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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層されている複数の誘電体層と、前記誘電体層間の界面に沿って形成されている複数
の内部電極と、を有する積層体と、前記積層体の外表面に形成され、前記内部電極と電気
的に接続されている複数の外部電極と、を備える積層セラミックコンデンサにおいて、
　前記誘電体層が、ＢａおよびＴｉを含むペロブスカイト型化合物（ただし、Ｂａの一部
はＣａで置換されても良く、Ｔｉの一部はＺｒで置換されても良い）を主成分として含み
、
　前記誘電体層の厚みは２．５μｍ以下であり、
　前記内部電極は主成分がＮｉであり、かつ、前記内部電極はＳｎを含み、前記内部電極
における、前記Ｎｉと前記Ｓｎの合計に対する前記Ｓｎのモル比が０．００１以上０．１
以下であることを特徴とする積層セラミックコンデンサ。
【請求項２】
　ペロブスカイト型化合物を主成分とする主成分粉末を用意する工程と、
　Ｓｎ金属、Ｓｎを含む合金、Ｓｎ化合物のいずれかからなるＳｎ素材の中から、少なく
とも１つを用意する工程と、
　前記用意した主成分粉末および前記用意したＳｎ素材を含有するセラミックグリーンシ
ートを得る工程と、
　前記セラミックグリーンシートと、内部電極層とを積み重ねて焼成前の積層体を得る工
程と、
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　前記焼成前の積層体を還元雰囲気で焼成して、積層体を得る工程と、を備える、複数の
誘電体層と、当該誘電体層間の界面に沿って形成されている複数の内部電極と、を有する
積層セラミックコンデンサの製造方法であって、
　前記内部電極は主成分としてＮｉを含み、かつ、前記内部電極はＳｎを含み、前記内部
電極における、前記Ｎｉと前記Ｓｎの合計に対する前記Ｓｎのモル比が０．００１以上０
．１以下であることを特徴とする、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、及び積層セラミックコンデンサの製造方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のエレクトロニクス技術の進展に伴い、積層セラミックコンデンサには小型化かつ
大容量化が要求されている。これらの要求を満たすため、積層セラミックコンデンサの誘
電体層の薄層化が進められている。しかし、誘電体層を薄層化すると、１層あたりに加わ
る電界強度が相対的に高くなる。よって、電圧印加時における信頼性の向上が求められる
。
【０００３】
　積層セラミックコンデンサは、一般的に、積層されている複数の誘電体層と、誘電体層
間の界面に沿って形成されている複数の内部電極と、を有する積層体と、積層体の外表面
に形成され、内部電極と電気的に接続されている複数の外部電極と、を備えている。そし
て、例えば特許文献１のように、内部電極の主成分としてＮｉを用いたものが知られてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２８３８６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、内部電極の主成分にＮｉを用いた場合に、近年の小型化かつ大容量化の要請
に応えるためには、電圧印加時における信頼性が未だ不十分であるという問題があった。
【０００６】
　本発明はかかる課題に鑑みてなされたものであって、誘電体層がより一層薄層化し、高
電界強度の電圧が印加されても、良好な誘電特性と優れた信頼性を示す積層セラミックコ
ンデンサ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】
【０００７】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサは、積層されている複数の誘電体層と、誘電体
層間の界面に沿って形成されている複数の内部電極と、を有する積層体と、積層体の外表
面に形成され、内部電極と電気的に接続されている複数の外部電極と、を備え、誘電体層
が、ＢａおよびＴｉを含むペロブスカイト型化合物（ただし、Ｂａの一部はＣａで置換さ
れても良く、Ｔｉの一部はＺｒで置換されても良い）を主成分として含み、誘電体層の厚
みは２．５μｍ以下であり、内部電極は主成分がＮｉであり、かつ、内部電極はＳｎを含
み、内部電極における、ＮｉとＳｎの合計に対するＳｎのモル比が０．００１以上０．１
以下であることを特徴としている。
【０００８】
　また、本発明に係る積層セラミックコンデンサの製造方法は、ペロブスカイト型化合物
を主成分とする主成分粉末を用意する工程と、Ｓｎ金属、Ｓｎを含む合金、Ｓｎ化合物の
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いずれかからなるＳｎ素材の中から、少なくとも１つを用意する工程と、用意した主成分
粉末および用意したＳｎ素材を含有するセラミックグリーンシートを得る工程と、セラミ
ックグリーンシートと、内部電極層とを積み重ねて焼成前の積層体を得る工程と、焼成前
の積層体を焼成して、積層体を得る工程と、を備え、複数の誘電体層と、それらの誘電体
層間の界面に沿って形成されている複数の内部電極と、を有する積層セラミックコンデン
サの製造方法であって、内部電極は主成分としてＮｉを含み、かつ、内部電極はＳｎを含
み、内部電極における、ＮｉとＳｎの合計に対するＳｎのモル比が０．００１以上０．１
以下であることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、内部電極は主成分がＮｉであり、かつ、Ｓｎを含むことにより、電
