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(57)【要約】
【課題】高強度な積層セラミックコンデンサを提供する
。
【解決手段】コンデンサ本体１０は、第１の内部電極１
１が積層方向に沿って連続して３枚以上積層された第１
の内部電極積層部１１ａと、第２の内部電極１２が積層
方向に沿って連続して３枚以上積層された第２の内部電
極積層部１２ａとを含む。第２の内部電極積層部１２ａ
は、積層方向Ｔにおいて第１の内部電極積層部１１ａと
対向している。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長さ方向及び幅方向に沿って延びる第１及び第２の主面と、長さ方向及び積層方向に沿
って延びる第１及び第２の側面と、幅方向及び積層方向に沿って延びる第１及び第２の端
面とを有するコンデンサ本体と、
　前記第１及び第２の側面並びに前記第１及び第２の端面の少なくとも一面の上に設けら
れた第１の外部電極と、
　前記第１及び第２の側面並びに前記第１及び第２の端面の少なくとも一面の上であって
、前記第１の外部電極が設けられた位置とは異なる位置に設けられた第２の外部電極と、
　前記コンデンサ本体内に配されており、前記第１の外部電極に接続された第１の内部電
極と、
　前記コンデンサ本体内に配されており、前記第２の外部電極に接続された第２の内部電
極と、
　を備え、
　前記コンデンサ本体は、
　前記第１の内部電極が積層方向に沿って連続して３枚以上積層された第１の内部電極積
層部と、
　前記第２の内部電極が積層方向に沿って連続して３枚以上積層されており、積層方向に
おいて前記第１の内部電極積層部と対向する第２の内部電極積層部と、
　を含む、積層セラミックコンデンサ。
【請求項２】
　積層方向において隣り合う前記第１の内部電極積層部間の距離を前記第２の内部電極の
厚みと積層方向において隣り合う前記第２の内部電極間の距離との和で除算した値（（積
層方向において隣り合う前記第１の内部電極積層部間の距離）／｛（前記第２の内部電極
の厚み）＋（積層方向において隣り合う前記第２の内部電極間の距離）｝）が２５以下で
あり、
　積層方向において隣り合う前記第２の内部電極積層部間の距離を前記第１の内部電極の
厚みと積層方向において隣り合う前記第１の内部電極間の距離との和で除算した値（（積
層方向において隣り合う前記第２の内部電極積層部間の距離）／｛（前記第１の内部電極
の厚み）＋（積層方向において隣り合う前記第１の内部電極間の距離）｝）が２５以下で
ある、請求項１に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項３】
　積層方向において隣り合う前記第１の内部電極積層部間の距離と、積層方向において隣
り合う前記第２の内部電極積層部間の距離とが、それぞれ、３１μｍ以下である、請求項
１又は２に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項４】
　前記コンデンサ本体は、前記第１の内部電極と前記第２の内部電極とが積層方向に沿っ
て交互に積層された交互積層部を有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の積層セラ
ミックコンデンサ。
【請求項５】
　前記コンデンサ本体の最も前記第１の主面側に配された内部電極が接続される外部電極
は、積層方向において隣り合う内部電極が接続される外部電極と異なっている、請求項１
～４のいずれか一項に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項６】
　前記コンデンサ本体の最も前記第２の主面側に配された内部電極が接続される外部電極
は、積層方向において隣り合う内部電極が接続される外部電極と異なっている、請求項１
～５のいずれか一項に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項７】
　前記コンデンサ本体が、前記第１の内部電極積層部と前記第２の内部電極積層部とが交
互に１１層以上積層された部分を有する、請求項１～６のいずれか一項に記載の積層セラ
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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、積層セラミックコンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、種々の電子機器にコンデンサが使用されている。例えば、特許文献１には、内部
電極が積層方向Ｔに沿って積層された積層セラミックコンデンサが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１５３７６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　用途によっては、大容量の積層セラミックコンデンサが要求される場合もあるし、小容
量の積層セラミックコンデンサが要求される場合もある。積層セラミックコンデンサの容
量の調節方法としては、内部電極の積層数を少なくする方法が考えられる。内部電極の積
層数を少なくすると、積層セラミックコンデンサの強度が低くなるなどの問題がある。
【０００５】
　本発明の主な目的は、高強度な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】
【０００６】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサは、コンデンサ本体と、第１の外部電極と、第
２の外部電極と、第１の内部電極と、第２の内部電極とを備える。コンデンサ本体は、第
１及び第２の主面と、第１及び第２の側面と、第１及び第２の端面とを有する。第１及び
第２の主面は、長さ方向及び幅方向に沿って延びている。第１及び第２の側面は、長さ方
向及び積層方向に沿って延びている。第１及び第２の端面は、幅方向及び積層方向に沿っ
て延びている。第１の外部電極は、第１及び第２の側面並びに第１及び第２の端面の少な
くとも一面の上に設けられている。第２の外部電極は、第１及び第２の側面並びに第１及
び第２の端面の少なくとも一面の上であって、第１の外部電極が設けられた位置とは異な
る位置に設けられている。第１の内部電極は、コンデンサ本体内に配されており、第１の
外部電極に接続されている。第２の内部電極は、コンデンサ本体内に配されており、第２
の外部電極に接続されている。コンデンサ本体は、第１の内部電極が積層方向に沿って連
続して３枚以上積層された第１の内部電極積層部と、第２の内部電極が積層方向に沿って
連続して３枚以上積層された第２の内部電極積層部とを含む。第２の内部電極積層部は、
積層方向において第１の内部電極積層部と対向している。
