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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部電極層と、２μｍ未満の厚みを持つ層間誘電体層と、外側誘電体層とを有する積層セ
ラミックコンデンサであって、
　前記層間誘電体層及び外側誘電体層は、複数の誘電体粒子を含んで構成されており、
　前記層間誘電体層中での誘電体粒子全体の平均粒径をＤ５０ａ（単位：μｍ）とし、
　前記外側誘電体層中での、最外に配置された内部電極層から厚み方向に５μｍ以上離れ
た位置に存在する誘電体粒子全体の平均粒径をＤ５０ｂ（単位：μｍ）としたときの前記
Ｄ５０ａと前記Ｄ５０ｂとの比（Ｄ５０ａ／Ｄ５０ｂ）をｙ（単位：なし）とし、
　前記層間誘電体層の厚みをｘ（単位：μｍ）とし、
　前記層間誘電体層中での誘電体粒子全体の粒度分布の標準偏差をσ（単位なし）とし、
　前記Ｄ５０ａの２．２５倍以上の平均粒径を持つ誘電体粒子（粗粒）が前記層間誘電体
層の誘電体粒子全体中に存在する比率をｐ（単位：％）としたときに、
　前記ｙとｘが、ｙ＜－０．７５ｘ＋２．０１５、かつｙ＞－０．７５ｘ＋１．７４０の
関係を満足し、
　前記σが、σ＜０．０９１を満足し、
　前記ｐが、ｐ＜２．８５％を満足する、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】
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　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】
　積層セラミックコンデンサは、誘電体層と内部電極層とが交互に複数積層された構造の
素子本体と、該素子本体の両端部に形成された一対の外部端子電極とで構成される。この
積層セラミックコンデンサは、まず、焼成前誘電体層と焼成前内部電極層とを必要枚数だ
け交互に重ねて焼成前素子本体を製造し、次に、これを焼成した後、焼成後素子本体の両
端部に一対の外部端子電極を形成して製造される。
【０００３】
　積層セラミックコンデンサの製造に際しては、焼成前誘電体層と焼成前内部電極層とを
同時に焼成するため、焼成前内部電極層に含まれる導電材には、焼成前誘電体層に含まれ
る誘電体原料粉末の焼結温度よりも高い融点を持つこと、誘電体原料粉末と反応しないこ
と、焼成後誘電体層に拡散しないこと、などが要求される。
【０００４】
　近年では、これらの要求を満足させるために、焼成前内部電極層に含まれる導電材には
、従来使用されてきたＰｔやＰｄなどの貴金属に代えて、誘電体原料粉末の焼結温度を低
下させ、焼成前内部電極層に含まれる導電材にＡｇ－Ｐｄ合金を用いたり、誘電体材料に
耐還元性を付与し、還元雰囲気で焼成可能なＮｉなどの安価な卑金属を用いたものが開発
されている。
【０００５】
　焼成前内部電極層に含まれる導電材にＮｉを用いた場合を例示する。Ｎｉは、焼成前誘
電体層に含まれる誘電体原料粉末と比較して融点が低い。このため、焼成前誘電体層と導
電材としてのＮｉを含む焼成前内部電極層とを同時焼成した場合、誘電体原料粉末とＮｉ
との焼結開始温度の差により、誘電体原料粉末の焼結が進行するに従いＮｉ内部電極が太
くなり、やがては途切れていく傾向にある。そこで、この種の焼成による途切れの抑制や
焼結抑制の目的で、内部電極層を形成するための内部電極層用ペースト中に、焼結抑制材
としての添加用誘電体原料を添加する技術が提案されている（特許文献１～５参照）。こ
の添加用誘電体原料は、焼成前層間誘電体層と焼成前内部電極層との同時焼成の際に、内
部電極層側から層間誘電体層側へ拡散していく性質を有する。
【０００６】
　ところで、近年、各種電子機器の小型化により、電子機器の内部に装着される積層セラ
ミックコンデンサの小型・大容量化、低価格化、高信頼性化を実現することが求められて
きている。このような要請に応えるために、焼成後内部電極層及び、対向する焼成後内部
電極層間に配置される焼成後層間誘電体層、の薄層化が進んできている。具体的には、焼
成後層間誘電体層の一層あたりの焼き上げ厚みが約１μｍ前後にまで薄層化されてきてお