圧印加時における信頼性の優れた積層セラミックコンデンサを提供することが可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る積層セラミックコンデンサを示す断面図である。
【図２】実験例１において、積層セラミックコンデンサのＷＤＸによるＮｉとＳｎのマッ
ピング分析をおこなった個所を示す説明図である。
【図３】実験例１における、Ｎｉのマッピング分析結果示すＷＤＸである。
【図４】実験例１における、Ｓｎのマッピング分析結果を示すＷＤＸである。
【図５】実験例３において、誘電体層の厚さを測定した個所を示す説明図である。
【図６】実験例３における、ＭＴＴＦの誘電体層厚み依存性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下において、本発明を実施するための形態について説明する。
【００１２】
　図１は、本発明に係る積層セラミックコンデンサの断面図である。
【００１３】
　積層セラミックコンデンサ１は、積層体５を備えている。積層体５は、積層されている
複数の誘電体層２と、複数の誘電体層２間の界面に沿って形成されている複数の内部電極
３及び４と、を備えている。
【００１４】
　積層体５の外表面上の互いに異なる位置には、外部電極６及び７が形成されている。外
部電極６及び７の材質としては、例えばＡｇ又はＣｕを主成分とするものが挙げられる。
図１に示した積層セラミックコンデンサでは、外部電極６及び７は、積層体５の互いに対
向する各端面上に形成されている。内部電極３及び４は、それぞれ外部電極６及び７と電
気的に接続されている。そして、内部電極３及び４は、積層体５の内部において誘電体層
２を介して交互に積層されている。
【００１５】
　なお、積層セラミックコンデンサ１は、２個の外部電極６及び７を備える２端子型のも
のであっても、多数の外部電極を備える多端子型のものであっても良い。
【００１６】
　本発明では、内部電極３及び４は主成分がＮｉであり、かつ、内部電極３及び４はＳｎ
を含むことを特徴としている。この場合に、電圧印加時における信頼性の優れた積層セラ
ミックコンデンサが得られる。なお、内部電極３及び４中のＳｎの存在形態は問われない
が、ＳｎとＮｉの合金の形態で存在していることが好ましく、ＳｎとＮｉの金属間化合物
の形態で存在していることがさらに好ましい。この場合には、誘電体層２と内部電極３及
び４との界面の絶縁性が向上し、電圧印加時における信頼性がさらに改善される。
【００１７】
　Ｓｎの含有方法は特に問われない。例えば、内部電極３及び４となるべき導電性ペース
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トにあらかじめ含まれていても良いし、焼成後に誘電体層２を構成する誘電体セラミック
の原料粉末に混合されていても良い。後者の場合には、誘電体セラミックの原料粉末にＳ
ｎＯ粉末を混合し、その後還元雰囲気中で２０℃／分以上の昇温速度で焼成すると、Ｓｎ
ＯがＳｎに還元され、内部電極３及び４に吸収されやすくなる。
【００１８】
　内部電極３及び４における、ＮｉとＳｎの合計に対するＳｎのモル比は０．００１以上
０．１未満であることが好ましい。Ｓｎが０．００１以上の場合には、Ｓｎ含有の効果が
より顕著になる。また、０．１未満の場合には、内部電極３及び４の融点が好ましい範囲
となり、玉化等の不具合がより起こりにくくなるためである。
【００１９】
　誘電体層２はＢａおよびＴｉを含むペロブスカイト型化合物（ただし、Ｂａの一部はＣ
ａで置換されても良く、Ｔｉの一部はＺｒで置換されても良い）を主成分として含むこと
が好ましい。本発明に係る積層セラミックコンデンサは、誘電体層２の主成分がＢａＴｉ
Ｏ3である場合に、誘電率が高い上に、特に優れた信頼性を示す。なお、誘電体層には、
主成分の他に、例えば希土類元素や、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｓｉ等が副成分として含まれていても
良い。
【００２０】
　誘電体セラミックの原料粉末は、例えば、固相合成法で作製される。具体的には、まず
、主成分の構成元素を含む酸化物、炭酸物等の化合物粉末を所定の割合で混合し、仮焼す
る。なお、固相合成法の他に、水熱法等を適用しても良い。なお、本発明に係る誘電体セ
ラミックに対して、アルカリ金属、遷移金属、Ｃｌ、Ｓ、Ｐ、Ｈｆ等が、本発明の効果を
妨げない量の範囲で含まれていても良い。
【００２１】
　積層セラミックコンデンサは、例えば、以下のように作製される。上記のようにして得
られた誘電体セラミックの原料粉末を用いてセラミックスラリーを作製する。そして、シ
ート成形法等でセラミックグリーンシートを成形する。そして、複数のセラミックグリー
ンシートのうち所定のセラミックグリーンシート上に、内部電極となるべき導電性ペース
トを印刷等で塗布する。そして、複数のセラミックグリーンシートを積層した後に圧着し
て、生の積層体を得る。そして、生の積層体を焼成する。この焼成する工程で、誘電体セ
ラミックで構成される誘電体層が得られる。その後、積層体の端面に外部電極を焼き付け
等で形成する。
【００２２】
　次に、この発明に基づいて実施した実験例について説明する。
【００２３】
　［実験例１］
　実験例１では、内部電極中のＳｎの有無が電圧印加時の信頼性に与える影響を確認した
。なお、本実験例では、誘電体セラミックの原料粉末にＳｎＯ粉末をあらかじめ混合する
方法を用いた。また、誘電体層の主成分としては、チタン酸バリウム（以下ＢＴ）とチタ
ン酸バリウムカルシウム（以下ＢＣＴ）の２種類の組成を用意した。
【００２４】
　（Ａ）誘電体セラミックの原料粉末の作製
　最初に、主成分であるＢＴ粉末とＢＣＴ粉末を用意した。具体的には、ＢａＣＯ3粉末
、ＣａＣＯ3粉末、及びＴｉＯ2粉末をＴｉに対するＢａのモル比が１－ｘ、Ｔｉに対する
