
【００３３】
　上記積層本体１１１の長さは上記セラミック本体１１０の長さに該当し、上記セラミッ
ク本体１１０の長さはセラミック本体の第３側面３から第４側面４までの距離に該当する
。即ち、セラミック本体１１０の第３及び第４側面は積層本体１１１の第３側面及び第４
側面として理解できる。
【００３４】
　上記積層本体１１１は、複数の誘電体層１１２の積層により形成されるものであり、上
記誘電体層１１２の長さはセラミック本体の第３側面３と第４側面４の間の距離を形成す
る。
【００３５】
　これに制限されないが、本発明の一実施形態によると、セラミック本体の長さは４００
μｍ～１４００μｍであってもよい。より具体的には、セラミック本体の長さは４００μ
ｍ～８００μｍであってもよく、６００μｍ～１４００μｍであってもよい。
【００３６】
　上記誘電体層上には内部電極１２１、１２２が形成されてもよく、内部電極１２１、１
２２は、焼結により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てもよい。
【００３７】
　図１ｄを参照すると、誘電体層１１２に第１内部電極１２１が形成されている。上記第
１内部電極１２１は誘電体層の長さ方向に対しては全体的に形成されない。即ち、第１内
部電極１２１の一端はセラミック本体の第４側面４から所定の間隔ｄ２をおいて形成され
、第１内部電極１２１の他端は第３側面３まで形成されて第３側面３に露出してもよい。
【００３８】
　積層本体の第３側面３に露出した第１内部電極の他端は第１外部電極１３１と連結され
る。
【００３９】
　第１内部電極とは逆に第２内部電極１２２の一端は第３側面３から所定の間隔をおいて
形成され、第２内部電極１２２の他端は第４側面に露出し第２外部電極１３２と連結され
る。
【００４０】
　上記誘電体層１１２は第１内部電極１２１の幅と同じ幅を有することができる。即ち、
上記第１内部電極１２１は誘電体層１１２の幅方向に対しては全体的に形成されることが
できる。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。
【００４１】
　これに制限されないが、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
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は１００μｍ～９００μｍであってもよい。より具体的には、誘電体層の幅及び内部電極
の幅は１００μｍ～５００μｍであってもよく、１００μｍ～９００μｍであってもよい
。
【００４２】
　セラミック本体が小型化されるほどサイド部の距離が積層セラミックコンデンサの電気
的特性に影響を与える可能性があり得る。本発明の一実施形態によると、サイド部の距離
が３０μｍ以下に形成され、小型化された積層セラミックコンデンサの特性を向上させる
ことができる。
【００４３】
　本発明の一実施形態において、内部電極と誘電体層は同時に切断され形成されるもので
、内部電極の幅と誘電体層の幅は同一に形成されてもよい。これに対するより具体的な事
項は後述する。
【００４４】
　本実施形態において、誘電体層の幅は内部電極の幅と同様に積層本体の第１及び第２側
面に内部電極の末端が露出してもよい。上記内部電極の末端が露出した積層本体の両側面
には第１サイド部１１３及び第２サイド部１１４が形成されてもよい。
【００４５】
　上述したように、上記複数の内部電極の各末端から上記第１側面または第２側面までの
距離ｄ１は、上記第１サイド部１１３または第２サイド部１１４の幅に該当する。
【００４６】
　上記第１サイド部１１３及び第２サイド部１１４の幅は３０μｍ以下であってもよい。
上記第１サイド部１１３及び第２サイド部１１４の幅が狭いほど相対的にセラミック本体
内に形成される内部電極の重畳面積は広くなることができる。
【００４７】
　上記第１サイド部１１３及び第２サイド部１１４の幅は積層本体１１１の側面に露出す
る内部電極のショートを防止できる厚さを有するならば特に制限されないが、例えば、第
１サイド部１１３及び第２サイド部１１４の幅は２μｍ以上であってもよい。好ましくは
、上記第１サイド部１１３または第２サイド部１１４の幅は２μｍ～２０μｍであっても
よく、より好ましくは、１０μｍ～２０μｍであってもよい。
【００４８】
　上記第１及び第２サイド部の幅が２μｍ未満では外部からの衝撃に対する機械的強度が
低下する恐れがあり、上記第１及び第２サイド部の幅が３０μｍを超過すると、相対的に
内部電極の重畳面積が減少し、積層セラミックコンデンサの高容量を確保するのが困難に
なることもある。
【００４９】
　本発明の一実施形態によると、上記第１サイド部１１３及び第２サイド部１１４はセラ
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の量を調節する
ことで、上記第１サイド部１１３及び第２サイド部１１４の幅を容易に調節でき、３０μ
ｍ以下と薄く形成されることができる。
【００５０】
　多様な実験を行った結果、内部電極の末端部からセラミック本体の第１側面及び第２側
面までの距離が３０μｍ以下であると、積層セラミックコンデンサの容量が最大化される
とともに、耐湿性、絶縁抵抗の特性が向上し信頼性に優れた特徴を示すことが分かった。