り、これに伴って焼成前層間誘電体層の一層あたりの焼成前厚みも薄層化される。
【０００７】
　焼成前層間誘電体層の薄層化に伴い、これを形成するための誘電体層１層あたりの誘電
体原料の含有量は少なくなる。
【０００８】
　たとえば導電材としてのＮｉに対して、所定の重量割合で添加用誘電体原料を添加した
内部電極層用ペーストを準備し、このペーストを、焼成前厚みを段階的に薄層化させた複
数の焼成前層間誘電体層に対して、所定厚みで塗布形成した場合を考えてみる。このとき
、焼成前層間誘電体層中の誘電体原料の含有量に対する内部電極層中の添加用誘電体原料
の含有量の重量割合（内部電極層中の添加用誘電体原料の含有量／焼成前層間誘電体層中
の誘電体原料の含有量）は、内部電極層用ペーストが塗布形成される焼成前層間誘電体層
の厚みが薄くなるに連れて、段階的に増加していくことになる。なぜならば、焼成前層間
誘電体層の厚みが薄くなるに連れて、焼成前層間誘電体層中の誘電体原料の含有量が減少
していき、上記重量割合の式の分母が小さくなり、その結果、重量割合の値が増加するか
らである。
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【０００９】
　このことは、焼成前層間誘電体層の側から考えると、その厚みが薄くなればなるほど、
内部電極層側から拡散してくる添加用誘電体原料の量は相対的に多くなることを意味する
。つまり、内部電極層側から層間誘電体層側への相対的な拡散量が増加する。
【００１０】
　また、上述した焼成前層間誘電体層の薄層化に伴い、焼成前内部電極層についても薄層
化が要求されるが、この焼成前内部電極層を薄層化するには、これを形成するための内部
電極層用ペースト中のＮｉなどの導電材とともに、添加用誘電体原料の微細化が要求され
る。
【００１１】
　ところが、焼成の際に、内部電極層側から層間誘電体層側へ拡散してくる添加用誘電体
原料が微細化されていると、層間誘電体層を構成する誘電体粒子の粒成長を促し、層間誘
電体層の微細構造に影響を及ぼすことがある。上述したように、内部電極層側から層間誘
電体層側への添加用誘電体原料の拡散量が多くなると、なおさらである。焼成後層間誘電
体層の厚みを２．０μｍ以上とする場合には、微細構造に対する影響は無視できたが、焼
成後層間誘電体層の厚みを２．０μｍ未満に薄層化する場合には、微細構造に対する影響
が大きくなる傾向がある。このような微細構造の影響に伴って、得られる積層セラミック
コンデンサの、バイアス特性や信頼性と言った諸特性が低下するおそれがある。
【００１２】
　これら諸問題の解決策として、特許文献６には、内部電極層用ペーストへの添加物組成
を調節し、焼成後の内部電極層に接触する誘電体粒子と接触しない誘電体粒子との平均粒
径の比や、添加物成分の濃度比や、コア‐シェル比を調節する技術が提案されている。こ
の特許文献６記載の技術によれば、温度特性、ｔａｎδ及び寿命を悪化させることなく誘
電体層を薄層化できる、というものである。　しかしながら、特許文献６記載の技術では
、バイアス特性の向上が十分ではなく、依然として課題を有していた。
【００１３】
　特許文献７では、外部電極近傍の誘電体粒子の平均粒径が、実効領域の誘電体粒子の平
均粒径と同じか、または小さいことを特徴とした積層セラミックコンデンサが開示してあ
る。　
　しかしながら、特許文献７記載の技術は、外部電極の焼結時におけるクラック防止を目
的としているものであり、バイアス特性の向上は望めない。
【特許文献１】特開平５－６２８５５号公報
【特許文献２】特開２０００－２７７３６９号公報
【特許文献３】特開２００１－３０７９３９号公報
【特許文献４】特開２００３－７７７６１号公報
【特許文献５】特開２００３－１００５４４号公報
【特許文献６】特開２００３－１２４０４９号公報
【特許文献７】特開２００３－１３３１６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、層間誘電体層を薄層化した場合でも、各種電気特性、特に十分な誘電
率を有しつつもＴＣバイアス特性の向上が期待できる積層セラミックコンデンサを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、
