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(57)【要約】
　【課題】　外部電極の下地電極を緻密化してメッキ液
の浸入を防止し、下地電極におけるガラス浮きおよびブ
リスタの発生を防止すること。
　【解決手段】　外部電極２が下地電極２ａおよび下地
電極２ａに被着された１層以上のメッキ層２ｂからなる
セラミック電子部品１において、下地電極２ａは、平均
厚みが５μｍ以上25μｍ以下である、銅，銀，ニッケル
，パラジウムまたはこれらの合金からなる金属成分と、
硼珪酸系ガラスからなる、質量比が金属成分に対して15
％を超えて30％以下であるガラス成分とを含むことを特
徴とするセラミック電子部品１である。下地電極２ａ中
のガラス成分の金属成分に対する質量比が高くなるので
下地電極を緻密化させつつ、下地電極２ａ中のガラス成
分の総量を一定の値以下に抑制することができるので、
下地電極２ａ中へのメッキ液の浸入を防止でき、下地電
極２ａのガラス浮きおよびブリスタの発生を防止できる
。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部電極が下地電極および該下地電極に被着された１層以上のメッキ層からなるセラミ
ック電子部品において、
前記下地電極は、平均厚みが５μｍ以上２５μｍ以下である、銅，銀，ニッケル，パラジ
ウムまたはこれらの合金からなる金属成分と、硼珪酸系ガラスからなる、質量比が前記金
属成分に対して１５％を超えて３０％以下であるガラス成分とを含むことを特徴とするセ
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、外部電極が下地電極および１層以上のメッキ層からなるセラミック電子部品
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のセラミック電子部品として、一般的に、金属粉末，ガラス粉末および有機バイン
ダを主成分とする導電性ペーストによって形成された下地電極に、１層以上のメッキ層を
被着させることによって形成された外部電極が、セラミック積層体の両端部に形成された
セラミック電子部品が使用されている。
【０００３】
　このような従来のセラミック電子部品は、前述したように下地電極に１層以上のメッキ
層を被着させる際に、下地電極の内部にメッキ液を浸入させないようにするために、下地
電極の緻密化が要求されている。
【０００４】
　この要求を満たすセラミック電子部品用導電性ペーストとして、例えば特許文献１には
、金属粉末，ガラス粉末，有機バインダおよび有機溶剤を含有する導電性ペーストであっ
て、ガラス粉末は、有機バインダの熱分解終了温度をＴとしたとき、軟化点Ｔｓ１が（Ｔ
＋100）℃以下である低軟化点ガラス粉末と、軟化点Ｔｓ２が（Ｔ＋100）℃を超える高軟
化点ガラス粉末とからなり、かつ、低軟化点ガラス粉末の含有量が、金属粉末100質量部
に対して0.1質量部以上５質量部未満であるものが提案されている。また、特許文献１に
は、高軟化点ガラス粉末は、セラミック電子部品用導電性ペースト全体の５質量％以上15
質量％未満であることが開示されている。
【０００５】
　特許文献１に開示されたセラミック電子部品用導電性ペーストによってセラミック電子
部品の外部電極の下地電極を形成すれば、下地電極は、合計で5.1質量％以上20質量％未
満のガラス粉末を含むので、下地電極の緻密度を向上させることができるというものであ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2009－146732号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示されたセラミック電子部品のような構成においては、
下地電極の緻密度をある程度向上させることができるものの、メッキ液の浸入をより確実
に防ぐには、さらなる下地電極の緻密度の向上が要求されていた。
【０００８】
　また、下地電極が含有するガラス成分の量が多くなると、下地電極において、ガラス浮
き、またはブリスタが発生するという問題点があった。ガラス浮きとは、下地電極中のガ
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ラス成分が下地電極の表面に析出する現象のことである。下地電極中のガラス成分は、ま
