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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の内部電極層が誘電体層を介して積層された容量部と、容量部の積層方向両側それ
ぞれを覆う誘電体カバー部とを有するコンデンサ本体を備えた積層セラミックコンデンサ
であって、
　前記容量部の各誘電体層と前記各誘電体カバー部はマンガン元素を含んでおり、前記マ
ンガン元素は、前記各誘電体カバー部の外面から前記容量部の各誘電体層に向かう深さ方
向において元素数が減少する分布を形成しており、
　前記容量部の各誘電体層はアルミニウム元素を含んでおり、前記アルミニウム元素は、
前記各誘電体カバー部の外面から前記容量部の各誘電体層に向かう深さ方向において元素
数が増加する分布を形成している、
　積層セラミックコンデンサ。
【請求項２】
　複数の内部電極層が誘電体層を介して積層された容量部と、容量部の積層方向両側それ
ぞれを覆う誘電体カバー部とを有するコンデンサ本体を備えた積層セラミックコンデンサ
であって、
　前記容量部の各誘電体層と前記各誘電体カバー部はチタン元素とマンガン元素を含んで
おり、マンガン元素数／チタン元素数で表される前記マンガン元素の元素数と前記チタン
元素の元素数との比は、前記各誘電体カバー部の外面から前記容量部の各誘電体層に向か
う深さ方向において減少する分布を形成しており、
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　前記容量部の各誘電体層はアルミニウム元素を含んでおり、アルミニウム元素数／チタ
ン元素数で表される前記アルミニウム元素の元素数と前記チタン元素の元素数との比は、
前記各誘電体カバー部の外面から前記容量部の各誘電体層に向かう深さ方向において増加
する分布を形成している、
　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】
　本発明は、複数の内部電極層が誘電体層を介して積層された容量部と、容量部の積層方
向両側それぞれを覆う誘電体カバー部とを有するコンデンサ本体を備えた積層セラミック
コンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　積層セラミックコンデンサは、一般的に、略直方体状のコンデンサ本体と、コンデンサ
本体の相対する端部それぞれに設けられた外部電極とを備えている。コンデンサ本体は、
複数の内部電極層が誘電体層を介して積層された容量部と、容量部の積層方向両側それぞ
れを覆う誘電体カバー部とを有しており、複数の内部電極層の端縁は各外部電極に交互に
接続されている。
【０００３】
　ところで、積層セラミックコンデンサの寿命（高温負荷寿命）を改善するために、コン
デンサ本体の容量部の各誘電体層と各誘電体カバー部にマンガン元素を含ませる技術が知
られている（例えば特許文献１を参照）。ところが、容量部の各誘電体層にマンガン元素
を含ませると各誘電体層の比誘電率が低下してしまうため、容量部の各誘電体層に含まれ
るマンガン元素の含有量を各誘電体カバー部に含まれるマンガン元素の含有量よりも少な
くすることが好ましいと言われている。
【０００４】
　しかしながら、容量部の各誘電体層に含まれるマンガン元素の含有量を各誘電体カバー
部に含まれるマンガン元素の含有量よりも少なくすると、コンデンサ本体を得るための焼
成工程で生じる収縮率の相違等を原因として、容量部と各誘電体カバー部との境界部分に
クラックや剥離が発生して、積層セラミックコンデンサの絶縁抵抗の低下を招来するとい
った別の懸念が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１９７４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、容量部の各誘電体層に含まれるマンガン元素の含有量が各誘電体カバ
ー部に含まれるマンガン元素の含有量よりも少ない場合でも、絶縁抵抗の低下を抑制でき
る積層セラミックコンデンサを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するため、本発明に係る積層セラミックコンデンサは、複数の内部電極
層が誘電体層を介して積層された容量部と、容量部の積層方向両側それぞれを覆う誘電体
カバー部とを有するコンデンサ本体を備えた積層セラミックコンデンサであって、前記容
量部の各誘電体層と前記各誘電体カバー部はマンガン元素を含んでおり、前記マンガン元
素は、前記各誘電体カバー部の外面から前記容量部の各誘電体層に向かう深さ方向におい
