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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
チタン酸バリウムを含む主成分と、
ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯおよびＳｒＯから選択される少なくとも１種を含む第１副成分
と、
ＳｉＯ２

を主として含有し、ＭＯ（ただし、ＭはＭｇ、Ｃａ、ＢａおよびＳｒから選

択される少なくとも１種）、Ｌｉ２

ＯおよびＢ２

Ｏ３

から選択される少なくとも１

種を含む第２副成分と、
Ｖ２

Ｏ５

、ＭｏＯ３

およびＷＯ３

から選択される少なくとも１種を含む第３副
10

成分と、
Ｒの酸化物（ただし、ＲはＹ，Ｄｙ，Ｔｂ，ＧｄおよびＨｏから選択される少なくとも
１種）を含む第４副成分と、
ＭｎＯおよびＣｒ２

Ｏ３

から選択される少なくとも１種を含む第５副成分と、

を有する誘電体磁器組成物を製造する方法であって、
前記主成分の原料と、前記第４副成分の原料の少なくとも一部と、界面活性剤とを混合
して、仮焼き前原料を得る工程と、
前記仮焼き前原料を仮焼きし、仮焼き済み原料を得る工程と、
得られた仮焼き済み原料と、第１〜第３、および第５副成分の原料とを混合し、誘電体
磁器組成物粉末を得る工程とを有し、
前記仮焼きの温度を、３００℃以上、７００℃未満とすることを特徴とする誘電体磁器
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組成物の製造方法。
【請求項２】
チタン酸バリウムを含む主成分と、
ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯおよびＳｒＯから選択される少なくとも１種を含む第１副成分
と、
ＳｉＯ２

を主として含有し、ＭＯ（ただし、ＭはＭｇ、Ｃａ、ＢａおよびＳｒから選

択される少なくとも１種）、Ｌｉ２

ＯおよびＢ２

Ｏ３

から選択される少なくとも１

種を含む第２副成分と、
Ｖ２

Ｏ５

、ＭｏＯ３

およびＷＯ３

から選択される少なくとも１種を含む第３副
10

成分と、
Ｒの酸化物（ただし、ＲはＹ，Ｄｙ，Ｔｂ，ＧｄおよびＨｏから選択される少なくとも
１種）を含む第４副成分と、
前記誘電体磁器組成物は、ＭｎＯおよびＣｒ２

Ｏ３

から選択される少なくとも１種

を含む第５副成分と、
を有する誘電体磁器組成物を製造する方法であって、
前記主成分の原料と、前記第１副成分の原料の少なくとも一部と、前記第４副成分の原
料の少なくとも一部と、界面活性剤と、を混合して、仮焼き前原料を得る工程と、
前記仮焼き前原料を仮焼きし、仮焼き済み原料を得る工程と、
得られた仮焼き済み原料と、第２、第３、および第５副成分の原料とを混合し、誘電体
磁器組成物粉末を得る工程とを有し、
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前記仮焼きの温度を、３００℃以上、７００℃未満とすることを特徴とする誘電体磁器
組成物の製造方法。
【請求項３】
前記仮焼き済み原料に、さらに、前記第１副成分の原料の少なくとも一部および／また
は前記第４副成分の原料の少なくとも一部と、前記界面活性剤とを添加・混合し、
前記仮焼き済み原料と、前記第１副成分の原料および／または前記第４副成分の原料と
を、さらに仮焼きする工程を有する請求項１または２に記載の誘電体磁器組成物の製造方
法。
【請求項４】
前記界面活性剤が、イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤および両性界面活性剤
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から選択される少なくとも一種である請求項１〜３のいずれかに記載の誘電体磁器組成物
の製造方法。
【請求項５】
前記界面活性剤の添加量を、前記誘電体磁器組成物全体１００重量％に対して、０．０
１〜１０重量％とする請求項１〜４のいずれかに記載の誘電体磁器組成物の製造方法。
【請求項６】
最終的に得られる前記誘電体磁器組成物は、
前記主成分１００モルに対する各副成分の比率を、
第１副成分：０．１〜５モル、
第２副成分：０．１〜１２モル、
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第３副成分：０〜０．３モル（ただし、０は含まない）、
第４副成分：０．１〜１０モル（Ｒ換算）
第５副成分：０．０５〜１．０モル
とする請求項１〜５のいずれかに記載の誘電体磁器組成物の製造方法。
【請求項７】
前記主成分の原料として、平均粒径が０．０５〜０．５μｍである原料を使用する請求
項１〜６のいずれかに記載の誘電体磁器組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、たとえば積層セラミックコンデンサなどの電子部品の誘電体層などとして用
いられる誘電体磁器組成物およびその製造方法と、この誘電体磁器組成物を誘電体層とし
て有する電子部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
電子部品の一例である積層セラミックコンデンサは、たとえば、所定の誘電体磁器組成
物からなるセラミックグリーンシートに、所定パターンの内部電極を印刷し、それらを複
数枚交互に重ね、その後一体化して得られるグリーンチップを、同時焼成して製造される
。積層セラミックコンデンサの内部電極層は、焼成によりセラミック誘電体と一体化され
るために、セラミック誘電体と反応しないような材料を選択する必要がある。このため、
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内部電極層を構成する材料として、従来では白金やパラジウムなどの高価な貴金属を用い
ることを余儀なくされていた。
【０００３】
しかしながら、近年ではニッケルや銅などの安価な卑金属を用いることができる誘電体
磁器組成物が開発され、大幅なコストダウンが実現した。
【０００４】
また、近年、電子回路の高密度化に伴う電子部品の小型化に対する要求は高く、積層セ
ラミックコンデンサの小型化、大容量化が急速に進んでいる。積層セラミックコンデンサ
を小型、大容量化するためには、一般に誘電体層を薄層化する方法や、誘電体層に含有さ
れる誘電体磁器組成物の比誘電率を増加させる方法などがとられている。しかしながら、
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誘電体層を薄層化した場合においては、コンデンサとしての種々の電気特性、たとえば、
静電容量の温度特性や、直流電界下での静電容量の経時変化、絶縁抵抗の加速寿命、直流
バイアス下の容量低下等の各特性を満足することは、困難であった。
【０００５】
この問題を解決するために、たとえば特許文献１には、酸化シリコンを主成分として含
む焼結助剤である第２副成分と、その他の副成分とを有する誘電体磁器組成物の製造方法
において、次のような方法が開示されている。すなわち、この文献では、まず、第２副成
分を除いて、主成分とその他の副成分のうち少なくとも一部とを混合・仮焼きして仮焼き
済み原料を得る。そして、この仮焼き済み原料に第２副成分を添加して、焼成し、誘電体
磁器組成物を得ている。
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【０００６】
しかしながら、この特許文献１に記載の方法では、主成分と、第２副成分以外のその他
の副成分とを仮焼きする際に、主成分とその他の副成分とを均一に分散させることが困難
であり、そのため、不具合が生じてしまうという問題があった。すなわち、この文献記載
の方法では、仮焼き前の原料において、主成分とその他の副成分との分散が不均一となっ
てしまうため、仮焼き後の仮焼き済み原料において、副成分の偏析が発生したり、仮焼き
効果が不均一となり、特性のバラツキが大きくなってしまうという問題が生じていた。特
に、小型化、大容量化に対応するために、主成分の原料として微細な原料（たとえば、０
．３５μｍ以下程度）を使用した場合には、仮焼き前に、主成分とその他の副成分とを均
一に混合することが著しく困難であった。
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【０００７】
一方、特許文献２には、チタン酸バリウムと、希土類酸化物を含む種々の副成分とから
なる誘電体磁器組成物において、チタン酸バリウムと希土類酸化物を前もって仮焼する製
造方法が開示されている。この文献に記載の方法においても、主成分であるチタン酸バリ
ウムとして、微細な原料（たとえば、０．３５μｍ以下程度）を使用した場合には、チタ
ン酸バリウムと希土類酸化物とを均一に混合することは困難であった。特に、希土類酸化
物は、通常、分散媒である溶媒中で溶媒和反応をしてしまうため、凝集しやすく、分散が
困難であるという問題がある。そして、この問題は、溶媒として水を使用した場合には、
特に顕著であった。
【０００８】
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さらに、この文献記載の方法では、所定の性能を得るためには、１０００℃以上の温度
で仮焼きする必要がある。そのため、主成分の原料として微細な原料を使用したとしても
、仮焼きにより粒成長してしまうため、薄層化され、かつ、所定の性能を有するコンデン
サを得ることは困難であった。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００−３１１８２８号公報
【特許文献２】特開２０００−３４８９６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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本発明は、このような実状に鑑みてなされ、その目的は、誘電体層厚みを、薄くした場
合においても、所望の温度特性および電気特性を満足するとともに、信頼性に優れた誘電
体磁器組成物およびその製造方法を提供することを目的とする。また、本発明は、このよ
うな誘電体磁器組成物で構成してある誘電体層を有する積層セラミックコンデンサなどの
電子部品を提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するために、本発明に係る誘電体磁器組成物の製造方法は、
チタン酸バリウムを含む主成分と、
ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯおよびＳｒＯから選択される少なくとも１種を含む第１副成分
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と、
Ｒの酸化物（ただし、ＲはＹ，Ｄｙ，Ｔｂ，ＧｄおよびＨｏから選択される少なくとも
１種）を含む第４副成分と、
を有する誘電体磁器組成物を製造する方法であって、
前記主成分の原料と、前記第４副成分の原料の少なくとも一部と、界面活性剤とを混合
して、仮焼き前原料を得る工程と、
前記仮焼き前原料を仮焼きし、仮焼き済み原料を得る工程とを有することを特徴とする
。
【００１２】
本発明においては、前記主成分の原料と前記第４副成分の原料の少なくとも一部とを、
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予め仮焼きするため、前記主成分に前記第４副成分を良好に反応させることができる。
【００１３】
しかも、本発明においては、仮焼き前原料を調製する際には、前記主成分の原料と前記
第４副成分の原料とともに、界面活性剤を含有させて、混合する。そのため、仮焼き前原
料中において、前記主成分に前記第４副成分を均一に分散することができ、前記主成分と
前記第４副成分とを、均一に反応（固溶）させることができる。そして、前記主成分と前
記第４副成分とを、均一に反応させることにより、誘電体層厚みを、薄くした場合におい
ても、温度特性や電気特性のバラツキを抑制することができ、所望の温度特性および電気
特性（たとえば、誘電率、誘電損失、静電容量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−
Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命など）を満足することができる。
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【００１４】
本発明の製造方法において、好ましくは、
チタン酸バリウムを含む主成分と、
ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯおよびＳｒＯから選択される少なくとも１種を含む第１副成分
と、
Ｒの酸化物（ただし、ＲはＹ，Ｄｙ，Ｔｂ，ＧｄおよびＨｏから選択される少なくとも
１種）を含む第４副成分と、
を有する誘電体磁器組成物を製造する方法であって、
前記主成分の原料と、前記第１副成分の原料の少なくとも一部と、前記第４副成分の原
料の少なくとも一部と、界面活性剤と、を混合して、仮焼き前原料を得る工程と、
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前記仮焼き前原料を仮焼きし、仮焼き済み原料を得る工程とを有することを特徴とする
。
【００１５】
本発明においては、前記仮焼き済み原料を得る際には、前記主成分の原料と予め仮焼き
する副成分として、前記第４副成分の原料とともに、前記第１副成分を使用し、前記主成
分と前記第４副成分と前記第１副成分とが予め反応した仮焼き済み原料としても良い。こ
のようにすることにより、前記第４副成分だけでなく、前記第１副成分も、前記主成分と
均一に反応させることができる。
【００１６】
本発明では、前記主成分に予め仮焼きする副成分として、前記第４副成分に加えて、前
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記第１副成分を使用する場合にも、同様に、仮焼き前原料を調製する際には、前記主成分
の原料と前記第１副成分の原料と前記第４副成分の原料とともに、界面活性剤を含有させ
て、混合する。このようにすることにより、前記主成分と前記第１副成分と前記第４副成
分とを、均一に反応（固溶）させることができるからである。
【００１７】
なお、前記仮焼き前原料を得る際には、たとえば、前記主成分の原料を溶媒中に分散さ
せた主成分スラリーと、前記第４副成分の原料とともに、前記界面活性剤を含有させて、
前記第４副成分を溶媒中に分散させた第４副成分スラリーとを、混合し、仮焼き前原料ス
ラリーを得て、この仮焼き前原料スラリーを乾燥する方法などが採用できる。また、前記
仮焼き前原料に前記第１副成分の原料を含有させる場合には、前記主成分スラリーと、前