ずセラミック積層体に被着するが、セラミック積層体に被着できるガラス成分の量を超え
る量のガラス成分が下地電極中に含まれている場合には、セラミック積層体に被着できな
かったガラス成分が下地電極の表面に析出することとなる。これがガラス浮きのメカニズ
ムである。このガラス浮きが発生した場合には、下地電極の表面の濡れが悪くなるので、
下地電極の表面にメッキ層または半田等を形成しにくくなるという問題点があった。また
、ブリスタとは、下地電極となる導電性ペーストに含まれる樹脂バインダから、下地電極
の焼結の過程でガスが発生するが、ガスが下地電極の外部に抜けるための隙間が無くなっ
てしまうにも関わらず下地電極の表面付近にガラス成分が多くなることによって、ガスが
外部に出ようとする力によって形成される下地電極の表面の膨れのことである。
【０００９】
　本発明は上記のような従来の技術における課題に鑑みてなされたものであり、その目的
は、外部電極の下地電極を緻密化でき、下地電極におけるガラス浮きおよびブリスタの発
生を防止できるセラミック電子部品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のセラミック電子部品は、外部電極が下地電極および該下地電極に被着された１
層以上のメッキ層からなるセラミック電子部品において、前記下地電極は、平均厚みが５
μｍ以上２５μｍ以下であり、銅，銀，ニッケル，パラジウムまたはこれらの合金からな
る金属成分と、硼珪酸系ガラスからなる、質量比が前記金属成分に対して15％を超えて30
％以下であるガラス成分とを含むことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のセラミック電子部品によれば、外部電極が下地電極および下地電極に被着され
た１層以上のメッキ層からなるセラミック電子部品において、下地電極は、平均厚みが５
μｍ以上25μｍ以下であり、銅，銀，ニッケル，パラジウムまたはこれらの合金からなる
金属成分と、硼珪酸系ガラスからなる、質量比が金属成分に対して15％を超えて30％以下
であるガラス成分とを含むことから、下地電極中におけるガラス成分の金属成分に対する
質量比が高くなり、下地電極を緻密化させることができる。従って、メッキ液の浸入防止
の効果を向上させることができる。
【００１２】
　また、本発明のセラミック電子部品によれば、下地電極の平均厚みが25μｍ以下であり
、下地電極中のガラス成分の金属成分に対する質量比が30％以下であることによって、下
地電極中のガラス成分の総量を一定の値以下に抑制することができる。従って、一定の値
以下に抑制されたガラス成分は全てセラミック体に被着して、下地電極表面に析出しなく
なる。従って、下地電極におけるガラス浮きの発生を防止できるので、下地電極の表面の
メッキ液または半田等に対する濡れが良好になるので、下地電極の表面にメッキ層または
半田等を形成しやすくなる。また、下地電極の表面付近にガラス成分がほとんどないので
、下地電極となる導電性ペーストに含まれる樹脂バインダから発生したガスが下地電極の
焼結の過程で下地電極の外部に良好に抜けるため、ブリスタの発生を防止できる。
【００１３】
　その結果、下地電極中のガラス成分の金属成分に対する質量比を高くするとともに、下
地電極中のガラス成分の総量を一定の値以下に抑制することができるので、下地電極を緻
密化させてメッキ液の浸入防止の効果を向上させつつ、下地電極におけるガラス浮きおよ
びブリスタの発生を防止できるセラミック電子部品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のセラミック電子部品の実施の形態の一例を示す斜視図である。
【図２】図１に示すセラミック電子部品のＡ－Ａ線における断面図である。
【図３】図１に示すセラミック電子部品のＢ－Ｂ線における断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明のセラミック電子部品の実施の形態の一例について図面を参照しつつ詳
細に説明する。
【００１６】
　図１は、本発明のセラミック電子部品の実施の形態の一例を示す斜視図である。図２は