て元素数が徐々に減少する分布を形成している。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサによれば、容量部の各誘電体層に含まれるマン
ガン元素の含有量が各誘電体カバー部に含まれるマンガン元素の含有量よりも少ない場合
でも、絶縁抵抗の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１（Ａ）は本発明を適用した積層セラミックコンデンサの平面図、図１（Ｂ）
は図１（Ａ）のＳ１－Ｓ１線に沿う断面図、図１（Ｃ）は図１（Ａ）のＳ２－Ｓ２線に沿
う断面図である。
【図２】実施品と比較品を製造する際に用いた、各誘電体カバー部用のスラリー組成と、
容量部の各誘電体層のスラリー組成を示す図である。
【図３】図３（Ａ）は実施品におけるマンガン元素の元素数の分布を示す図、図２（Ｂ）
は実施品におけるアルミニウム元素の元素数の分布を示す図である。
【図４】図４（Ａ）と図４（Ｂ）それぞれは、図１に示した第１外部電極及び第２外部電
極の他の形状例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　先ず、図１を用いて、本発明を適用した積層セラミックコンデンサ１０の基本構成につ
いて説明する。以下の説明では、図１（Ａ）の左右方向を長さ方向、図１（Ａ）の上下方
法を幅方向、図１（Ｂ）の上下方向を高さ方向と表記するとともに、各方向に沿う寸法を
長さ、幅、高さと表記する。
【００１１】
　積層セラミックコンデンサ１０は、略直方体状のコンデンサ本体１１と、コンデンサ本
体１１の長さ方向一端部に設けられた第１外部電極１２と、コンデンサ本体１１の長さ方
向他端部に設けられた第２外部電極１３とを備えている。
【００１２】
　コンデンサ本体１１は、複数の内部電極層１１ａ１が誘電体層１１ａ２を介して積層さ
れた容量部１１ａと、容量部１１ａの高さ方向両側それぞれを覆う誘電体カバー部１１ｂ
とを有している。複数の内部電極層１１ａ１は略同じ矩形状輪郭と略同じ厚さを有してお
り、これらの端縁は第１外部電極１２と第２外部電極１３に交互に接続されている。なお
、図１では、図示の便宜上、計１２の内部電極層１１ａ１を描いているが、内部電極層１
１ａ１の数に特段の制限はない。
【００１３】
　コンデンサ本体１１の内部電極層１１ａ１を除く部分、即ち、容量部１１ａの各誘電体
層１１ａ２の主成分と各誘電体カバー部１１ｂの主成分は、チタン酸バリウム、チタン酸
ストロンチウム、チタン酸カルシウム、チタン酸マグネシウム、ジルコン酸カルシウム、
チタン酸ジルコン酸カルシウム、ジルコン酸バリウム、酸化チタン等の誘電体材料（誘電
体セラミック材料）である。容量部１１ａの各内部電極層１１ａ１の主成分は、ニッケル
、銅、パラジウム、白金、銀、金、これらの合金等の金属材料である。また、第１外部電
極１２と第２外部電極１３それぞれの主成分は、ニッケル、銅、パラジウム、白金、銀、
金、これらの合金等の金属材料である。
【００１４】
　また、容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２と各誘電体カバー部１１ｂはマンガン元素を
含んでおり、このマンガン元素は、各誘電体カバー部１１ｂの外面から容量部１１ａの各
誘電体層１１ａ２に向かう深さ方向（図１（Ｃ）を参照）において元素数が徐々に減少す
る分布を形成している（図３（Ａ）を参照）。
【００１５】
　さらに、各容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２はアルミニウム元素を含んでおり、この
アルミニウム元素は、各誘電体カバー部１１ｂの外面から容量部１１ａの各誘電体層１１
ａ２に向かう深さ方向（図１（Ｃ）を参照）において元素数が徐々に増加する分布を形成
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している（図３（Ｂ）を参照）。
【００１６】
　次に、図２を用いて、容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２の主成分と各誘電体カバー部
１１ｂの主成分がチタン酸バリウムで、各内部電極層１１ａ１の主成分がニッケルで、第
１外部電極１２と第２外部電極１３それぞれの主成分がニッケルである場合を例として、
前記積層セラミックコンデンサ１０の具体構成をその製造方法等を交えて説明する。なお
、この説明中の「実施品」は前記積層セラミックコンデンサ１０に対応する積層セラミッ
クコンデンサを指し、「比較品」は前記積層セラミックコンデンサ１０に対応しない積層
セラミックコンデンサを指す。
【００１７】
　実施品と比較品のサイズは長さ６００μｍ、幅３００μｍ、高さ３００μｍであり、各