【０００７】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、第１及び第２の内部電極積層部が設けら
れている。このため、内部電極の層数を少なくすることなく、低容量化することができる
。従って、高強度でありつつ、低容量な積層セラミックコンデンサを実現することができ
る。
【０００８】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、積層方向において隣り合う第１の内部電
極積層部間の距離を第２の内部電極の厚みと積層方向において隣り合う第２の内部電極間
の距離との和で除算した値（（積層方向において隣り合う第１の内部電極積層部間の距離
）／｛（第２の内部電極の厚み）＋（積層方向において隣り合う第２の内部電極間の距離
）｝）が２５以下であることが好ましい。積層方向において隣り合う第２の内部電極積層
部間の距離を第１の内部電極の厚みと積層方向において隣り合う第１の内部電極間の距離
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との和で除算した値（（積層方向において隣り合う第２の内部電極積層部間の距離）／｛
（第１の内部電極の厚み）＋（積層方向において隣り合う第１の内部電極間の距離）｝）
が２５以下であることが好ましい。この場合、積層セラミックコンデンサ内に構造欠陥が
生じることを抑制することができる。
【０００９】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、積層方向において隣り合う第１の内部電
極積層部間の距離と、積層方向において隣り合う第２の内部電極積層部間の距離とが、そ
れぞれ、３１μｍ以下であることが好ましい。この場合、積層セラミックコンデンサ内に
構造欠陥が生じることを抑制することができる。
【００１０】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、コンデンサ本体が、第１の内部電極と第
２の内部電極とが積層方向に沿って交互に積層された交互積層部を有することが好ましい
。
【００１１】
　なお、本発明における交互積層部とは、第１の内部電極積層部と第２の内部電極積層部
とが積層方向に沿って隣り合って積層されることにより形成される部分を意味する。本発
明における交互積層部には、第１の内部電極と第２の内部電極とが積層方向に沿って隣り
合って積層された部分は含まれない。
【００１２】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、コンデンサ本体の最も第１の主面側に配
された内部電極が接続される外部電極は、積層方向において隣り合う内部電極が接続され
る外部電極と異なっていることが好ましい。この場合、コンデンサ本体の最も第１の主面
側に配された内部電極と積層方向において隣り合う内部電極との間で容量が形成される。
この積層セラミックコンデンサを第１の主面側を実装面として実装した際は、積層セラミ
ックコンデンサの等価直列インダクタンス（ＥＳＬ）を低くすることができる。
【００１３】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、コンデンサ本体の最も第２の主面側に配
された内部電極が接続される外部電極は、積層方向において隣り合う内部電極が接続され
る外部電極と異なっていることが好ましい。この場合、コンデンサ本体の最も第２の主面
側に配された内部電極と積層方向において隣り合う内部電極との間で容量が形成される。
この積層セラミックコンデンサを第２の主面側を実装面として実装した際は、積層セラミ
ックコンデンサの等価直列インダクタンス（ＥＳＬ）を低くすることができる。
【００１４】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、コンデンサ本体が、第１の内部電極積層
部と第２の内部電極積層部とが交互に１１層以上積層された部分を有することが好ましい
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、高強度な積層セラミックコンデンサを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態に係るコンデンサの模式的斜視図である。
【図２】図１の線ＩＩ－ＩＩ部分の模式的断面図である。
【図３】第１の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図４】第１の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図５】図１の線Ｖ－Ｖ部分の模式的断面図である。
【図６】第２の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図７】第３の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図８】第４の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図９】第５の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
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【図１０】第６の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図１１】第７の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図１２】第７の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【図１３】誘電体層および内部電極の厚み測定法を説明するための模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、下記の実施形態
は、単なる例示である。本発明は、下記の実施形態に何ら限定されない。
【００１８】
　また、実施形態等において参照する各図面において、実質的に同一の機能を有する部材
は同一の符号で参照することとする。また、実施形態等において参照する図面は、模式的
に記載されたものである。図面に描画された物体の寸法の比率などは、現実の物体の寸法
の比率などとは異なる場合がある。図面相互間においても、物体の寸法比率等が異なる場
合がある。具体的な物体の寸法比率等は、以下の説明を参酌して判断されるべきである。
【００１９】
　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係るコンデンサの模式的斜視図である。図２は、図１の線Ｉ
Ｉ－ＩＩ部分の模式的断面図である。図３は、第１の実施形態に係るコンデンサの模式的