、図１に示すセラミック電子部品のＡ－Ａ線における断面図である。図３は、図１に示す
セラミック電子部品のＢ－Ｂ線における断面図である。
【００１７】
　図１に示す例のセラミック電子部品１は、外部電極２が下地電極２ａおよび下地電極２
ａに被着された１層以上のメッキ層２ｂからなるセラミック電子部品１において、下地電
極２ａは、平均厚みが５μｍ以上25μｍ以下である、銅，銀，ニッケル，パラジウムまた
はこれらの合金からなる金属成分と、硼珪酸系ガラスからなる、質量比が金属成分に対し
て15％を超えて30％以下であるガラス成分とを含む。
【００１８】
　このような構成のセラミック電子部品１は、下地電極２ａ中におけるガラス成分の金属
成分に対する質量比が高くなるので、下地電極２ａが緻密化することとなる。従って、メ
ッキ液の浸入防止の効果を向上させることができる。
【００１９】
　また、本発明のセラミック電子部品１によれば、下地電極２ａの平均厚みが25μｍ以下
であり、下地電極２ａ中のガラス成分の金属成分に対する質量比が30％以下であることに
よって、下地電極２ａ中のガラス成分の総量を一定の値以下に抑制することができる。従
って、一定の値以下に抑制されたガラス成分は全てセラミック体に被着して、下地電極２
ａ表面に析出しなくなる。従って、下地電極２ａにおけるガラス浮きの発生を防止できる
ので、下地電極２ａの表面のメッキ液または半田等に対する濡れが良好になるので、下地
電極２ａの表面にメッキ層２ｂまたは半田等を形成しやすくなる。また、下地電極２ａの
表面付近にガラス成分がほとんどないので、下地電極２ａとなる導電性ペーストに含まれ
る樹脂バインダから発生したガスが下地電極２ａの焼結の過程で下地電極２ａの外部に良
好に抜けるため、ブリスタの発生を防止できる。
【００２０】
　その結果、下地電極２ａ中におけるガラス成分の金属成分に対する質量比を高くすると
ともに、下地電極２ａ中のガラス成分の総量を一定の値以下に抑制することができるので
、下地電極２ａを緻密化させてメッキ液の浸入防止の効果を向上させつつ、下地電極２ａ
におけるガラス浮きおよびブリスタの発生を防止できるセラミック電子部品１を提供する
ことができる。
【００２１】
　なお、以下の説明においては、本発明のセラミック電子部品１が積層セラミックコンデ
ンサである場合の例について説明する。また、本発明のセラミック電子部品１は、コンデ
ンサ以外にも、例えば積層型誘電体フィルタ等であってもよい。
【００２２】
　図１に示す例においては、セラミック電子部品１は、複数の誘電体層が積層されて成る
積層体３，積層体３の誘電体層間に形成された内部電極４および内部電極４に接続されて
おり積層体３の両端部に形成されている外部電極２を具備している。
【００２３】
　セラミック電子部品１の積層体３は、１層当たり１～５μｍの厚みに形成された矩形状
の複数の誘電体層を、例えば20～2000層積層して成る直方体状の誘電体ブロックである。
【００２４】
　また、積層体３の寸法は、例えば、積層体３の長辺の長さが0.4～3.2ｍｍ程度で、長辺
と短辺との比が通常は２：１程度である。
【００２５】
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　誘電体層の材料としては、例えば、チタン酸バリウム，チタン酸カルシウムあるいはチ
タン酸ストロンチウム等の比較的誘電率が高いセラミックスを主成分とする誘電体材料を
用いる。
【００２６】
　セラミック電子部品１の内部電極４は、積層体３の誘電体層間に20～2000層形成されて
いる。この内部電極４の材料としては、例えばニッケル，銅，銀またはパラジウム等の金
属を主成分とする導体材料が用いられ、0.5～２μｍの厚みでそれぞれ形成されている。
【００２７】
　また、内部電極４は、端部が積層体３の端面から側面の途中にかけて露出している。つ
まり、図２に示すように、内部電極４は平面視でＴ字形状となっており、積層体３の端面
および側面から露出した部分が外部電極２に接続されている。ちなみに、図２においては
、図示した内部電極４は図２の右側の外部電極２と接続されているが、図２の内部電極４
の１層上または下の内部電極４は、図２の内部電極４と左右反対の向きで反対の端部側に
形成されており、図２の左側の外部電極２と接続されている。
【００２８】