Ｃａのモル比がｘとなるように秤量し、ボールミルにより一定時間混合した後、熱処理を
行い、主成分のＢＴ粉末とＢＣＴ粉末を得た。
【００２５】
　次に、副成分である、Ｒ2Ｏ3（ＲはＤｙまたはＹ）、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＳｉＯ2、Ｓｎ
Ｏの各粉末を用意した。そして、これらの粉末を主成分のセラミック粉末中のＴｉ１００
モル部に対するＲの含有量がａモル部、Ｍｇの含有量がｂモル部、Ｍｎの含有量がｃモル
部、Ｓｉの含有量がｄモル部、Ｓｎの含有量がｅモル部となるように秤量して、主成分の
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ＢＴ粉末やＢＣＴ粉末と配合し、ボールミルにより一定時間混合した後、乾燥、乾式粉砕
した。このようにして、試料番号１～８の誘電体セラミックの原料粉末を得た。表１に、
各試料番号における、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｘの値およびＲ成分を示す。
【００２６】
　なお、得られた原料粉末をＩＣＰ発光分光分析したところ、表１に示した調合組成とほ
とんど同一であることが確認された。
【００２７】
　（Ｂ）積層セラミックコンデンサの作製
　最初に、誘電体層となるべきセラミックグリーンシートを形成した。具体的には、上記
の原料粉末に、ポリビニルブチラール系バインダと、エタノール等の有機溶媒を加えて、
ボールミルにより湿式混合してセラミックスラリーを調製した。そして、このセラミック
スラリーを、ドクターブレード法によりシート状に成形して、厚さが３μｍのセラミック
グリーンシートを得た。
【００２８】
　次に、所定のセラミックグリーンシート上にＮｉを主成分とする導電性ペーストを印刷
し、内部電極となるべき導電性ペースト層を形成した。
【００２９】
　次に、セラミックグリーンシートを、導電性ペースト層が引き出されている側が互い違
いになるように複数層積層し、生の積層体を形成した。
【００３０】
　次に、この積層体を、Ｎ2雰囲気中、３５０℃で加熱して、バインダを燃焼させた。そ
の後、酸素分圧１０-10ＭＰａのＨ2－Ｎ2－Ｈ2Ｏガスからなる還元雰囲気中において、昇
温速度２０℃／分、最高温度１２００℃で２０分保持して、その後に降温するプロファイ
ルで焼成した。
【００３１】
　次に、焼成後の積層体の両端面に、Ｂ2Ｏ3－ＳｉＯ2－ＢａＯガラスフリットを含む銀
ペーストを塗布した。そして、Ｎ2雰囲気中、６００℃で焼き付けて、内部電極と電気的
に接続された外部電極を形成した。
【００３２】
　以上のようにして作製した積層セラミックコンデンサの外形寸法は、２．０ｍｍ×１．
０ｍｍ×１．０ｍｍであり、内部電極間に介在する誘電体層の厚さは２．５μｍ、内部電
極の厚さは０．８μｍであった。また、有効誘電体層の層数は１００層であり、１層あた
りの対向電極面積は１．７×１０-6ｍ2であった。
【００３３】
　（Ｃ）特性評価
　得られた各条件の積層セラミックコンデンサについて、誘電率と誘電損失を測定した。
最初に、自動ブリッジ式測定器を用いて、静電容量と誘電損失をＡＣ電圧１Ｖ、１ｋＨｚ
の条件で測定した。そして、静電容量の平均値と誘電体層の厚さ、層数、対向電極面積か
ら、誘電率を算出した。
【００３４】
　次に、１７５℃、７．５Ｖの条件で高温負荷試験を実施して、絶縁抵抗が１００ｋΩ以
下になった時間を故障と判定し、試料の平均故障時間（ＭＴＴＦ）を算出した。測定数は
１０個とし、その平均値を算出した。なお、誘電率、誘電損失、ＭＴＴＦのいずれも測定
数は１０個であり、その平均値を算出した。
【００３５】
　表１に、各条件における、各種特性評価の結果を示す。表１において、試料番号に*を
付したものは、この発明の範囲外の試料である。
【００３６】
　（Ｄ）Ｓｎが内部電極中に存在することの確認
　１）研磨
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　各試料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
ＷＴ（幅・高さ）側面が露出するようにした。
【００３７】
　次に、研磨機により、ＷＴ側面を研磨した。
【００３８】
　次に、素体のＬ（長さ）方向の１／２程度の深さで研磨を終了し、ＷＴ断面を出した。
【００３９】
　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。
【００４０】
　２）内部電極のマッピング分析
　図２に示す通り、ＷＴ断面のＷ方向１／２程度において、試料の内部電極が積層されて
いる領域をＴ方向に３等分に分割し、それぞれのＷ方向における中央部を上方領域Ｕ、中
間領域Ｍ、下方領域Ｄの３つの領域に分けた。さらに、Ｔ方向の中央部は、中間領域Ｍと
、中間領域ＭからＷ方向に隣接する側部領域Ｓの２つの領域に分けた。
【００４１】
　そして、これらの４つの領域内においてＷＤＸによりＮｉおよびＳｎのマッピング分析
を行った。なお、側部領域Ｓにおいては、その中央部ではなく、内部電極の存在しない積
層体の側部寄りの部分を内部電極を含めてマッピングした。
【００４２】
　誘電体セラミックの原料粉末にＳｎ素材粉末を入れた試料の、Ｎｉのマッピング分析結
果を図３に、Ｓｎのマッピング分析結果を図４に示す。図３、図４からわかるように、誘
電体セラミックの原料粉末にＳｎ素材粉末を入れた試料では、上方領域Ｕ、中間領域Ｍ、
下方領域Ｄおよび側部領域Ｓの全ての領域において内部電極中にＳｎが存在していた。
【００４３】
　（Ｅ）内部電極中のＳｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）値の確認