断面図である。図４は、第１の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。図５は
、図１の線Ｖ－Ｖ部分の模式的断面図である。
【００２０】
　図１～図５に示すように、コンデンサ１は、コンデンサ本体１０を備えている。コンデ
ンサ本体１０は、略直方体状である。コンデンサ本体１０は、第１及び第２の主面１０ａ
、１０ｂと、第１及び第２の側面１０ｃ、１０ｄと、第１及び第２の端面１０ｅ、１０ｆ
とを備えている。第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂは、それぞれ、長さ方向Ｌ及び幅方
向Ｗに沿って延びている。幅方向Ｗは、長さ方向Ｌに対して垂直である。第１及び第２の
側面１０ｃ、１０ｄは、それぞれ、長さ方向Ｌ及び積層方向Ｔに沿って延びている。積層
方向Ｔは、長さ方向Ｌ及び幅方向Ｗのそれぞれに対して垂直である。第１及び第２の端面
１０ｅ、１０ｆは、それぞれ、幅方向Ｗ及び積層方向Ｔに沿って延びている。コンデンサ
本体１０の稜線部及び角部は、面取り状とされていてもよいし、丸められた形状とされて
いてもよいが、クラックが発生することを抑制する観点からは、丸められた形状を有する
ことが好ましい。
【００２１】
　コンデンサ本体１０は、例えば、適宜の誘電体セラミックスにより構成することができ
る。コンデンサ本体１０は、具体的には、例えば、ＢａＴｉＯ３、ＣａＴｉＯ３、ＳｒＴ
ｉＯ３、ＣａＺｒＯ３などを含む誘電体セラミックスにより構成されていてもよい。コン
デンサ本体１０には、Ｍｎ化合物、Ｆｅ化合物、Ｃｒ化合物、Ｃｏ化合物、Ｎｉ化合物な
どが添加されていてもよい。
【００２２】
　コンデンサ本体１０の寸法は、特に限定されないが、コンデンサ本体１０の高さ寸法を
ＤＴ、長さ寸法をＤＬ、幅寸法をＤＷとしたときに、ＤＴ＜ＤＷ＜ＤＬであることが好ま
しい。また、ＤＴ＜０．７ｍｍが満たされることが好ましく、０．０５ｍｍ≦ＤＴ＜０．
５ｍｍが満たされることがより好ましい。また、０．４ｍｍ≦ＤＬ≦１．２ｍｍであるこ
とが好ましい。また、０．３ｍｍ≦ＤＷ≦０．７ｍｍであることが好ましい。
【００２３】
　図１、図３及び図４に示すように、コンデンサ１は、第１の外部電極２１，２２，２３
と、第２の外部電極２４，２５，２６とを備えている。第１の外部電極２１，２２，２３
と、第２の外部電極２４，２５，２６とは、それぞれ、コンデンサ本体１０の第１及び第
２の側面１０ｃ、１０ｄ並びに第１の端面１０ｅ、１０ｆの少なくとも一面の上に設けら
れている。
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【００２４】
　図３に示すように、本実施形態では、第１の外部電極２１は、第１の側面１０ｃの長さ
方向Ｌにおける中央部の上に設けられている。図１に示すように、第１の外部電極２１は
、第１の側面１０ｃの上から、第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂのそれぞれの上に跨が
って設けられている。図３に示すように、この第１の外部電極２１により、第１の内部電
極１１の第１の引き出し部の露出部が覆われている。
【００２５】
　第１の外部電極２３は、第２の側面１０ｄの長さ方向ＬのＬ２側の部分の上に設けられ
ている。図１、図３及び図４に示すように、第１の外部電極２３は、第２の側面１０ｄの
上から、第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂと第２の端面１０ｆのそれぞれの上に跨がっ
て設けられている。図３に示すように、この第１の外部電極２３により、第１の内部電極
１１の第３の引き出し部の露出部が覆われている。図１に示すように、本実施形態におい
ては、第１の外部電極２３の第２の端面１０ｆ上に位置する部分は、Ｕの字状に形成され
ているが、これに限定されるものではない。第１の外部電極２３の第２の端面１０ｆ上に
位置する部分は、例えば、矩形状に形成されていてもよい。第１の外部電極２３は第２の
端面１０ｆ上に配置されていなくてもよいが、配置されていることが好ましい。
【００２６】
　第１の外部電極２２は、第２の側面１０ｄの長さ方向ＬのＬ１側の部分の上に設けられ
ている。図１、図３、図４及び図５に示すように、第１の外部電極２２は、第２の側面１
０ｄの上から、第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂと第１の端面１０ｅのそれぞれの上に
跨がって設けられている。図３に示すように、この第１の外部電極２２により、第１の内
部電極１１の第２の引き出し部の露出部が覆われている。本実施形態においては、第１の
外部電極２２の第１の端面１０ｅ上に位置する部分は、第１の外部電極２３と同様にＵの
字状に形成されているが、これに限定されるものではない。第１の外部電極２２の第１の
端面１０ｅ上に位置する部分は、例えば、矩形状に形成されていてもよい。第１の外部電
極２２は第１の端面１０ｅ上に配置されていなくてもよいが、配置されていることが好ま
しい。
【００２７】
　図４に示すように、第２の外部電極２４は、第２の側面１０ｄの長さ方向Ｌにおける中
央部の上に設けられている。図１に示すように、第２の外部電極２４は、第２の側面１０
ｄの上から、第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂのそれぞれの上に跨がって設けられてい
る。図４に示すように、この第２の外部電極２４により、第２の内部電極１２の第１の引
き出し部の露出部が覆われている。
【００２８】
　第２の外部電極２５は、第１の側面１０ｃの長さ方向ＬのＬ１側の部分の上に設けられ
ている。図１、図３、図４及び図５に示すように、第２の外部電極２５は、第１の側面１
０ｃの上から、第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂと第１の端面１０ｅのそれぞれの上に
跨がって設けられている。図４に示すように、この第２の外部電極２５により、第２の内
部電極１２の第２の引き出し部の露出部が覆われている。本実施形態においては、第２の
外部電極２５の第１の端面１０ｅ上に位置する部分は、第１の外部電極２３と同様にＵの
字状に形成されているが、これに限定されるものではない。第２の外部電極２５の第１の
端面１０ｅ上に位置する部分は、例えば、矩形状に形成されていてもよい。第２の外部電
極２５は第１の端面１０ｅ上に配置されていなくてもよいが、配置されていることが好ま
しい。
【００２９】
　第２の外部電極２６は、第１の側面１０ｃの長さ方向ＬのＬ２側の部分の上に設けられ
ている。図１、図３及び図４に示すように、第２の外部電極２６は、第１の側面１０ｃの
上から、第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂと第２の端面１０ｆのそれぞれの上に跨がっ