　内部電極層と、２μｍ未満の厚みを持つ層間誘電体層と、外側誘電体層とを有する積層
セラミックコンデンサであって、
　前記層間誘電体層及び外側誘電体層は、複数の誘電体粒子を含んで構成されており、
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　前記層間誘電体層中での誘電体粒子全体の平均粒径をＤ５０ａ（単位：μｍ）とし、
　前記外側誘電体層中での、最外に配置された内部電極層から厚み方向に５μｍ以上離れ
た位置に存在する誘電体粒子全体の平均粒径をＤ５０ｂ（単位：μｍ）としたときの前記
Ｄ５０ａと前記Ｄ５０ｂとの比（Ｄ５０ａ／Ｄ５０ｂ）をｙ（単位：なし）とし、
　前記層間誘電体層の厚みをｘ（単位：μｍ）とし、前記層間誘電体層中での誘電体粒子
全体の粒度分布の標準偏差をσ（単位なし）とし、
　前記Ｄ５０ａの２．２５倍以上の平均粒径を持つ誘電体粒子（粗粒）が前記層間誘電体
層の誘電体粒子全体中に存在する比率をｐ（単位：％）としたときに、
　前記ｙとｘが、ｙ＜－０．７５ｘ＋２．０１５、かつｙ＞－０．７５ｘ＋１．７４０の
関係を満足し、
　前記σが、σ＜０．０９１を満足し、
　前記ｐが、ｐ＜２．８５％を満足する、積層セラミックコンデンサが提供される。
【００１６】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサは、たとえば次に示す方法により製造すること
ができる。ただし、本発明の積層セラミックコンデンサの製造方法は、下記方法に限定さ
れるものではない。なお、下記方法では、誘電体層が、チタン酸バリウム（特に、いわゆ
るＡサイトとＢサイトとのモル比ｍがｍ＝０．９９０～１．０３５の、組成式（ＢａＯ）

０．９９０～１．０３５　・ＴｉＯ２　で表されるチタン酸バリウム）で構成される主成
分を含む場合を例示する。
【００１７】
　その方法は、
　誘電体原料を含む誘電体層用ペーストと、添加用誘電体原料を含む内部電極層用ペース
トとを用いて形成された積層体を焼成する工程を有し、
　前記誘電体層用ペースト中の誘電体原料が、主成分原料と副成分原料を含み、
　該主成分原料として、組成式（ＢａＯ）ｍ　・ＴｉＯ２　で表され、前記式中のモル比
ｍがｍ＝０．９９０～１．０３５のチタン酸バリウムを用い、
　前記内部電極層用ペースト中の添加用誘電体原料が、少なくとも添加用主成分原料を含
み、
　該添加用主成分原料として、組成式（ＢａＯ）ｍ’・ＴｉＯ２　で表され、前記式中の
モル比ｍ’が０．９９３＜ｍ’＜１．０５０であり、さらに６．１５％未満のイグニショ
ンロスと、４．０００を超え４．０５７未満の格子定数を持つチタン酸バリウムを用いる
ことを特徴とする積層セラミックコンデンサの製造方法である。
【００１８】
　この方法では、内部電極層用ペースト中の添加用誘電体原料に含まれる添加用主成分原
料の、いわゆるＡ／Ｂ、すなわちＡサイト（上記式中の「（ＢａＯ）」の部分）と、Ｂサ
イト（上記式中の「ＴｉＯ２　」の部分）とのモル比ｍ’と、イグニションロスと、格子
定数とを制御する。このように各種条件を制御したチタン酸バリウムを添加用主成分原料
として用いることで、焼成後の層間誘電体層を構成する誘電体粒子の存在状態が極めて好
適に制御され、特にＴＣバイアスのより一層の特性向上を図ることができる。
【００１９】
　なお、主成分を構成する誘電体酸化物の組成は、上述した組成式（ＢａＯ）０．９９０

～１．０３５　・ＴｉＯ２　で表されるチタン酸バリウムに限定されるものではなく、一
般的には、下記誘電体酸化物を適用できる。その誘電体酸化物は、組成式（ＡＯ）ｍ　・
ＢＯ２　で表され、前記式中の記号ＡがＳｒ、ＣａおよびＢａから選ばれる少なくとも１
つの元素であり、記号ＢがＴｉおよびＺｒの少なくとも１つの元素であり、モル比ｍがｍ
＝０．９９０～１．０３５である。
【００２０】
　この方法では、添加用誘電体原料は、「少なくとも添加用主成分原料」を含むものであ
ればよく、さらに添加用副成分原料を含むこともある。この場合の添加用副成分原料は、
誘電体層用ペースト中の誘電体原料に含まれる副成分原料の組成と同じでも異なっていて