【００５１】
　積層セラミックコンデンサの容量を極大化するために、誘電体層を薄膜化する方法、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が考慮され
ている。内部電極の重畳面積を増やすためには内部電極が形成されないマージン部領域が
最小化されなければならない。特に、積層セラミックコンデンサの小型化が進むほど内部
電極の重畳領域を拡大するために、マージン部領域が最小化されなければならない。
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【００５２】
　本実施形態によると、誘電体層の幅方向全体に内部電極が形成され、サイド部の幅が３
０μｍ以下に設定されることで、内部電極の重畳面積が広いという特徴を有する。
【００５３】
　一般的に、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。そ
のため、内部電極のショート現象が頻繁に発生し得る。また、誘電体層の一部にのみ内部
電極が形成される場合は内部電極による段差が発生し、絶縁抵抗の加速寿命や信頼性が低
下する恐れがある。
【００５４】
　しかしながら、本実施形態によると、薄膜の誘電体層及び内部電極が形成されても、内
部電極が誘電体層の幅方向に対して全体的に形成されるため、内部電極の重畳面積が広が
り、積層セラミックコンデンサの容量が大きくなる。
【００５５】
　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、優れた容
量特性と信頼性を有する積層セラミックコンデンサが提供される。
【００５６】
　以下、本発明の一実施形態による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。
【００５７】
　図２ａから図２ｆは本発明の一実施形態によるセラミックコンデンサの製造方法を概略
的に示す断面図及び斜視図である。
【００５８】
　図２ａに示すように、セラミックグリーンシート１１２ａ上に所定の間隔ｄ３をおいて
複数のストライプ状の第１内部電極パターン１２１ａを形成する。上記複数のストライプ
状の第１内部電極パターン１２１ａは互いに平行に形成されてもよい。
【００５９】
　上記所定の間隔ｄ３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
めの距離として、図１ｄに示されたｄ２×２の距離と理解できる。
【００６０】
　上記セラミックグリーンシート１１２ａ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により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誘電率を有する物質であり、これに制限されないが、チタ
ン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）系、鉛複合ペロブスカイト系またはチタン酸ストロンチウ
ム（ＳｒＴｉＯ３）系の材料などを使用でき、好ましくは、チタン酸バリウム（ＢａＴｉ
Ｏ３）パウダーを使用できる。上記セラミックグリーンシート１１２ａが焼成されるとセ
ラミック本体を構成する誘電体層１１２となる。
【００６２】
　ストライプ状の第１内部電極パターン１２１ａは導電性金属を含む内部電極　ペースト
により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ないが、Ｎｉ、Ｃｕ、
Ｐｄ、またはこれらの合金であってもよい。
【００６３】
　上記セラミックグリーンシート１１２ａ上にストライプ状の第１内部電極パターン１２
１ａを形成する方法は、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
ア印刷法のような方法により形成されてもよい。
【００６４】
　また、図示されてはいないが、さらに他のセラミックグリーンシート１１２ａ上に所定
の間隔をおいて複数のストライプ状の第２内部電極パターン１２２ａを形成してもよい。
【００６５】
　以下、第１内部電極パターン１２１ａが形成されたセラミックグリーンシートは第１セ
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ラミックグリーンシートとも呼ばれ、第２内部電極パターン１２２ａが形成されたセラミ
ックグリーンシートは第２セラミックグリーンシートとも呼ばれる。
【００６６】
　その次に、図２ｂに示すように、ストライプ状の第１内部電極パターン１２１ａとスト
ライプ状の第２内部電極パターン１２２ａが交差するように第１及び第２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。
【００６７】
　その後、上記ストライプ状の第１内部電極パターン１２１ａは第１内部電極１２１を形
成し、ストライプ状の第２内部電極パターン１２２ａは第２内部電極１２２を形成するこ
とができる。
【００６８】
　図２ｃは本発明の一実施形態に従って第１及び第２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２ｄは第１及び第２