20

記第４副成分スラリーとに加えて、前記第１副成分の原料とともに、前記界面活性剤を含
有させて、前記第１副成分を溶媒中に分散させた第１副成分スラリーとを、混合し、その
後、このスラリーを乾燥すれば良い。本発明においては、仮焼き前原料を得る際には、界
面活性剤を添加するため、第４副成分あるいは第１副成分が溶媒和してしまうことを有効
に防止することができるため、上記のように溶媒を使用して、湿式で混合する場合に、特
に本発明の効果が発揮される。
【００１８】
本発明の製造方法において、好ましくは、
前記仮焼き済み原料に、さらに、前記第１副成分の原料の少なくとも一部および／また
は前記第４副成分の原料の少なくとも一部と、前記界面活性剤とを添加・混合し、
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前記仮焼き済み原料と、前記第１副成分の原料および／または前記第４副成分の原料と
を、さらに仮焼きする工程を有する。
【００１９】
本発明においては、前記主成分と前記第４副成分と（さらに、第１副成分と）を仮焼き
することにより得られる仮焼き済み原料に、さらに、前記第１副成分の原料の少なくとも
一部および／または前記第４副成分の原料の少なくとも一部を添加して、仮焼きしても良
い。
【００２０】
すなわち、本発明においては、たとえば、主成分の原料と第４副成分の原料とを仮焼き
して、仮焼き済み原料を得て、その後、この仮焼き済み原料に、さらに、第１副成分の原
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料を添加して、再度仮焼きするという工程を採用しても良い。あるいは、主成分の原料と
第１副成分の原料の一部と第４副成分の原料とを仮焼きし、仮焼き済み原料を得て、その
後、この仮焼き済み原料に、前記誘電体磁器組成物に含有されることとなる残りの第１副
成分の原料を、さらに添加して、再度仮焼きするという工程を採用しても良い。
【００２１】
なお、前記仮焼き済み原料に、さらに、前記第１副成分の原料および／または前記第４
副成分の原料を添加・混合する際には、前記界面活性剤を含有させることが好ましい。ま
た、上記のような再度の仮焼きは、複数回行っても良い。
【００２２】
本発明の製造方法において、好ましくは、
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前記界面活性剤が、イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤および両性界面活性剤
から選択される少なくとも一種である。
【００２３】
本発明の製造方法において、
前記界面活性剤の添加量を、前記誘電体磁器組成物全体１００重量％に対して、０．０
１〜１０重量％とすることが好ましく、より好ましくは０．０５〜５重量％とする。
【００２４】
前記界面活性剤の添加量が少なすぎると、界面活性剤を添加した効果が得られなくなる
傾向にあり、一方多すぎると、溶液の粘度が高くなりすぎたり、界面活性剤が凝集してし
まう傾向にある。なお、上記界面活性剤の添加量は、たとえば、２種以上の界面活性剤を
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使用した場合には、各界面活性剤の合計の量を意味する。また、仮焼きを複数回に渡って
行う場合には、各仮焼き前に使用する界面活性剤の合計の量を意味する。
【００２５】
本発明の製造方法において、
前記仮焼きの温度は、３００℃以上、７００℃未満とすることが好ましく、より好まし
くは３００℃以上、５００℃以下とする。
【００２６】
本発明においては、前記仮焼き前原料を調製する際には、界面活性剤を使用するため、
前記主成分の原料と、前記第４副成分の原料と（さらに、第１副成分の原料と）を、均一
に分散させることができる。そのため、仮焼きを、比較的低温で行った場合においても、
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前記主成分と、前記第４副成分と（さらに、第１副成分と）を、十分に反応させることが
できる。したがって、本発明によると、高い温度で仮焼きする必要がないため、仮焼きに
よる粒成長を有効に防止することができ、誘電体層の薄層化が可能となる。なお、仮焼き
温度を低くし低すぎると、前記主成分の原料と、前記第４副成分の原料と（さらに、第１
副成分の原料と）の反応が不十分となり、本発明の効果が得られなくなる傾向にある。
【００２７】
本発明の製造方法において、好ましくは、
最終的に得られる前記誘電体磁器組成物中における前記第１副成分の含有量を、前記主
成分１００モルに対して、酸化物換算で、０．１〜５モルとする。
30

