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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体層とＮｉを主成分とする内部電極層とが交互に複数積層された内層部と、前記内
層部を挟む一対の誘電体外層部とを備え、前記誘電体外層部にはＮｉ粒子が偏析している
ことを特徴とする積層型セラミック電子部品。
【請求項２】
　内部電極層間の距離をａとした場合、前記誘電体外層部に偏析しているＮｉ粒子が最外
の内部電極層の位置からａ／２以上離れた位置に存在することを特徴とする請求項１に記
載の積層型セラミック電子部品。
【請求項３】
　誘電体層とＮｉを主成分とする内部電極層とが交互に複数積層された内層部と、前記内
層部を挟む一対の誘電体外層部とを備え、前記誘電体層に単位面積あたりに析出して存在
するＮｉ粒子の面積が、前記誘電体外層部に析出して存在する単位面積あたりのＮｉ粒子
の面積に比べて少ないことを特徴とする積層型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、積層セラミック電子部品に関し、小型で信頼性が良好な積層セラミック電子
部品に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、電子回路の高密度化に伴う電子部品の小型化および高性能化に対する要求は高く
、これに伴い、たとえば積層セラミックコンデンサの小型・大容量化が求められている。
【０００３】
　積層セラミックコンデンサはセラミック素体の内部に、微小厚みの誘電体セラミック層
を介して対向する複数の内部電極層を埋設してある。セラミック素体は、厚み方向の両側
が内部電極間の誘電体セラミック層（誘電体層）の厚みよりも十分に厚い外層部に覆われ
ており、また長さ方向の両側端面に、内部電極層に導通する端子電極を付着させてある。
【０００４】
　積層セラミックコンデンサの小型・大容量化を実現するには、誘電体層の比誘電率を高
める方法、誘電体層や内部電極層、および外層部を薄層化する方法が考えられる。
【０００５】
しかしながら、外層部を薄くすると、焼成後の外部電極形成工程においてめっき処理を施
す際や、耐湿負荷試験下において、水分が外層部に存在する空隙を介して素体内部に浸入
することにより、絶縁抵抗劣化不良を生じる、という問題がある。
【０００６】
　上述した問題点を解決するには、外層部の緻密化を進める方法が有効である。特許文献
１では、セラミック焼結体に外部電極（端子電極）を形成した後、外表面全体を酸化物ガ
ラスでコーティングしてガラスコート層を形成し、次に、端子電極の電極被り部よりも外
側においてガラスコート層を研磨し、端子電極表面を露出させる技術を開示している。
【０００７】
　しかし、この従来技術の場合は、セラミック焼結体に端子電極を形成した後、酸化物ガ
ラスでコーティングしてガラスコート層を形成し、その後、端子電極の電極被り部よりも
外側において、ガラスコート層を研磨し、端子電極表面を露出させるという面倒で複雑な
工程を必要とする。また、小型形状品への適用が困難である。
【０００８】
　特許文献２では、内部電極の側部とセラミック焼結体側面側ギャップ部との境界部に、
Ｍｇと内部電極を構成する金属であるＮｉとを含む酸化化合物を充填させることで、耐湿
性を高めるようにした方法が提案されている。
【０００９】
　しかしながら、上記方法の場合、セラミック素体内部にＭｇ成分を拡散させてしまうの
で、誘電特性を維持しながら耐湿性を改善する事が困難となる。
【００１０】
　さらに、特許文献３では、外層部と内層部の焼結ムラを抑制することを目的として、外
層部用セラミック材料ペーストに誘電体被覆Ｎｉ粉を添加する製造方法が記載されている
。しかしながら、Ｎｉは焼成工程中において誘電体層を拡散する性質があり、外層部を構
成する誘電体層から内層部へのＮｉの拡散による影響で、電気特性を悪化させてしまうと
いう問題がある。
【００１１】
　特許文献４には、内部電極層が設けられている層間であって、内部電極層と外部電極と
の接続端以外の周囲に、当該内部電極層の主成分と同じ成分を含む金属部を島状に点在さ
せる事で、内部電極層の形成されていない周囲の誘電体層同士の密着を強め、クラックや
デラミネーション発生を減らすことが出来、耐湿性が改善する事が記載されているが、特
許文献３と同様、内層部へのＮｉ拡散が懸念される。
【００１２】
　特許文献５には、内層部の誘電体層におけるＮｉ濃度が、外層部および、内部電極層と
、外部電極との接続端の間の領域に比べて低く制御されている積層コンデンサが記載され
ている。
【００１３】
　特許文献５における誘電体に拡散するＮｉの濃度は、誘電体層に偏析するＮｉ粒子を示
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すものではない。また、特許文献５の実験例の試料にはＮｉが偏在していない事が記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特許第３５３１５４３　号公報
【特許文献２】特開２０１０－１０３５６６号公報
【特許文献３】特許第４２９３６１５号公報
【特許文献４】特開２０１１－２９５３３号公報
【特許文献５】特開２０００－３３１８６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　外層部の耐湿性を上げる為に、ガラス成分や焼結温度を低下させる添加元素を内層部誘