　誘電体セラミックの原料粉末にＳｎ素材粉末を入れた試料（資料番号１、３、５、７）
につき、内部電極中のＳｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）値を確認した。具体的には、１つの積層セラ
ミックコンデンサから無作為に３本の内部電極を選び、ＦＩＢ加工（集束イオンビーム法
）にてそれぞれ内部電極部のみを切り出して薄片化した試料を３個用意した。各試料に対
して無作為に抽出した１０箇所でＮｉとＳｎの定量分析をＷＤＸを用いて実施した。合計
３０箇所（１０箇所×３個）の平均値を調べたところ、各試料とも、Ｓｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ
）＝０．００６であった。
【００４４】
　（Ｆ）内部電極に含まれるＳｎがＮｉと合金化していることの確認
　焼成後の積層セラミックコンデンサ（積層体）を粉砕し、粉末状にした。その粉末をＸ
ＲＤで分析したところ、Ｎｉのピーク位置がシフトしていた。このことから、内部電極中
のＳｎはＮｉとＳｎの合金の形成で存在していることが分かった。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　試料番号１～４は、誘電体層の主成分がＢＴである。Ｓｎを入れた試料番号１、３では
、いずれも試料番号２、４に比べて、誘電特性は同程度でＭＴＴＦの値が大きい結果とな
った。また、試料番号５～８は、誘電体層の主成分がＢＣＴである。Ｓｎを入れた試料番
号５、７では、いずれも試料番号６，８に比べて誘電特性は同程度でＭＴＴＦの値が大き
い結果となった。
【００４７】
　［実験例２］
　実験例２では、内部電極中のＳｎの量が電圧印加時の信頼性に与える影響を確認した。
なお、本実験例では、内部電極となるべき導電性ペーストに、主成分としてＮｉとＳｎの
合金が含まれているものを用いた。また、誘電体セラミックには、実験例１の試料番号６
と同じ条件のものを用いた。積層セラミックコンデンサの作製方法は実験例１と同様であ
る。作製した積層セラミックコンデンサの内部電極間に介在する誘電体層の厚さは２．５
μｍであった。表２に、各試料番号の条件における、内部電極中の、ＮｉとＳｎの合計に
対するＳｎのモル比と、各種特性評価の結果を示す。
【００４８】
【表２】

【００４９】
　試料番号１１～１５を比較すると、Ｓｎが含まれていない試料番号１１に比べて、試料
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番号１２～１５はいずれも誘電特性が同程度であり、ＭＴＴＦの値が大きい結果となった
。
【００５０】
　［実験例３］
　実験例３では、誘電体層の厚みを変化させ、ＭＴＴＦに与える影響を調べた。なお、本
実験例では、誘電体セラミックの原料粉末にＳｎＯ粉末をあらかじめ混合する方法を用い
た。また、誘電体層の主成分は、チタン酸バリウム（ＢＴ）とした。
【００５１】
　（Ａ）誘電体セラミックの原料粉末の作製
　最初に、主成分であるＢＴ粉末を用意した。具体的には、ＢａＣＯ3粉末及びＴｉＯ2粉
末をＴｉとＢａのモル比が１：１となるように秤量し、ボールミルにより一定時間混合し
た後、熱処理を行い、主成分のＢＴ粉末を得た。
【００５２】
　次に、副成分である、Ｒ2Ｏ3（ＲはＤｙ）、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＳｉＯ2、ＳｎＯの各粉
末を用意した。なお、本実験例ではＲはＤｙとした。そして、これらの粉末を主成分のセ
ラミック粉末中のＴｉ１００モル部に対するＲの含有量がａモル部、Ｍｇの含有量がｂモ
ル部、Ｍｎの含有量がｃモル部、Ｓｉの含有量がｄモル部となるように秤量し、ＳｎＯに
関しては積層セラミックコンデンサを形成した後の内部電極に含まれるＮｉとＳｎの合計
に対するＳｎのモル比Ｓｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）が表３の値になるように秤量して、主成分の
ＢＴ粉末と配合し、ボールミルにより一定時間混合した後、乾燥、乾式粉砕した。このよ
うにして、試料番号２１～３６の誘電体セラミックの原料粉末を得た。表３に、各試料番
号における、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅの値を示す。
【００５３】
　（Ｂ）積層セラミックコンデンサの作製
　最初に、誘電体層となるべきセラミックグリーンシートを形成した。具体的には、上記
の原料粉末にポリビニルブチラール系バインダと、エタノール等の有機溶媒を加えて、ボ
ールミルにより湿式混合してセラミックスラリーを調製した。そして、このセラミックス
ラリーを、ドクターブレード法によりシート状に成形して、８種類の厚さのセラミックグ
リーンシート、具体的には、０．９μｍ、１．１μｍ、１．３μｍ、１．６μｍ、２．０
μｍ、２．２μｍ、２．７μｍ、３．３μｍの８種類の厚さのセラミックグリーンシート
を得た。
【００５４】
　次に、所定のセラミックグリーンシート上にＮｉを主成分とする導電性ペーストを印刷
し、内部電極となるべき導電性ペースト層を形成した。
【００５５】
　次に、セラミックグリーンシートを、導電性ペースト層が引き出されている側が互い違
いになるように複数層積層し、生の積層体を形成した。
【００５６】
　次に、この積層体を、Ｎ2雰囲気中、３５０℃で加熱して、バインダを燃焼させた。そ
の後、酸素分圧１０-10ＭＰａのＨ2－Ｎ2－Ｈ2Ｏガスからなる還元雰囲気中において、昇
温速度２０℃／分、最高温度１２００℃で２０分保持して、その後に降温するプロファイ
ルで焼成した。
【００５７】
　次に、焼成後の積層体の両端面に、Ｂ2Ｏ3－ＳｉＯ2－ＢａＯガラスフリットを含む銀
ペーストを塗布した。そして、Ｎ2雰囲気中、６００℃で焼き付けて、内部電極と電気的
