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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端面と前記第１の端面に対向する第２の端面と、
　前記第１の端面および前記第２の端面に直交する第１の側面と第２の側面と、
　前記第１の端面および前記第１の側面に直交する第１の主面と第２の主面とで直方体状
に構成され、
　複数の誘電体セラミック層と、
　前記第１の主面から前記第２の主面とをつなぐ方向に、前記誘電体セラミック層を介し
て層状に重なって形成された内部電極と、
からなり、前記内部電極が露出された両側面にサイドマージン部用のセラミックグリーン
シートが貼り付けられ焼結されたセラミック素体と、
　前記セラミック素体の前記第１の端面および前記第２の端面に設けられた外部電極と、
を含む、積層セラミックコンデンサであって、
　前記内部電極は、第１の内部電極と第２の内部電極とを備え、
　前記第１の内部電極と前記第２の内部電極は、それぞれ交互に前記第１の端面と前記第
２の端面に引き出されて前記外部電極に接続し、
　前記セラミック素体において、最も主面側に配置された前記内部電極間に挟まれた領域
を内層部、内層部の主面側に配置された誘電体セラミック層を外層部とし、
　前記内層部の前記誘電体セラミック層は、Ｂａ，Ｔｉを含有するペロブスカイト型化合
物を主成分とし、
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　Ｍｇの含有量がＴｉ：１００ｍｏｌ部に対して０ｍｏｌ部以上０．４ｍｏｌ部以下であ
り、
　前記内層部の前記誘電体セラミック層の厚みは、０．５５μｍ以下であり、相当円直径
のＤ５０値の平均値のグレインサイズが０．１８μｍ以下であり、
　前記セラミック素体を積層方向からみて前記第１の内部電極と前記第２の内部電極が前
記第１の側面と前記第２の側面とをつなぐ方向に存在しない領域であって、Ｍｇの含有量
がＴｉ：１００ｍｏｌ部に対して０．５ｍｏｌ部以上５．０ｍｏｌ部以下である領域をサ
イドマージン部とすると、
　前記第１の側面と前記第２の側面とをつなぐ方向に、前記サイドマージン部寄りの前記
内部電極の端部から５０μｍ以内にある前記内層部の誘電体セラミック層および前記内部
電極の端部に形成され、前記内層部の誘電体セラミック層よりもＭｇが多く含まれた異層
の部分にのみ、前記内部電極から前記内層部の前記誘電体セラミック層に向けて、Ｎｉお
よびＭｇを含有する化合物からなる大きさが０．１μｍから０．２μｍの突起が形成され
ている、
積層セラミックコンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、積層セラミックコンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子部品の小型化、高機能化に伴い、積層セラミックコンデンサは小型化、高容
量化が求められている。このような積層セラミックコンデンサは、たとえば、内層用セラ
ミック層と内部電極とが交互に積み重ねられ、その上面と下面とに外層用セラミック層が
配設されて、直方体状に形成されたセラミック素体を有し、そのセラミック素体の両端面
に外部電極が形成されている。
　上述したように、積層セラミックコンデンサの小型化、高容量化を実現するためには、
内層用セラミック層（誘電体セラミック層）および内部電極をできるだけ薄層化と多積層
化を行う必要がある。
　しかしながら、誘電体セラミック層および内部電極を薄層、高積層化した積層セラミッ
クコンデンサにおいて、誘電体セラミック層が薄層化されると、内部電極間の間における
絶縁抵抗が劣化し信頼性が低下するため、薄層、高積層化との両立が困難という課題があ
った。
【０００３】
　そこで、特許文献１に記載されるような内部電極の薄層化と薄層化した誘電体セラミッ
ク層との間における絶縁抵抗を考慮した積層セラミックコンデンサについて、そのような
誘電体セラミック層を構成するための誘電体磁器組成物が開示されている。この誘電体磁
器組成物は、チタン酸バリウムを主成分とする誘電体セラミック層および内部電極が交互
に積層されたセラミック素体において、以下の組成を有する誘電体セラミック層で構成さ
れている。すなわち、この誘電体磁器組成物は、
｛ＢａＯ｝ｍＴｉＯ2＋αＲ2Ｏ3＋βＢａＺｒＯ3＋γＭｇＯ＋ｇＭｎＯ（ただし、Ｒ2Ｏ3

はＥｕ2Ｏ3，Ｇｄ2Ｏ3，Ｔｂ2Ｏ3，Ｄｙ2Ｏ3，Ｈｏ2Ｏ3，Ｅｒ2Ｏ3，Ｔｍ2Ｏ3，およびＹ
ｂ2Ｏ3の中から選ばれる少なくとも１種類であり、α、β、γおよびｇはｍｏｌ比を表し
、
０．００１≦α≦０．０６
０．００５≦β≦０．０６
０．００１＜γ≦０．１２
０．００１＜ｇ≦０．１２
γ＋ｇ≦０．１３
１．０００＜ｍ≦１．０３５
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の範囲内にある。）
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３３３４６０７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載される積層セラミックコンデンサにおける誘電体セラ
ミック層を構成する誘電体磁器組成では、誘電体セラミック層のより薄層な領域（０．５
５μｍ以下）の積層セラミックコンデンサでは信頼性の大幅な低下を起こしてしまう問題
があった。
【０００６】
　それ故に、この発明の主たる目的は、積層セラミックコンデンサにおける誘電体セラミ
ック層のさらなる薄層化にも、絶縁抵抗の劣化に耐えうる信頼性を備えた積層セラミック
コンデンサを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明にかかる積層セラミックコンデンサは、第１の端面と第１の端面に対向する第
２の端面と、第１の端面および第２の端面に直交する第１の側面と第２の側面と、第１の
端面および第１の側面に直交する第１の主面と第２の主面とで直方体状に構成され、複数
の誘電体セラミック層と、第１の主面から第２の主面とをつなぐ方向に、誘電体セラミッ
ク層を介して層状に重なって形成された内部電極と、からなり、内部電極が露出された両
側面にサイドマージン部用のセラミックグリーンシートが貼り付けられ焼結されたセラミ