電体組成よりも高濃度に外層部誘電体層に加える方法では、添加成分の内層部への拡散に
起因する電気特性悪化を防ぐ事が困難である。
【００１６】
　本発明は、このような実状に鑑みてなされ、外層部誘電体層に焼結助剤を高濃度に存在
させることなく外層部が緻密であり、小型化しても、優れた耐湿性と電気特性を有する積
層型セラミック電子部品を提供する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の積層セラミック電子部品は、Ｎｉを主成分とする内部電極層と誘電体層とが交
互に複数積層された内層部と、前記内層部を挟む一対の誘電体外層部とを備え、前記誘電
体外層部にはＮｉ粒子が偏析していることを特徴としている。
【００１８】
　好ましくは、内部電極層間の距離をａとした場合、前記誘電体外層部に偏析しているＮ
ｉ粒子が最外の内部電極層の位置からａ／２以上離れた位置に存在することを満足する。
このようにする事で、耐湿性向上と共に、高温加速寿命の信頼性が向上した積層型セラミ
ック電子部品が得られる。
【００１９】
　本発明の積層セラミック電子部品は、Ｎｉを主成分とする内部電極層と誘電体層とが交
互に複数積層された内層部と、前記内層部を挟む一対の誘電体外層部とを備え、前記誘電
体層に存在するＮｉ粒子の量が前記誘電体外層部に比べて少ないことを特徴としている。
【発明の効果】
【００２０】
　通常、焼結後の内層部および外層部には、誘電体粒子の充填されていない空間である、
空隙が存在する。空隙が多数存在すると、湿度の高い条件下において、水分がセラミック
素体内部に浸入することによって絶縁性が劣化してしまう。
【００２１】
　本発明者等は、焼成工程において、誘電体粒子に拡散するＮｉ元素に着目した。
通常、焼成後の内層部および外層部には、誘電体粒子（主成分粒子）と、それらの間に形
成される粒界とが存在している。内部電極層に含まれるＮｉは、焼成時あるいは焼成後の
熱処理時に誘電体層へ拡散する。誘電体層へ拡散したＮｉは、誘電体粒子にはほとんど固
溶しないため、その大部分が粒界に留まる傾向にある。粒界に留まるＮｉは酸化物として
存在するので、積層セラミック電子部品はショート不良にはならない。しかし、Ｎｉが粒
界に多く残留すると、誘電体粒子と比較して比誘電率が低い粒界層が厚くなる事により、
静電容量の低下や、信頼性の低下を生ずる事がある。
【００２２】
　本発明は、誘電体層に拡散するＮｉを、Ｎｉ粒子として析出させることで、外層部に存
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在する空隙量を減少させる事が可能となり、耐湿性の高い積層型セラミック電子部品を得
るものである。
【００２３】
　本願発明者は、焼結を目的とした熱処理の後に、再び焼結が進行しない温度域で熱処理
を施す事により、粒界に酸化物として拡散していたＮｉが還元され、金属Ｎｉ粒子として
析出させることが可能である事を見出した。
また、さらなる鋭意検討の結果、前記の焼結後の熱処理条件をコントロールする事で、誘
電体の焼結を進行させずに、空隙の量を減少させることが出来る事を見出した。
【００２４】
　前記焼結後の熱処理の条件をコントロールすることで、積層セラミック電子部品の耐湿
性および電気特性をさらに向上させることが出来る。
【００２５】
　熱処理条件によっては、Ｎｉ粒子が、内層中や、最外の内部電極層と外層の近傍に高頻
度に析出する場合がある。
内層中にＮｉが多く析出すると、内層部の誘電体層に生じる電界強度のばらつきが大きく
なり、信頼性が悪化する傾向がある。
【００２６】
　熱処理温度、保持時間、及び雰囲気をコントロールする事により、素体内部における空
隙の多く存在する領域に、Ｎｉ粒子を優先的に析出させることができる。
素体内部における空隙とは、誘電体層における空隙と、内部電極層に存在する電極が途切
れた空間を示す。
【００２７】
　焼結工程で外層部に拡散したＮｉの一部は、熱処理中において、拡散元である内部電極
層に再び移動し、内部電極層間の距離をａとした場合、誘電体層中に拡散していたＮｉが
ａ／２以上の距離の移動が可能な熱処理条件に制御する事で、内層部の誘電体層中に析出
するＮｉ粒子を少なくすることが出来る。
【００２８】
　一方、外層部では最外の内部電極層からａ／２以下の位置にあるＮｉは最外の内部電極
層に移動し、ａ／２以上に位置するＮｉは外層部中に析出する傾向になる。
内部電極層間の距離をａとした場合、誘電体外層部に偏析しているＮｉ粒子が最外の内部
電極層の位置からａ／２以上離れた位置に存在することを満足させる事で、耐湿性向上と
共に、高温加速寿命の信頼性が向上した積層型セラミック電子部品が得られる。
【００２９】
　Ｎｉ粒子の量を上記のように制御する事で、信頼性の高い積層型セラミック電子部品が
得られる。焼成工程において、Ｎｉは外層部だけでなく、内層部においても拡散している
。内層部に析出するＮｉ粒子の析出頻度が外層部と同等もしくはそれ以上であると、高温
加速寿命が低下してしまう。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る積層セラミックコンデンサの断面図である。
【図２】図２は、図１に示す誘電体層および外層の拡大断面図である。
【図３】図３は、図１に示す積層セラミックコンデンサの拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。
【００３２】
　＜積層セラミックコンデンサ１＞