々の内部電極層（１１ａ１）の厚さは１μｍで総数が１００、誘電体層（１１ａ２）の厚
さは１μｍ、各誘電体カバー部（１１ｂ）の厚さは５０μｍである。また、各誘電体層（
１１ａ２）の主成分と各誘電体カバー部（１１ｂ）の主成分はチタン酸バリウム、各内部
電極層（１１ａ１）の主成分がニッケル、第１外部電極（１２）と第２外部電極（１３）
それぞれの主成分がニッケルである。
【００１８】
　実施品の製造に際しては、先ず、チタン酸バリウム粉末と、有機溶剤と、有機バインダ
ーと、必要に応じて分散剤等の添加剤を含有した誘電体層用セラミックスラリーと誘電体
カバー部用セラミックスラリーを用意する。
【００１９】
　誘電体層用セラミックスラリーは、図２の実施品欄に示したように、チタン酸バリウム
（ＢａＴｉＯ３）１００ｍｏｌに対し、マンガン元素（Ｍｎ）を酸化マンガン(II)（Ｍｇ
Ｏ）換算で０．５ｍｏｌ、アルミニウム元素（Ａｌ）を酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）
換算で０．０１ｍｏｌ、ホロミウム元素（Ｈｏ）を酸化ホロミウム（Ｈｏ２Ｏ３）換算で
０．５ｍｏｌ、ケイ素元素（Ｓｉ）を二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）換算で１．０ｍｏｌ、含
有している。
【００２０】
　一方、誘電体カバー部用セラミックスラリーは、図３の実施品欄に示したように、チタ
ン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）１００ｍｏｌに対し、マンガン元素（Ｍｎ）を酸化マンガ
ン(II)（ＭｇＯ）換算で１．０ｍｏｌ、ホロミウム元素（Ｈｏ）を酸化ホロミウム（Ｈｏ

２Ｏ３）換算で０．５ｍｏｌ、ケイ素元素（Ｓｉ）を二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）換算で１
．０ｍｏｌ、含有している。即ち、誘電体カバー部用セラミックスラリーは、誘電体層用
セラミックスラリーと比べ、アルミニウム元素（Ａｌ）を含んでおらず、マンガン元素（
Ｍｎ）の含有量が多い。
【００２１】
　また、内部電極層ペーストとして、ニッケル粉末と、有機溶剤と、有機バインダーと、
必要に応じて分散剤等の添加剤を含有したペーストを用意する。さらに、外部電極ペース
トとして、ニッケル粉末と、有機溶剤と、有機バインダーと、必要に応じて分散剤等の添
加剤を含有したペーストを用意する。
【００２２】
　続いて、キャリアフィルムの表面に誘電体層用セラミックスラリーを塗工して乾燥する
ことにより、第１シートを作製する。また、この第１シートの表面に内部電極層ペースト
を印刷して乾燥することにより、内部電極層パターン群が形成された第２シートを作製す
る。さらに、キャリアフィルムの表面に誘電体カバー部用セラミックスラリーを塗工して
乾燥することにより、第３シートを作製する。
【００２３】
　続いて、第３シートから取り出した単位シートを所定枚数に達するまで積み重ねて熱圧
着する作業を繰り返すことにより、一方の誘電体カバー部（１１ｂ）に対応した部位を形
成する。続いて、第２シートから取り出した単位シート（内部電極層パターン群を含む）
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を所定枚数に達するまで積み重ねて熱圧着する作業を繰り返すことにより、容量部（１１
ａ）に対応した部位を形成する。続いて、第３シートから取り出した単位シートを所定枚
数に達するまで積み重ねて熱圧着する作業を繰り返すことにより、他方の誘電体カバー部
（１１ｂ）に対応した部位を形成する。最後に、積み重ねられた全体を本熱圧着すること
により、未焼成積層シートを作製する。
【００２４】
　続いて、未焼成積層シートを格子状に切断することにより、コンデンサ本体１１に対応
した未焼成コンデンサ本体を作製する。続いて、ディップやローラ塗布等の手法によって
、未焼コンデンサ本体の長さ方向両端部それぞれに外部電極ペーストを塗布して乾燥する
ことにより、未焼成外部電極を作製する。続いて、未焼成外部電極を有する未焼成コンデ
ンサ本体を焼成炉に投入し、還元雰囲気下で、且つ、チタン酸バリウムとニッケルに応じ
た温度プロファイルにて多数個一括で焼成（脱バインダ処理と焼成処理を含む）を行う。
【００２５】
　なお、比較品が実施品と異なる点は、製造時に使用する誘電体層用セラミックスラリー
の組成にある。即ち、図２の比較品欄に示したように、比較品を製造する際に用いた誘電
体層用セラミックスラリーは、実施品を製造する際に用いた誘電体層用セラミックスラリ
ーと比べ、アルミニウム元素（Ａｌ）を含んでいない。ちなみに、比較品を製造する際に