【００２８】
第１副成分の含有量が少なすぎると、容量温度変化率が大きくなってしまう。一方、含
有量が多すぎると、焼結性が悪化すると共に、高温負荷寿命が悪化する傾向にある。
【００２９】
本発明の製造方法において、好ましくは、
最終的に得られる前記誘電体磁器組成物中における前記第４副成分の含有量を、前記主
成分１００モルに対して、Ｒ換算で、０．１〜１０モルとする。
【００３０】
本発明においては、誘電体磁器組成物に含有される第４副成分の含有量を上記範囲とす
ることにより、静電容量の温度特性を向上させることができる。第４副成分の含有量が少
なすぎると、第４副成分の添加効果が得られなくなり、静電容量の温度特性が悪化してし
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まう傾向にある。一方、含有量が多すぎると、焼結性が悪化する傾向にある。
【００３１】
本発明の製造方法において、好ましくは、
前記誘電体磁器組成物は、
ＳｉＯ２

を主として含有し、ＭＯ（ただし、ＭはＭｇ、Ｃａ、ＢａおよびＳｒから選

択される少なくとも１種）、Ｌｉ２

ＯおよびＢ２

Ｏ３

から選択される少なくとも１

種を含む第２副成分と、
Ｖ２

Ｏ５

、ＭｏＯ３

およびＷＯ３

から選択される少なくとも１種を含む第３副

成分と、をさらに含有し、
前記主成分１００モルに対する各副成分の比率を、
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第２副成分：０．１〜１２モル、
第３副成分：０〜０．３モル（ただし、０は含まない）、
とする。
【００３２】
本発明の製造方法において、好ましくは、
前記誘電体磁器組成物は、ＭｎＯおよびＣｒ２

Ｏ３

から選択される少なくとも１種

を含む第５副成分を、さらに含有し、
前記主成分１００モルに対する第５副成分の比率を、０．０５〜１．０モルとする。
【００３３】
本発明においては、前記第１副成分および前記第４副成分とともに、前記第２、第３副

10

成分（より好ましくは、さらに第５副成分）を含有させることにより、静電容量の温度特
性を向上させることができ、特に、ＥＩＡＪ規格のＢ特性［−２５〜８５℃で容量変化率
±１０％以内（基準温度２０℃）］を満足させることができる。なお、前記第２、第３、
第５副成分は、前記主成分の原料と前記第４副成分の原料と（さらに、第１副成分の原料
と）を予め仮焼きした後の仮焼き済み原料に添加することが好ましい。
【００３４】
本発明においては、前記主成分の原料として、平均粒径が好ましくは０．０５〜０．５
μｍ、より好ましくは０．１〜０．４μｍである原料を使用する。平均粒径が上記範囲で
ある主成分の原料を使用することにより、焼結後の誘電体粒子の平均結晶粒径を、好まし
くは０．１〜０．３μｍと微細化することができるため、電気特性を低下させることなく
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、誘電体層の薄層化が可能となる。
【００３５】
本発明に係る誘電体磁器組成物は、上記のいずれかに記載の方法で製造される誘電体磁
器組成物である。
【００３６】
本発明に係る電子部品は、上記の誘電体磁器組成物で構成してある誘電体層を有する。
電子部品としては、特に限定されないが、積層セラミックコンデンサ、圧電素子、チップ
インダクタ、チップバリスタ、チップサーミスタ、チップ抵抗、その他の表面実装（ＳＭ
Ｄ）チップ型電子部品が例示される。
【発明の効果】
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【００３７】
本発明によると、誘電体層厚みを、薄くした場合においても、所望の温度特性および電
気特性（たとえば、誘電率、誘電損失、静電容量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ
−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命など）を満足するとともに、信頼性に優れた誘電体磁
器組成物およびその製造方法を提供することができる。特に、本発明の誘電体磁器組成物
を誘電体層として使用することにより、薄層化、多層化しても、高い信頼性を有する積層
型セラミックコンデンサなどの電子部品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。
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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、
図２は本発明の一実施形態に係る誘電体磁器組成物粉末の製造方法を示すフロー図であ
る。
【００３９】
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２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。この
コンデンサ素子本体１０の両端部には、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
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に応じて適当な寸法とすればよい。
【００４０】
内部電極層３は、各端面がコンデンサ素子本体１０の対向する２端部の表面に交互に露
出するように積層してある。一対の外部電極４は、コンデンサ素子本体１０の両端部に形
成され、交互に配置された内部電極層３の露出端面に接続されて、コンデンサ回路を構成
する。
【００４１】
誘電体層２
誘電体層２は、本発明の製造方法により得られる誘電体磁器組成物から構成されている
10

。
本実施形態においては、上記誘電体磁器組成物は、組成式Ｂａｍ

ＴｉＯ２＋ｍ

で表

され、前記組成式中のｍが０．９９５≦ｍ≦１．０１０であり、ＢａとＴｉとの比が０．
９９５≦Ｂａ／Ｔｉ≦１．０１０であるチタン酸バリウムを含む主成分と、後述する第１
副成分と、第４副成分と、その他の副成分とを含有する。
【００４２】
上記第１副成分は、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯおよびＳｒＯから選択される少なくとも１
種を含む副成分である。第１副成分の含有量は、主成分１００モルに対して、酸化物換算
で０．１〜５モルであることが好ましく、より好ましくは０．２〜４モルである。第１副
成分の含有量が少なすぎると、容量温度変化率が大きくなってしまう。一方、含有量が多
すぎると、焼結性が悪化すると共に、高温負荷寿命が悪化する傾向にある。なお、第１副
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成分中における各酸化物の構成比率は任意である。なお、後に詳述するように、本実施形
態の製造方法では、第４副成分の原料のうち少なくとも一部とともに、上記第１副成分の
原料のうち少なくとも一部を、主成分の原料と予め反応させる工程を採用する。
【００４３】
第４副成分は、Ｒの酸化物を含有する副成分である。Ｒの酸化物のＲ元素は、Ｙ，Ｄｙ
，Ｔｂ，ＧｄおよびＨｏから選択される少なくとも１種の元素であり、これらのなかでも
、Ｙ，Ｔｂ，Ｇｄが好ましい。
【００４４】
第４副成分は、ＩＲ加速寿命特性を向上させる効果がある。第４副成分の含有量は、主
成分１００モルに対して、Ｒ換算で０．１〜１０モルであることが好ましく、より好まし
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くは０．２〜６モルである。含有量が少なすぎると、第４副成分の添加効果が得られなく
なり、容量温度特性が悪くなってしまう。一方、含有量が多すぎると、焼結性が悪化する
傾向にある。
【００４５】
本実施形態においては、上記第１、第４副成分以外の副成分として、以下の第２、第３
、第５副成分を、さらに含有することが好ましい。
すなわち、ＳｉＯ２