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。
【００６９】
　図２ｃ及び図２ｄを参照すると、複数の平行なストライプ状の第１内部電極パターン１
２１ａが印刷された第１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内
部電極パターン１２２ａが印刷された第２セラミックグリーンシートは交互に積層されて
いる。
【００７０】
　より具体的には、第１セラミックグリーンシートに印刷されたストライプ状の第１内部
電極パターン１２１ａの中央部と第２セラミックグリーンシートに印刷されたストライプ
状の第２内部電極パターン１２２ａとの間隔ｄ３が重ね合わされるように積層されること
ができる。
【００７１】
　次いで、図２ｄに示すように、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内部電極パターン１２１ａ及びストライプ状の第２内部電極パターン１
２２ａを横断す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
。
【００７２】
　より具体的には、ストライプ状の第１内部電極パターン１２１ａ及びストライプ状の第
２内部電極パターン１２２ａは長さ方向に切断され、一定の幅を有する複数の内部電極に
分割されてもよい。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。これによって、誘電体層は内部電極の幅と同じ幅を有するように形
成され得る。
【００７３】
　上記棒状の積層体２２０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。上記棒状の積層体の切断面はそれぞれ棒状の積層体の第１側面及び第２側面とも呼ば
れる。
【００７４】
　上記セラミックグリーンシート積層体を焼成した後は棒状の積層体に切断されてもよい
。また、上記セラミックグリーンシートを棒状の積層体に切断した後は焼成を行ってもよ
い。これに制限されないが、上記素焼成は１１００℃～１３００℃のＮ２－Ｈ２雰囲気で
行われることができる。
【００７５】
　その次に、図２ｅに示すように、上記棒状の積層体２２０の第１及び第２側面それぞれ
に第１サイド部１１３ａ及び第２サイド部１１４ａを形成することができる。第２サイド
部１１４ａは明確に図示されておらず、その輪郭を点線で示した。
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【００７６】
　上記棒状の積層体２２０の第１及び第２側面は、図１ｃに示した積層本体１１１の第１
側面１及び第２側面２に対応するものと理解できる。
【００７７】
　上記第１及び第２サイド部１１３ａ、１１４ａは、棒状の積層体２２０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。
【００７８】
　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も
のであり、第１及び第２サイド部１１３ａ、１１４ａが所望の厚さを有するようにセラミ
ックスラリーの量を調節することができる。
【００７９】
　上記棒状の積層体２２０の第１及び第２側面にセラミックスラリーを塗布して第１及び
第２サイド部１１３ａ、１１４ａを形成できる。上記セラミックスラリーの塗布方法は、
特に制限されないが、例えば、スプレー方式により噴射したり、ローラを用いて塗布して
もよい。
【００８０】
　また、上記棒状の積層体をセラミックスラリーにディッピング（ｄｉｐｐｉｎｇ）して
棒状の積層体の第１及び第２側面に第１及び第２サイド部１１３ａ、１１４ａを形成して
もよい。
【００８１】
　上述したように、上記第１及び第２サイド部の幅は３０μｍ以下に成されてもよい。上
記第１及び第２サイド部の幅は上記内部電極の末端が露出する棒状の積層体の第１側面ま
たは第２側面から定義され得る。
【００８２】
　そして、図２ｅ及び図２ｆに示すように、第１及び第２サイド部１１３ａ、１１４ａ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２ｃは上記Ｃ２－Ｃ２切断線の位置を把握するにあたり
参照できる。
【００８３】
　棒状の積層体２２０をチップサイズに切断することにより、積層本体１１１と積層本体
の両側面に形成された第１及び第２サイド部１１３、１１４を有するセラミック本体が形
成されることができる。
【００８４】
　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、重ね合わされた
第１内部電極の中央部と第２内部電極の間に形成された所定の間隔ｄ３が同じ切断線に沿
って切断されることができる。他の観点では、第２内部電極の中央部と第１内部電極の間
に形成された所定の間隔が同じ切断線に沿って切断されることができる。
【００８５】
　これにより、第１内部電極及び第２内部電極の一端はＣ２－Ｃ２切断線に沿う切断面に
交互に露出することができる。上記第１内部電極が露出した面は図１ｄに示された積層本
体の第３側面３と、上記第２内部電極が露出した面は図１ｄに示された積層本体の第４側
面４と理解できる。
【００８６】