用いた誘電体カバー部用セラミックスラリーの組成は、実施品を製造する際に用いた誘電
体カバー部用セラミックスラリーの組成と同じである。また、比較品の製法方法は、前述
の実施品の製造方法と同じである。
【００２６】
　次に、図３（Ａ）に示したマンガン元素の元素数の分布と図３（Ｂ）に示したアルミニ
ウム元素の元素数の分布をそれぞれ描くために実施したデータ収集方法について説明する
。
【００２７】
　データ収集には、レーザーアブレーション装置（ＮＷＲ２１３、ＥＳＩ社製）と、質量
分析装置（７９００ＩＣＰ－ＭＳ、アジレントテクノロジー社製）を用いた。
【００２８】
　データ収集に際しては、レーザーアブレーション装置から、実施品の図１（Ｃ）対応の
断面における被測定箇所に向けて、照射エネルギー１４Ｊ／ｃｍ２、周波数１０Ｈｚのレ
ーザ－光を照射時間は３０ｓｅｃでスポット照射する。そして、スポット照射により発生
したエアロゾルを、ヘリウムガスによって質量分析装置の誘導結合プラズマ室に送り込む
。
【００２９】
　続いて、質量分析装置において、誘導結合プラズマ室に取り込まれたエアロゾルをＲＦ
パワー１５５０Ｗでプラズマ励起してプラスイオンにする。そして、プラスイオン、特に
測定したい質量電荷比の元素イオンを四重極形質量分析計に送り込む。そして、四重極形
質量分析計において、時間分析を行って、送り込まれた元素数を相対的にカウントする。
【００３０】
　続いて、前記の測定手順を実施品の図１（Ｃ）対応の断面における他の被測定箇所に対
しても同様に行って、具体的には実施品の各誘電体カバー部（１１ｂ）の外面から容量部
（１１ａ）の各誘電体層１１ａ２に向かう深さ方向（図１（Ｃ）を参照）に沿って順に行
って、必要なデータを収集する。
【００３１】
　図３（Ａ）では縦軸を「Ｍｎ元素数／Ｔｉ元素数」としてあるが、チタン元素数は各誘
電体カバー部（１１ｂ）と容量部（１１ａ）の各誘電体層１１ａ２で同じであるので（図
２の実施品欄を参照）、この図３（Ａ）からは、マンガン元素が、各誘電体カバー部（１
１ｂ）の外面から容量部（１１ａ）の各誘電体層（１１ａ２）に向かう深さ方向において
元素数が徐々に減少する分布を形成していることが理解できる。
【００３２】
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　また、図３（Ｂ）では縦軸を「Ａｌ元素数／Ｔｉ元素数」としてあるが、前記同様に、
チタン元素数は各誘電体カバー部（１１ｂ）と容量部（１１ａ）の各誘電体層１１ａ２で
同じであるので（図２の実施品欄を参照）、この図３（Ｂ）からは、アルミニウム元素が
、各誘電体カバー部（１１ｂ）の外面から容量部（１１ａ）の各誘電体層（１１ａ２）に
向かう深さ方向において元素数が徐々に増加する分布を形成していることが理解できる。
なお、図３（Ｂ）において、各誘電体カバー部（１１ｂ）の一部にアルミニウム元素が存
在する理由は拡散によるものと思われる。
【００３３】
　次に、前記積層セラミックコンデンサ１０によって絶縁抵抗の低下を抑制できるか否か
について確認するために実施した検証方法及びその結果について説明する。
【００３４】
　検証に際しては、前述の実施品１００個と比較品１００個に対して湿中負荷試験を実施
することによって行った。具体的には、温度８５℃で湿度８５％の雰囲気において直流電
圧１０Ｖを印加し、印加時間が１００時間を経過した後に、絶縁抵抗が１ＭΩに達した個
数を確認することによって行った。
【００３５】
　確認結果は、実施品１００個のうちで絶縁抵抗が１ＭΩに達した個数は０個であり、比
較品１００個のうちで絶縁抵抗が１ＭΩに達した個数は１０個であった。即ち、前記積層
セラミックコンデンサ１０に対応する実施品については、前記積層セラミックコンデンサ
１０に対応しない比較品と比べて、絶縁抵抗の低下を抑制できていることが検証できた。
換言すれば、実施品にあっては、絶縁抵抗の低下を招来するクラックや剥離がコンデンサ
本体（１１）の内部、特に容量部（１１ａ）と各誘電体カバー部（１１ｂ）との境界部分
に存在し難いことが検証できた。
【００３６】
　次に、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示した元素数の分布と、前述の検証結果とを踏まえ
て、前記積層セラミックコンデンサ１０によって得られる効果について説明する。
【００３７】
　前記積層セラミックコンデンサ１０は、容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２と各誘電体
カバー部１１ｂがマンガン元素を含んでいるものの、このマンガン元素は、図３（Ａ）に
示したように、各誘電体カバー部１１ｂの外面から容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２に