を主として含有し、ＭＯ（ただし、ＭはＭｇ、Ｃａ、Ｂａおよび

Ｓｒから選択される少なくとも１種）、Ｌｉ２

ＯおよびＢ２

Ｏ３

から選択される少

なくとも１種を含む第２副成分と、
Ｖ２

Ｏ５

、ＭｏＯ３

およびＷＯ３

から選択される少なくとも１種を含む第３副
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成分と、
ＭｎＯおよびＣｒ２

Ｏ３

から選択される少なくとも１種を含む第５副成分と、をさ

らに含有することが好ましい。
【００４６】
前記主成分に対する上記各副成分の比率は、各酸化物換算で、前記主成分１００モルに
対し、
第２副成分：０．１〜１２モル、
第３副成分：０〜０．３モル（ただし、０は含まない）、
第５副成分：０．０５〜１．０モル
であり、好ましくは、
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第２副成分：１〜６モル、
第３副成分：０〜０．２５モル（ただし、０は含まない）、
第５副成分：０．０５〜０．４モル
である。
【００４７】
本実施形態においては、誘電体磁器組成物に、第１、第４副成分に加えて、上記第２、
第３、第５副成分を含有させることにより、静電容量の温度特性を向上させることができ
、好ましくはＥＩＡＪ規格のＢ特性［−２５〜８５℃で容量変化率±１０％以内（基準温
度２０℃）］を満足させることができる。
10

【００４８】
なお、本明細書では、主成分および各副成分を構成する各酸化物を化学量論組成で表し
ているが、各酸化物の酸化状態は、化学量論組成から外れるものであってもよい。ただし
、各副成分の上記比率は、各副成分を構成する酸化物に含有される金属量から上記化学量
論組成の酸化物に換算して求める。
【００４９】
第２副成分は、主成分としてＳｉＯ２

を含み、かつ、ＭＯ（ただし、ＭはＭｇ、Ｃａ

、ＢａおよびＳｒから選択される少なくとも１種）、Ｌｉ２

ＯおよびＢ２

Ｏ３

から

選択される少なくとも１種を含む。この第２副成分は、主として焼結助剤として作用する
。ＭＯ（ただし、ＭはＭｇ、Ｃａ、ＢａおよびＳｒから選択される少なくとも１種）は、
第１副成分にも含まれるが、ＳｉＯ２

との複合酸化物とし、組成式Ｍｘ

ＳｉＯ２＋ｘ
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で表される化合物とすることにより、融点を低くすることができる。そして、融点を低
くすることができるため、主成分に対する反応性を向上させることができる。なお、上記
ＭＯとして、たとえば、ＢａＯおよびＣａＯを使用した場合には、上記複合酸化物は、組
成式（Ｂａ，Ｃａ）ｘ
（Ｂａ，Ｃａ）ｘ

ＳｉＯ２＋ｘ

ＳｉＯ２＋ｘ

で表される化合物とすることが好ましい。組成式

におけるｘは、好ましくは０．８〜１．２であり、よ

り好ましくは０．９〜１．１である。ｘが小さすぎると、すなわちＳｉＯ２
と、主成分のＢａｍ

ＴｉＯ２＋ｍ

が多すぎる

と反応して誘電体特性を悪化させてしまう。一方、

ｘが大きすぎると、融点が高くなって焼結性を悪化させるため、好ましくない。
【００５０】
第３副成分（Ｖ２

Ｏ５

、ＭｏＯ３

およびＷＯ３

）は、キュリー温度以上での容
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量温度特性を平坦化する効果と、高温負荷寿命を向上させる効果とを示す。第３副成分の
含有量が少なすぎると、このような効果が不十分となる。一方、含有量が多すぎると、Ｉ
Ｒが著しく低下する。なお、第３副成分中における各酸化物の構成比率は任意である。
【００５１】
第５副成分（ＭｎＯおよびＣｒ２

Ｏ３

）は、キュリー温度を高温側にシフトさせる

ほか、容量温度特性の平坦化、絶縁抵抗（ＩＲ）の向上、破壊電圧の向上、焼成温度を低
下させる、などの効果を有する。
【００５２】
誘電体磁器組成物に含まれる誘電体粒子の平均結晶粒径は、特に限定されないが、好ま
しくは０．１〜０．３μｍである。平均結晶粒径が、小さすぎると、比誘電率が低くなっ
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てしまう傾向にあり、大きすぎると、比誘電率の経時変化が大きくなってしまう傾向にあ
る。誘電体粒子の平均結晶粒径は、たとえば、誘電体粒子のＳＥＭ像より、誘電体粒子の
形状を球と仮定して平均粒子径を測定するコード法により測定することができる。
【００５３】
本実施形態においては、誘電体層２は、本発明の製造方法により得られる誘電体磁器組
成物から構成されているため、一層あたりの厚みを、好ましくは４．５μｍ以下、より好
ましくは３．５μｍ以下、さらに好ましくは３．０μｍ以下と薄層化することができる。
なお、厚みの下限は、特に限定されないが、たとえば０．５μｍ程度である。
【００５４】
内部電極層３
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内部電極層３に含有される導電材は特に限定されないが、誘電体層２の構成材料が耐還
元性を有するため、比較的安価な卑金属を用いることができる。導電材として用いる卑金
属としては、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重量％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重量％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が、通常、０．１〜３μｍ、特に０．２〜２．０μｍ程度であるこ
とが好ましい。
【００５５】
10

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、本実施形態では安価なＮｉ，Ｃ
ｕ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
すればよいが、通常、１０〜５０μｍ程度であることが好ましい。
【００５６】
積層セラミックコンデンサの製造方法
本実施形態の積層セラミックコンデンサは、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。
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【００５７】
まず、誘電体層用ペーストに含まれる誘電体磁器組成物粉末を調製する。
本実施形態においては、上記誘電体磁器組成物粉末の調製は、次のように行う。すなわ
ち、図２に示すように、まず、上記主成分の原料を含有する主成分スラリーと、上記第１
副成分の原料と界面活性剤とを含有する第１副成分スラリーと、上記第４副成分の原料と
界面活性剤とを含有する第４副成分スラリーとを準備する。そして、これらのスラリーを
混合し、次いで、乾燥することにより、仮焼き前原料とし、この仮焼き前原料を仮焼きし
て、仮焼き済み原料を得る。最後に、この仮焼き済み原料に、上記第２、第３、第５副成
分の原料とを添加して、誘電体磁器組成物粉末は調製される。
【００５８】
以下、主成分スラリー、第１副成分スラリーおよび第４副成分スラリーの調製方法を説
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明する。
【００５９】
主成分スラリー
主成分スラリーは、主成分の原料と溶媒とを含有するスラリーである。主成分スラリー
は、以下に説明する主成分の原料と溶媒とをボールミル等を使用して混合することにより
調製される。
【００６０】
上記主成分の原料としては、上述のＢａｍ
りＢａｍ