に接続された外部電極を形成した。
【００５８】
　以上のようにして作製した積層セラミックコンデンサの外形寸法は、２．０ｍｍ×１．
０ｍｍ×１．０ｍｍであった。また、有効誘電体層の層数は１００層であり、１層あたり
の対向電極面積は１．７×１０-6ｍ2であった。
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【００５９】
　なお、作製した積層セラミックコンデンサの外部電極を除去し、溶剤により溶解し、Ｉ
ＣＰ発光分光分析をしたところ、内部電極成分のＮｉおよび内部電極中への拡散が生じる
Ｓｎを除いては、表３に示した調合組成とほとんど同一であることが確認された。
【００６０】
　各試料につき、次の方法で誘電体層の厚さを調べた。
【００６１】
　まず、各試料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ＬＴ側面（長さ・高さ側面；研磨すると外部電極への接続部分を含めて内部電極が
露出する側面）が露出するようにした。研磨機により、ＬＴ側面を研磨し、積層体のＷ方
向（幅方向）の１／２の深さで研磨を終了し、ＬＴ断面を出した。この研磨面に対しイオ
ンミリングを行い、研磨によるダレを除去した。このようにして、観察用の断面を得た。
【００６２】
　図５に示す通り、ＬＴ断面のＬ方向（長さ方向）１／２において、内部電極と直交する
垂線を引いた。次に、試料の内部電極が積層されている領域をＴ方向（高さ方向）に３等
分に分割し、上側部Ｕ、中間部Ｍ、下側部Ｄの３つの領域に分けた。そして、各領域のそ
れぞれの高さ方向中央部から２５層の誘電体層を選定し（図５において当該２５層の誘電
体層を含む領域を測定領域Ｒ１として示す）、これらの誘電体層の上記垂線上における厚
みを測定した。ただし、上記垂線上で内部電極が欠損し、該内部電極を挟む誘電体層がつ
ながっている等により測定が不可能なものは測定対象から除いた。
【００６３】
　以上より、各試料につき、７５箇所で誘電体層の厚みを測定し、これらの平均値を求め
た。誘電体層の厚さは、表３に示すように、試料により、０．８μｍ、１μｍ、１．２μ
ｍ、１．５μｍ、１．８μｍ、２μｍ、２．５μｍ、３μｍのいずれかであった。
【００６４】
　（Ｃ）特性評価
　得られた各条件の積層セラミックコンデンサについて、誘電率と誘電損失を測定した。
最初に、自動ブリッジ式測定器を用いて、静電容量と誘電損失をＡＣ電圧１Ｖ、１ｋＨｚ
の条件で測定した。そして、静電容量の平均値と誘電体層の厚さ、層数、対向電極面積か
ら、誘電率を算出した。
【００６５】
　次に、１５０℃、３Ｖ／μｍ相当の条件で高温負荷試験を実施して、絶縁抵抗が１００
ｋΩ以下になった時間を故障と判定し、試料の平均故障時間（ＭＴＴＦ）を算出した。測
定数は１０個とし、その平均値を算出した。なお、誘電率、誘電損失、ＭＴＴＦのいずれ
も測定数は１０個であり、その平均値を算出した。
【００６６】
　表３に、各条件における、各種特性評価の結果を示す。表３において、試料番号に＊を
付したものは、この発明の範囲外の試料である。
【００６７】
　（Ｄ）Ｓｎが内部電極中に存在することの確認
　実験例１と同様の方法により、各試料について、ＷＤＸによりＮｉおよびＳｎのマッピ
ング分析結果をおこなった。その結果、誘電体セラミックの原料粉末にＳｎ素材粉末を入
れた試料では、内部電極中にＳｎが存在していた。
【００６８】
　（Ｅ）内部電極中のＳｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）値の確認
　誘電体セラミックの原料粉末にＳｎ素材粉末を入れた試料につき、内部電極中のＳｎ／
（Ｎｉ＋Ｓｎ）値を確認した。具体的には、１つのチップから無作為に３本の内部電極を
選び、ＦＩＢ加工（集束イオンビーム法）にてそれぞれ内部電極部のみを切り出して薄片
化した試料を３個用意した。各試料に対して無作為に抽出した１０箇所でＮｉとＳｎの定
量分析をＷＤＸを用いて実施した。合計３０箇所（１０箇所×３個）の平均値が表３に示
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したＳｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）である。
【００６９】
　（Ｆ）内部電極に含まれるＳｎがＮｉと合金化していることの確認
　また、積層セラミックコンデンサの外部電極を除去した後、これを粉砕し、粉末状にし
た。その粉末をＸＲＤで測定したところ、Ｎｉのピーク位置がシフトしていたことから、
本実験例では、内部電極中のＳｎはＮｉとＳｎの合金の形で存在していることが分かった
。
【００７０】
【表３】

【００７１】
　Ｓｎを入れた試料番号２９～３６では、Ｓｎを入れない試料番号２１～２８に比べて、
誘電特性は同程度でＭＴＴＦの値が改善された。しかしながら、Ｓｎを入れた場合でも、
誘電体層の厚みが２．５μｍを超えた場合、具体的には誘電体層の厚みが３の試料番号３
６では、誘電体層の厚みが２．５μｍ以下である試料番号２９～３５に比べて、ＭＴＴＦ
が改善される割合が小さくなった。
【００７２】
　図６に、ＭＴＴＦの誘電体層厚み依存性を示す。誘電体層の厚みが２．５μｍを超える
と、界面の信頼性への寄与が小さくなり、Ｓｎを添加した効果が小さくなり、ＭＴＴＦが
改善される割合が小さくなったものと考えられる。
【００７３】
　すなわち、対向する内部電極に挟まれた領域は「誘電体層」と「内部電極と誘電体層の
界面」から構成されるが、誘電体層の厚みが２．５μｍを超えると、対向する内部電極に
挟まれた領域における「誘電体層」の比率が高まり、逆に「内部電極と誘電体層の界面」
の比率が低くなる。詳細なメカニズムは不明であるが、本発明においては、内部電極にＳ