ック素体と、セラミック素体の第１の端面および第２の端面に設けられた外部電極と、を
含む、積層セラミックコンデンサであって、内部電極は、第１の内部電極と第２の内部電
極とを備え、第１の内部電極と第２の内部電極は、それぞれ交互に第１の端面と第２の端
面に引き出されて外部電極に接続し、セラミック素体において、最も主面側に配置された
内部電極間に挟まれた領域を内層部、内層部の主面側に配置された誘電体セラミック層を
外層部とし、内層部の誘電体セラミック層は、Ｂａ，Ｔｉを含有するペロブスカイト型化
合物を主成分とし、Ｍｇの含有量がＴｉ：１００ｍｏｌ部に対して０ｍｏｌ部以上０．４
ｍｏｌ部以下であり、内層部の誘電体セラミック層の厚みは、０．５５μｍ以下であり、
相当円直径のＤ５０値の平均値のグレインサイズが０．１８μｍ以下であり、セラミック
素体を積層方向からみて第１の内部電極と第２の内部電極が第１の側面と第２の側面とを
つなぐ方向に存在しない領域であって、Ｍｇの含有量がＴｉ：１００ｍｏｌ部に対して０
．５ｍｏｌ部以上５．０ｍｏｌ部以下である領域をサイドマージン部とすると、第１の側
面と第２の側面とをつなぐ方向に、サイドマージン部寄りの内部電極の端部から５０μｍ
以内にある内層部の誘電体セラミック層および内部電極の端部に形成され、内層部の誘電
体セラミック層よりもＭｇが多く含まれた異層の部分にのみ、内部電極から内層部の誘電
体セラミック層に向けて、ＮｉおよびＭｇを含有する化合物からなる大きさが０．１μｍ
から０．２μｍの突起が形成されている、積層セラミックコンデンサである。
【０００８】
　この発明にかかる積層セラミックコンデンサによれば、誘電体セラミック層に含有され
るＭｇの量がＴｉ：１００ｍｏｌ部に対して０ｍｏｌ以上０．４ｍｏｌ以下であり、内層
部の誘電体セラミック層の厚みが０．５５μｍ以下において、絶縁抵抗の劣化に耐えうる
積層セラミックコンデンサであり、誘電体セラミック層のさらなる薄層化にも対応した信
頼性の高い積層セラミックコンデンサを提供することができる。加えて、セラミック素体
を積層方向からみて第１の内部電極と第２の内部電極が存在しない領域をサイドマージン
部とすると、第１の側面と第２の側面とをつなぐ方向に、サイドマージン部寄りの内部電
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極の端部から５０μｍ以内の部分にのみ、内層部の誘電体セラミック層に向けて、Ｎｉお
よびＭｇを含有する化合物からなる突起が形成されているので、内部電極近傍の誘電体セ
ラミック層に対するはがれを抑制することができる。
　また、極端にＭｇの含有量が低い場合、特に０．５５μｍ以下の薄層領域では内部電極
端部間の距離が近くなるため、短絡が生じショート不良を引き起こしやすくなるが、サイ
ドマージン部におけるＭｇの含有量が、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部に対して、０．５ｍｏｌ部
以上５．０ｍｏｌ部以下であると、内部電極の端部に異層を形成することができるので、
内部電極端部において生ずる短絡が引き起こすショート不良を効果的に抑制することがで
きる。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、積層セラミックコンデンサにおける誘電体セラミック層のさらなる
薄層化にも、絶縁抵抗の劣化に耐えうる信頼性を備えた積層セラミックコンデンサを提供
することができる。
【００１０】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
発明を実施するための形態の説明から一層明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明にかかる積層セラミックコンデンサの外観の一例を示す概略斜視図であ
る。
【図２】図１のＡ－Ａ線における断面を示す断面図解図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線における断面を示す断面図解図である。
【図４】サイドマージン部と内部電極との接続部分の拡大図である。
【図５】内層用セラミック層の厚みを測定するための領域を示す説明図である。なお、外
部電極は省略されている。
【図６】内層用セラミック層の誘電体セラミック粒子のグレインサイズを測定するための
観察箇所を示す説明図である。
【図７】積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するための説明図であって、（ａ）
は、セラミックグリーンシートに導電膜を形成した状態を模式的に示した斜視図であり、
（ｂ）は、導電膜が形成されたセラミックグリーンシートを積み重ねる状態を模式的に示
した斜視図である。
【図８】図７に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において製造される積層体チ
ップの外観の一例を示す概略斜視図である。
【図９】（ａ）は積層セラミックコンデンサのＷＴ断面を薄片加工（ＦＩＢ加工）し、そ
の断面のＳＩＭ画像であり、ＳＴＥＭ－ＥＤＸによるマッピング分析によってＮｉの分布
を示したマッピング画像であり、（ｂ）は（ａ）において観察された断面に対するＳＴＥ
Ｍ－ＥＤＸによるマッピング分析によってＭｇの分布を示したマッピング画像である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明にかかる積層セラミックコンデンサの一例について説明する。図１は、セラミッ
ク素体と外部電極とにより構成された積層セラミックコンデンサの外観の一例である積層
セラミックコンデンサの概略斜視図を示し、図２は、図１のＡ－Ａ線における断面を示す
断面図解図を示す。また、図３は、図１のＢ－Ｂ線における断面を示す断面図解図を示す
。図４は、サイドマージン部と内部電極との接続部分の拡大図である。
【００１３】
　この実施の形態にかかる積層セラミックコンデンサ１０は、概略、セラミック素体１２
と、セラミック素体１２の両端面にそれぞれ形成された外部電極４０，４２とから構成さ
れる。
【００１４】
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　セラミック素体１２は、直方体状に形成され、幅（Ｗ）方向および積層（Ｔ）方向に沿