ＴｉＯ２＋ｍ

ＴｉＯ２＋ｍ

の粉末あるいは、焼成によ

となる化合物の粉末が使用でき、主成分の原料の平均粒径は、

好ましくは０．０５〜０．５μｍ、より好ましくは０．１〜０．４μｍである。本実施形

40

態では、主成分の原料を含有する主成分スラリーと、上記第１副成分の原料と界面活性剤
とを含有する第１副成分スラリーと、上記第４副成分の原料と界面活性剤とを含有する第
４副成分スラリーとを混合するという工程を採用する。そのため、上記主成分の原料とし
て、微細化された原料を使用した場合においても、主成分の原料と、第１、第４副成分の
原料とを、均一に分散させることができ、主成分と第１、第４副成分とを均一に固溶させ
ることができる。
【００６１】
主成分の原料の平均粒径が大きすぎると、焼結後の誘電体粒子の平均結晶粒径が大きく
なりすぎてしまい、温度特性が悪化したり、絶縁抵抗（ＩＲ）が低下してしまう傾向にあ
る。一方、平均粒径が小さすぎると、主成分の原料への第１、第４副成分の固溶が不均一
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となってしまうおそれがある。本実施形態において、上記平均粒径は、体積基準累積５０
％径（Ｄ５０径）を意味し、レーザー回折法などの光散乱を利用した方法により測定する
ことができる。
【００６２】
主成分スラリーに含有される溶媒としては、特に限定されず、水などの水系の溶媒や、
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媒が使用でき
る。なお、本実施形態では、主成分スラリーに含有される溶媒としては、後述する第１、
第４副成分スラリーと相溶性を有する溶媒を使用することが好ましく、特に、同じ溶媒を
使用することが好ましい。
【００６３】

10

第１副成分スラリー
第１副成分スラリーは、第１副成分の原料と、界面活性剤と、溶媒とを含有するスラリ
ーである。第１副成分スラリーは、以下に説明する第１副成分の原料と、界面活性剤と、
溶媒とをボールミル等を使用して、混合することにより調製される。
【００６４】
上記第１副成分の原料は、上述した酸化物や、焼成によりこれらの酸化物となる種々の
化合物を使用することができる。上記焼成により酸化物となる化合物としては、たとえば
、炭酸塩、シュウ酸塩、硝酸塩、水酸化物、有機金属化合物などが挙げられる。第１副成
分の原料としては、平均粒径が１〜１５０ｎｍ程度の原料を使用することが好ましい。
【００６５】

20

第１副成分スラリーに含有させて、主成分の原料と予め反応させる第１副成分の原料は
、上記主成分１００モルに対して、酸化物換算で、０．１〜５モルとすることが好ましく
、より好ましくは０．２〜４モルとする。あるいは、第１副成分スラリーに含有させる第
１副成分の原料の比率を、誘電体磁器組成物に最終的に含有されることとなる第１副成分
の総量１００重量％に対して、２５〜１００重量％とすることが好ましく、より好ましく
は５０〜１００重量％とする。
【００６６】
上記界面活性剤としては、イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤および両性界面
活性剤から選択される少なくとも一種であることが好ましく、たとえば、以下に示すよう
な界面活性剤を使用することができる。

30

イオン性界面活性剤としては、たとえば、カルボン酸塩、硫酸塩、リン酸塩、硫酸エス
テル塩、スルホン酸塩、コハク酸塩、脂肪酸塩、ホルマリン縮合物、脂肪酸エステル塩な
どの陰イオン性界面活性剤、トリメチルアンモニウム塩、ピリジニウム塩、脂肪族アミン
塩、第四級アンモニウム塩などの陽イオン性界面活性剤が挙げられる。
非イオン性界面活性剤としては、たとえば、ポリオキシエチレン、ポリオキシエチレン
アルキルエーテル、ポリオキシエチレン誘導体、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレンソルビトール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
硬化ひまし油、ポリオキシエチレンアルキルアミン、脂肪酸アルカノールアミドなどが挙
げられる。
両性界面活性剤としては、たとえば、カルボキシベタイン、アルキルベタイン、スルホ

40

ベタイン、アミンオキサイド、アルキルトリメチルアンモニウム塩などが挙げられる。
【００６７】
界面活性剤の添加量は、焼成後の誘電体磁器組成物全体１００重量％に対して、０．０
１〜１０重量％となるように、上記仮焼き前原料中に添加することが好ましく、より好ま
しくは０．０５〜５重量％とする。界面活性剤の添加量が少なすぎると、界面活性剤を添
加した効果が得られなくなる傾向にあり、一方多すぎると、溶液の粘度が高くなりすぎた
り、界面活性剤が凝集してしまう傾向にある。
【００６８】
また、上記溶媒は、主成分スラリーと同様の溶媒を使用することができる。
【００６９】
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第４副成分スラリー
第４副成分スラリーは、第４副成分の原料と、界面活性剤と、溶媒とを含有するスラリ
ーである。第４副成分スラリーは、以下に説明する第４副成分の原料と、界面活性剤と、
溶媒とをボールミル等を使用して、混合することにより調製される。
【００７０】
上記第４副成分の原料は、上述したＲの酸化物や、焼成によりＲの酸化物となる種々の
化合物を使用することができる。上記焼成によりＲの酸化物となる化合物としては、たと
えば、炭酸塩、シュウ酸塩、硝酸塩、水酸化物、有機金属化合物などが挙げられる。第４
副成分の原料としては、平均粒径が１０〜１５０ｎｍ程度の原料を使用することが好まし
い。

10

【００７１】
第４副成分スラリーに含有させて、主成分の原料と予め反応させる第４副成分の原料は
、上記主成分１００モルに対して、酸化物換算で、０．１〜１０モルとすることが好まし
く、より好ましくは０．２〜６モルとする。あるいは、第４副成分スラリーに含有させる
第４副成分の原料の比率を、誘電体磁器組成物に最終的に含有されることとなる第４副成
分の総量１００重量％に対して、２５〜１００重量％とすることが好ましく、より好まし
くは５０〜１００重量％とする。
【００７２】
また、上記界面活性剤、および上記溶媒は、第１副成分スラリーと同様のものが使用で
きる。

20

【００７３】
次いで、上記にて調製した主成分スラリーと、第１副成分スラリーと、第４副成分スラ
リーとを、ボールミルなどを使用して混合・粉砕して、仮焼き前原料スラリーを得る。そ
して、この仮焼き前原料スラリーに含有されている溶媒を、乾燥することにより、仮焼き
前原料を得る。
【００７４】
次いで、上記にて得られた仮焼き前原料を、好ましくは、保持温度３００℃以上、７０
０℃未満、より好ましくは３００℃以上、５００℃以下で仮焼きすることにより、仮焼き
済み原料を得ることができる。
【００７５】
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本実施形態では、上記仮焼き前原料を作製する際に、界面活性剤を添加しているため、
主成分の原料と、第１、第４副成分の原料とを、均一に分散させることができる。そのた
め、仮焼きを比較的低温で行った場合においても、主成分と、第１、第４副成分とを、十
分に反応させることができる。したがって、本実施形態では、高い温度で仮焼きする必要
がないため、仮焼きによる粒成長を有効に防止することができ、誘電体層の薄層化が可能
となる。
【００７６】
なお、その他の仮焼き条件としては、昇温速度を、好ましくは５０〜４００℃／時間、
より好ましくは１００〜３００℃／時間、温度保持時間を、好ましくは０．５〜１０時間
、より好ましくは１〜４時間とする。また、仮焼き雰囲気は空気中または窒素中とするこ

40

とが好ましい。
【００７７】
次いで、得られた仮焼き済み原料に、上記第２、第３、第５副成分の原料と、必要に応
じて、残りの第１、第４副成分の原料（誘電体磁器組成物を構成することとなる第１、第
４副成分のうち残りの原料）とを添加する。そして、これらの原料を混合して、必要に応
じて仮焼きすることにより、誘電体磁器組成物粉末を得る。
【００７８】
仮焼き済み原料に添加する各副成分（第１〜第５副成分）の原料としては、上記した酸
化物やその混合物、複合酸化物や、焼成により上記の酸化物や複合酸化物となる各種化合
物が使用できる。
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【００７９】
次いで、得られた誘電体磁器組成物粉末を用いて