ｎを添加することによる「界面」の変化が信頼性向上に寄与しているものと考えられ、上
記のように誘電体層の厚みが２．５μｍ超えて「界面」の比率が低くなることにより、Ｍ
ＴＴＦが改善される効果が小さくなったものと考えられる。
【００７４】
　［実験例４］
　実験例４では、誘電体セラミックの原料粉末にＳｎ素材の粉末をあらかじめ混合する方
法を用いた。また、誘電体層の主成分としては、チタン酸バリウム（ＢＴ）を用意した。
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【００７５】
　（Ａ）誘電体セラミックの原料粉末の作製
　最初に、主成分であるＢＴ粉末を用意した。具体的には、ＢａＣＯ3粉末及びＴｉＯ2粉
末をＴｉとＢａのモル比が１：１となるように秤量し、ボールミルにより一定時間混合し
た後、熱処理を行い、主成分のＢＴ粉末を得た。
【００７６】
　次に、副成分である、Ｄｙ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＳｉＯ2の各粉末を用意した。更に
、Ｓｎ素材の粉末として、Ｓｎ金属粉末、ＳｎＯ粉末、ＳｎＯ2粉末、Ｎｉ-Ｓｎ合金粉末
（Ｎｉ:Ｓｎ=９０：１０）を用意した。そして、主成分中のＴｉ１００モル部に対してＤ
ｙ2Ｏ3が０．５モル部（＝Ｄｙが１．０モル部）、ＭｇＯが１モル部、ＭｎＯが０．２モ
ル部、ＳｉＯ2が１モル部となるように秤量し、Ｓｎ素材は積層セラミックコンデンサを
形成した後の内部電極に含まれるＮｉに対してＳｎが表４の量になるように秤量した。こ
れらの粉末を主成分のＢＴ粉末と配合し、ボールミルにより一定時間混合した後、乾燥、
乾式粉砕し、原料粉末を得た。
【００７７】
　（Ｂ）積層セラミックコンデンサの作製
　最初に、誘電体層となるべきセラミックグリーンシートを形成した。具体的には、上記
の原料粉末に、ポリビニルブチラール系バインダと、エタノール等の有機溶媒を加えて、
ボールミルにより湿式混合してセラミックスラリーを調製した。そして、このセラミック
スラリーを、ドクターブレード法によりシート状に成形して、厚さが３μｍのセラミック
グリーンシートを得た。
【００７８】
　次に、所定のセラミックグリーンシート上にＮｉを主成分とする導電性ペーストを印刷
し、内部電極となるべき導電性ペースト層を形成した。
【００７９】
　次に、セラミックグリーンシートを、導電性ペースト層が引き出されている側が互い違
いになるように複数層積層し、生の積層体を形成した。
【００８０】
　次に、この積層体を、Ｎ2雰囲気中、３５０℃で加熱して、バインダを燃焼させた。そ
の後、酸素分圧１０-10ＭＰａのＨ2－Ｎ2－Ｈ2Ｏガスからなる還元雰囲気中において、昇
温速度２０℃／分、最高温度１２００℃で２０分保持して、その後に降温するプロファイ
ルで焼成した。
【００８１】
　次に、焼成後の積層体の両端面に、Ｂ2Ｏ3－ＳｉＯ2－ＢａＯガラスフリットを含む銀
ペーストを塗布した。そして、Ｎ2雰囲気中、６００℃で焼き付けて、内部電極と電気的
に接続された外部電極を形成した。
【００８２】
　以上のようにして作製した積層セラミックコンデンサの外形寸法は、２．０ｍｍ×１．
０ｍｍ×１．０ｍｍであり、内部電極間に介在する誘電体層の厚さは２．５μｍであった
。また、有効誘電体層の層数は２３０層であり、１層あたりの対向電極面積は１．７×１
０-6ｍ2であった。
【００８３】
　（Ｃ）特性評価
　得られた各条件の積層セラミックコンデンサについて、誘電率と誘電損失を測定した。
最初に、自動ブリッジ式測定器を用いて、静電容量と誘電損失をＡＣ電圧１Ｖ、１ｋＨｚ
の条件で測定した。そして、静電容量の平均値と誘電体層の厚さ、層数、対向電極面積か
ら、誘電率を算出した。
【００８４】
　次に、１５０℃、７．５Ｖの条件で高温負荷試験を実施して、絶縁抵抗が１０ｋΩ以下
になった時間を故障と判定し、試料の平均故障時間（ＭＴＴＦ）を算出した。測定数は１
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は１０個であり、その平均値を算出した。
【００８５】
　表４に、各条件における、各種特性評価の結果を示す。
【００８６】
　（Ｄ）Ｓｎが内部電極中に存在することの確認
１）研磨
　各試料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
ＷＴ（幅・高さ）側面が露出するようにした。
【００８７】
　次に、研磨機により、ＷＴ側面を研磨した。
【００８８】
　次に、素体のＬ（長さ）方向の１／２程度の深さで研磨を終了し、ＷＴ断面を出した。
【００８９】
　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。
２）内部電極のマッピング分析
　実験例１と同様に、図２に示すように、ＷＴ断面のＷ方向１／２程度において、試料の
内部電極が積層されている領域をＴ方向に３等分に分割し、それぞれのＷ方向における中
央部を上方領域Ｕ、中間領域Ｍ、下方領域Ｄの３つの領域に分けた。さらに、Ｔ方向の中
央部は、中間領域Ｍと、中間領域ＭからＷ方向に隣接する側部領域Ｓの２つの領域に分け
た。
【００９０】
　そして、これらの４つの領域内においてＷＤＸによりＮｉおよびＳｎのマッピング分析
を行った。なお、側部領域Ｓにおいては、その中央部ではなく、内部電極の存在しない積
層体の側部寄りの部分を内部電極を含めてマッピングした。誘電体セラミックの原料粉末
にＳｎ素材粉末を入れた試料では、上方領域Ｕ、中間領域Ｍ、下方領域Ｄおよび側部領域
Ｓの全ての領域において内部電極中にＳｎが存在していた。
【００９１】
　（Ｅ）内部電極中のＳｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）値の確認
　誘電体セラミックの原料粉末にＳｎ素材粉末を入れた試料につき、内部電極中のＳｎ／