って延びる第１の端面１３および第２の端面１４と、長さ（Ｌ）方向および積層（Ｔ）方
向に沿って延びる第１の側面１５および第２の側面１６と、長さ（Ｌ）方向および幅（Ｗ
）方向に沿って延びる第１の主面１７および第２の主面１８とを有する。また、セラミッ
ク素体１２において、第１の端面１３および第２の端面１４は、互いに対向し、第１の側
面１５および第２の側面１６は互いに対向し、第１の主面１７および第２の主面１８は互
いに対向する。また、第１の側面１５および第２の側面１６は、第１の端面１３および第
２の端面１４に直交し、第１の主面１７および第２の主面１８は、第１の端面１３および
第１の側面１６に直交する。さらに、セラミック素体１２のコーナー部および稜部は、丸
みが形成されていることが好ましい。
【００１５】
　セラミック素体１２は、複数の内層用セラミック層（誘電体セラミック層）２０および
複数の内層用セラミック層２０同士の界面に配設された複数の第１の内部電極２２および
第２の内部電極２４により構成される内層部２６と、内層部２６を積層（Ｔ）方向に挟む
ように外層用セラミック層が配設された外層部２８，３０と、内層部２６および外層部２
８，３０を幅（Ｗ）方向に挟むようにサイドマージン用のセラミック層が配設されたサイ
ドマージン部３２，３４とで構成されている。換言すると、内層部２６は、セラミック素
体１２において、最も第１の主面１７側あるいは第２の主面１８側に配置された第１およ
び第２の内部電極２２，２４に挟まれた領域である。また、サイドマージン部３２，３４
は、セラミック素体１２を積層（Ｔ）方向からみて、第１の内部電極２２および第２の内
部電極２４が存在しない領域である。
【００１６】
　内層用セラミック層２０は、たとえば、Ｂａ，Ｔｉを含有するペロブスカイト型化合物
を主成分とし、ペロブスカイト構造を備える誘電体セラミック粒子からなる。焼成後の内
層用セラミック層２０の厚みは、０．５５μｍ以下である。また、内層部２６を構成する
内層用セラミック層２０における誘電体セラミック粒子のグレインサイズは、０．１８μ
ｍ以下である。また、内層用セラミック層２０におけるＭｇの含有量は、Ｔｉ：１００ｍ
ｏｌ部に対して、０ｍｏｌ部以上０．４ｍｏｌ部以下である。
【００１７】
　なお、内層用セラミック層２０の厚みは、以下のようにして計測される。図５は、内層
用セラミック層２０の厚みを測定するための領域を示す説明図である。なお、図５におい
て、外部電極は省略されている。
　積層セラミックコンデンサ１０の長さ（Ｌ）方向および積層（Ｔ）方向からなる面（以
下、ＬＴ面という）を幅（Ｗ）方向に、幅（Ｗ）が約１／２になるように、たとえば、研
磨機により研磨し、さらに、内部電極２２，２４のダレをなくすために、研磨終了後、イ
オンミリングにより、研磨表面を加工する。
【００１８】
　そして、図５に示すように、ＬＴ面の長さ（Ｌ）方向に１／２程度の位置において、内
部電極２２，２４とほぼ直交する直線を決め、積層セラミックコンデンサ１０の第１およ
び第２の内部電極２２，２４が積層されている領域を積層（Ｔ）方向に３等分に分割し、
上部領域、中間領域、下部領域の３つの領域に分ける。そして、第１および第２の内部電
極２２，２４が欠落し、内層用セラミック層２０が２層間にまたがり、柱が形成されてい
るなどにより測定できない部分を除き、各領域の中央部付近で、前記直交する直線上の内
層用セラミック層２０の厚みをそれぞれ無作為に１０個ずつ測定して、平均値を求め、そ
の値を内層用セラミック層２０の厚みとする。また、内層用セラミック層２０の厚みは、
走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて測定する。
　なお、内部電極２２，２４の厚みも、内層用セラミック層２０の厚みの計測方法と同様
に、各領域の中央部付近で、内部電極２２，２４とほぼ直交する直線上の内部電極２２，
２４の厚みをそれぞれ無作為に１０個ずつ測定して、平均値を算出することにより求めら
れる。
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【００１９】
　また、内層用セラミック層２０における誘電体セラミック粒子のグレインサイズは、以
下のようにして計測される。図６は、内層用セラミック層２０の誘電体セラミック粒子の
グレインサイズを測定するための観察箇所を示す説明図である。
　積層セラミックコンデンサ１０の長さ（Ｌ）方向の約１／２の位置が破断され、積層セ
ラミックコンデンサ１０の幅（Ｗ）方向および積層（Ｔ）方向からなる面（以下、ＷＴ断
面という）を露出する。その後、ＷＴ断面に露出した内層用セラミック層２０のグレイン
間の境界（粒界）を明確にするために、積層セラミックコンデンサ１０が熱処理される。
熱処理の温度は、グレインが成長しない温度で、かつ、粒界が明確になる温度とし、たと
えば、１０００℃である。
【００２０】
　そして、図６に示すように、ＷＴ断面の幅（Ｗ）の長さおよび積層（Ｔ）方向それぞれ
１／２程度の位置で、内層用セラミック層２０の誘電体セラミック粒子のグレインを走査
型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により所定の倍率にして観察する。得られたＳＥＭ画像から無作
為に３００個のグレインを抽出し、画像解析により各グレインの粒界の内側部分の面積を
求めて円相当を算出し、そのＤ５０値を求める。この測定は、５個の積層セラミックコン
デンサ１０に対して行い、各積層セラミックコンデンサ１０のＤ５０値の平均値をグレイ
ンサイズとする。
【００２１】
　上下に配設された外層部２８，３０は、それぞれ、内層用セラミック層２０と同じ誘電
体セラミック材料が用いられている。なお、外層部２８，３０は、内層用セラミック層２
０と異なる誘電体セラミック材料で構成されていてもよい。特に内層用セラミック層２０
に比べて、Ｓｉを多く含有させることが好ましい。Ｓｉが多い場合、めっき液が外層を透
過しにくい。焼成後の外層部２８，３０の厚みは、たとえば、それぞれ３０μｍである。
【００２２】
　第１の内部電極２２と第２の内部電極２４とは、厚み方向において、内層用セラミック
層２０を介して対向している。この第１の内部電極２２と第２の内部電極２４とが、内層
用セラミック層２０を介して対向している部分に静電容量が形成されている。
【００２３】
　第１の内部電極２２の左側端部は、セラミック素体１２の第１の端面１３に引き出され