　図１に示すように、本発明の一実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１は、誘電体
層２ａと、内部電極層３とが交互に積層された構成のコンデンサ素子本体１０を有する。
最外に位置する内部電極層を挟み込むように外層部２ｂがある。コンデンサ素子本体１０



(5) JP 5838927 B2 2016.1.6

10

20

30

40

50

の両端部には、コンデンサ素子本体１０の内部で交互に配置された内部電極層３と各々導
通する一対の外部電極４が形成してある。コンデンサ素子本体１０の形状に特に制限はな
いが、通常、直方体状とされる。また、その寸法にも特に制限はなく、用途に応じて適当
な寸法とすればよい。
【００３３】
　＜誘電体層２ａ＞
　誘電体層２ａは、本発明の実施形態に係る誘電体磁器組成物から構成されている。前記
誘電体磁器組成物は、主成分として、一般式ＡＢＯ３で表され、ペロブスカイト型結晶構
造を有する化合物である誘電体粒子から構成される。前記一般式ＡＢＯ３において、Ａサ
イト原子は、好ましくはＢａ、ＣａおよびＳｒからなる群から選ばれる少なくとも１種類
であり、Ｂサイト原子は、好ましくは、Ｔｉ、ＺｒおよびＨｆからなる群から選ばれる少
なくとも１種類である。なお、酸素（Ｏ）量は、上記式の化学量論組成から若干偏倚して
もよい。
【００３４】
　また、Ａサイト原子と、Ｂサイト原子と、のモル比は、Ａ／Ｂ比として表され、本実施
形態では、Ａ／Ｂ比は、０．９８～１．０２であることが好ましい
【００３５】
　本実施形態では、上記の誘電体磁器組成物は、さらに、所望の特性に応じて、副成分元
素を含有してもよい。前記副成分元素としては特に限定されないが、Ｍｇおよび／または
、希土類元素から選ばれる少なくとも１種類であることが好ましい。さらにＳｉを含む酸
化物を含有してもよい。
【００３６】
　Ｍｇの酸化物の含有量は、所望の特性に応じて決定すればよいが、ＡＢＯ３　１００モ
ルに対して、ＭｇＯ換算で、好ましくは０．２～２．５モルである。該酸化物を含有させ
ることで、所望の容量温度特性およびＩＲ寿命が得られるという利点を有する。
【００３７】
　希土類元素の酸化物の含有量は、所望の特性に応じて決定すればよいが、Ｒを希土類元
素で表した場合、ＡＢＯ３　１００モルに対して、Ｒ２Ｏ３換算で、好ましくは０．２～
２．５モルである。該酸化物を含有させることで、ＩＲ寿命を向上させるという利点を有
する。Ｒ元素は、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、
Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＬｕからなる群から選ばれる少なくとも１つであり
、Ｙ、Ｄｙ、ＧｄおよびＨｏからなる群から選ばれる少なくとも１つであることが好まし
い。
【００３８】
　Ｓｉを含む酸化物の含有量は、所望の特性に応じて決定すればよいが、ＡＢＯ３　１０
０モルに対して、ＳｉＯ２換算で、好ましくは０．２～３．０モルである。該酸化物を含
有させることで、主に誘電体磁器組成物の焼結性を向上させる。なお、Ｓｉを含む酸化物
としては、Ｓｉと他の金属元素（たとえば、アルカリ金属あるいはアルカリ土類金属）と
の複合酸化物等であってもよいが、本実施形態では、ＳｉとＢａおよびＣａとの複合酸化
物である（Ｂａ，Ｃａ）ＳｉＯ３が好ましい。
【００３９】
　本実施形態では、上記の誘電体磁器組成物は、さらに、所望の特性に応じて、その他の
副成分を含有してもよい。
【００４０】
　たとえば、本実施形態に係る誘電体磁器組成物には、Ｍｎおよび／またはＣｒの酸化物
が含有されていてもよい。該酸化物の含有量は、ＡＢＯ３　１００モルに対して、各酸化
物換算で、０．０２～０．３０モルであることが好ましい。
【００４１】
　また、本実施形態に係る誘電体磁器組成物には、Ｖ、Ｔａ、Ｎｂ、ＭｏおよびＷから選
ばれる少なくとも１つの元素の酸化物が含有されていてもよい。該酸化物の含有量は、Ａ
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ＢＯ３　１００モルに対して、各酸化物換算で、０．０２～０．３０モルであることが好
ましい。
【００４２】
　誘電体層２ａの厚みは、特に限定されず、所望の特性や用途等に応じて適宜決定すれば
よいが、好ましくは３μｍ以下、さらに好ましくは２μｍ以下、特に好ましくは１μｍ以
下である。また、誘電体層２ａの積層数は、特に限定されないが、２０以上であることが
好ましく、より好ましくは５０以上、特に好ましくは、１００以上である。
【００４３】
　＜外層部２ｂ＞
　外層部２ｂは、本発明の実施形態に係る誘電体磁器組成物から構成されている。前記誘
電体磁器組成物は、誘電体層２ａに含まれる、誘電体磁器組成物と同一ある事が好ましい
。外層部２ｂの厚みは、特に限定されず、所望の特性や用途等に応じて適宜決定すればよ
いが、好ましくは４０μｍ以下、さらに好ましくは３０μｍ以下、特に好ましくは２０μ
ｍ以下である。このような構成により、耐湿性改善への効果が大きい。
【００４４】
　＜析出するＮｉ粒子＞
　図２に示すように、Ｎｉ粒子２５は、内部電極層間の距離をａとした場合、最外の内部
電極層の位置からａ／２以上の位置に配置される事が好ましい。
【００４５】
　外層部におけるＮｉ粒子の析出頻度は、たとえば以下のようにして測定される。
すなわち、コンデンサ素子本体１０を誘電体層２ａおよび内部電極層３の積層方向に切断
し、
その断面の、最外の内部電極層の位置からａ／２以上の領域において存在するＮｉ粒子の