誘電体層用ペーストを製造する。誘

電体層用ペーストは、誘電体磁器組成物粉末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。
【００８０】
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。有機ビヒクルに用い
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。また、用いる有機溶剤も特に限定されず、印刷法やシ
ート法など、利用する方法に応じて、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。

10

【００８１】
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。水系ビヒクルに用いる水
溶性バインダは特に限定されず、例えば、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。
【００８２】
内部電極層用ペーストは、上記した各種導電性金属や合金からなる導電材、あるいは焼
成後に上記した導電材となる各種酸化物、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る。
【００８３】

20

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。
【００８４】
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重量％程度、溶剤は１０〜５０重量％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重量％以下とすることが好ま
しい。
【００８５】
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
基板上に積層印刷し、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。

30

【００８６】
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、これらを積層してグリーンチップとする。
【００８７】
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、より好ましくは１０〜１００℃／時間、保持温度を
好ましくは１８０〜４００℃、より好ましくは２００〜３００℃、温度保持時間を好まし
くは０．５〜２４時間、より好ましくは５〜２０時間とする。また、脱バインダ雰囲気は
、空気中とすることが好ましい。
【００８８】

40

次いで、脱バインダ処理を施したグリーンチップを焼成する。グリーンチップ焼成時の
雰囲気は、内部電極層用ペースト中の導電材の種類に応じて適宜決定されればよいが、導
電材としてＮｉやＮｉ合金等の卑金属を用いる場合、焼成雰囲気中の酸素分圧は、１０−
９

〜１０−４Ｐａとすることが好ましい。酸素分圧が上記範囲未満であると、内部電極層

の導電材が異常焼結を起こし、途切れてしまうことがある。また、酸素分圧が前記範囲を
超えると、内部電極層が酸化する傾向にある。
【００８９】
また、焼成時の保持温度は、好ましくは１０００〜１４００℃、より好ましくは１１０
０〜１３５０℃である。保持温度が上記範囲未満であると緻密化が不十分となり、前記範
囲を超えると、内部電極層の異常焼結による電極の途切れや、内部電極層構成材料の拡散
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による容量温度特性の悪化、誘電体磁器組成物の還元が生じやすくなる。
【００９０】
これ以外の焼成条件としては、昇温速度を好ましくは１００〜９００℃／時間、より好
ましくは２００〜９００℃／時間、温度保持時間を好ましくは０．５〜８時間、より好ま
しくは１〜３時間、冷却速度を好ましくは５０〜５００℃／時間、より好ましくは２００
〜３００℃／時間とする。また、焼成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好ましい

。
【００９１】
還元性雰囲気中で焼成した場合、コンデンサ素子本体にはアニールを施すことが好まし

10

い。アニールは、誘電体層を再酸化するための処理であり、これによりＩＲ寿命を著しく
長くすることができるので、信頼性が向上する。
【００９２】
アニール雰囲気中の酸素分圧は、１０−３Ｐａ以上、特に１０−２〜１０Ｐａとするこ
とが好ましい。酸素分圧が前記範囲未満であると誘電体層の再酸化が困難であり、前記範
囲を超えると内部電極層が酸化する傾向にある。
【００９３】
アニールの際の保持温度は、１２００℃以下、特に５００〜１２００℃とすることが好
ましい。保持温度が上記範囲未満であると誘電体層の酸化が不十分となるので、ＩＲが低
く、また、高温負荷寿命が短くなりやすい。一方、保持温度が前記範囲を超えると、内部

20

電極層が酸化して容量が低下するだけでなく、内部電極層が誘電体素地と反応してしまい
、容量温度特性の悪化、ＩＲの低下、高温負荷寿命の低下が生じやすくなる。
【００９４】
これ以外のアニール条件としては、昇温速度を好ましくは１００〜９００℃／時間、よ
り好ましくは２００〜９００℃／時間、温度保持時間を好ましくは０．５〜１２時間、よ
り好ましくは１〜１０時間、冷却速度を好ましくは５０〜６００℃／時間、より好ましく
は１００〜３００℃／時間とする。また、アニールの雰囲気ガスとしては、たとえば、加
湿したＮ２

ガス等を用いることが好ましい。

【００９５】
上記した脱バインダ処理、焼成およびアニールにおいて、Ｎ２

ガスや混合ガス等を加

30

湿するには、例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。
脱バインダ処理、焼成およびアニールは、連続して行なっても、独立に行なってもよい
。
【００９６】
上記のようにして得られたコンデンサ素子本体に、例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印刷または転写して焼成し、外部電極
４を形成する。外部電極用ペーストの焼成条件は、例えば、加湿したＮ２

とＨ２

との

混合ガス中で６００〜８００℃にて１０分間〜１時間程度とすることが好ましい。そして
、必要に応じ、外部電極４表面に、めっき等により被覆層を形成する。

40

このようにして製造された本発明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。
【００９７】
本実施形態では、主成分の原料と第１、第４副成分の原料の少なくとも一部とを、予め
仮焼きするため、主成分と第１、第４副成分とを良好に反応させることができる。
【００９８】
しかも、本実施形態では、仮焼き前原料を調製する際には、主成分の原料と第１、第４
副成分の原料とともに、界面活性剤を含有させて混合する。そのため、仮焼き前原料中に
おいて、主成分に、第１、第４副成分を均一に分散することができ、主成分と第１、第４
副成分とを、均一に反応（固溶）させることができる。そして、主成分と第１、第４副成
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分とを、均一に反応させることにより、誘電体層厚みを、薄くした場合においても、温度
特性や電気特性のバラツキを抑制することができ、所望の温度特性および電気特性（たと
えば、誘電率、誘電損失、静電容量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特
性およびＩＲ加速寿命など）を満足することができる。
【００９９】
特に、本実施形態では、仮焼き前原料において、界面活性剤を使用することにより、主
成分に、第１、第４副成分を均一に分散させることができるため、比較的低い温度で仮焼
きしても、主成分と、第１、第４副成分とを十分に反応させることができる。そのため、
高温で仮焼きした場合に問題となる原料粉末の粒成長を抑制することができ、所望の温度
特性および電気特性を満足しつつ、誘電体層の薄層化を実現することができる。

10

【０１００】
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。
【０１０１】
たとえば、上述した実施形態では、本発明に係る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、上述の方法により製造される誘電体磁器組成物で構成してある誘電体層を有するも
のであれば何でも良い。
【０１０２】

20

また、上述した実施形態では、第１副成分スラリーと第４副成分スラリーとを、それぞ
れ、別々に調製したが、各副成分スラリーに含有させる界面活性剤を以下に示す組み合わ
せとし、第１副成分の原料と第４副成分の原料とが分散したスラリーとすることができる
。すなわち、第１副成分スラリーと第４副成分スラリーとを、別々に調製する必要がなく
なり、工程を簡略化することができる。
【０１０３】
このような組み合わせとしては、たとえば、陰イオン性界面活性剤同士の組み合わせ、
陽イオン性界面活性剤同士の組み合わせ、両性界面活性剤同士の組み合わせ、あるいは、
非イオン性界面活性剤とイオン性界面活性剤との組み合わせ、非イオン性界面活性剤と両
性界面活性剤との組み合わせが挙げられる。

30

【０１０４】
また、上述した実施形態では、主成分スラリーと第１副成分スラリーと第４副成分スラ
リーとを一度に混合して、仮焼き前原料を調製し、次いで仮焼きを行う工程としたが、た
とえば、以下に示す工程を採用することもできる。
すなわち、まず、主成分スラリーと第４副成分スラリーとを混合して仮焼き前原料を得
て、仮焼きし、仮焼き済み原料を得る。そして、この仮焼き済み原料をスラリー化して、
第１副成分スラリーと混合して、その後、乾燥して、再度仮焼きするという工程を採用し
ても良い。
【０１０５】
また、上述した実施形態では、仮焼き済み原料を、調製する際には、第１副成分の原料