向かう深さ方向（図１（Ｃ）を参照）において元素数が徐々に減少する分布を形成してい
る。即ち、マンガン元素がこのような元素数の分布を形成するが故に、絶縁抵抗の低下を
招来するクラックや剥離がコンデンサ本体１１の内部、とりわけ容量部１１ａと各誘電体
カバー部１１ｂとの境界部分に存在し難いと推測される。依って、図３（Ａ）に示したよ
うなマンガン元素の元素数の分布を採用すれば、容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２に含
まれるマンガン元素の含有量を各誘電体カバー部１１ｂに含まれるマンガン元素の含有量
よりも低くした場合でも、前記のクラックや剥離の発生に起因する前記積層セラミックコ
ンデンサ１０の絶縁抵抗の低下を確実に抑制することができる。
【００３８】
　前記積層セラミックコンデンサ１０は、容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２がアルミニ
ウム元素を含んでおり、このアルミニウム元素は、図３（Ｂ）に示したように、各誘電体
カバー部１１ｂの外面から容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２に向かう深さ方向（図１（
Ｃ）を参照）において元素数が徐々に増加する分布を形成している。即ち、アルミニウム
元素がこのような元素数の分布を形成するが故に、各誘電体カバー部１１ｂに含まれてい
るマンガン元素が容量部１１ａの各誘電体層１１ａ２に拡散することが抑制され、これに
よりマンガン元素が図３（Ａ）に示したような元素数の分布を形成するのに役立っている
と推測される。依って、図３（Ｂ）に示したようなアルミニウム元素の元素数の分布を採
用すれば、図３（Ａ）に示したようなマンガン元素の元素数の分布をより的確に形成して
、前記のクラックや剥離の発生に起因する前記積層セラミックコンデンサ１０の絶縁抵抗
の低下をより確実に抑制することができる。
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　《他の実施形態》
　図１に示した第１外部電極１２と第２外部電極１３それぞれの形状は、図４（Ａ）に示
した形状であってもよい。即ち、図４（Ａ）に示した第１外部電極１２-1は、コンデンサ
本体１１の長さ方向一端面を覆う部分と、コンデンサ本体１１の高さ方向両面の一部を覆
う部分とを連続して有しており、第２外部電極１３-1は、コンデンサ本体１１の長さ方向
他端面を覆う部分と、コンデンサ本体１１の高さ方向両面の一部を覆う部分とを連続して
有している。また、図１に示した第１外部電極１２と第２外部電極１３それぞれの形状は
、図４（Ｂ）に示した形状であってもよい。即ち、図４（Ｂ）に示した第１外部電極１２
-2は、コンデンサ本体１１の長さ方向一端面を覆う部分と、コンデンサ本体１１の高さ方
向一面の一部を覆う部分とを連続して有しており、第２外部電極１３-2は、コンデンサ本
体１１の長さ方向他端面を覆う部分と、コンデンサ本体１１の高さ方向一面の一部を覆う
部分とを連続して有している。つまり、図４（Ａ）に示した外部電極形状であっても、図
４（Ｂ）に示した外部電極形状であっても、前記同様の効果を得ることができる。
【００４０】
　また、図１に示した第１外部電極１２と第２外部電極１３それぞれの層構造は、図４に
示した第１外部電極１２-1と第２外部電極１３-1、並びに、第１外部電極１２-2と第２外
部電極１３-2を含め、必ずしも単層構造である必要はない。つまり、第１外部電極と第２
外部電極それぞれの表面にメッキ膜等の別の金属膜を１層以上形成した多層構造としても
、前記同様の効果を得ることができる。
【００４１】
　さらに、図１を用いた説明では、積層セラミックコンデンサ１０の長さ、幅及び高さの
関係やこれらの寸法値を明示していないが、長さ、幅及び高さの関係は長さ＞幅＝高さの
他、長さ＞幅＞高さや、長さ＞高さ＞幅や、幅＞長さ＝高さや、幅＞長さ＞高さや、幅＞
高さ＞長さであってもよく、長さ、幅及び高さの寸法値にも特段の制限はない。つまり、
積層セラミックコンデンサ長さ、幅及び高さの関係やこれら寸法値が如何様な場合でも、
前記同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００４２】
　１０…積層セラミックコンデンサ、１１…コンデンサ本体、１１ａ…容量部、１１ａ１
…内部電極層、１１ａ２…誘電体層、１１ｂ…誘電体カバー部、１２，１２-1，１２-2…
第１外部電極、１３，１３-1，１３-2…第２外部電極。
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