て設けられている。図４に示すように、この第２の外部電極２６により、第２の内部電極
１２の第３の引き出し部の露出部が覆われている。図１に示すように、本実施形態におい
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ては、第２の外部電極２６の第２の端面１０ｆ上に位置する部分は、第１の外部電極２３
と同様にＵの字状に形成されているが、これに限定されるものではない。第２の外部電極
２６の第２の端面１０ｆ上に位置する部分は、例えば、矩形状に形成されていてもよい。
第２の外部電極２６は第２の端面１０ｆ上に配置されていなくてもよいが、配置されてい
ることが好ましい。
【００３０】
　第１及び第２の外部電極２１～２６は、それぞれ、適宜の導電材料により構成すること
ができる。第１及び第２の外部電極２１～２６は、例えば、それぞれ、コンデンサ本体１
０の上に設けらた下地電極層と、下地電極層の上に設けられたＮｉめっき層と、Ｎｉめっ
き層の上に設けられたＳｎめっき層との積層体により構成されていてもよい。
【００３１】
　下地電極層は、例えば、焼成電極層、めっき層、導電性樹脂層等により構成されていて
もよい。焼成電極層は、導電性ペーストを塗布した後に焼き付けることにより形成した電
極である。下地電極層は、例えば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｕなど
からなる群より選ばれる少なくとも１種の金属を含むことが好ましい。下地電極層は、ガ
ラスを含んでいることが好ましい。下地電極層に含まれるガラスは、Ｓｉ、Ｚｎを含むこ
とが好ましい。
【００３２】
　Ｎｉめっき層は、下地電極層の上に設けられている。このＮｉめっき層を設けることに
より、例えば、半田を用いてコンデンサ１を実装基板に実装する際に下地電極層が半田に
よって浸食されることを効果的に抑制することができる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、外部電極２１～２６が、それぞれ、第１及び第２の主面１０ａ
、１０ｂ上にまで延びている例について説明した。但し、本発明は、この構成に限定され
ない。外部電極は、例えば、側面又は端面の上にのみ設けられていてもよい。また、一つ
の側面の上に、四つ以上の外部電極が設けられていてもよい。
【００３４】
　コンデンサ本体１０に割れや欠けが発生することを抑制する観点からは、コンデンサ本
体１０の稜線部の少なくとも一部が外部電極２１～２６により覆われていることが好まし
い。
【００３５】
　図２～図５に示すように、コンデンサ本体１０の内部には、第１の内部電極１１と、第
２の内部電極１２とが設けられている。第１の内部電極１１は、第１の外部電極２１～２
３のそれぞれに接続されている。第２の内部電極１２は、第２の外部電極２４～２６のそ
れぞれに接続されている。
【００３６】
　第１及び第２の内部電極１１、１２は、適宜の導電材料により構成することができる。
第１及び第２の内部電極は、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｕなどの金属や、これ
らの金属の一種を含む例えばＡｇ－Ｐｄ合金などの合金により構成することができる。第
１及び第２の内部電極１１、１２は、Ｎｉを含有していることがより好ましい。また、第
１及び第２の内部電極１１、１２は、コンデンサ本体１０に含まれるセラミックスと同種
の組成系の誘電体粒子（共材）を含んでいてもよい。
【００３７】
　ところで、容量を形成するためには、第１の内部電極と第２の内部電極とを誘電体層を
介して対向させる必要がある。このため、通常、積層セラミックコンデンサでは、第１の
内部電極と第２の内部電極とが積層方向に沿って交互に設けられている。積層セラミック
コンデンサの静電容量は、この第１及び第２の内部電極の積層数を調節することにより調
節することができる。具体的には、例えば、大きな静電容量を有する積層セラミックコン
デンサを得るためには、第１及び第２の内部電極の積層数を多くする必要がある。逆に、
小さな静電容量の積層セラミックコンデンサを得るためには、第１及び第２の内部電極の
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積層数を少なくする必要がある。しかしながら、積層セラミックコンデンサの静電容量を
小さくすべく、第１及び第２の内部電極の積層数を少なくすると、コンデンサ本体が薄く
なる。このため、積層セラミックコンデンサの強度が低下するという問題が生じる。
【００３８】
　ここで、図５に示すように、積層セラミックコンデンサ１では、コンデンサ本体１０が
、第１の内部電極１１が積層方向Ｔに沿って連続して３枚以上積層された第１の内部電極
積層部１１ａと、第２の内部電極１２が積層方向Ｔに沿って連続して３枚以上積層された
第２の内部電極積層部１２ａとを含む。第１の内部電極積層部１１ａと第２の内部電極積
層部１２ａとが積層方向Ｔにおいて誘電体層を介して対向することにより容量が形成され
ている。
【００３９】
　積層セラミックコンデンサ１では、第１の内部電極積層部１１ａにおいて、積層方向Ｔ
の両側に第１の内部電極１１が位置している第１の内部電極１１は、容量形成に実質的に
寄与しない。同様に、第２の内部電極積層部１２ａにおいて、積層方向Ｔの両側に第２の
内部電極１２が位置している第２の内部電極１２は、容量形成に実質的に寄与しない。従
って、第１の内部電極１１が積層方向に沿って連続して３枚以上積層された第１の内部電
極積層部１１ａ及び第２の内部電極１２が積層方向に沿って連続して３枚以上積層された
第２の内部電極積層部１２ａを設けることにより、内部電極１１，１２の積層数を減らす
ことなく、小さな静電容量を有する積層セラミックコンデンサ１を実現することができる
。すなわち、第１及び第２の内部電極積層部１１ａ、１２ａを設けることにより、高強度
かつ小さな静電容量を有する積層セラミックコンデンサ１を実現することができる。
【００４０】
　低容量を取得しつつ積層セラミックコンデンサ１の強度をさらに高める観点からは、各
内部電極積層部１１ａ、１２ａにおいて、内部電極１１，１２が５層以上積層されている
ことが好ましく、７層以上積層されていることがより好ましい。
【００４１】
　同様の観点から、コンデンサ本体１０が、第１の内部電極積層部１１ａと第２の内部電
極積層部１２ａとが交互に１１層以上積層された部分を有することが好ましい。
【００４２】
　但し、各内部電極積層部における内部電極の積層数が多くなりすぎたり、内部電極積層
部１１ａ、１２ａにおける内部電極１１，１２の積層数が多くなりすぎたりすると、積層
方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部１１ａ間の距離や積層方向Ｔにおいて隣り
合う第２の内部電極積層部１２ａ間の距離が大きくなる。このとき、例えば、図５におけ