総量を、測定領域に対する面積分率として算出した値とする。
【００４６】
　Ｎｉ粒子の析出頻度は特に限定されないが、外層部測定領域に対して、０．０４％以上
存在することが好ましい。０．０４％以上存在する事で積層セラミック電子部品の耐湿性
が良好になる。より好ましくは０．２０％以上、特に好ましくは０．３０％以上である。
【００４７】
　測定視野の大きさは、特に限定されないが、１５００μｍ２以上である事が好ましい。
【００４８】
　Ｎｉ粒子２５の粒子径は、たとえば、以下のようにして測定される。すなわち、コンデ
ンサ素子本体１０を誘電体層２ａおよび内部電極層３の積層方向に切断し、その断面にお
いてＮｉ粒子の平均面積を測定し、円相当径として直径を算出し１．２７倍した値とする
。
【００４９】
　Ｎｉ粒子２５の粒子径は、特に限定されないが、２０ｎｍ以上である事が好ましい。よ
り好ましくは５０ｎｍ以上、特に好ましくは８０ｎｍ以上である。
【００５０】
　＜誘電体粒子および粒子間構造＞
　図３に示すように、誘電体層２ａおよび、外層部２ｂは、誘電体粒子２０と、空隙２４
と、Ｎｉ粒子２５と、隣接する複数の誘電体粒子２０間に形成される粒界２２と、を含む
。本実施形態では、誘電体粒子２０は、主成分粒子（ＡＢＯ３粒子）に対し、Ｒ元素、Ｍ
ｇやＳｉなどの副成分元素が固溶（拡散）した粒子であってもよい。
【００５１】
　また、本実施形態の誘電体粒子２０の平均結晶粒子径は、特に限定されないが、好まし
くは０．２５μｍ以下である。誘電体粒子の粒径が小さいほど、焼成工程で拡散するＮｉ
量は多くなる傾向がある。平均結晶粒子径が０．２５μｍ以下であると、誘電体に拡散す
るＮｉ量が増える事で、析出するＮｉ粒子の量が増える。
その結果、耐湿性がさらに良好になる。
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【００５２】
　誘電体粒子２０の結晶粒子径は、たとえば、以下のようにして測定される。すなわち、
コンデンサ素子本体１０を外層部２ｂ誘電体層２ａおよび内部電極層３の積層方向に切断
し、その断面において誘電体粒子の平均面積を測定し、円相当径として直径を算出し１．
２７倍した値とする。そして、結晶粒子径を２００個以上の誘電体粒子について測定し、
得られた結晶粒子径の累積度数分布から累積が５０％となる値を平均結晶粒子径（単位：
μｍ）とすればよい。なお、結晶粒子径は、外層部２ｂ誘電体層２ａの厚さなどに応じて
決定すればよい。
【００５３】
　粒界２２は、主として、誘電体層に含有される元素の酸化物から構成されているが、工
程中に不純物として混入する元素の酸化物あるいは内部電極層を構成する元素の酸化物な
どが含まれていてもよい。また、粒界２２は、通常、主としてアモルファス質で構成され
ているが結晶質で構成されていてもよい。
【００５４】
　本実施形態では、粒界２２にＮｉが特定の割合で含まれるように制御されている。
また、粒界２２におけるＮｉの含有割合は、所望の特性に応じて決定すればよいが、Ｎｉ
Ｏ換算で、好ましくは０．２～１．４質量％である。
【００５５】
　内部電極層３がＮｉを含む導電材から構成されており、焼成工程あるいはその後の熱処
理工程等において、Ｎｉが外層部２ｂおよび誘電体層２ａに拡散する。しかしながら、こ
の場合、Ｎｉは誘電体粒子２０に固溶し難いため、粒界２２に留まる傾向にある。また、
副成分として、Ｎｉの酸化物が含まれている場合にも、Ｎｉは粒界２２に留まる傾向にあ
る。
【００５６】
　粒界２２におけるＮｉＯ濃度を上記の範囲内にすることで、積層型セラミック電子部品
としての信頼性（絶縁抵抗寿命）をさらに向上させることができる。
【００５７】
　粒界２２におけるＮｉの含有割合を測定する方法としては、特に制限されないが、たと
えば、以下のようにして測定すればよい。
【００５８】
　本実施形態では、走査透過型電子顕微鏡（ＳＴＥＭ）を用いて誘電体層２ａ及び外層部
２ｂを観察することにより、誘電体粒子２０と粒界２２とを判別し、さらに、ＳＴＥＭに
付属のエネルギー分散型Ｘ線分光装置（ＥＤＳ）を用いて、粒界２２における点分析を行
い、粒界２２における各元素の含有割合を算出する。
【００５９】
　具体的には、誘電体層２ａ及び外層部２ｂの断面をＳＴＥＭにより撮影し、明視野（Ｂ
Ｆ）像を得る。この明視野像において誘電体粒子２０と誘電体粒子２０との間に存在し、
該誘電体粒子とは異なるコントラストを有する領域を粒界２２とする。異なるコントラス
トを有するか否かの判断は、目視により行ってもよいし、画像処理を行うソフトウェア等
により判断してもよい。
【００６０】
　続いて、ＥＤＳを用いて、粒界２２であると判断した領域において点分析を行う。この
とき、粒界以外の領域、たとえば誘電体粒子などに含まれる元素の情報が検出されないよ
うに、ビーム径、加速電圧、ＣＬ絞り等の測定条件を調整する。なお、測定点の数は特に
制限されないが、１０点以上であることが好ましい。
【００６１】
　Ｎｉの含有割合は、測定点において検出された全ての元素の含有比を酸化物に換算し、
その合計を１００質量％としたときに、ＮｉＯ換算での質量割合と定義される。そして、
各測定点におけるＮｉの含有割合の平均値を算出し、この値を粒界におけるＮｉの含有割
合とする。
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【００６２】
　なお、本実施形態では、粒界は、２つの粒子の間に存在する境界領域と定義される。し
たがって、３つ以上の粒子の間に存在する領域２３（三重点など）における元素の含有割