て外部電極４０に電気的に接続されている。第２の内部電極２４の右側端部は、セラミッ
ク素体１２の第２の端面１４に引き出されて外部電極４２に電気的に接続されている。
【００２４】
　第１および第２の内部電極２２，２４は、たとえば、Ｎｉ，Ｃｕなどからなる。第１お
よび第２の内部電極２２，２４の厚みは０．３μｍ以上２．０μｍ以下であることが好ま
しい。
【００２５】
　サイドマージン部３２，３４は、たとえば、ＢａＴｉＯ3などの主成分からなるペロブ
スカイト構造を備える誘電体セラミック材料からなる。また、サイドマージン部３２，３
４におけるＭｇの含有量は、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部に対して、０．５ｍｏｌ部以上５．０
ｍｏｌ部以下である。
【００２６】
　サイドマージン部３２に含まれるＭｇが内層用セラミック層２０に供給されることで、
内部電極２２の主成分であるＮｉと反応して、Ｎｉ，Ｍｇを含有する化合物が形成され、
図４に示すように、この化合物が、サイドマージン部３２近傍で、内部電極２２から内層
用セラミック層２０に向けて突起２５として発生する。この突起２５は、内部電極２２の
端部から約５０μｍ内側に入った部分に発生し、突起の大きさは、０．１μｍから０．２
μｍ程度である。
　また、サイドマージン部３２，３４におけるＭｇの含有量は、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部に
対して、０．５ｍｏｌ部以上５．０ｍｏｌ部以下であると、図４に示すように、内層用セ
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ラミック層２０および内部電極２２の端部に、Ｍｇが多く含まれた異層２１が形成される
。
【００２７】
　なお、サイドマージン部３２，３４の組成は、積層セラミックコンデンサ１０からサイ
ドマージン部３２，３４を削り取り、それをＩＣＰ分析することで、確認することができ
る。
　また、内層用セラミック層２０の組成は、積層セラミックコンデンサ１０からサイドマ
ージン部３２，３４を除去後、内部電極２２，２４のみエッチングにより除去するか、あ
るいは、内部電極２２，２４と内層用セラミック層２０を分離後、内層用セラミック層２
０を削り取り、それをＩＣＰ分析することで、確認することができる。
【００２８】
　外部電極４０，４２は、焼付けにより形成されるＣｕを含む電極層４０ａ，４２ａと、
その電極層４０ａ，４２ａの表面に形成されるはんだ食われを防止するためにＮｉを含む
第１のめっき層４０ｂ，４２ｂと、第１のめっき層４０ｂ，４２ｂの表面に形成されるＳ
ｎを含む第２のめっき層４０ｃ，４２ｃと、により構成された３重構造である。
【００２９】
　図１の積層セラミックコンデンサ１０では、内層用セラミック層２０における誘電体セ
ラミック粒子のグレインサイズが０．１８μｍ以下であり、内層部２６における内層用セ
ラミック層２０に含有されるＭｇの量が、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部に対して０ｍｏｌ部以上
０．４ｍｏｌ部以下であるので、内層用セラミック層２０の厚みが０．５５μｍ以下であ
っても、絶縁抵抗の劣化に耐えうる高い信頼性を備えた積層セラミックコンデンサを得る
ことができる。
【００３０】
　薄層化した内層用セラミック層２０中において、Ｍｇの含有量が増加すると積層セラミ
ックコンデンサ１０の信頼性が低下する理由として、以下のように考えることができる。
　すなわち、上述したように、内層用セラミック層２０中のＭｇと内部電極２２，２４の
主成分であるＮｉとが反応してＮｉ，Ｍｇを含有する化合物が形成される。この化合物は
内部電極２２，２４から内層用セラミック層２０に向けて突起２５として発生するため、
発生した箇所の絶縁性を低下させる。特に、内層用セラミック層２０における薄層領域、
グレインサイズの大きな誘電体セラミック粒子では影響が大きくなる。
　そこで、内層用セラミック層２０におけるＭｇの含有量を従来よりも大きく削減するこ
とで、Ｎｉ，Ｍｇを含有する化合物の発生を抑制することができ、その結果、内層用セラ
ミック層２０における絶縁性を保つことができると考えられる。
　一方、突起２５が、内部電極２２，２４から内層用セラミック層２０に向けて発生する
ことで、この突起２５により、内部電極２２，２４近傍の内層用セラミック層２０に対す
るはがれを抑制することができる。
　また、Ｍｇと同様にＳｉを内層用セラミック層より多く含有させても良い。外層と同様
にめっき液の内層への侵入を防止することができる。
【００３１】
　また、図１の積層セラミックコンデンサ１０のサイドマージン部３２，３４におけるＭ
ｇの含有量がＴｉ：１００ｍｏｌ部に対して、０．５ｍｏｌ部以上５．０ｍｏｌ部以下で
あるので、内部電極２２，２４の端部に異層２１を形成することができ、それにより、絶
縁性が確保されることから、内部電極２２，２４の端部において生ずる短絡が引き起こす
ショート不良を効果的に抑制することができる。
【００３２】
　次に、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。図７は、積層セラミッ
クコンデンサの製造方法を説明するための説明図であって、（ａ）は、セラミックグリー
ンシートに導電膜を形成した状態を模式的に示した斜視図であり、（ｂ）は、導電膜が形
成されたセラミックグリーンシートを積み重ねる状態を模式的に示した斜視図である。図
８は、図７に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において製造される積層体チッ
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プの外観の一例を示す概略斜視図である。以下、詳細に説明する。
【００３３】
　（１）誘電体原料粉末の作製
　まず、主成分であるＢａＴｉＯ3の出発原料として、高純度のＢａＣＯ3，ＴｉＯ2の各
粉末がＢａ：Ｔｉ＝１：１で調合される。なお、本発明において、Ｂａ：Ｔｉは、１：１
に限定するものではない。
【００３４】
　次に、この調合粉末はボールミルで湿式混合され、均一に分散させた後、乾燥処理を施
して調整粉末が得られる。次いで、得られた調整粉末は、１０００℃から１２００℃の温