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もよい。
【００２１】
　積層セラミックコンデンサの内部電極層を構成する材料は、本発明では特に限定されず
、卑金属の他に貴金属を用いることもできる。内部電極層を卑金属で構成する場合、誘電
体層には、チタン酸バリウム等の主成分の他に、Ｍｎ，Ｃｒ，Ｓｉ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ，
Ｖ，Ｗ，Ｔａ，Ｎｂ及びＲ（ＲはＹ等の希土類元素の１種以上）の酸化物並びに焼成によ
りこれらの酸化物になる化合物などの１種類以上を含む副成分を含有させることがある。
副成分を含有させることで、還元性雰囲気下で焼成しても半導体化されず、コンデンサと
しての特性を保持することができる。このように、主成分の他に副成分を含む誘電体層を
持つ積層セラミックコンデンサを製造する場合には、誘電体層用ペーストに含まれる誘電
体原料は、焼成後に上記主成分や副成分を形成することとなる主成分原料や副成分原料を
含有する。この場合、上述したように、内部電極層用ペーストに含まれる添加用誘電体原
料にも、添加用主成分原料の他に、添加用副成分原料が含有される。
【００２２】
　好ましくは、誘電体層は、主成分として組成式（ＢａＯ）ｍ　・ＴｉＯ２　で表され、
前記式中のモル比ｍがｍ＝０．９９０～１．０３５のチタン酸バリウムを含有し、副成分
として酸化マグネシウムと希土類元素の酸化物とを含有し、更に他の副成分として酸化バ
リウム及び酸化カルシウムから選択される少なくとも１種と、酸化ケイ素、酸化マンガン
、酸化バナジウム及び酸化モリブデンから選択される少なくとも１種とを含有する。
【００２３】
　このとき、内部電極層用ペーストに含まれる添加用誘電体原料は、添加用主成分原料と
して組成式（ＢａＯ）ｍ’・ＴｉＯ２　で表され、前記式中のモル比ｍ’が０．９９３＜
ｍ’＜１．０５０であり、さらに６．１５％未満のイグニションロスと、４．０００を超
え４．０５７未満の格子定数を持つチタン酸バリウムを含有し、添加用副成分原料として
酸化マグネシウム（焼成後に酸化マグネシウムになる化合物を含む）と希土類元素の酸化
物とを含有し、更に他の副成分として酸化バリウム（焼成後に酸化バリウムになる化合物
を含む）及び酸化カルシウム（焼成後に酸化カルシウムになる化合物を含む）から選択さ
れる少なくとも１種と、酸化ケイ素、酸化マンガン（焼成後に酸化マンガンになる化合物
を含む）、酸化バナジウム及び酸化モリブデンから選択される少なくとも１種とを含有す
ることが好ましい。
【００２４】
　なお、本発明において、単に、”誘電体層”と表現した場合の当該誘電体層は、層間誘
電体層及び外側誘電体層の一方または双方を意味するものとする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明では、層間誘電体層の厚みｘが２μｍ未満と薄層化されていつつも、焼成時の誘
電体粒子の粒成長を抑制し、コンデンサ内部の微細構造を制御する。　
　具体的には、（１）層間誘電体層を構成する誘電体粒子全体の平均粒径Ｄ５０ａの、外
側誘電体層を構成する誘電体粒子全体の一部に相当する誘電体粒子の平均粒径Ｄ５０ｂに
対する比（Ｄ５０ａ／Ｄ５０ｂ）と、層間誘電体層の厚みとの関係を所定範囲に制御し、
（２）誘電体層中での誘電体粒子全体の粒度分布をシャープにし粒度のバラツキを小さく
し、すなわち誘電体層中での誘電体粒子全体の粒度分布の標準偏差σを小さくし、かつ（
３）層間誘電体層中での誘電体粒子全体中に存在する粗大誘電体粒子（粗粒）の比率ｐを
小さくする。
【００２６】
　その結果、層間誘電体層の厚みを２μｍ未満に薄層化した場合でも、得られる積層セラ
ミックコンデンサの各種電気特性、特に十分な誘電率を有しつつもＴＣバイアス特性の改
善効果が得られる。　
　特に、本発明によれば、ＴＣバイアス特性がより一層改善された（具体的には、８５℃
に保持した恒温漕中で、１２０Ｈｚ，０．５Ｖｒｍｓ，２Ｖ／μｍのバイアス電圧で測定
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し、２０℃のバイアス電圧無印加中の測定値からの容量変化率が－２０％以上のＴＣバイ