　なお、内部電極４は、積層体３の両側の端部に形成された各々の外部電極２にそれぞれ
少なくとも１つずつ接続されている。つまり、内部電極４は、積層体３の両側の端部に少
なくとも１対存在する。
【００２９】
　次に、内部電極４の概略の寸法を以下に示す。
【００３０】
　図２に示す例の積層体３を平面視したときの長辺（側面側の辺）の方向を横とし、短辺
（端面側の辺）の方向を縦とした場合に、内部電極４は、例えば、横の全長が0.39～3.1
ｍｍ程度である。また、内部電極４における外部電極２に接続されている部分の寸法は、
縦が0.2～1.6ｍｍ程度である。また、内部電極４における積層体３内の中央部付近の寸法
は、縦が0.1～1.5ｍｍ程度である。また、内部電極４のうち、積層体３の側面のみから露
出している端部の長さは、前述した横の方向に0.1～0.5ｍｍ程度である。
【００３１】
　外部電極２は、図１に示す例においては、積層体３の両端部に形成されて内部電極４に
接続されている。外部電極２は、セラミック電子部品１を外部の回路に電気的に接続する
役割を果たす。また、図２に示すように、外部電極２は、内部電極４の積層体３から露出
している端部と接続されている。
【００３２】
　また、外部電極２は、積層体３の両端部にそれぞれ対になって形成されている。
【００３３】
　なお、外部電極２は、内部電極４の積層体３から露出している端部を覆うように、内部
電極４と接続されている。このような構成によって、内部電極４が積層体３から露出して
いる部分を消失させることができる。従って、外部の機器との電気的絶縁性を確保するこ
とができる。
【００３４】
　以上のような構成のセラミック電子部品１は、以下に示すようなセラミックグリーンシ
ート積層法によって作製される。
【００３５】
　具体的には、まずセラミック原料粉末に適当な有機溶剤等を添加し混合して泥漿状のセ
ラミックスラリーにするとともに、ドクターブレード法等を用いることによってセラミッ
クグリーンシートを形成する。
【００３６】
　次に、得られたセラミックグリーンシートにスクリーン印刷法等によって、内部電極４
のパターンを形成して、これらを積層し圧着して積層体３の成形体を作製する。
【００３７】
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　次に、この積層体３の成形体を所定の大きさに分割して、800～1050℃で焼成すること
によって、焼結した積層体３が得られる。
【００３８】
　次に、得られた積層体３の角部に、マイクロクラックの除去および欠けの発生を防止す
る目的で、バレル研磨等による面取りを施す。
【００３９】
　次に、銅粉とバインダ樹脂とからなる導電性ペーストを使用して、ディップ法等で積層
体３の両端面に膜厚が10～50μｍとなるように導電性ペーストを塗布し、これを約900℃
で１時間加熱して焼き付けて下地電極２ａを形成する。
【００４０】
　次に、下地電極２ａの表面に、必要に応じてニッケル（Ｎｉ）メッキ層，金（Ａｕ）メ
ッキ層，スズ（Ｓｎ）メッキ層あるいは半田メッキ層等のメッキ層２ｂを形成して、セラ
ミック電子部品１を得る。
【００４１】
　このように、外部電極２は、下地電極２ａおよび下地電極２ａに被着された１層以上の
メッキ層２ｂからなる。
【００４２】
　下地電極２ａは、平均厚みが５μｍ以上25μｍ以下であり、銅，銀，ニッケル，パラジ
ウムまたはこれらの合金からなる金属成分と、硼珪酸系ガラスからなる、質量比が金属成
分に対して15％を超えて30％以下であるガラス成分とを含む。
【００４３】
　このような構成によって、下地電極２ａ中におけるガラス成分の金属成分に対する質量
比が高くなり、下地電極２ａを緻密化させることができる。従って、メッキ液の浸入防止
の効果を向上させることができる。
【００４４】
　また、本発明のセラミック電子部品１によれば、下地電極２ａの平均厚みが25μｍ以下
であり、下地電極２ａ中のガラス成分の金属成分に対する質量比が30％以下であることに
よって、下地電極２ａ中のガラス成分の総量を一定の値以下に抑制することができる。従
って、一定の値以下に抑制されたガラス成分は全てセラミック体に被着して、下地電極２
ａ表面に析出しなくなる。従って、下地電極２ａにおけるガラス浮きの発生を防止できる
ので、下地電極２ａの表面のメッキ液または半田等に対する濡れが良好になるので、下地