る第１の外部電極２２と第２の内部電極積層部１２ａと積層方向において隣り合う第１の
内部電極積層部１１ａとで囲まれた、内部電極１１，１２が設けらていない誘電体層の部
分と、内部電極１１，１２が設けられた部分とで、周囲の温度が変化した際や焼成時、焼
き付け時などに熱膨張率が大きく異なることとなる。このため、内部電極１１，１２が設
けらていない誘電体層の部分に応力がかかり、コンデンサ本体１０内に内部欠損が発生す
る場合がある。コンデンサ本体１０内に内部欠損が発生すると、積層セラミックコンデン
サ１の信頼性が低くなる虞がある。従って、積層セラミックコンデンサ１の信頼性の低下
を抑制する観点から、積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部１１ａ間の距離
を第２の内部電極１２の厚みと積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極１２間の距離
との和で除算した値（（積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部１１ａ間の距
離）／｛（第２の内部電極１２の厚み）＋（積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極
１２間の距離）｝）が２５以下であることが好ましく、８以下であることがより好ましい
。積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部１２ａ間の距離を第１の内部電極１
１の厚みと積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極１１間の距離との和で除算した値
（（積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部１２ａ間の距離）／｛（第１の内
部電極１１の厚み）＋（積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極１１間の距離）｝）
が２５以下であることが好ましく、８以下であることがより好ましい。



(9) JP 2017-143129 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

【００４３】
　具体的には、積層方向において隣り合う第１の内部電極積層部１１ａ間の距離と、積層
方向において隣り合う第２の内部電極積層部１２ａ間の距離とが、それぞれ、３１μｍ以
下であることが好ましく、２６μｍ以下であることがより好ましく、１８μｍ以下である
ことがさらに好ましい。
【００４４】
　高強度かつ優れた信頼性を有する積層セラミックコンデンサ１を得る観点から、内部電
極１１，１２の平均厚みは、０．４μｍ以上１．０μｍ以下であることが好ましい。積層
方向Ｔにおいて隣接する内部電極間に位置する誘電体層１０ｇは、０．５μｍ以上３μｍ
以下であることが好ましい。
【００４５】
　なお、内部電極１１，１２は、コンデンサ本体１０の側面１０ｃ、１０ｄの長さ方向Ｌ
の両端に位置する外部電極２２，２３，２５，２６以外の外部電極２１，２４にも接続さ
れていることが好ましい。そうすることにより、内部電極と外部電極との接続信頼性を高
めることができる。
【００４６】
　コンデンサ本体１０内への水分等の侵入を抑制する観点から、内部電極１１，１２は、
コンデンサ本体１０の端面１０ｅ、１０ｆに露出していないことが好ましい。
【００４７】
　（積層セラミックコンデンサ１の製造方法の一例）
　次に、積層セラミックコンデンサ１の製造方法の一例について説明する。
【００４８】
　まず、セラミックグリーンシート、内部電極用導電性ペースト及び外部端子電極用導電
性ペーストをそれぞれ準備する。セラミックグリーンシート及び導電性ペーストは、バイ
ンダ及び溶剤を含有していてもよい。セラミックグリーンシート及び導電性ペーストに用
いられるバインダ及び溶媒は、例えば、公知のものを用いることができる。
【００４９】
　次に、セラミックグリーンシート上に、例えば、スクリーン印刷法やグラビア印刷法な
どにより所定のパターンに導電性ペーストを印刷し、内部電極パターンを形成する。
【００５０】
　次に、内部電極パターンが印刷されていない外層用セラミックグリーンシートを所定枚
数積層し、その上に内部電極パターンが印刷されたセラミックグリーンシートを順次積層
し、その上に外層用セラミックグリーンシートを所定枚数積層し、マザー積層体を作製す
る。その後、マザー積層体を静水圧プレスなどの手段により積層方向にプレスする。
【００５１】
　次に、マザー積層体を所定のサイズにカットし、生のセラミック積層体を切り出す。こ
のとき、バレル研磨などにより生のセラミック積層体の稜線部や角部に丸みをつけてもよ
い。
【００５２】
　所定のサイズにカットされた生のセラミック積層体の側面に露出する内部電極露出部上
に、下地電極層を形成するための電極ペーストを塗布する。電極ペーストの塗布方法は、
限定されない。電極ペーストの塗布方法としては、例えば、ローラ転写法等が挙げられる
。
【００５３】
　次に、生のセラミック積層体を焼成することによりコンデンサ本体１０を得る。焼成温
度は、用いられるセラミック材料や導電材料にもよるが、例えば、９００℃以上１３００
℃以下であることが好ましい。この後に、コンデンサ本体１０をバレル研磨するなどして
コンデンサ本体１０の稜線部や角部に丸みをつけてもよい。
【００５４】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１では、第１及び第２の内部電極積層部１
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１ａ、１２ａが設けられている。このため、内部電極１１，１２の層数を少なくすること
なく、低容量化することができる。内部電極１１，１２の層数が少なくなると、コンデン
サ本体１０に占める内部電極１１，１２の体積割合が減少する。この場合、内部電極１１
，１２の層数を減らす前と比較して、生のセラミック積層体の焼成時における収縮挙動が
大きく変化する。このため、内部電極１１，１２の層数を減らす前と同じ焼成条件で焼成
した場合、焼成時にクラック等の不具合が発生する場合がある。特に、より低容量を取得
するために内部電極１１，１２の層数を大きく減らした場合、コンデンサ本体１０内の内
部電極１１，１２の体積割合が大きい部分と小さい部分の焼成時における収縮挙動の差が
より大きくなり、不具合は拡大する。従って、本実施形態に係る積層セラミックコンデン
サ１が低容量な積層セラミックコンデンサである場合も、効率良く製造することができる
。
【００５５】
　次に、Ｎｉめっき層２１ｂ～２６ｂを形成し、その後、Ｓｎめっき層２１ｃ～２６ｃを