アス特性を持つ）積層セラミックコンデンサを提供することができる。
【００２７】
　また、層間誘電体層がより一層薄層化されたときに、本発明の関係を満足させることで
、上記ＴＣバイアス特性のほかに、直流破壊電圧やショート不良の特性向上を図ることが
できる。特に、ｘとの関係でｙの下限値に近いほどＴＣバイアス特性は向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。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概略断面図、図２は図１に示す層間誘電体層２の要部拡
大断面図、図３は図１に示す外側誘電体層２０の要部拡大断面図、図４は実施例における
脱バインダ処理、焼成及びアニールの各温度変化を示すグラフ、図５は層間誘電体層２の
厚みを示すｘと、層間誘電体層２中での誘電体粒子２ａ全体の平均粒径Ｄ５０ａと外側誘
電体層２０中での、最外に配置された内部電極層３ａから厚み方向に５μｍ以上離れた位
置に存在する誘電体粒子２０ａ全体の平均粒径Ｄ５０ｂとの比（Ｄ５０ａ／Ｄ５０ｂ）を
示すｙとの、関係を表すグラフ、図６は実施例を示す試料８のサーマルエッチング後の焼
結体の断面状態を示すＳＥＭ画像、図７は比較例を示す試料６のサーマルエッチング後の
焼結体の断面状態を示すＳＥＭ画像、図８は実施例を示す試料８における層間誘電体層を
構成する誘電体粒子の粒径と頻度の関係を示すグラフ、図９は比較例を示す試料６におけ
る層間誘電体層を構成する誘電体粒子の粒径と頻度の関係を示すグラフ、である。
【００２９】
　本実施形態では、内部電極層と誘電体層とを有する積層セラミックコンデンサとして、
内部電極層と層間誘電体層とが交互に複数積層してあり、これら内部電極層及び層間誘電
体層の積層方向両外側端部に外側誘電体層が配置された積層セラミックコンデンサを例示
して説明する。
【００３０】
　積層セラミックコンデンサ　
　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、層間誘
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の両側端部には、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。内部電極層３は、各側端面
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。
【００３１】
　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が、通常、縦（０．
４～５．６ｍｍ）×横（０．２～５．０ｍｍ）×高さ（０．２～１．９ｍｍ）程度である
。
【００３２】
　コンデンサ素子本体１０において、内部電極層３及び層間誘電体層２の積層方向の両外
側端部には、外側誘電体層２０が配置してあり、素子本体１０の内部を保護している。
【００３３】
　　　層間誘電体層及び外側誘電体層　
　層間誘電体層２及び外側誘電体層２０の組成は、本発明では特に限定されないが、たと
えば以下の誘電体磁器組成物で構成される。
【００３４】
　本実施形態の誘電体磁器組成物は、組成式（ＢａＯ）ｍ　・ＴｉＯ２　で表され、前記
式中のモル比ｍがｍ＝０．９９０～１．０３５のチタン酸バリウムを主成分として含有す
る。
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【００３５】
　本実施形態の誘電体磁器組成物は、前記主成分と共に副成分も含有する。副成分として
は、Ｍｎ，Ｃｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ，Ｖ，Ｗ，Ｔａ，Ｎｂ及びＲ（ＲはＹなどの希土類元
素の１種以上）の酸化物並びに焼成により酸化物になる化合物を一種類以上含有するもの
が例示される。副成分を添加することにより、還元雰囲気焼成においてもコンデンサとし
ての特性を得ることができる。なお、不純物として、Ｃ，Ｆ，Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ，Ｐ，Ｓ，