度で仮焼され、平均粒径が０．１５μｍである主成分粉末ＢａＴｉＯ3が得られる。
【００３５】
　他方、副成分として、ＭｇＯ，ＳｉＯ2，Ｄｙ2Ｏ3，ＭｎＯ2，Ｖ2Ｏ5，ＺｒＯ2の各粉
末が準備される。次に、ＭｇＯ，ＳｉＯ2，Ｄｙ2Ｏ3，ＭｎＯ2，Ｖ2Ｏ5，ＺｒＯ2の各粉
末を、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部に対するＭｇ，Ｓｉ，Ｄｙ，Ｍｎ，Ｖ，Ｚｒの含有量が、そ
れぞれ、Ｍｇ：０ｍｏｌ部以上０．４ｍｏｌ部以下、Ｓｉ：２ｍｏｌ部、Ｄｙ：１ｍｏｌ
部、Ｍｎ：０．５ｍｏｌ部、Ｖ：０．１ｍｏｌ部、Ｚｒ：０．２５ｍｏｌ部となるように
秤量され、かつ前述の主成分粉末に添加されることによって、混合粉末が得られる。
【００３６】
　次に、この混合粉末がボールミルで湿式混合されることで、均一に分散させた後、乾燥
処理を施して、誘電体原料粉末が得られる。誘電体原料粉末の組成は、この誘電体原料粉
末をＩＣＰ分析することで、調合組成と殆ど同一であることを確認することができる。
【００３７】
　（２）積層セラミックコンデンサの製造
　続いて、得られたセラミック原料に、ポリビニルブチラール系バインダ、可塑剤および
有機溶剤としてのエタノールを加え、これらをボールミルにより湿式混合し、セラミック
スラリーが作製される。このセラミックスラリーは、樹脂フィルム（図示せず）上にリッ
プ方式によりシート成形され、矩形のセラミックグリーンシート５０ａ（５０ｂ）として
複数枚、成形される。セラミックグリーンシート５０ａ（５０ｂ）の成形は、たとえば、
ダイコータ、グラビアコータ、マイクログラビアコータ等を用いて行われる。
【００３８】
　次に、図７（ａ）に示すように、セラミックグリーンシート５０ａ（５０ｂ）の表面に
、Ｎｉを電気伝導体の主成分として含有する内部電極用導電性ペーストをＸ方向にストラ
イプ形状にスクリーン印刷し、乾燥することにより、内部電極２２（２４）となる導電膜
５２ａ（５２ｂ）が形成される。印刷方法は、スクリーン印刷、インクジェット印刷、グ
ラビア印刷など各種の方法が用いられる。
【００３９】
　続いて、図７（ｂ）に示すように、導電膜５２ａ，５２ｂの印刷された複数枚のセラミ
ックグリーンシート５０ａ，５０ｂが、導電膜５２ａ，５２ｂを印刷する方向（Ｘ方向）
とは直交する方向（導電膜５２ａ，５２ｂの幅方向：Ｙ方向）にずらされ、積み重ねられ
る。さらに、このように積層されたセラミックグリーンシート５０ａ，５０ｂの上面およ
び下面に、必要に応じて、導電膜が形成されていないセラミックグリーンシートが所定枚
数積み重ねられ、マザー積層体が得られる。
【００４０】
　次に、得られたマザー積層体はプレスされる。マザー積層体をプレスする方法は、剛体
プレス、静水圧プレスなどの方法が用いられる。
【００４１】
　続いて、プレスされたマザー積層体がチップ形状にカットされ、図８に示されるような
積層体チップ６０が得られる。マザー積層体をカットする方法は、押切り、ダイシング、
レーザなどの各種方法が用いられる。
【００４２】



(9) JP 6669198 B2 2020.3.18

10

20

30

40

50

　以上の工程を経ることで、積層体チップ６０の両端面である一方端面は、セラミックグ
リーンシート５０ａの導電膜５２ａのみが露出しており、他方端面は、セラミックグリー
ンシート５０ｂの導電膜５２ｂのみが露出されている面となる。
　また、積層体チップ６０の両側面には、セラミックグリーンシート５０ａの導電膜５２
ａおよびセラミックグリーンシート５０ｂの導電膜５２ｂのそれぞれが露出している面と
なる。
【００４３】
　次に、図８に示される積層体チップ６０の両側面に、サイドマージン部３２，３４とな
る層を形成することで焼成前の積層体チップが得られる。積層体チップ６０に対するサイ
ドマージン部３２，３４となる層の形成は、サイドマージン部用のセラミックグリーンシ
ートを貼り付けるか、もしくはサイドマージン部用のセラミックスラリーを塗布すること
で形成される。サイドマージン部用のセラミックグリーンシートまたはセラミックスラリ
ーの組成は、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部に対するＭｇの含有量が０．５ｍｏｌ部以上５．０ｍ
ｏｌ部以下になるように作製される。
【００４４】
　次に、サイドマージン部３２，３４となる層が形成された積層体チップを、窒素雰囲気
中にて、３００℃の温度で３時間加熱し、バインダを燃焼させた後、昇温速度１００℃／
秒、最高温度１１００℃以上１３００℃以下、設備炉内雰囲気は、１ｐｐｍ以上５０００
ｐｐｍ以下、キープ時間なしの条件で焼成した後、昇温速度３℃／分、最高温度１０００
℃以上１１００℃以下で再焼成することにより、焼結されたセラミック素体１２が得られ
る。
【００４５】
　そして、得られたセラミック素体１２の第１の端面１３および第２の端面１４に、ガラ
スフリットを含有するＣｕペーストを塗布し、窒素雰囲気中において、たとえば、８００
℃の温度で焼き付け、所定のめっき処理が施され、第１および第２の内部電極２２，２４
と電気的に接続された外部電極４０，４２が形成される。
【００４６】
　上述のようにして、図１に示す積層セラミックコンデンサ１０が製造される。
【００４７】
　（実験例）
　実験例では、以下に示す実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１
～比較例６の積層セラミックコンデンサの各試料が製造され、各試料の積層セラミックコ
ンデンサに対して高温負荷試験による評価が行われた。
【００４８】
　１．試料の作製
　表１に示す実験例の各試料（実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較
例１～比較例６）が、前述の積層セラミックコンデンサの製造方法に従って作製された。
【００４９】
　（１）誘電体原料粉末の作製
　まず、主成分であるＢａＴｉＯ3の出発原料として、高純度のＢａＣＯ3，ＴｉＯ2の各
粉末がＢａ：Ｔｉ＝１：１で調合された。
【００５０】
　次に、この調合粉末がボールミルで湿式混合され、均一に分散させた後、乾燥処理を施
して調整粉末が得られた。次いで、得られた調整粉末が１０００℃の温度で仮焼され、平
均粒径が０．１５μｍである主成分粉末ＢａＴｉＯ3が得られた。