　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、ストライプ状の
第１内部電極パターン１２１ａ間の所定の間隔ｄ３は半分に切断され、第１内部電極１２
１の一端が第４側面から所定の間隔ｄ２をもつようにする。また、第２内部電極１２２が
第３側面から所定の間隔をもつようにする。
【００８７】
　その後、上記第１及び第２内部電極の一端に連結されるよう、上記第３側面及び第４側
面それぞれに外部電極を形成することができる。
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【００８８】
　本実施形態のように、棒状の積層体２２０に第１及び第２サイド部を形成しチップサイ
ズに切断する場合は、一回の工程で複数の積層本体１１１にサイド部を形成することがで
きる。
【００８９】
　また、図示されてはいないが、第１サイド部及び第２サイド部を形成する前に、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してもよい。
【００９０】
　即ち、棒状の積層体を重ね合わされた第１内部電極の中央部と第２内部電極の間に形成
された所定の間隔が同じ切断線に沿って切断されることができる。これにより、第１内部
電極及び第２内部電極の一端は切断面に交互に露出することができる。
【００９１】
　その後、上記積層本体の第１及び第２側面に第１サイド部及び第２サイド部を形成でき
る。第１及び第２サイド部の形成方法は上述の方法と同様である。
【００９２】
　また、上記第１内部電極が露出した積層本体の第３側面と上記第２内部電極が露出した
積層本体の第４側面にそれぞれ外部電極を形成できる。
【００９３】
　本発明の一実施形態によると、積層本体の第１及び第２側面に第１及び第２内部電極の
末端が露出する。積層された複数の第１及び第２内部電極は同時に切断され、上記内部電
極の末端は一直線上に置かれることができる。その後、上記積層本体の第１及び第２側面
に第１及び第２サイド部が一括して形成される。上記積層本体及び上記第１及び第２サイ
ド部によりセラミック本体が形成される。即ち、上記第１及び第２サイド部はセラミック
本体の第１及び第２側面を形成するようになる。
【００９４】
　これにより、本実施形態によると、上記複数の内部電極の末端からセラミック本体の第
１及び第２側面までの距離は一定に形成されることができる。また、上記第１及び第２サ
イド部はセラミックスラリーにより形成され、その厚さは薄く形成されることができる。
【００９５】
　上述したように、内部電極は、異なる極性を有する外部電極との絶縁性を維持するため
の最小面積を除き、誘電体層の幅方向に対しては全体的に形成されることができる。これ
によって、内部電極間の重畳面積を容易に形成でき、内部電極の重畳面積が拡大し容量を
最大化できるようになる。
【００９６】
　また、内部電極による段差の発生を抑え、絶縁抵抗の加速寿命や信頼性が低下すること
を防止することができる。
【００９７】
　以下、本発明の実施形態、および、本発明の実施形態の効果を記載する。
　本発明の実施形態は、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側面及び第４側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３側面または第４側面に一端が露出する複数の内部電極と、上記第３側面
または第４側面に形成され、上記内部電極と電気的に接続される外部電極と、を含み、上
記内部電極の末端から上記セラミック本体の第１側面または第２側面までの距離が３０μ
ｍ以下である積層セラミックコンデンサを提供する。
【００９８】
　上記セラミック本体は、上記セラミック本体の第３側面と第４側面の間の距離を形成す
る長さ及び上記内部電極と同じ幅を有する複数の誘電体層が積層された積層本体、上記内
部電極の末端から上記セラミック本体の第１側面または第２側面までの距離を形成する第
１サイド部及び第２サイド部で構成されることができる。
【００９９】
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　上記第１サイド部及び第２サイド部は、セラミックスラリーにより形成されることがで
きる。
【０１００】
　上記内部電極の末端から上記セラミック本体の第１側面または第２側面までの距離は２
μｍ～２０μｍであることができる。
【０１０１】
　或いは、上記内部電極の末端から上記セラミック本体の第１側面または第２側面までの
距離は１０μｍ～２０μｍであることができる。
【０１０２】
　上記内部電極は、一端が上記第３側面に露出し、他端が上記第４側面から所定の間隔を
おいて形成される第１内部電極と、一端が第４側面に露出し、他端が上記第３側面から所
定の間隔をおいて形成される第２内部電極で構成されることができる。
【０１０３】
　本発明の実施形態は、複数のストライプ状の第１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セラミックグリーンシートを設ける段階と、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、上記第１セラミックグリーンシート及び上記第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断し、第１内部電極及び第２内部電極