合は、上述した粒界における元素の含有割合には考慮されない。
【００６３】
　＜内部電極層３＞　
　内部電極層３に含有される導電材は、ＮｉまたはＮｉ合金が好ましい。Ｎｉ合金として
は、Ｍｎ，Ｃｒ，ＣｏおよびＡｌから選択される１種以上の元素とＮｉとの合金が好まし
く、合金中のＮｉ含有量は９５質量％以上であることが好ましい。なお、ＮｉまたはＮｉ
合金中には、Ｐ等の各種微量成分が０．１質量％程度以下含まれていてもよい。内部電極
層３の厚さは用途等に応じて適宜決定すればよい。
【００６４】
　内部電極層３を拡大すると、通常、内部電極が形成されるべき部分に、実際には内部電
極が形成されていない部分（電極不存在部）が存在する。この電極不存在部は、焼成時に
おいて、導電材粒子（主にＮｉ粒子）が粒成長により球状化した結果、隣接していた導電
材粒子との間隔が開き、導電材が存在しなくなった領域である。
【００６５】
　＜外部電極４＞　
　外部電極４に含有される導電材は特に限定されないが、本発明では安価なＮｉ，Ｃｕや
、これらの合金を用いることができる。外部電極４の厚さは用途等に応じて適宜決定すれ
ばよい。
【００６６】
　＜積層セラミックコンデンサ１の製造方法＞
　本実施形態の積層セラミックコンデンサ１は、従来の積層セラミックコンデンサと同様
に、ペーストを用いた通常の印刷法やシート法によりグリーンチップを作製し、これを焼
成した後、外部電極を印刷または転写して焼成することにより製造される。以下、製造方
法について具体的に説明する。
【００６７】
　まず、誘電体層（外層部２ｂおよび誘電体層２ａ）を形成するための誘電体原料を準備
し、これを塗料化して、誘電体層用ペーストを調製する。
【００６８】
　誘電体原料として、まずＡＢＯ３の原料と、Ｍｇの酸化物の原料と、希土類元素の酸化
物の原料と、Ｓｉを含む酸化物の原料と、を準備する。これらの原料としては、上記した
成分の酸化物やその混合物、複合酸化物を用いることができるが、その他、焼成により上
記した酸化物や複合酸化物となる各種化合物、たとえば、炭酸塩、シュウ酸塩、硝酸塩、
水酸化物、有機金属化合物等から適宜選択し、混合して用いることもできる。
【００６９】
　なお、ＡＢＯ３の原料は、いわゆる固相法の他、各種液相法（たとえば、シュウ酸塩法
、水熱合成法、アルコキシド法、ゾルゲル法など）により製造されたものなど、種々の方
法で製造されたものを用いることができる。
【００７０】
　さらに、誘電体層に、上記の主成分および副成分以外の成分が含有される場合には、該
成分の原料として、上記と同様に、それらの成分の酸化物やその混合物、複合酸化物を用
いることができる。また、その他、焼成により上記した酸化物や複合酸化物となる各種化
合物を用いることができる。
【００７１】
　誘電体原料中の各化合物の含有量は、焼成後に上述した誘電体磁器組成物の組成となる
ように決定すればよい。塗料化する前の状態で、誘電体原料の粒径は、通常、平均粒径０
．０８～１μｍ程度である。
【００７２】
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　誘電体層用ペーストは、誘電体原料と有機ビヒクルとを混練した有機系の塗料であって
もよく、水系の塗料であってもよい。
【００７３】
　有機ビヒクルとは、バインダを有機溶剤中に溶解したものである。バインダは特に限定
されず、エチルセルロース、ポリビニルブチラール等の通常の各種バインダから適宜選択
すればよい。有機溶剤も特に限定されず、印刷法やシート法などに応じて、テルピネオー
ル、ブチルカルビトール、アセトン、トルエン等の各種有機溶剤から適宜選択すればよい
。
【００７４】
　また、誘電体層用ペーストを水系の塗料とする場合には、水溶性のバインダや分散剤な
どを水に溶解させた水系ビヒクルと、誘電体原料とを混練すればよい。水溶性バインダは
特に限定されず、たとえば、ポリビニルアルコール、セルロース、水溶性アクリル樹脂な
どを用いればよい。
【００７５】
　内部電極層用ペーストは、上記したＮｉやＮｉ合金からなる導電材、あるいは焼成後に
上記したＮｉやＮｉ合金となる各種酸化物、有機金属化合物、レジネート等と、上記した
有機ビヒクルとを混練して調製すればよい。また、内部電極層用ペーストには、共材が含
まれていてもよい。共材としては特に制限されないが、誘電体層の主成分と同様の組成を
有していることが好ましい。
【００７６】
　外部電極用ペーストは、上記した内部電極層用ペーストと同様にして調製すればよい。
【００７７】
　上記した各ペースト中の有機ビヒクルの含有量に特に制限はなく、通常の含有量、たと
えば、バインダは１～５質量％程度、溶剤は１０～５０質量％程度とすればよい。また、
各ペースト中には、必要に応じて各種分散剤、可塑剤、誘電体、絶縁体等から選択される
添加物が含有されていてもよい。これらの総含有量は、１０質量％以下とすることが好ま
しい。
【００７８】
　印刷法を用いる場合、誘電体層用ペーストおよび内部電極層用ペーストを、ＰＥＴ等の
基板上に印刷、積層し、所定形状に切断した後、基板から剥離してグリーンチップとする
。
【００７９】
　また、シート法を用いる場合、誘電体層用ペーストを用いてグリーンシートを形成し、
この上に内部電極層用ペーストを印刷した後、これらを積層し、所定形状に切断してグリ
ーンチップとする。
【００８０】
　焼成前に、グリーンチップに脱バインダ処理を施す。脱バインダ条件としては、昇温速
度を好ましくは５～３００℃／時間、保持温度を好ましくは１８０～４００℃、温度保持
時間を好ましくは０．５～２４時間とする。また、脱バインダ処理における雰囲気は、空