【００５１】
　他方、副成分として、ＭｇＯ，ＳｉＯ2，Ｄｙ2Ｏ3，ＭｎＯ2，Ｖ2Ｏ5，ＺｒＯ2の各粉
末を準備した。次に、ＭｇＯ，ＳｉＯ2，Ｄｙ2Ｏ3，ＭｎＯ2，Ｖ2Ｏ5，ＺｒＯ2の各粉末
を、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部に対するＳｉ，Ｄｙ，Ｍｎ，Ｖ，Ｚｒの含有量が、それぞれ、
Ｓｉ：２ｍｏｌ部、Ｄｙ：１ｍｏｌ部、Ｍｎ：０．５ｍｏｌ部、Ｖ：０．１ｍｏｌ部、Ｚ
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ｒ：０．２５ｍｏｌ部となるように秤量され、かつ前述の主成分粉末に添加することによ
って、混合粉末が得られた。なお、Ｍｇの含有量について、表１には、実施例、参考例お
よび比較例において使用した試料について、Ｔｉ：１００モル部に対するＭｇの添加量（
ｍｏｌ部）を示し、０ｍｏｌ部以上１ｍｏｌ部以下とした。主成分粉末に対する添加の形
態は、ＭｇＯとした。
【００５２】
　次に、この混合粉末がボールミルで湿式混合されることで、均一に分散させた後、乾燥
処理を施して、誘電体原料粉末が得られた。この誘電体原料粉末をＩＣＰ分析したところ
、調合組成と殆ど同一であることが確認された。
【００５３】
　（２）積層セラミックコンデンサの製造
　続いて、上記セラミック原料に、ポリビニルブチラール系バインダ、可塑剤および有機
溶剤としてのエタノールを加え、これらをボールミルにより湿式混合し、セラミックスラ
リーが作製された。次いで、このセラミックスラリーをリップ方式によりシート成形し、
矩形のセラミックグリーンシートが得られた。
【００５４】
　次に、上記セラミックグリーンシート上に、Ｎｉを電気伝導体の主成分として含有する
内部電極用導電性ペーストがストライプ状にスクリーン印刷もしくはグラビア印刷され、
内部電極となる導電膜が形成された。
【００５５】
　そして、導電膜の印刷された複数枚のセラミックグリーンシートが導電膜を印刷する方
向とは直交する方向（導電膜の幅方向）にずらされ、積層された。さらに、このように積
層されたセラミックグリーンシートの上面および下面に、導電膜が形成されていないセラ
ミックグリーンシートが所定枚数積み重ねられ、マザー積層体が得られた。そして、静水
圧プレスもしくは剛体プレスにより圧着されマザー積層体がプレスされた。
【００５６】
　続いて、プレスされたマザー積層体がチップ形状にカットされ、個々の内部電極となる
導電膜が両端面および両側面に露出された積層体チップが得られた。
【００５７】
　次に、積層体チップの両側面にサイドマージン部となる層を形成することで焼成前の積
層体チップが得られた。積層体チップに対するサイドマージン部となる層の形成は、サイ
ドマージン部用のセラミックグリーンシートを貼り付けることで形成された。サイドマー
ジン部用のセラミックグリーンシートの組成は、Ｍｇの含有量が、Ｔｉ：１００ｍｏｌ部
に対するＭｇの含有量が０．５ｍｏｌ部以上５．０ｍｏｌ部以下になるように作製された
。
【００５８】
　次に、サイドマージン部となる層が形成された積層体チップを、窒素雰囲気中にて、３
００℃の温度で３時間加熱し、バインダを燃焼させた後、昇温速度１００℃／秒、最高温
度１１００℃以上１３００℃以下、設備炉内雰囲気は、１ｐｐｍ以上５０００ｐｐｍ以下
、キープ時間なしの条件で焼成した後、昇温速度３℃／分、最高温度１０００℃以上１１
００℃以下で再焼成することにより、焼結されたセラミック素体が得られた。
【００５９】
　そして、得られたセラミック素体の両端面に、ガラスフリットを含有するＣｕペースト
を塗布し、窒素雰囲気中において、８００℃の温度で焼き付け、内部電極と電気的に接続
された外部電極が形成され、実施例、参考例および比較例の各試料にかかる積層セラミッ
クコンデンサが得られた。
【００６０】
　なお、上述した製造方法で得られた積層セラミックコンデンサの外形寸法（外部電極も
含む）は長さ０．６ｍｍ、幅０．３ｍｍ、厚さ０．３ｍｍで、内層用セラミック層１層あ
たりの厚みは０．３μｍ以上１．３μｍ以下である。内部電極は３００層積層し、内部電
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極の厚みは平均０．５μｍであった。また、実施例、参考例および比較例の各試料の内層
用セラミック層の厚みは、表１に示される。外層部の厚みは片側３０μｍとした。
【００６１】
　内層用セラミック層の厚みは、以下に述べる手順により測定された。
【００６２】
　２．内層用セラミック層の厚みの測定方法
　（１）研磨
　まず、実施例、参考例および比較例の各試料である積層セラミックコンデンサを垂直に
なるように立てて、各試料の周りを樹脂で固めた。このとき、各試料の長さ（Ｌ）方向お
よび積層（Ｔ）方向からなる面（以下、ＬＴ面という）が露出するようにした。そして、
各試料のＬＴ面を幅（Ｗ）方向に、幅（Ｗ）が約１／２になるように研磨機により研磨し
、ＬＴ断面を露出した。そして、研磨による内部電極のダレをなくすために、研磨終了後
、イオンミリングにより、研磨表面を加工した。
【００６３】
　（２）内層用セラミック層の厚みの測定
　そして、図５に示すように、ＬＴ面の長さ（Ｌ）方向に１／２程度の位置において、内
部電極とほぼ直交する直線を決めた。次に、試料の内部電極が積層されている領域を積層
（Ｔ）方向に３等分に分割し、上部領域、中間領域、下部領域と３つの領域に分けた。そ
して、内部電極が欠落し、内層用セラミック層が２層間にまたがり、柱が形成されている
などにより、測定できない部分を除き、各領域の中央部付近で、前記直交する直線上の内
層用セラミックス層の厚みをそれぞれ無作為に１０層ずつ測定して平均値を求めた。測定
に用いた試料は、実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較例
６について、それぞれ３個に対して行った。したがって、内層用セラミック層の厚みは、
実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較例６の各９０点の平
均値として算出した。また、内層用セラミック層の厚みは、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