電極２ａの表面にメッキ層２ｂまたは半田等を形成しやすくなる。また、下地電極２ａの
表面付近にガラス成分がほとんどないので、下地電極２ａとなる導電性ペーストに含まれ
る樹脂バインダから発生したガスが下地電極２ａの焼結の過程で下地電極２ａの外部に良
好に抜けるため、ブリスタの発生を防止できる。
【００４５】
　その結果、下地電極２ａ中におけるガラス成分の金属成分に対する質量比を高くすると
ともに、下地電極２ａ中のガラス成分の総量を一定の値以下に抑制することができるので
、下地電極２ａを緻密化させてメッキ液の浸入防止の効果を向上させつつ、下地電極２ａ
におけるガラス浮きおよびブリスタの発生を防止できるセラミック電子部品１を提供する
ことができる。
【００４６】
　なお、下地電極２ａにおけるガラス成分の金属成分に対する質量比は21％以上30％以下
であればより好ましい。この場合には、ガラス成分の金属成分に対する質量比が高くなる
ので、下地電極２ａにメッキ層２ｂを形成する際にメッキ液が下地電極２ａ中に浸入する
のをさらに効果的に防ぐことができる。また、下地電極２ａにおけるガラス成分の金属成
分に対する質量比をこの範囲とすることによって、下地電極２ａの熱膨張係数をセラミッ
クに近付けることができるので、本発明のセラミック電子部品１を熱サイクルが負荷され
る環境下で使用した場合であっても、下地電極２ａがセラミックからなる積層体３から剥
離することを抑制することができる。また、下地電極２ａにおけるガラス成分の金属成分
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に対する質量比をこの範囲とすることによって、下地電極中のガラス成分の量が多くなる
ので、セラミックからなる積層体３への接着強度が大きくなる。
【実施例】
【００４７】
　以下に、本発明のセラミック電子部品１による、下地電極２ａを緻密化させてメッキ液
の浸入防止の効果を向上させつつ、下地電極２ａにおけるガラス浮きおよびブリスタの発
生を防止できるという効果について、実験データによる裏付けを示す。
【００４８】
　なお、データを得るために行なった以下の実施例においては、図１に示すセラミック電
子部品１を、以下のような作製方法で作製した。
【００４９】
　まず、セラミック粉末としてＴｉＯ２－Ｎｄ２Ｏ３－ＢａＴｉＯ３粉末を用いてセラミ
ックスラリーを作製し、そのセラミックスラリーを用いてドクターブレード法によって、
誘電体層となるセラミックグリーンシートを作製した。セラミックグリーンシートの厚さ
は誘電体層の厚さが５μｍとなるように設定し、誘電体層の積層数は９層とした。
【００５０】
　次に、得られたセラミックグリーンシートに、Ｎｉを含む導電性ペーストを用いてスク
リーン印刷法によって内部電極４を形成して、これらを積層し圧着して、積層体３の成形
体を作製した。なお、積層体３の成形体は、いわゆる多数個取りの形態で作製したものを
個々に分割することによって作製した。
【００５１】
　また、積層体３の成形体の寸法は、積層体３における上下方向（積層方向）を高さとし
、平面視したときの長辺（側面側の辺）の方向を横とし、短辺（端面側の辺）の方向を縦
とした場合に、高さが1.2ｍｍであり、横が２ｍｍであり、縦が1.2ｍｍであるものとした
。
【００５２】
　また、内部電極４の厚さは、焼成後に２μｍとなるように設定した。また、内部電極４
は端部が積層体３の端面から側面の途中にかけて露出しており、積層体３の長手方向の両
端部のうち一方はＴ字形状であるものとした。また、内部電極４のうち、積層体３の側面
から露出している端部の長さは、前述した横方向に0.2ｍｍであった。
【００５３】
　次に、この積層体３の成形体を約1200℃で焼成することによって、焼結した複数の積層
体３を得た。
【００５４】
　次に、得られた積層体３のそれぞれの角部にバレル研磨によって面取りを施した。
【００５５】
　次に、ディップ法によって、積層体３の両端部に、下地電極２ａとなる導電性ペースト
を塗布し、これを約800℃で１時間加熱して焼き付けて外部電極２を形成した。導電性ペ
ーストは、銅粉とバインダ樹脂と硼珪酸系ガラスとからなる、ガラス成分の質量比が金属
成分に対して30％であるものとした。また、下地電極２ａの厚さは25μｍとした。