Ｃｌなどの微量成分が０．１重量％以下程度、含有されてもよい。ただし、本発明では、
層間誘電体層２及び外側誘電体層２０の組成は、上記に限定されるものではない。
【００３６】
　本実施形態では、層間誘電体層２及び外側誘電体層２０として、以下の組成のものを用
いることが好ましい。その組成は、主成分として組成式（ＢａＯ）ｍ　・ＴｉＯ２　で表
され、前記式中のモル比ｍがｍ＝０．９９０～１．０３５のチタン酸バリウムを含有し、
副成分として酸化マグネシウムと希土類元素の酸化物とを含有し、更に他の副成分として
酸化バリウム及び酸化カルシウムから選択される少なくとも１種と、酸化ケイ素、酸化マ
ンガン、酸化バナジウム及び酸化モリブデンから選択される少なくとも１種とを含有する
ものである。そして、チタン酸バリウムを[（ＢａＯ）０．９９０～１．０３５　・Ｔｉ
Ｏ２　］に、酸化マグネシウムをＭｇＯに、希土類元素の酸化物をＲ２　Ｏ３　に、酸化
バリウムをＢａＯに、酸化カルシウムをＣａＯに、酸化ケイ素をＳｉＯ２　に、酸化マン
ガンをＭｎＯに、酸化バナジウムをＶ２　Ｏ５　に、酸化モリブデンをＭｏＯ３　にそれ
ぞれ換算したとき、[（ＢａＯ）０．９９０～１．０３５　・ＴｉＯ２　］１００モルに
対する比率がＭｇＯ：０．１～３モル、Ｒ２　Ｏ３　：０モル超５モル以下、ＢａＯ＋Ｃ
ａＯ：０．５～１２モル、ＳｉＯ２　：０．５～１２モル、ＭｎＯ：０モル超０．５モル
以下、Ｖ２　Ｏ５　：０～０．３モル、ＭｏＯ３　：０～０．３モル、である。
【００３７】
　層間誘電体層２の積層数や厚み等の諸条件は、目的や用途に応じ適宜決定すればよいが
、本実施形態では、層間誘電体層２の厚みは、好ましくは２μｍ未満、より好ましくは１
．５μｍ以下、さらに好ましくは１μｍ以下と薄層化されている。本実施形態では、この
ように層間誘電体層２の厚みを薄層化したときでも、コンデンサ１の各種電気特性、特に
十分な誘電率を有しつつもＴＣバイアス特性が改善されている。外側誘電体層２０の厚み
は、たとえば３０μｍ～数百μｍ程度である。
【００３８】
　図２に示すように、層間誘電体層２は、複数の誘電体粒子２ａと、隣接する複数の誘電
体粒子２ａ間に形成された粒界相２ｂとを含んで構成される。図３に示すように、外側誘
電体層２０は、複数の誘電体粒子２０ａと、隣接する複数の誘電体粒子２０ａ間に形成さ
れた粒界相とを含んで構成される。
【００３９】
　図２に示すように、複数の誘電体粒子２ａは、内部電極層３と接している接触誘電体粒
子２２ａと、内部電極層と接していない非接触誘電体粒子２４ａとで構成される。接触誘
電体粒子２２ａは、該接触誘電体粒子２２ａを含む層間誘電体層２を挟んでいる一対の内
部電極層３のうちの一方に対して接触しており、双方に対しては接触していない。
【００４０】
　ここで、層間誘電体層（静電容量に寄与する部分）２中での誘電体粒子２ａ全体の平均
粒径をＤ５０ａ（単位：μｍ）とする。前記外側誘電体層（静電容量に寄与しない部分）
２０中での、最外に配置された内部電極層３ａから厚み方向（図では上下方向）に５μｍ
以上離れた位置に存在する誘電体粒子２０ａ全体の平均粒径をＤ５０ｂ（単位：μｍ）と
する。そして、Ｄ５０ａとＤ５０ｂとの比（Ｄ５０ａ／Ｄ５０ｂ）をｙ（単位：なし）と
する。層間誘電体層２の厚みをｘ（単位：μｍ）とする。また、層間誘電体層２中での誘
電体粒子２ａ全体の粒度分布の標準偏差をσ（単位なし）とする。Ｄ５０ａの２．２５倍
以上の平均粒径を持つ誘電体粒子（粗粒）が層間誘電体層２の誘電体粒子２ａ全体中に存
在する比率をｐ（単位：％）とする。
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【００４１】
　このとき、本発明では、ｙとｘが、ｙ＜－０．７５ｘ＋２．０１５、かつｙ＞－０．７
５ｘ＋１．７４０の関係を満足する。たとえば、層間誘電体層２の厚みｘが１．９μｍの
ときに、ｙが、０．３１５～０．５９０（ただし、０．３１５と０．５９０を除く）、好
ましくは０．３２０～０．５８５となるようにする。厚みｘが１．５μｍのときに、ｙが
、０．６１５～０．８９０（ただし、０．６１５と０．８９０を除く）、好ましくは０．