形成することにより積層セラミックコンデンサ１を完成させることができる。　以下、本
発明の好ましい実施形態の他の例について説明する。以下の説明において、上記第１の実
施形態と実質的に共通の機能を有する部材を共通の符号で参照し、説明を省略する。
【００５６】
　（第２～第５の実施形態）
　図６は、第２の実施形態に係るコンデンサ１ａの模式的断面図である。図７は、第３の
実施形態に係るコンデンサ１ｂの模式的断面図である。図８は、第４の実施形態に係るコ
ンデンサ１ｃの模式的断面図である。図９は、第５の実施形態に係るコンデンサ１ｄの模
式的断面図である。図１０は、第６の実施形態に係るコンデンサ１ｅの模式的断面図であ
る。
【００５７】
　第１の実施形態に係るコンデンサ１では、第１の内部電極１１の全てが第１の内部電極
積層部１１ａを構成しており、第２の内部電極１２の全てが第２の内部電極積層部１２ａ
を構成している例について説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。図６及
び図７に示す積層セラミックコンデンサ１ａ、１ｂのように、コンデンサ本体１０が、第
１の内部電極１１と第２の内部電極１２とが積層方向Ｔに沿って交互に積層された交互積
層部１３を有していてもよい。具体的には、図６に示す積層セラミックコンデンサ１ａで
は、積層方向Ｔにおいて第１及び第２の内部電極１１，１２が設けられた領域のうち、最
も第１の主面１０ａ側の部分に交互積層部１３が設けられている。図７に示す積層セラミ
ックコンデンサ１ｂでは、積層方向Ｔにおいて第１及び第２の内部電極１１，１２が設け
られた領域のうち、最も第１の主面１０ａ側に位置する部分と、最も第２の主面１０ｂ側
に位置する部分との両方に交互積層部１３が設けられている。このように、積層方向Ｔに
おいて第１及び第２の内部電極１１，１２が設けられた領域のうち、最も主面１０ａ、１
０ｂ側に位置する部分に交互積層部１３を設けることにより、当該主面１０ａ、１０ｂの
どちらを実装面として積層セラミックコンデンサ１ａ、１ｂを実装しても、積層セラミッ
クコンデンサ１ａ、１ｂ内において電流の流れる経路長を短くすることができる。従って
、積層セラミックコンデンサ１ａ、１ｂの等価直列インダクタンス（ＥＳＬ）を低くする
ことができる。
【００５８】
　同様に、図８に示す積層セラミックコンデンサ１ｃのように、コンデンサ本体１０の最
も主面１０ａ側に配された内部電極１２が積層方向Ｔにおいて隣り合う内部電極１１と容
量を形成するように設けられている場合や、図９に示す積層セラミックコンデンサ１ｄの
ように、コンデンサ本体１０の最も主面１０ａ、１０ｂ側に配された内部電極１２，１１
が積層方向Ｔにおいて隣り合う内部電極１１，１２と容量を形成するように設けられてい
る場合も、積層セラミックコンデンサ１ｃ、１ｄ内において電流の流れる経路長を短くす
ることができる。従って、積層セラミックコンデンサ１ｃ、１ｄのＥＳＬを低くすること
ができる。
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【００５９】
　なお、図８に示す積層セラミックコンデンサ１ｃにおいて、コンデンサ本体１０の最も
主面１０ａ側に配された内部電極１２が積層方向Ｔにおいて連続して２層積層されている
場合もある。このように、連続して２層積層された内部電極１２のうち、コンデンサ本体
１０の内側に配された内部電極１２をコンデンサ本体１０の外側に配された内部電極１２
で保護することにより、耐湿性などの信頼性を向上させることができる。
【００６０】
　同様に、図９に示す積層セラミックコンデンサ１ｄにおいて、コンデンサ本体１０の最
も主面１０ａ側に配された内部電極１２が積層方向Ｔにおいて連続して２層積層され、コ
ンデンサ本体１０の最も主面１０ｂ側に配された内部電極１１が積層方向Ｔにおいて連続
して２層積層されている場合もある。
【００６１】
　また、図１０に示す積層セラミックコンデンサ１ｅのように、第１の内部電極積層部１
１ａと第２の内部電極積層部１２ａとの間に交互積層部１３を設けてもよい。
【００６２】
　（第７の実施形態）
　図１１は、第７の実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。図１２は、第７の
実施形態に係るコンデンサの模式的断面図である。
【００６３】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１ｆは、内部電極１１，１２と外部電極２
１～２６との接続態様において第１の実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１と異な
る。本発明においては、内部電極と外部電極との接続態様は、特に限定されない。本実施
形態に係る積層セラミックコンデンサ１ｆでは、第１の内部電極１１が外部電極２２，２
３，２５，２６に接続されており、第２の内部電極１２が外部電極２１，２４に接続され
ている。
【００６４】
　もっとも、ＥＳＬを低くする観点からは、第１の実施形態のように内部電極１１，１２
と外部電極２１～２６を接続することが好ましい。この場合、長さ方向Ｌにおいて隣り合
う外部電極や幅方向Ｗにおいて対向する外部電極の極性が相互に異なるため、発生する磁
界が打ち消し合うためである。　以下、本発明について、具体的な実施例に基づいて、さ
らに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に何ら限定されるものではなく、その要旨
を変更しない範囲において適宜変更して実施することが可能である。
【００６５】
　（実施例１）
　下記の条件で、第１の実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１と実質的に同様の構
成を有するコンデンサを作製した。
【００６６】
　コンデンサ本体の主成分：Ｍｇ、Ｖ、Ｄｙ、Ｓｉを添加したチタン酸バリウム
　誘電体層の厚み：平均０．７４μｍ
　内部電極の厚み：平均０．５２μｍ
　（誘電体層および内部電極の厚み測定法）
　まず、試料を３個用意し、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。
【００６７】
　このとき、各試料の長さ方向Ｌ及び積層方向Ｔに沿った側面が露出するようにした。研
磨機により、側面を研磨し、コンデンサ本体のＷ方向の１／２の深さで研磨を終了し、研
磨面を露出させた。この研磨面に対しイオンミリングリミングを行い、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。
【００６８】
　図１３に示す通り、長さ方向Ｌ及び積層方向Ｔに沿った断面のＬ方向の１／２の位置に
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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