気もしくは還元性雰囲気とする。
【００８１】
　脱バインダ後、グリーンチップの焼成を行う。焼成工程は、昇温速度を好ましくは２０
０℃／時間以上とする。保持温度は、好ましくは１１００～１３００℃であり、その保持
時間は、好ましくは０．１～４時間である。
【００８２】
　焼成時の雰囲気は、還元性雰囲気とすることが好ましく、雰囲気ガスとしてはたとえば
、Ｎ２　とＨ２　との混合ガスを加湿して用いることができる。
【００８３】
　また、焼成時の酸素分圧は、１．０×１０－６～１．０×１０－２Ｐａとすることが好
ましい。降温速度は、好ましくは５０℃／時間以上である。
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【００８４】
　本実施形態では、焼成後の素子本体に対し、アニール工程は、第１アニール工程と第２
アニール工程とから構成される。第１アニール工程時の保持温度は、好ましくは８００～
１０００℃であり、その保持時間は、好ましくは２～２００時間である。昇温速度は、好
ましくは２００℃／時間以上であり、降温速度は、５０℃／時間以上である。
【００８５】
　また、第１アニール工程の雰囲気は、還元性雰囲気とすることが好ましく、雰囲気ガス
としてはたとえば、Ｎ２とＨ２との混合ガスを加湿して用いることができる。酸素分圧は
、１０－８～１０－１４Ｐａとすることが好ましい。
【００８６】
　第２アニール工程における保持温度は、好ましくは６５０～１０００℃であり、保持時
間は、好ましくは０．１～４時間である。また、酸化処理時の雰囲気は、加湿したＮ２ガ
ス（酸素分圧：１．０×１０－３～１．０Ｐａ）とすることが好ましい。
【００８７】
　上記した脱バインダ処理、焼成およびアニール（第１アニールおよび第２アニール）処
理において、Ｎ２ガスや混合ガス等を加湿する場合には、たとえばウェッター等を使用す
ればよい。この場合、水温は５～７５℃程度が好ましい。
【００８８】
　脱バインダ処理、焼成およびアニール（第１アニールおよび第２アニール）処理は、連
続して行なっても、独立に行なってもよい。
【００８９】
焼成条件およびアニール条件を上記のように制御することで、粒界におけるＮｉ元素の含
有割合や、外層に析出するＮｉ個数を所望のものとすることができる。その結果、良好な
誘電特性を示す積層型セラミック電子部品を得ることができる。
【００９０】
　上記のようにして得られたコンデンサ素子本体に、たとえばバレル研磨やサンドブラス
トなどにより端面研磨を施し、外部電極用ペーストを塗布して焼成し、外部電極４を形成
する。そして、必要に応じ、外部電極４の表面に、めっき等により被覆層を形成する。
【００９１】
　このようにして製造された本実施形態の積層セラミックコンデンサは、ハンダ付等によ
りプリント基板上などに実装され、各種電子機器等に使用される。
【００９２】
　以上、本発明の実施形態について説明してきたが、本発明は、上述した実施形態に何等
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々に改変すること
ができる。
【００９３】
　上述した実施形態では、本発明に係る積層型セラミック電子部品として積層セラミック
コンデンサを例示したが、本発明に係る積層型セラミック電子部品としては、積層セラミ
ックコンデンサに限定されず、上記構成を有する電子部品であれば何でも良い。
【実施例】
【００９４】
　以下、本発明を、さらに詳細な実施例に基づき説明するが、本発明は、これら実施例に
限定されない。
【００９５】
　＜実験例１＞
　〔試料Ｎｏ．ａ－１～５〕
　まず、主成分であるＡＢＯ３の原料としてＢａＴｉＯ３　粉末を準備した。また、副成
分の原料としては、Ｍｇの酸化物の原料としてＭｇＣＯ３粉末、Ｒ元素の酸化物の原料と
してＲ２Ｏ３粉末、Ｓｉを含む酸化物の原料として（Ｂａ０．６Ｃａ０．４）ＳｉＯ３（
以下、ＢＣＧともいう）粉末、Ｍｎの酸化物の原料としてＭｎＯ粉末、Ｖの酸化物の原料
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としてＶ２Ｏ５粉末を、それぞれ準備した。なお、ＭｇＣＯ３は、焼成後には、ＭｇＯと
して誘電体磁器組成物中に含有されることとなる。
【００９６】
　次に、上記で準備したＢａＴｉＯ３粉末（平均粒子径：０．２０μｍ）と副成分の原料
とをボールミルで１５時間湿式粉砕し、乾燥して誘電体原料を得た。なお、各副成分の添
加量は、焼成後の誘電体磁器組成物において主成分であるＢａＴｉＯ３　１００モルに対
して、各酸化物換算で、ＭｇＯが１．５モル、Ｙ２Ｏ３が０．４モル、Ｄｙ２Ｏ３が０．
４モル、ＢＣＧが０．９モル、ＭｎＯが０．１モル、Ｖ２Ｏ５が０．１モルとなるように
した。　
【００９７】
　次いで、得られた誘電体原料：１００質量部と、ポリビニルブチラール樹脂：１０質量
部と、可塑剤としてのジオクチルフタレート（ＤＯＰ）：５質量部と、溶媒としてのアル
コール：１００質量部とをボールミルで混合してペースト化し、誘電体層用ペーストを得
た。
【００９８】
　また、上記とは別に、Ｎｉ粉末：４４．６質量部と、テルピネオール：５２質量部と、
エチルセルロース：３質量部と、ベンゾトリアゾール：０．４質量部とを、３本ロールに
より混練し、スラリー化して内部電極層用ペーストを作製した。
【００９９】
　そして、上記にて作製した誘電体層用ペーストを用いて、ＰＥＴフィルム上にグリーン
シートを形成した。次いで、この上に内部電極層用ペーストを用いて、電極層を所定パタ