【００５６】
　次に、下地電極２ａの表面にＮｉから成るメッキ層２ｂを被着させて、セラミック電子
部品を得た。
【００５７】
　このようにして得られたセラミック電子部品の実施例を切断して、断面形状の外観検査
を行ない、下地電極２ａの表面にガラス浮きおよびブリスタが生じているかを確認した。
また、下地電極２ａ中にメッキ液が浸入しているかも確認した。
【００５８】
　その結果、下地電極２ａの表面にはガラス成分がほとんど存在せず、ガラス成分は全て
積層体３の表面に被着していた。また、下地電極２ａ中にメッキ液は存在していなかった
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。
【００５９】
　この結果より、本発明のセラミック電子部品によれば、下地電極２ａ中のガラス成分の
総量を一定の値以下に抑制することができるので、下地電極２ａにおけるガラス浮きおよ
びブリスタの発生を抑制することができることが分かった。
【００６０】
　また、下地電極２ａ中におけるガラス成分の金属成分に対する質量比を高くできるので
、下地電極２ａを緻密化させることができるので、下地電極２ａ中にメッキ液が浸入する
ことを防ぐことができることが分かった。
【００６１】
　次に、比較例１として、以下に示すセラミック電子部品を作製した。
【００６２】
　比較例１のセラミック電子部品においては、下地電極となる導電性ペーストは、銅粉と
バインダ樹脂と硼珪酸系ガラスとからなる、ガラス成分の質量比が金属成分に対して31％
であるものとした。また、下地電極の厚さは25μｍとした。また、それ以外の構成および
寸法等は、前述の実施例のセラミック電子部品と同様のものとして、比較例１のセラミッ
ク電子部品を作製した。
【００６３】
　このようにして得られた比較例１のセラミック電子部品を切断して断面形状の外観検査
を行ない、下地電極の表面にガラス浮きおよびブリスタが生じているかを確認した。また
、下地電極中にメッキ液が浸入しているかも確認した。
【００６４】
　その結果、下地電極中にメッキ液は存在していなかった。また、下地電極にブリスタは
生じていなかったが、下地電極の表面にはガラス成分が析出しており、ガラス浮きが生じ
ていた。
【００６５】
　この結果より、下地電極の厚さが25μｍであり、本発明の範囲内であっても、下地電極
中におけるガラス成分の金属成分に対する質量比が30％を超える場合には、下地電極中の
ガラス成分の量が所定の量を超えてしまうことから、下地電極におけるガラス浮きの発生
を十分に抑制できないことが分かった。
【００６６】
　次に、比較例２として、以下に示すセラミック電子部品を作製した。
【００６７】
　比較例２のセラミック電子部品においては、下地電極となる導電性ペーストは、銅粉と
バインダ樹脂と硼珪酸系ガラスとからなる、ガラス成分の質量比が金属成分に対して30％
であるものとした。また、下地電極の厚さは26μｍとした。また、それ以外の構成および
寸法等は、前述の実施例のセラミック電子部品と同様のものとして、比較例２のセラミッ
ク電子部品を作製した。
【００６８】
　このようにして得られた比較例２のセラミック電子部品を切断して断面形状の外観検査
を行ない、下地電極の表面にガラス浮きおよびブリスタが生じているかを確認した。また
、下地電極中にメッキ液が浸入しているかも確認した。
【００６９】
　その結果、下地電極中にメッキ液は存在していなかった。また、下地電極にブリスタは
生じていなかったが、下地電極の表面にはガラス成分が析出しており、ガラス浮きが生じ
ていた。
【００７０】
　この結果より、下地電極中のガラス成分の金属成分に対する質量比が30％であり、本発
明の範囲内であっても、下地電極の厚さが25μｍを超える場合には、下地電極中のガラス
成分の量が所定の量を超えてしまうことから、下地電極におけるガラス浮きの発生を抑制
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できないことが分かった。
【符号の説明】
【００７１】
１：セラミック電子部品（コンデンサ）
２：外部電極
２ａ：下地電極
２ｂ：メッキ層
３：積層体
４：内部電極

【図１】 【図２】
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