６２０～０．８８５となるようにする。厚みｘが１．３μｍのときに、ｙが、０．７６５
～１．０４０（ただし、０．７６５と１．０４０を除く）、好ましくは０．７７０～１．
０３５となるようにする。厚みｘが１．１μｍのときに、ｙが、０．９１５～１．１９０
（ただし、０．９１５と１．１９０を除く）、好ましくは１．０５１～１．１８５、より
好ましくは１．１４５～１．１８０となるようにする。厚みｘが０．９μｍのときに、ｙ
が、１．０６５～１．３４０（ただし、１．０６５と１．３４０を除く）、好ましくは１
．０７０～１．３３５となるようにする。
【００４２】
　ｙ≧－０．７５ｘ＋２．０１５やｙ≦－０．７５ｘ＋１．７４０であると、焼成後に誘
電体粒子２ａ，２０ａの粒成長を抑制できておらず、その結果、各種電気特性、特にＴＣ
バイアス特性の向上を図ることができない。
【００４３】
　Ｄ５０ａは、好ましくは０．０５～０．５μｍ、より好ましくは０．０５～０．４μｍ
である。Ｄ５０ａが大きすぎると薄層化が困難となり、ＴＣバイアスなどの電気特性が低
下し、小さすぎると誘電率の減少を生じる。
【００４４】
　Ｄ５０ｂは、前記Ｄ５０ａと同じであることが好ましい。Ｄ５０ａ及びＤ５０ｂは、以
下のように定義される。「Ｄ５０ａ」とは、コンデンサ素子本体１０を誘電体層２，２０
及び内部電極層３の積層方向に切断し、図２に示す断面において誘電体粒子２ａの２００
個以上の平均面積を測定し、円相当径として直径を算出し１．５倍した値である。　「Ｄ
５０ｂ」とは、図２に示す断面において誘電体粒子２０ａの２００個以上の平均面積を測
定し、円相当径として直径を算出し１．５倍した値である。
【００４５】
　なお、ここでの誘電体粒子２ａ全体の平均粒径Ｄ５０ａは、接触誘電体粒子２２ａ及び
非接触誘電体粒子２４ａの平均粒径を意味する。その平均粒径は、静電容量に寄与しない
部分の外側誘電体層２０における誘電体粒子２０ａを含まず、内部電極層３の間に挟まれ
た層間誘電体層２（静電容量に寄与する部分）における誘電体粒子２ａだけの平均粒径を
意味する。Ｄ５０ｂは、内部電極層３の間に挟まれていない外側誘電体層２０（静電容量
に寄与しない部分）における誘電体粒子２０ａの平均粒径を意味する。
【００４６】
　また、本発明では、σが、σ＜０．０９１、好ましくは０．０８５以下、より好ましく
は０．０６９以下を満足する。σの値が大きすぎるとバイアス特性及び信頼性の低下など
の不都合を生じる。σの下限は、小さければ小さいほど好ましい。
【００４７】
　また、本発明では、ｐが、ｐ＜２．８５％、好ましくは２．８３以下、より好ましくは
２．８０以下を満足する。標準偏差σが小さければ、これに比例して比率ｐは小さくなる
と考えられる。ｐの下限は、小さければ小さいほど好ましい。
【００４８】
　粒界相２ｂは、通常、誘電体材料あるいは内部電極材料を構成する材質の酸化物や、別
途添加された材質の酸化物、さらには工程中に不純物として混入する材質の酸化物を成分
としている。
【００４９】
　　　内部電極層　
　図１に示す内部電極層３は、実質的に電極として作用する卑金属の導電材で構成される
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。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、Ａｌ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｔａ、Ｒｅ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ及びＷなどか
ら選ばれる１種以上と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、Ｃ、Ｎｂ、Ｆｅ、Ｃｌ、Ｂ
、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｆ、Ｓ等の各種微量成分が０．１重量％以下程度含まれていてもよい
。
【００５０】
　本実施形態では、内部電極層３の厚さは、好ましくは２μｍ未満、より好ましくは１．
５μｍ以下と薄層化されている。
【００５１】
　　　外部電極　