40

と第４副成分の原料とを使用したが、第４副成分の原料だけを主成分の原料とともに仮焼
きして、仮焼き済み原料を調製しても良い。この場合には、第１副成分の原料は、第２、
第３、第５副成分の原料とともに、仮焼き済み原料に添加すれば良い。
【実施例】
【０１０６】
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。
【０１０７】
実施例１
まず、仮焼き前原料を作製するために、平均粒径０．２μｍの主成分原料（ＢａＴｉＯ
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粉末）と、平均粒径１００ｎｍの第４副成分の原料（Ｙ２

ン系界面活性剤であるハイパーマー

Ｏ３

粉末）と、ノニオ

ＫＤ−６（ユニケマ製）を準備した。

【０１０８】
次いで、準備したＢａＴｉＯ３

粉末を水に分散させて、ＢａＴｉＯ３

粉末の含有量

が、スラリー全体１００重量％に対して、４２重量％となるように、主成分スラリーを調
製した。一方、上記にて準備したＹ２
ーマー

Ｏ３

粉末とノニオン系界面活性剤であるハイパ

ＫＤ−６とを、水に分散させて第４副成分スラリーを調製した。なお、第４副成

分スラリー中におけるＹ２

Ｏ３

粉末およびノニオン系界面活性剤であるハイパーマー

ＫＤ−６の含有量は、それぞれ、スラリー全体１００重量％に対して、０．５重量％、
10

０．０３重量％となるようにした。
【０１０９】
次いで、上記にて調製した主成分スラリーと、第４副成分スラリーとを、ボールミルに
より湿式混合粉砕して、仮焼き前原料スラリーとし、この仮焼き前原料スラリーを乾燥し
、得られた乾燥物をメッシュ番号＃３００を使用して、篩いに掛け、仮焼き前原料を得た
。なお、本実施例では、Ｙ２

Ｏ３

の含有量が、主成分であるＢａＴｉＯ３

１００モ

ルに対して、２モルとなるように、上記主成分スラリーと、第４副成分スラリーとを混合
した。
【０１１０】
そして、上記にて作製した仮焼き前原料を、昇温速度：２００℃／時間、保持温度：５
００℃、温度保持時間：２時間、雰囲気：空気中の条件で仮焼きし、仮焼き済み原料を得

20

た。
【０１１１】
得られた仮焼き済み原料に対して、以下に示す第１〜第３、第５副成分を、添加して、
ボールミルにより湿式混合粉砕してスラリー化し、このスラリーを乾燥後、粉砕し、メッ
シュ番号＃３００を使用して、篩いに掛け、誘電体磁器組成物粉末を得た。なお、各副成
分の添加量は、主成分１００モルに対する、各酸化物換算での添加量である。
ＭｇＯ

（第１副成分）：０．５モル

（Ｂａ，Ｃａ）ＳｉＯ３
（第２副成分）：３モル
Ｖ２

Ｏ５

ＭｎＯ２

（第３副成分）：０．０３モル

30

（第５副成分）：０．２モル

【０１１２】
上記にて得られた誘電体磁器組成物粉末１００重量部と、アクリル樹脂４．８重量部と
、酢酸エチル１００重量部と、ミネラルスピリット６重量部と、トルエン４重量部とをボ
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。
【０１１３】
次に、Ｎｉ粒子４４．６重量部と、テルピネオール５２重量部と、エチルセルロース３
重量部と、ベンゾトリアゾール０．４重量部とを、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得た。
【０１１４】

40

これらのペーストを用い、以下のようにして、図１に示される積層セラミックチップコ
ンデンサ１を製造した。
【０１１５】
まず、得られ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。この上に内部電極用ペーストを印刷した後、ＰＥＴフィルムからシートを剥離した
。次いで、これらのグリーンシートと保護用グリーンシート（内部電極層用ペーストを印
刷しないもの）とを積層、圧着して、グリーンチップを得た。
【０１１６】
次いで、グリーンチップを所定サイズに切断し、脱バインダ処理、焼成およびアニール
を下記条件にて行って、積層セラミック焼成体を得た。
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脱バインダ処理条件は、昇温速度：３２．５℃／時間、保持温度：２６０℃、温度保持
時間：８時間、雰囲気：空気中とした。
焼成条件は、昇温速度：２００℃／時間、保持温度：１２５０℃、温度保持時間：２時
間、冷却速度：２００℃／時間、雰囲気ガス：加湿したＮ２

＋Ｈ２

混合ガス（酸素分

−７

圧：１０

Ｐａ）とした。

アニール条件は、昇温速度：２００℃／時間、保持温度：１０５０℃、温度保持時間：
２時間、冷却速度：２００℃／時間、雰囲気ガス：加湿したＮ２

ガス（酸素分圧：１．

０１Ｐａ）とした。
なお、焼成およびアニールの際の雰囲気ガスの加湿には、水温を２０℃としたウエッタ
ーを用いた。

10

【０１１７】
次いで、得られた積層セラミック焼成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Ｉｎ−Ｇａを塗布し、図１に示す実施例１の積層セラミックコンデンサの試料
を得た。
【０１１８】
得られたコンデンサ試料のサイズは、３．２ｍｍ×１．６ｍｍ×０．６ｍｍであり、内
部電極層に挟まれた誘電体層の数は４とし、１層あたりの誘電体層の厚み（層間厚み）は
４．５μｍ、内部電極層の厚みは１．２μｍとした。次いで、得られたコンデンサ試料に
ついて、以下に示す方法により、誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容量の温度特性、Ｄ
Ｃ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の評価を行った。

20

【０１１９】
誘電率ε
コンデンサの試料に対し、基準温度２０℃において、デジタルＬＣＲメータ（横河電機
（株）製

ＹＨＰ４２７４Ａ）にて、周波数１２０Ｈｚ，入力信号レベル（測定電圧）０

．６２５Ｖｒｍｓ／μｍの条件下で、静電容量Ｃを測定した。そして、得られた静電容量
、積層セラミックコンデンサの誘電体厚みおよび内部電極同士の重なり面積から、誘電率
（単位なし）を算出した。誘電率は、高いほど好ましい。結果を表１に示す。
【０１２０】
誘電損失ｔａｎδ
コンデンサの試料に対し、基準温度２０℃において、デジタルＬＣＲメータ（横河電機
（株）製

30

ＹＨＰ４２７４Ａ）にて、周波数１２０Ｈｚ，入力信号レベル（測定電圧）０

．６２５Ｖｒｍｓ／μｍの条件下で、誘電損失ｔａｎδを測定した。誘電損失は、小さい
ほど好ましい。結果を表１に示す。
【０１２１】
静電容量の温度特性
コンデンサの試料に対し、温度−２５℃および８５℃で静電容量を測定し、２０℃での
静電容量に対する−２５℃および８５℃での静電容量の変化率△Ｃ−２５／Ｃ２０、△Ｃ
８５／Ｃ２０（単位は％）を評価した。静電容量の温度特性がＥＩＡＪ規格のＢ特性［−