を用いて測定した。実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較
例６のそれぞれの厚みは、表１に示される。
【００６４】
　また、実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較例６の各試
料に対する内層用セラミック層における誘電体セラミック粒子のグレインサイズは、以下
に述べる手順により測定された。
【００６５】
　３．内層用セラミック層における誘電体セラミック粒子のグレインサイズの測定方法
（１）観察用試料の作製
　まず、試料の長さ（Ｌ）方向の約１／２程度の深さにおける幅（Ｗ）方向および積層（
Ｔ）方向からなる面（以下、ＷＴ断面という）が露出するように試料を破断した。その後
、ＷＴ断面に露出した内層用セラミック層におけるグレイン間の境界（粒界）を明確にす
るために、上記試料が熱処理された。熱処理の温度は、グレインが成長しない温度で、か
つ、粒界が明確になる温度とし、本実験例においては、１０００℃で処理した。
【００６６】
（２）グレインサイズの測定
　そして、図６に示すように、ＷＴ断面の幅（Ｗ）の長さおよび積層（Ｔ）方向それぞれ
１／２程度の位置で、内層用セラミック層における誘電体セラミック粒子のグレインを走
査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により、５００００倍で観察した。得られたＳＥＭ画像から無
作為に３００個のグレインを抽出し、画像解析により各グレインの粒界の内側部分の面積
を求めて円相当直径を算出し、そのＤ５０値を求めた。この測定は、実施例１～実施例１
２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較例６のそれぞれについて５個の試料に対
して行い、各試料のＤ５０値の平均値をグレインサイズとした。測定した結果、グレイン
サイズは、０．１８μｍ以下であった。
【００６７】
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　４．高温負荷試験および評価結果
　各試料の評価は、高温負荷試験により行い、絶縁抵抗の劣化測定により評価した。
　実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較例６のそれぞれの
試料に対して行った高温負荷試験は、以下の方法により行った。
【００６８】
　まず、作製した実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較例
６の試料について、それぞれ任意に１０個ずつサンプリングした。その後、１５０℃、６
．３Ｖで高温負荷試験を行い、絶縁抵抗が１０ＫΩ以下になった時間を故障と判定した。
この故障時間からＭＴＴＦ（平均故障時間）を算出し、比較を行った。
【００６９】
　表１に、実施例１～実施例１２、参考例１～参考例２３および比較例１～比較例６の各
試料に対して行った高温負荷試験の評価結果を示す。ＭＴＴＦに基づく判定基準を１２時
間とし、表１において、ＭＴＴＦが１２時間以上の場合を良品と判定して「Ｇ」で示し、
ＭＴＴＦが１２時間未満の場合を不良品と判定し「ＮＧ」で示した。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　参考例１では、Ｍｇの含有量は１ｍｏｌ部であり、内層用セラミック層の厚みは１．３
μｍであるが、ＭＴＴＦは２００時間であり、「Ｇ」と判定された。
【００７２】
　また、参考例２では、Ｍｇの含有量は１ｍｏｌ部であり、内層用セラミック層の厚みは
１μｍの場合、ＭＴＴＦは８５時間であり、参考例４では、Ｍｇの含有量は１ｍｏｌ部で
あり、内層用セラミック層の厚みは１μｍの場合、ＭＴＴＦは９２時間であるため、「Ｇ
」と判定された。
【００７３】
　同様に、参考例３では、Ｍｇの含有量は１ｍｏｌ部であり、内層用セラミック層の厚み
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は０．８μｍの場合、ＭＴＴＦは４０時間であり、参考例５では、Ｍｇの含有量は１ｍｏ
ｌ部であり、内層用セラミック層の厚みは０．８μｍの場合、ＭＴＴＦは５４時間である
ため、「Ｇ」と判定された。
【００７４】
　したがって、参考例１～参考例５は、いずれもＭＴＴＦが１２時間以上であるため、「
Ｇ」と判定されたが、内層用セラミック層の厚みが０．８μｍ以上１．３μｍ以下である
ので、内層用セラミック層の薄層化が困難であることを示唆している。
【００７５】
　したがって、以上の結果から、薄層化領域では、内層用セラミック層の厚みが厚い場合
、ＭＴＴＦは向上し、高い信頼性が得られることが示唆されるが、内層用セラミック層の
厚みが厚いため所望の静電容量を得ることが難しくなる。
【００７６】
　参考例６および参考例７では、Ｍｇの含有量はいずれも１ｍｏｌ部であり、内層用セラ
ミック層の厚みはそれぞれ０．７μｍおよび０．６μｍの場合、ＭＴＴＦは、それぞれ３
１時間および１２時間であるため、「Ｇ」と判定された。
　また、参考例８、参考例９および参考例１０では、Ｍｇの含有量はいずれも１ｍｏｌ部
であり、内層用セラミック層の厚みはそれぞれ１μｍ、０．８μｍおよび０．６μｍの場
合、ＭＴＴＦは、それぞれ９８時間、７２時間および２５時間であるため、「Ｇ」と判定
された。
【００７７】
　一方、比較例１および比較例２では、Ｍｇの含有量はいずれも１ｍｏｌ部であり、内層
用セラミック層の厚みはそれぞれ０．５５μｍおよび０．５μｍの場合、ＭＴＴＦは、そ
れぞれ４時間および２時間であるため、「ＮＧ」と判定された。
　また、比較例３および比較例４では、Ｍｇの含有量はいずれも１ｍｏｌ部であり、内層
用セラミック層の厚みはそれぞれ０．５５μｍおよび０．５μｍの場合、ＭＴＴＦは、そ
れぞれ５時間および２時間であるため、「ＮＧ」と判定された。
【００７８】
　したがって、Ｍｇの含有量が１ｍｏｌ部の場合、内層用セラミック層の厚みが０．５５
μｍ以下の薄層領域に対応できないことが示唆される。
【００７９】
　参考例２１、参考例２２および参考例２３は、Ｍｇの含有量はいずれも０．６ｍｏｌ部
であり、内層用セラミック層の厚みはそれぞれ１μｍ、０．８μｍおよび０．６μｍの場
合、ＭＴＴＦは、それぞれ８７時間、７７時間および１４時間であるため、「Ｇ」と判定
された。
【００８０】