を積層方向に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積層方向中央部から１０層の誘電体層を選定し、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
内部電極を挟むセラミックス層がつながっている等により測定が不可能なものは除いた。
【００６９】
　以上より、各試料につき、３０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。したがって、試料数３個×３つの領域×１０層＝９０箇所における誘電体層の厚みの
平均値が求められた。
【００７０】
　同様にして、各試料につき、３０箇所で内部電極の厚みを測定し、これらの平均値を求
めた。実施例１においては、第１の内部電極の厚みと第２の内部電極の厚みは実質的に同
じである。したがって、試料数３個×３つの領域×１０層＝９０箇所における内部電極の
厚みの平均値が求められた。ただし、内部電極が欠落している等により測定できない部分
は測定対象から除いた。
【００７１】
　誘電体層の厚みと内部電極の厚みは、走査型電子顕微鏡を用いて測定した。　最も主面
側に位置する内部電極と主面との間の距離：平均３０μｍ
　第１～第６の外部電極の厚み（Ｗ方向における最も厚い部分）：平均２０μｍ
　第１～第６の外部電極のＮｉめっき層の厚み：４μｍ
　第１～第６の外部電極のＳｎめっき層の厚み：４μｍ
　コンデンサ本体の長さ寸法：１．１４ｍｍ
　コンデンサ本体の幅寸法：０．５７ｍｍ
　コンデンサ本体の高さ寸法：０．４ｍｍ
　第１の内部電極と第２の内部電極とが対向している部分と端面との間の距離：平均５０
μｍ
　第１の内部電極と第２の内部電極とが対向している部分と側面との間の距離：平均５０
μｍ
　焼成温度：１２００℃
　焼付け温度：９２０℃
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：３層
　内部電極積層部の積層数：９０層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：５μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：５μｍ
　なお、積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離と、積層方向Ｔにお
いて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離とは、以下の要領で測定した。
【００７２】
　まず、作製した積層セラミックコンデンサを第１の側面が露出するように樹脂で固め、
第１の側面を、第１の側面と平行に、コンデンサ本体のＷ方向の幅寸法が１／２となるま
で研磨した。露出した研磨面に対してイオンミリングを行い、研磨によるダレを除去した
。次に、この断面における内部電極が積層されている領域を積層方向Ｔに３等分した各領
域における積層方向Ｔにおける中央付近において、積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内
部電極積層部間の距離及び積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離を
測定した。この測定は、第１の内部電極積層部間の距離を測定する場合、長さ方向Ｌにお
いて複数の第２の内部電極１２のうち最も突出した内部電極の先端が位置している部分に
おいて行った。また、第２の内部電極積層部間の距離を測定する場合、長さ方向Ｌにおい
て複数の第１の内部電極１１のうち最も突出した内部電極の先端が位置している部分にお
いて行った。上記測定を４個のサンプルにつき行い、測定された１２箇所の距離を平均す
ることにより、積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離と、積層方向
Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離とをそれぞれ測定した。
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【００７３】
　（実施例２）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００７４】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：６層
　内部電極積層部の積層数：４５層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：８μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：８μｍ
　（実施例３）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００７５】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：１２層
　内部電極積層部の積層数：２２層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：１６μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：１６μｍ
【００７６】
　（実施例４）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００７７】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：１４層
　内部電極積層部の積層数：２０層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：１８μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：１８μｍ
【００７８】
　（実施例５）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００７９】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：２０層
　内部電極積層部の積層数：１４層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：２６μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：２６μｍ
【００８０】
　（実施例６）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００８１】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：２４層