ーンで印刷した後、ＰＥＴフィルムからシートを剥離し、電極層を有するグリーンシート
を作製した。次いで、電極層を有するグリーンシートを複数枚積層し、加圧接着すること
によりグリーン積層体とし、このグリーン積層体を所定サイズに切断することにより、グ
リーンチップを得た。
【０１００】
　次いで、得られたグリーンチップについて、脱バインダ処理、焼成、第１アニール、お
よび第二アニール処理を下記条件にて行って、焼結体としてのコンデンサ素子本体を得た
。
【０１０１】
　脱バインダ処理条件は、昇温速度：１５℃／時間、保持温度：２８０℃、温度保持時間
：８時間、雰囲気：空気中とした。
【０１０２】
　焼成条件は、昇温速度：２００℃／時間、保持温度：１２００℃、保持時間を２時間、
降温速度：２００℃／時間、雰囲気ガス：加湿したＮ２＋Ｈ２　混合ガス（酸素分圧が１
．０×１０－４Ｐａ）とした。
【０１０３】
　第１アニール条件は、昇温速度：２００℃／時間、保持時間：５０時間、降温速度：２
００℃／時間とし、雰囲気ガスの酸素分圧と保持温度を、表１に示すとおりとした。
【０１０４】
　第２アニール条件は、昇温速度：２００℃／時間、保持時間：２時間、降温速度：２０
０℃／時間とし、雰囲気ガスの酸素分圧と保持温度は、表１に示すとおりとした。
【０１０５】
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【表１】

【０１０６】
　雰囲気ガスは、加湿したＮ２＋Ｈ２ガスにより制御した。
なお、焼成および第１、第２アニール工程の際の雰囲気ガスの加湿には、ウェッターを用
いた。
【０１０７】
　次いで、得られた素子本体の端面をサンドブラストにて研磨した後、外部電極としてＣ
ｕを塗布し、図１に示す積層セラミックコンデンサの試料を得た。得られたコンデンサ試
料のサイズは、１．０ｍｍ×０．５ｍｍ×０．５ｍｍであり、誘電体層２ａの厚みが０．
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層の数は３００とした。本実験例において、誘電体層２ａの厚みを内部電極層間距離ａと
する。
【０１０８】
　得られたコンデンサ試料について、外層部に析出するＮｉ量、耐湿負荷試験、高温加速
寿命（ＨＡＬＴ）試験を、それぞれ下記に示す方法で行った。
【０１０９】
　＜外層部に析出するＮｉ量＞
　誘電体外層部に偏析しているＮｉ粒子が最外の内部電極層の位置から外層最外部までの
切断面領域において、ＳＴＥＭによる観察を倍率５０００倍で５視野おこなった。ＥＤＳ
装置を用いて、誘電体粒子とＮｉ粒子との判別を行った。
【０１１０】
　次いで、測定対象の断面領域に対するＮｉ粒子の面積分率を求めた。結果を表２に示す
。
【０１１１】
　Ｎｉ粒子径の分布は８０～１００ｎｍの範囲内であるものが最も多く、４０ｎｍ以下、
および、２００ｎｍ以上の粒子径をもつＮｉ粒子は、Ｎｉ粒子数に対して５％未満である
事を確認した。
【０１１２】
　次いで、測定対象の断面領域に対するＮｉ粒子の位置を求めた。最外の内部電極層の位
置から、最も近い位置にあるＮｉ粒子までの距離を計測した。結果を表２に示す。
【０１１３】
　＜耐湿負荷試験＞
　１００個のコンデンサ試料を、１２０℃、相対湿度９５％の雰囲気中に置き、５Ｖ／μ
ｍの電界を印加し、２０時間経過後において、試験開始から絶縁抵抗値が１ケタ以上下が
った試料を故障とみなし、故障した試料の個数を調べた。尚、本試験においては、故障し
た試料の個数が５個以下の場合を良好としている。結果を表２に示す。
【０１１４】
　＜高温加速寿命（ＨＡＬＴ）試験＞
　コンデンサ試料に対し、１８０℃にて、６Ｖの直流を印加状態に保持し、絶縁抵抗の経
時変化を測定することにより、高温加速寿命を評価した。本実施例においては、印加開始
から絶縁抵抗値が１桁下がるまでの時間を破壊時間とし、これをワイブル解析することに
より平均故障時間を算出した。本実施例では、この評価を２０個のコンデンサ試料につい
て行い、平均故障時間の平均値を寿命（ＭＴＴＦ）とした。本実施例では、寿命（ＭＴＴ
Ｆ）が２０時間以上を良好とし、３０時間以上を極めて良好とした。結果を表２に示す。
【０１１５】
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【表２】

【０１１６】
　試料Ｎｏ．ａ－１に示すように、第１のアニール処理を行わない場合、外層部の三重点
にはＮｉの存在が確認できず、耐湿性が不十分であることが確認できた。それに対し、試
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料Ｎｏ．ａ－２～５の場合は、外層部の三重点にＮｉの存在が確認でき、耐湿性が良好で
あることが確認できた。
【０１１７】
　さらに、最外内部電極からＮｉ粒子が存在する位置までの距離が、最外内部電極層の位
置からａ／２以上である事を満たす試料Ｎｏ．ａ－２、ａ－３、及びａ－４は、さらに高
温加速寿命が向上する事が確認できる。
【０１１８】
　＜実験例２＞
　〔試料Ｎｏ．ｂ－１～５〕
　準備するＢａＴｉＯ３粉末の平均粒子径を０．５０μｍとし、誘電体層の厚みを２．５
μｍ、内部電極層の厚みを０．７μｍ、内部電極層に挟まれた誘電体層の数を１３０とし
た以外は、試料Ｎｏ．ａ－１～５と同様にしてグリーンチップを得た。グリーンチップに
対する熱処理条件は、第１焼成条件を、昇温速度：２００℃／時間、保持温度：１２５０
℃、保持時間を２時間、降温速度：２００℃／時間、雰囲気ガス：加湿したＮ２＋Ｈ２　