　一方、比較例５および比較例６では、Ｍｇの含有量はいずれも０．６ｍｏｌ部であり、
内層用セラミック層の厚みは０．５５μｍおよび０．５μｍの場合、ＭＴＴＦは、それぞ
れ８時間および４時間であるため、「ＮＧ」と判定された。
【００８１】
　したがって、Ｍｇの含有量が０．６ｍｏｌ部の場合も、内層用セラミック層の厚みが０
．５５μｍ以下の薄層領域に対応できないことが示唆される。
【００８２】
　本発明の範囲内である、実施例１～実施例１２は、Ｍｇの含有量が０ｍｏｌ部以上０．
４ｍｏｌ部以下であり、内層用セラミック層の厚みが０．５５μｍ以下であってもいずれ
の実施例に対して、ＭＴＴＦが１２時間以上であるため、「Ｇ」と判定された。
【００８３】
　なお、参考例１１～参考例２０は、Ｍｇの含有量が０ｍｏｌ部以上０．４ｍｏｌ部以下
であり、いずれもＭＴＴＦも１２時間以上であるため、「Ｇ」と判定されたが、内層用セ
ラミック層の厚みが０．６μｍ以上１μｍ以下である。
【００８４】
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　以上の実験例から、内層用セラミック層に含有されるＭｇの量が、Ｔｉ：１００ｍｏｌ
部に対して０ｍｏｌ部以上０．４ｍｏｌ部以下の場合、高い信頼性を備えた積層セラミッ
クコンデンサを得ることができることが確認された。
【００８５】
　ここで、薄層化した内層用セラミック層中において、Ｍｇの含有量が増加すると積層セ
ラミックコンデンサの信頼性が低下するメカニズムとして、以下のように考えることがで
きる。
　すなわち、内層用セラミック層中のＭｇと内部電極の主成分であるＮｉとが反応してＮ
ｉ，Ｍｇを含有する化合物が形成される。この化合物は内部電極から内層用セラミック層
に向けて突起が発生するため、発生した箇所の絶縁性を低下させる。特に内層用セラミッ
ク層における薄層領域、グレインサイズの大きな誘電体セラミック粒子では影響が大きく
なる。
　そこで、内層用セラミック層におけるＭｇの含有量を従来よりも大きく削減することで
Ｎｉ，Ｍｇを含有する化合物の発生を抑制することができ、その結果、内層用セラミック
層における絶縁性を保つことができると考えられる。
【００８６】
　上述したメカニズムを確認するために、積層セラミックコンデンサにおけるＷＴ断面の
観察を行った。
【００８７】
　図９（ａ）、（ｂ）は積層セラミックコンデンサのＷＴ断面を薄片加工（ＦＩＢ加工）
し、その断面のＳＩＭ画像であり、図９（ａ）は観察された断面に対するＳＴＥＭ－ＥＤ
Ｘによるマッピング分析によってＮｉの分布を示したマッピング画像であり、図９（ｂ）
は観察された断面に対するＳＴＥＭ－ＥＤＸによるマッピング分析によってＭｇの分布を
示したマッピング画像である。なお、図９（ａ）および図９（ｂ）は、参考例１の試料に
ついて行った画像であり、同一の視野における画像である。
【００８８】
　まず、試料である積層セラミックコンデンサを垂直になるように立てて、試料の周りを
樹脂で固めた。このとき、試料のＷＴ断面が露出するようにした。そして、試料のＷＴ面
を長さ（Ｌ）方向に、長さ（Ｌ）が約１／２になるように研磨して、ＷＴ断面を露出した
。次に、ＦＩＢ（集束イオンビーム）（セイコーインスツルメンツ社製、型番：ＳＭＩ－
３０５０Ｒ）によってＦＩＢ加工により薄片加工され、ＳＩＭ（走査型イオン顕微鏡）の
ための、内層用セラミック層に発生する突起状のＮｉ，Ｍｇを含有する化合物の観察用試
料とした。観察は、５μｍ□の領域および１５μｍ□の領域で行った。また、観察用試料
の厚みは約１００ｎｍであった。
【００８９】
　次に、内層用セラミック層におけるＮｉおよびＭｇの分布を確認した。
　上述のように薄片加工した観察用試料は、走査透過型電子顕微鏡（ｓｃａｎｎｉｎｇ　
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ；以下、「ＳＴＥ
Ｍ」という。）とエネルギー分散型Ｘ線装置（ｅｎｅｒｇｙ　ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　ｘ
－ｒａｙ　ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ；以下、「ＥＤＸ」という。）とを使用したＳＴＥ
Ｍ－ＥＤＸマッピングにより元素分析が行われ、ＮｉおよびＭｇの分布を示すマッピング
画像が得られた。ここで、ＳＴＥＭ分析において、ＳＴＥＭは、ＪＥＭ－２２００ＦＳ（
ＪＥＯＬ製）を用いた。加速電圧は２００ｋＶである。ＥＤＸは、ＪＥＤ－２３００Ｔ（
ＪＥＯＬ製）で６０ｍｍ2口径のＳＤＤ検出器を、ＥＤＸシステムはＮｏｒａｎ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　７を用いた。
【００９０】
　図９（ａ）および図９（ｂ）のマッピング画像から、内層用セラミック層に内部電極側
から突起が発生していることを確認することができた。また、この突起は、ＭｇとＮｉが
同じ領域に分布していることから、Ｍｇが含有されることに起因する化合物が形成されて
いることが確認できた。
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【００９１】
　なお、この発明は、前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種
々に変形される。また、セラミック電子部品のセラミック層の厚み、層数、対向電極面積
および外形寸法は、これに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００９２】
　１０　積層セラミックコンデンサ
　１２　セラミック素体
　１３　第１の端面
　１４　第２の端面
　１５　第１の側面
　１６　第２の側面
　１７　第１の主面
　１８　第２の主面
　２０　内層用セラミック層
　２１　異層
　２２　第１の内部電極
　２４　第２の内部電極
　２５　突起
　２６　内層部
　２８、３０　外層部
　３２、３４　サイドマージン部
　４０、４２　外部電極
　４０ａ、４２ａ　電極層
　４０ｂ、４２ｂ　第１のめっき層
　４０ｃ、４２ｃ　第２のめっき層
　５０ａ、５０ｂ　セラミックグリーンシート
　５２ａ、５２ｂ　導電膜
　６０　積層体チップ
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