　内部電極積層部の積層数：１１層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：３１μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：３１μｍ
【００８２】
　（比較例１）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００８３】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：３０層
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　内部電極積層部の積層数：９層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：３９μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：３９μｍ
【００８４】
　（比較例２）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００８５】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：４０層
　内部電極積層部の積層数：７層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：５１μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：５１μｍ
　なお、比較例２においては、４個のサンプルにつき、積層方向Ｔにおいて隣り合う第１
の内部電極積層部間の距離を全て測定し、これらの平均値を求めた。また、４個のサンプ
ルにつき、積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離を全て測定し、こ
れらの平均値を求めた。
【００８６】
　（比較例３）
　以下の条件としたこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製
した。
【００８７】
　各内部電極積層部における内部電極の積層数：７８層
　内部電極積層部の積層数：４層
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離：９９μｍ
　積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離：９９μｍ
　なお、比較例３においては、１０個のサンプルにつき、積層方向Ｔにおいて隣り合う第
１の内部電極積層部間の距離を全て測定し、これらの平均値を求めた。また、１０個のサ
ンプルにつき、積層方向Ｔにおいて隣り合う第２の内部電極積層部間の距離を全て測定し
、これらの平均値を求めた。
【００８８】
　（割れ、欠けの有無の確認）
　各実施例及び比較例において作製した１００個のサンプルにつき、以下の要領で、割れ
、欠けの有無を確認した。結果を表１に示す。
【００８９】
　（割れ、欠けの確認法）
　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、各試料の端面が露出するようにした。研磨機により、端面を研磨し、コンデン
サ本体の長さ方向Ｌの１／２の深さで研磨を終了し、幅方向Ｗ及び積層方向Ｔに沿った断
面を露出させた。この断面において、第１の外部電極と、第２の内部電極積層部と、積層
方向において隣り合う第１の内部電極積層部とで囲まれた部分の誘電体層、および、第２
の外部電極と、第１の内部電極積層部と、積層方向において隣り合う第２の内部電極積層
部とで囲まれた部分の誘電体層を観察した。誘電体層に割れ、欠けが確認されたものを割
れ、欠け発生有りとしてカウントした。なお、観察は、光学顕微鏡を用いた。
【００９０】
　（ＥＳＬの測定）
　各実施例及び比較例において作製した５個のサンプルを実装基板上に実装し、ネットワ
ークアナライザ（アジレント社製Ｅ５０７１Ｂ）を用いて、ＥＳＬを測定し、平均値を算
出した。測定周波数帯域は０．５ＧＨｚ以上８．５ＧＨｚ以下とした。結果を表１に示す
。
【００９１】
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　なお、表１に示すＡ，Ｂ，Ｃは以下の通りである。
【００９２】
　Ａ：各内部電極積層部における内部電極の積層数
　Ｂ：内部電極積層部の積層数
　Ｃ：積層方向Ｔにおいて隣り合う第１の内部電極積層部間の距離（＝積層方向Ｔにおい
て隣り合う第２の内部電極積層部間の距離）
【００９３】
【表１】

【００９４】
　（実施例７）
　図９に示すように、最も第１の主面側に第２の内部電極を１枚追加し、最も第２の主面
側に第１の内部電極を１枚追加したこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコ
ンデンサを作製した。
【００９５】
　（実施例８）
　図１０に示すように、第１の主面側から数えて４５番目の内部電極積層部と４６番目の
内部電極積層部との間に、第１の主面側から第２の内部電極と第１の内部電極とを１枚ず
つ追加したこと以外は、実施例１と同様にして積層セラミックコンデンサを作製した。
【００９６】
　（実施例９）
　図９に示すように、最も第１の主面側に第２の内部電極を１枚追加し、最も第２の主面
側に第１の内部電極を１枚追加したこと以外は、実施例３と同様にして積層セラミックコ
ンデンサを作製した。
【００９７】
　（実施例１０）
　図１０に示すように、第１の主面側から数えて１１番目の内部電極積層部と１２番目の
内部電極積層部との間に、第１の主面側から第２の内部電極と第１の内部電極とを１枚ず
つ追加したこと以外は、実施例３と同様にして積層セラミックコンデンサを作製した。
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【００９８】
　実施例７～１０において作製したサンプルについても、割れ、欠けの有無の確認と、Ｅ
ＳＬの測定を上述の方法と同様の方法で行った。結果を表２に示す。
【００９９】
【表２】

 
【符号の説明】
【０１００】
１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ　積層セラミックコンデンサ
１０　コンデンサ本体
１０ａ　第１の主面
１０ｂ　第２の主面
１０ｃ　第１の側面
１０ｄ　第２の側面
１０ｅ　第１の端面
１０ｆ　第２の端面
１０ｇ　誘電体層
１１　第１の内部電極
１１ａ　第１の内部電極積層部
１２　第２の内部電極
１２ａ　第２の内部電極積層部
１３　交互積層部
２１～２３　第１の外部電極
２４～２６　第２の外部電極
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