（Ｎｉ＋Ｓｎ）値を確認した。具体的には、１つの積層セラミックコンデンサから無作為
に３本の内部電極を選び、ＦＩＢ加工（集束イオンビーム法）にてそれぞれ内部電極部の
みを切り出して薄片化した試料を３個用意した。各試料に対して無作為に抽出した１０箇
所でＮｉとＳｎの定量分析をＷＤＸを用いて実施した。合計３０箇所（１０箇所×３個）
の平均値が表４に示したＳｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）である。
【００９２】
　（Ｆ）内部電極に含まれるＳｎがＮｉと合金化していることの確認
　焼成後の積層セラミックコンデンサ（積層体）を粉砕し、粉末状にした。その粉末をＸ
ＲＤで分析したところ、Ｎｉのピーク位置がシフトしていた。このことから、内部電極中
のＳｎはＮｉとＳｎの合金の形成で存在していることが分かった。
【００９３】
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【表４】

【００９４】
　誘電体セラミックの原料粉末にあらかじめＳｎ素材を添加した場合において、Ｓｎ素材
の種類に関係なく、誘電特性は同程度でＭＴＴＦが改善できることが確認された。ただし
、Ｓｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）値が０．１を超えるほど添加した場合は、ＭＴＴＦの改善はなか
った。Ｓｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）値が０．１を超えると、内部電極の融点が下がりすぎて内部
電極の玉化が生じる。これにより内部電極が局所的に太るため、誘電体層の厚みを局所的
に薄くしてしまうために、ＭＴＴＦの改善がなかった（Ｓｎ添加の効果を相殺した）もの
と考えられる。
【００９５】
　［実験例５］
　実験例５では、内部電極ペーストにＳｎ素材の粉末をあらかじめ混合する方法を用いた
。また、誘電体層の主成分としては、チタン酸バリウム（ＢＴ）を用意した。
【００９６】
　（Ａ）誘電体セラミックの原料粉末の作製
　最初に、主成分であるＢＴ粉末を用意した。具体的には、ＢａＣＯ3粉末及びＴｉＯ2粉
末をＴｉとＢａのモル比が１：１となるように秤量し、ボールミルにより一定時間混合し
た後、熱処理を行い、主成分のＢＴ粉末を得た。
【００９７】
　次に、副成分である、Ｄｙ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＳｉＯ2の各粉末を用意した。そし
て、主成分１００モル部に対してＤｙ2Ｏ3が０．５モル部、ＭｇＯが１モル部、ＭｎＯが
０．２モル部、ＳｉＯ2が１モル部となるように秤量した。これらの粉末を主成分のＢＴ
粉末と配合し、ボールミルにより一定時間混合した後、乾燥、乾式粉砕し、原料粉末を得
た。
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【００９８】
　（Ｂ）積層セラミックコンデンサの作製
　最初に、誘電体層となるべきセラミックグリーンシートを形成した。具体的には、上記
の原料粉末に、ポリビニルブチラール系バインダと、エタノール等の有機溶媒を加えて、
ボールミルにより湿式混合してセラミックスラリーを調製した。そして、このセラミック
スラリーを、ドクターブレード法によりシート状に成形して、厚さが３μｍのセラミック
グリーンシートを得た。
【００９９】
　次に、内部電極ペーストを用意した。まずＮｉ粉末、とＳｎ素材の粉末としてＳｎ金属
粉末、ＳｎＯ粉末、ＳｎＯ2粉末、Ｎｉ-Ｓｎ合金粉末（Ｎｉ：Ｓｎ＝９０：１０）を用意
し、表５の比率になるように秤量した。そして、ポリビニルブチラール系バインダおよび
エタノールなどの有機溶剤を加えて、ボールミルにより湿式混合し、導電性ペーストを作
製した。
【０１００】
　次に、上記のセラミックグリーンシート上に、上記の導電性ペーストを印刷し、内部電
極を構成するための導電性ペースト層を形成した。
【０１０１】
　次に、セラミックグリーンシートを、導電性ペースト層が引き出されている側が互い違
いになるように複数層積層し、生の積層体を形成した。
【０１０２】
　次に、この積層体を、Ｎ2雰囲気中、３５０℃で加熱して、バインダを燃焼させた。そ
の後、酸素分圧１０-10ＭＰａのＨ2－Ｎ2－Ｈ2Ｏガスからなる還元雰囲気中において、昇
温速度２０℃／分、最高温度１２００℃で２０分保持して、その後に降温するプロファイ
ルで焼成した。
【０１０３】
　次に、焼成後の積層体の両端面に、Ｂ2Ｏ3－ＳｉＯ2－ＢａＯガラスフリットを含む銀
ペーストを塗布した。そして、Ｎ2雰囲気中、６００℃で焼き付けて、内部電極と電気的
に接続された外部電極を形成した。
【０１０４】
　以上のようにして作製した積層セラミックコンデンサの外形寸法は、２．０ｍｍ×１．
０ｍｍ×１．０ｍｍであり、内部電極間に介在する誘電体層の厚さは２．５μｍであった
。また、有効誘電体層の層数は２３０層であり、１層あたりの対向電極面積は１．７×１
０-6ｍ2であった。
【０１０５】
　（Ｃ）特性評価
　得られた各条件の積層セラミックコンデンサについて、誘電率と誘電損失を測定した。
最初に、自動ブリッジ式測定器を用いて、静電容量と誘電損失をＡＣ電圧１Ｖ、１ｋＨｚ
の条件で測定した。そして、静電容量の平均値と誘電体層の厚さ、層数、対向電極面積か
ら、誘電率を算出した。
【０１０６】
　次に、１５０℃、７．５Ｖの条件で高温負荷試験を実施して、絶縁抵抗が１０ｋΩ以下
になった時間を故障と判定し、試料の平均故障時間（ＭＴＴＦ）を算出した。測定数は１
０個とし、その平均値を算出した。なお、誘電率、誘電損失、ＭＴＴＦのいずれも測定数
は１０個であり、その平均値を算出した。
【０１０７】
　表５に、各条件における、各種特性評価の結果を示す。