が一定の幅を有し、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、上記第１内部
電極及び第２内部電極の末端が露出した側面にセラミックスラリーを用いて第１サイド部
及び第２サイド部を形成する段階と、を含む積層セラミックコンデンサの製造方法を提供
する。
【０１０４】
　上記セラミックグリーンシート積層体を形成する段階は、上記ストライプ状の第１内部
電極パターンの中央部と上記ストライプ状の第２内部電極パターンの間の所定の間隔が重
ね合わされるように積層されることができる。
【０１０５】
　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
ト積層体が上記第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棒状の積層
体になるように行われ、上記第１及び第２サイド部を形成する段階後に、上記第１内部電
極の中央部と第２内部電極の間の所定の間隔を同じ切断線に沿って切断して第１内部電極
または第２内部電極の一端がそれぞれ露出した第３側面または第４側面を有する積層本体
に切断する段階が行われることができる。
【０１０６】
　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棒状の積層体に切
断する段階と、上記棒状の積層体を上記第１内部電極の中央部と上記第２内部電極の間の
所定の間隔を同じ切断線に沿って切断して第１内部電極または第２内部電極の一端がそれ
ぞれ露出した第３側面または第４側面を有する積層本体に切断する段階とで行われ、上記
第１及び第２サイド部を形成する段階は、上記積層本体に対して行われることができる。
【０１０７】
　上記第１サイド部及び第２サイド部を形成する段階は、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にセラミックスラリーを塗布して行われることができる。
【０１０８】
　或いは、上記第１サイド部及び第２サイド部を形成する段階は、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セラミックスラリーにディッピングして行われるこ
とができる。
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　上記セラミックスラリーの量を調節して、上記第１内部電極及び第２内部電極が露出し
た面から定義される上記第１サイド部及び第２サイド部の幅を３０μｍ以下に形成するこ
とができる。
【０１１０】
　本発明の実施形態によると、上記複数の内部電極の各末端からセラミック本体の第１側
面または第２側面までの距離が３０μｍ以下であることができる。
【０１１１】
　第１及び第２サイド部の幅を適正な範囲に設定することで機械的強度を確保するととも
に、内部電極の重畳面積を最大化することで積層セラミックコンデンサの高容量を確保す
ることができる。
【０１１２】
　また、薄膜の誘電体層及び内部電極が形成されても、内部電極のショートを防ぎ、且つ
内部電極による段差の発生を減少させて絶縁抵抗の加速寿命や信頼性を向上させることが
できる。
【０１１３】
　また、本発明の実施形態によると、積層された複数の第１及び第２内部電極は同時に切
断され、上記内部電極の末端は一直線上に置かれることができる。その後、上記積層本体
の第１及び第２側面に第１及び第２サイド部が一括して形成されることができる。これに
より、上記複数の内部電極の末端からセラミック本体の第１及び第２側面までの距離は一
定に形成されることができる。また、上記第１及び第２サイド部はセラミックスラリーに
より形成され、その厚さは薄く形成されることができる。
【０１１４】
　また、内部電極は、異なる極性を有する外部電極との絶縁性を維持するための最小面積
を除き、誘電体層の幅方向に対しては全体的に形成されることができる。これによって、
内部電極間の重畳面積を容易に形成でき、内部電極の重畳面積が拡大し容量を最大化でき
るようになる。
【０１１５】
　また、内部電極による段差の発生を抑え、絶縁抵抗の加速寿命や信頼性が低下すること
を防止することができる。
【０１１６】
　本発明は上述した実施形態及び添付された図面により限定されるものではなく、添付さ
れた請求範囲により限定される。従って、請求範囲に記載された本発明の技術的思想を外
れない範囲内において多様な形態の置換、変形及び変更が可能であることは当技術分野の
通常の知識を有する者には自明であり、これも添付された請求範囲に記載された技術的思
想に属する。
【符号の説明】
【０１１７】
　１１０　セラミック本体
　１１１　積層本体
　１１２　誘電体層
　１１３、１１４　第１及び第２サイド部
　１２１、１２２　第１及び第２内部電極
　１３１、１３２　第１及び第２外部電極
　１１２ａ　セラミックグリーンシート
　１２１ａ、１２２ａ　ストライプ状の第１及び第２内部電極パターン
　２１０　セラミックグリーンシート積層体
　２２０　棒状の積層体
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