２５〜８５℃で容量変化率±１０％以内（基準温度２０℃）］を満足する試料は「○」と
し、満足しない試料は「×」として、結果を表１に示した。
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【０１２２】
ＤＣ−Ｂｉａｓ（直流電圧印加時の静電容量の変化特性）
コンデンサの試料に対し、一定温度（２０℃）において、徐々に直流電圧をかけていっ
た際の誘電率を測定し、その変化率（単位は％）を算出した（測定条件は２Ｖ／μｍ）。
ＤＣ−Ｂｉａｓ特性の値は、０に近いほど好ましい。結果を表１に示す。
【０１２３】
ＴＣ−Ｂｉａｓ（静電容量のバイアス特性）
コンデンサの試料に対し、デジタルＬＣＲメータ（ＹＨＰ社製４２７２Ａ）にて周波数
１２０Ｈｚ、入力信号レベル（測定電圧）０．６２５Ｖｒｍｓ／μｍ、基準温度２０℃で
の条件下で静電容量を測定した。その静電容量を基準とし、周波数１２０Ｈｚ、入力信号
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レベル（測定電圧）０．６２５Ｖｒｍｓ／μｍ、および直流電流２．５Ｖ／μｍ、測定温
度−２５、８５℃の条件下で、静電容量を測定したときの静電容量の変化率を測定した。
ＴＣ−Ｂｉａｓ特性の値は、０に近いほど好ましい。結果を表１に示す。
【０１２４】
ＩＲ加速寿命
コンデンサ試料に対し、１８０℃にて２０Ｖ／μｍの電界下で加速試験を行い、絶縁抵
抗ＩＲが２桁低下するまでの時間（単位は時間）を算出した。ＩＲ加速寿命は、長いほう
が好ましい。結果を表１に示す。
【０１２５】
10

比較例１
第１副成分スラリーを調製する際に、界面活性剤を添加しなかった以外は、実施例１と
同様にして、誘電体磁器組成物粉末を得て、比較例１のコンデンサ試料を得た。得られた
コンデンサ試料について、実施例１と同様にして、誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容
量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の評価を行
った。結果を表１に示す。
【０１２６】
比較例２
第１副成分スラリーを調製する際に、界面活性剤を添加しなかったこと、および仮焼き
前原料を仮焼きしなかったこと以外は、実施例１と同様にして、誘電体磁器組成物粉末を
得て、比較例２のコンデンサ試料を得た。得られたコンデンサ試料について、実施例１と

20

同様にして、誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、
ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の評価を行った。結果を表１に示す。
【０１２７】
【表１】

30

【０１２８】
評価１
表１に、実施例１および比較例１，２の誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容量の温度
特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の測定結果を示す。
【０１２９】

40

表１より、実施例１と比較例１とを比較することにより、仮焼き前原料を調製する際に
、界面活性剤を添加することにより、主成分と第４副成分との分散性を高めることができ
、結果として、誘電率を低下させることなく、他の電気特性（誘電損失、ＤＣ−Ｂｉａｓ
特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性、ＩＲ加速寿命）の向上が可能となることが確認できた。
【０１３０】
また、実施例１と比較例２とを比較することにより、主成分と第４副成分とを仮焼きし
、予め反応させることにより、特に誘電率の向上が可能となることが確認できた。
【０１３１】
実施例２、比較例３，４
第４副成分の原料として、Ｙ２

Ｏ３

粉末（１種のみ）の代わりに、Ｙ２

Ｏ３

粉
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粉末と（合計２種）を使用した以外は、実施例１、比較例１，２と同

様にして、誘電体磁器組成物粉末を得て、実施例２、比較例３，４のコンデンサ試料を得
た。得られたコンデンサ試料について、実施例１と同様にして、誘電率ε、誘電損失ｔａ
ｎδ、静電容量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿
命の評価を行った。結果を表２に示す。なお、実施例２は上述の実施例１に対応し、比較
例３は上述の比較例１に対応し、比較例４は上述の比較例２に対応する。また、実施例２
、比較例３，４においては、Ｙ２

Ｏ３

、Ｇｄ２

Ｏ３

の含有量は、主成分１００モ

ルに対して、それぞれ、２モル、０．１モルとした。
【０１３２】
【表２】

10

20
【０１３３】
評価２
表２に、実施例２および比較例３，４の誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容量の温度
特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の測定結果を示す。
【０１３４】
表２より、主成分とともに仮焼きし、予め反応させる第４副成分を、Ｙ２
だけでなく、Ｙ２

Ｏ３

とＧｄ２

Ｏ３

Ｏ３

１種

との２種とした場合においても、Ｙ２

Ｏ３

１種を使用した場合と同様の効果が得られることが確認できた。
30

【０１３５】
実施例３
誘電体磁器組成物粉末を作製する際に、以下のようにした以外は、実施例１と同様にし
て、誘電体磁器組成物粉末を得て、実施例３のコンデンサ試料を得た。
【０１３６】
すなわち、実施例３においては、仮焼き前原料を調製するために、実施例１と同様に、
主成分スラリーと、第４副成分スラリーを準備すると共に、第１副成分スラリーを準備し
た。
【０１３７】
第１副成分スラリーは、さらに、平均粒径０．１μｍの第１副成分の原料（ＭｇＯ粉末
）とアニオン系界面活性剤であるデモールＥＰ（花王（株）製）とを、水に分散させるこ
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とにより調製した。なお、第１副成分スラリー中におけるＭｇＯ粉末およびアニオン系界
面活性剤であるデモールＥＰの含有量は、それぞれ、スラリー全体１００重量％に対して
、０．０５重量％、０．００３重量％となるようにした。
【０１３８】
次いで、主成分スラリーと、第４副成分スラリーと、第１副成分スラリーとを、ボール
ミルにより湿式混合粉砕して、仮焼き前原料スラリーとし、この仮焼き前原料スラリーを
乾燥し、得られた乾燥物をメッシュ番号＃３００を使用して、篩いに掛け、実施例３の仮
焼き前原料を得た。なお、本実施例では、Ｙ２
成分であるＢａＴｉＯ３

Ｏ３

の含有量、ＭｇＯの含有量が、主

１００モルに対して、それぞれ、２モル、０．５モルとなるよ

うに、上記主成分スラリーと、第４副成分スラリーと、第１副成分スラリーとを混合した
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。
【０１３９】
次いで、得られた仮焼き前原料を、実施例１と同様に仮焼きして、仮焼き済み原料とし
、この仮焼き済み原料に、第２、第３、第５副成分を添加して、スラリー化した。そして
、このスラリーについて、実施例１と同様にして、乾燥、粉砕、篩い分けを行うことによ
り実施例３の誘電体磁器組成物粉末を得た。
【０１４０】
上記により得られた誘電体磁器組成物粉末を使用して作製した実施例３のコンデンサ試
料について、実施例１と同様にして、誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容量の温度特性
、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の評価を行った。結果を
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表３に示す。
【０１４１】
比較例５
第１、第４副成分スラリーを調製する際に、界面活性剤を添加しなかった以外は、実施
例３と同様にして、誘電体磁器組成物粉末を得て、比較例５のコンデンサ試料を得た。得
られたコンデンサ試料について、実施例１と同様にして、誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、
静電容量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の評
価を行った。結果を表３に示す。
【０１４２】
比較例６
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第１、第４副成分スラリーを調製する際に、界面活性剤を添加しなかったこと、および
仮焼き前原料を仮焼きしなかったこと以外は、実施例３と同様にして、誘電体磁器組成物
粉末を得て、比較例６のコンデンサ試料を得た。得られたコンデンサ試料について、実施
例１と同様にして、誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容量の温度特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ
特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の評価を行った。結果を表１に示す。
【０１４３】
【表３】
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【０１４４】
評価３
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表３に、実施例３および比較例５，６の誘電率ε、誘電損失ｔａｎδ、静電容量の温度
特性、ＤＣ−Ｂｉａｓ特性、ＴＣ−Ｂｉａｓ特性およびＩＲ加速寿命の測定結果を示す。
【０１４５】
表３より、主成分とともに仮焼きし、予め反応させる副成分として、第４副成分だけで
なく、第４副成分および第１副成分の２種類とした場合においても、第４副成分だけを予
め反応させた場合と同様の効果が得られることが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【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は本発明の一実施形態に係る誘電体磁器組成物粉末の製造方法を示すフロー
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図である。
【符号の説明】
【０１４７】
１…

積層セラミックコンデンサ

１０…

コンデンサ素子本体

２…

誘電体層

３…

内部電極層

４…

外部電極

【図１】

【図２】
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