混合ガス（酸素分圧が１．０×１０－５Ｐａ）とした以外は、試料Ｎｏ．ａ－１～５と同
様にして積層セラミックコンデンサの試料を得た。
【０１１９】
　〔試料Ｎｏ．ｃ－１～５〕
　準備するＢａＴｉＯ３粉末の平均粒子径を０．１５μｍとし、誘電体層の厚みを０．６
５μｍ、内部電極層の厚みを０．７μｍ、とした以外は、試料Ｎｏ．ａ－１～５と同様に
してグリーンチップを得た。第１焼成条件を、昇温速度：２００℃／時間、保持温度：１
１５０℃、保持時間を２時間、降温速度：２００℃／時間、雰囲気ガス：加湿したＮ２＋
Ｈ２　混合ガス（酸素分圧が１．０×１０－５Ｐａ）とした以外は、試料Ｎｏ．ａ－１～
５と同様にして積層セラミックコンデンサの試料を得た。
【０１２０】
　得られたコンデンサ試料について、外層部に析出するＮｉ量の単位面積あたりの個数、
耐湿負荷試験を、実験例１と同様に行った。結果を表３に示す。
【０１２１】
　外層部における誘電体粒子の平均結晶粒子径、外層部の粒界におけるＮｉ含有量、およ
び高温加速寿命（ＨＡＬＴ）試験それぞれ下記に示す方法で行った。
【０１２２】
　＜誘電体層における誘電体粒子の平均結晶粒子径＞
　まず、コンデンサ試料を誘電体層に対して垂直な面で切断した。この切断面について、
ＳＴＥＭ観察を行い、誘電体粒子を判別する。粒子の平均面積を測定し、円相当径として
直径を算出し、１．２７倍した値を粒子径とする。そして、粒子径を２００個以上の誘電
体粒子について測定し、得られた結晶粒子径の累積度数分布から累積が５０％となる値を
平均結晶粒子径（単位：μｍ）とする。結果を表３に示す。
【０１２３】
　＜粒界におけるＮｉの含有割合＞
　外層部切断面に対してＳＴＥＭ観察を行い、誘電体粒子と粒界との判別を行った。
次いで、ＳＴＥＭに付属のＥＤＳ装置を用いて、点分析を行った。
測定対象の断面に存在する粒子のうち５個の粒子に関し、粒界中の４個の点におけるＮｉ
濃度を測定し、５×４個の測定点における平均のＮｉ含有割合を求めた。結果を表３に示
す。　
【０１２４】
　＜高温加速寿命（ＨＡＬＴ）試験＞
　〔試料Ｎｏ．ａ－１～５〕および〔試料Ｎｏ．ｃ－１～５〕に対しては、実験例１と同
様の条件により行った。〔試料Ｎｏ．ｂ－１～５〕に対しては、印加電圧を５０Ｖとして
試験する他は実験例１と同様におこなった。結果を表３に示す。
【０１２５】
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【表３】

【０１２６】
　表３に示すように、Ｎｉ析出による耐湿性改善効果は、誘電体粒子の平均結晶粒子径と
は関係しない。第１アニールを行わない場合を除いて、外層におけるＮｉ粒子の存在が確
認でき、耐湿性が良好であることが確認できた。
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【０１２７】
　さらに、誘電体厚みａに対して、最外内部電極からＮｉ粒子が存在する位置までの距離
が、内部電極層の位置からａ／２以上である事を満たす試料Ｎｏ．ａ－２～４、試料Ｎｏ
．ｂ－２～３、及び、試料Ｎｏ．ｃ－２～４は、高温加速寿命が優れている事が確認でき
る。内部電極層間距離ａに因らず、最外内部電極からＮｉ粒子が存在する位置までの距離
が、内部電極層の位置からａ／２以上である事を満たす事により、優れた信頼性が得られ
る。
【０１２８】
　さらに、誘電体粒子の平均結晶粒子径が小さいほど、耐湿性が改善される傾向である。
平均結晶粒子径が小さい場合、粒界に十分なＮｉが拡散するので、Ｎｉ粒子の析出頻度も
高くなる事が分かる。
【０１２９】
　＜実験例３＞
　〔試料Ｎｏ．ａ－１～７〕
　試料Ｎｏ．ａ－１～５と同様に、表１のアニール条件に対応した試料Ｎｏ．ａ－６、ａ
－７を実験例１と同様に得た。
試料Ｎｏ．ａ－１～７に対し、外層部に析出するＮｉ面積分率測定、耐湿負荷試験、高温
加速寿命（ＨＡＬＴ）試験を実験１と同様に行った。結果を表４に示す。
誘電体層部に析出するＮｉ量の測定は下記に示す方法で行った。
【０１３０】
　＜誘電体層部に析出するＮｉ量＞
　内層部領域について、ＳＴＥＭによる観察を倍率５０００で１０視野おこなった。
ＥＤＳ装置を用いて、誘電体粒子とＮｉ粒子との判別を行った。
次いで、測定対象断面の誘電体領域に対するＮｉ粒子の面積分率を求めた。
結果を表４に示す。
【０１３１】
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【表４】

【０１３２】
　試料Ｎｏ．ａ－６、ａ－７に示すように、誘電体層部（誘電体層２ａ）に存在するＮｉ
量が、外層部に存在するＮｉ量に比べて多くなると、高温加速寿命が悪化する。
一方、試料Ｎｏ．ａ－２～５に示すように、誘電体層部に存在するＮｉ量が、外層部に存
在するＮｉ量に比べて少ないと、高温加速寿命が向上することが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　本発明により、外層部にＮｉ粒子を析出させることにより耐湿性に優れた積層セラミッ
ク電子部品を提供できる。
【符号の説明】
【０１３４】
１…　積層セラミックコンデンサ
１０…　コンデンサ素子本体
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２ａ…　誘電体層
２ｂ…　外層部
２０…　誘電体粒子
２２…　粒界
２３…　三重点
２４…　空隙
２５…　Ｎｉ粒子
３…　内部電極層
４…　外部電極　

【図１】

【図２】
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