【０１０８】
　なお、焼成後の積層セラミックコンデンサにおいて、内部電極中のＳｎ／（Ｎｉ+Ｓｎ
）が調合組成と殆ど同一であること、およびＳｎが内部電極中に存在し、Ｎｉと合金化し
ていることは実験例４と同様の方法で確認した。
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【０１０９】
【表５】

【０１１０】
　内部電極ペーストにあらかじめＳｎ素材を添加した場合において、Ｓｎ素材の種類に関
係なく、誘電特性は同程度でＭＴＴＦが改善できることが確認された。ただし、Ｓｎ／（
Ｎｉ＋Ｓｎ）値が０．１を超えるほど添加した場合はＭＴＴＦの改善はなかった。Ｓｎ／
（Ｎｉ＋Ｓｎ）値が０．１を超えると、内部電極の融点が下がりすぎて内部電極の玉化が
生じる。これにより内部電極が局所的に太るため、誘電体層の厚みを局所的に薄くしてし
まうために、ＭＴＴＦの改善がなかった（Ｓｎ添加の効果を相殺した）ものと考えられる
。
【０１１１】
　［実験例６］
　実験例６では、内部電極ペーストに金属粉末としてＮｉ-Ｓｎ合金を使用する方法方法
を用いた。また、誘電体層の主成分としては、チタン酸バリウム（ＢＴ）を用意した。
【０１１２】
　（Ａ）誘電体セラミックの原料粉末の作製
　最初に、主成分であるＢＴ粉末を用意した。具体的には、ＢａＣＯ3粉末及びＴｉＯ2粉
末をＴｉとＢａのモル比が１：１となるように秤量し、ボールミルにより一定時間混合し
た後、熱処理を行い、主成分のＢＴ粉末を得た。
【０１１３】
　次に、副成分である、Ｄｙ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＭｎＯ、ＳｉＯ2の各粉末を用意した。そし
て、主成分１００モル部に対してＤｙ2Ｏ3が０．５モル部、ＭｇＯが１モル部、ＭｎＯが
０．２モル部、ＳｉＯ2が１モル部となるように秤量した。これらの粉末を主成分のＢＴ
粉末と配合し、ボールミルにより一定時間混合した後、乾燥、乾式粉砕し、原料粉末を得
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た。
【０１１４】
　（Ｂ）積層セラミックコンデンサの作製
　最初に、誘電体層となるべきセラミックグリーンシートを形成した。具体的には、上記
の原料粉末に、ポリビニルブチラール系バインダと、エタノール等の有機溶媒を加えて、
ボールミルにより湿式混合してセラミックスラリーを調製した。そして、このセラミック
スラリーを、ドクターブレード法によりシート状に成形して、厚さが３μｍのセラミック
グリーンシートを得た。
【０１１５】
　次に、金属粉末としてＮｉ-Ｓｎ合金粉末を用いた内部電極ペーストを用意した。表６
のＳｎ／（Ｎｉ＋Ｓｎ）比率のＮｉ-Ｓｎ合金粉末を用意し、ポリビニルブチラール系バ
インダおよびエタノールなどの有機溶剤を加えて、ボールミルにより湿式混合し、導電性
ペーストを作製した。
【０１１６】
　次に、上記のセラミックグリーンシート上に、上記の導電性ペーストを印刷し、内部電
極を構成するための導電性ペースト層を形成した。
【０１１７】
　次に、セラミックグリーンシートを、導電性ペースト層が引き出されている側が互い違
いになるように複数層積層し、生の積層体を形成した。
【０１１８】
　次に、この積層体を、Ｎ2雰囲気中、３５０℃で加熱して、バインダを燃焼させた。そ
の後、酸素分圧１０-10ＭＰａのＨ2－Ｎ2－Ｈ2Ｏガスからなる還元雰囲気中において、昇
温速度２０℃／分、最高温度１２００℃で２０分保持して、その後に降温するプロファイ
ルで焼成した。
【０１１９】
　次に、焼成後の積層体の両端面に、Ｂ2Ｏ3－ＳｉＯ2－ＢａＯガラスフリットを含む銀
ペーストを塗布した。そして、Ｎ2雰囲気中、６００℃で焼き付けて、内部電極と電気的
に接続された外部電極を形成した。
【０１２０】
　以上のようにして作製した積層セラミックコンデンサの外形寸法は、２．０ｍｍ×１．
０ｍｍ×１．０ｍｍであり、内部電極間に介在する誘電体層の厚さは２．５μｍであった
。また、有効誘電体層の層数は２３０層であり、１層あたりの対向電極面積は１．７×１
０-6ｍ2であった。
【０１２１】
　（Ｃ）特性評価
　得られた各条件の積層セラミックコンデンサについて、誘電率と誘電損失を測定した。
最初に、自動ブリッジ式測定器を用いて、静電容量と誘電損失をＡＣ電圧１Ｖ、１ｋＨｚ
の条件で測定した。そして、静電容量の平均値と誘電体層の厚さ、層数、対向電極面積か
ら、誘電率を算出した。
【０１２２】
　次に、１５０℃、７．５Ｖの条件で高温負荷試験を実施して、絶縁抵抗が１０ｋΩ以下
になった時間を故障と判定し、試料の平均故障時間（ＭＴＴＦ）を算出した。測定数は１
０個とし、その平均値を算出した。なお、誘電率、誘電損失、ＭＴＴＦのいずれも測定数
は１０個であり、その平均値を算出した。
【０１２３】
　表６に、各条件における、各種特性評価の結果を示す。
【０１２４】
　なお、焼成後の積層セラミックコンデンサにおいて、内部電極中のＳｎ／（Ｎｉ+Ｓｎ
）が調合組成と殆ど同一であること、およびＳｎが内部電極中に存在し、Ｎｉと合金化し
ていることは実験例４と同様の方法で確認した。
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【０１２５】
【表６】

【０１２６】
　内部電極ペーストに金属粉末としてＮｉ－Ｓｎ合金を使用した場合においても、誘電特
性は同程度でＭＴＴＦが改善できることが確認された。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　積層セラミックコンデンサ
　２　誘電体層
　３、４　内部電極
　５　積層体
　６、７　外部電極

【図１】
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