　図１に示す外部電極４としては、通常Ｎｉ，Ｐｄ，Ａｇ，Ａｕ，Ｃｕ，Ｐｔ，Ｒｈ，Ｒ
ｕ，Ｉｒ等の少なくとも１種又はそれらの合金を用いることができる。通常は、Ｃｕ，Ｃ
ｕ合金、Ｎｉ又はＮｉ合金等や、Ａｇ，Ａｇ－Ｐｄ合金、Ｉｎ－Ｇａ合金等が使用される
。外部電極４の厚さは用途に応じて適時決定されればよいが、通常１０～２００μｍ程度
であることが好ましい。
【００５２】
　積層セラミックコンデンサの製造方法　
　次に、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１の製造方法の一例を説明する。
【００５３】
　（１）まず、焼成後に図１に示す層間誘電体層２及び外側誘電体層２０を構成すること
となる誘電体層用ペーストと、焼成後に図１に示す内部電極層３を構成することとなる内
部電極層用ペーストとを準備する。　
　　　誘電体層用ペースト　
　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て調製する。
【００５４】
　誘電体原料としては、焼成後に各誘電体層２，２０を構成する主成分や副成分を形成す
ることとなる主成分原料や副成分原料を含有する。これらの各成分原料は、複合酸化物や
酸化物となる各種化合物、たとえば炭酸塩、硝酸塩、水酸化物、有機金属化合物などから
適宜選択され、混合して用いることができる。
【００５５】
　誘電体原料は、通常、平均粒径が０．４μｍ以下、好ましくは０．０５～０．３０μｍ
程度の粉体として用いられる。なお、ここでの平均粒径は、原料の粒をＳＥＭにて観察し
、円相当径に換算して求めた値である。
【００５６】
　有機ビヒクルは、バインダ及び溶剤を含有するものである。バインダとしては、例えば
エチルセルロース、ポリビニルブチラール、アクリル樹脂などの通常の各種バインダを用
いることができる。溶剤も、特に限定されるものではなく、テルピネオール、ブチルカル
ビトール、アセトン、トルエン、キシレン、エタノールなどの有機溶剤が用いられる。
【００５７】
　誘電体層用ペーストは、誘電体原料と、水中に水溶性バインダを溶解させたビヒクルを
混練して、形成することもできる。水溶性バインダは、特に限定されるものではなく、ポ
リビニルアルコール、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、水溶性アクリル
樹脂、エマルジョンなどが用いられる。
【００５８】
　誘電体層用ペースト中の各成分の含有量は、特に限定されるものではなく、たとえば、
約１～約５０重量％の溶剤を含むように、誘電体層用ペーストを調製することができる。
【００５９】
　誘電体層用ペースト中には、必要に応じて、各種分散剤、可塑剤、誘電体、副成分化合
物、ガラスフリット、絶縁体などから選択される添加物が含有されていてもよい。誘電体
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層用ペースト中に、これらの添加物を添加する場合には、総含有量を、約１０重量％以下
にすることが望ましい。
【００６０】
　　　内部電極層用ペースト　
　本実施形態では、内部電極層用ペーストは、導電材と、添加用誘電体原料と、有機ビヒ
クルとを混練して調製する。
【００６１】
　導電材としては、ＮｉやＮｉ合金、さらにはこれらの混合物を用いる。このような導電
材は、球状、リン片状等、その形状に特に制限はなく、また、これらの形状のものが混合
したものであってもよい。また、導電材の粒子径は、通常、球状の場合、平均粒径が０．
５μｍ以下、好ましくは０．０１～０．４μｍ程度のものを用いることとする。より高度
な薄層化を実現できるようにするためである。導電材は、内部電極層用ペースト中に、好
ましくは３５～６０重量％、含まれる。
【００６２】
　添加用誘電体原料は、焼成過程においてに内部電極（導電材）の焼結を抑制する作用を
奏する。本実施形態では、添加用誘電体原料は、添加用主成分原料と、添加用副成分原料
を含有する。
【００６３】
　本実施形態では、添加用主成分原料として、組成式（ＢａＯ）ｍ’・ＴｉＯ２　で表さ
れ、前記式中のモル比ｍ’が０．９９３＜ｍ’＜１．０５０、好ましくは０．９９５≦ｍ
’≦１．０３５、より好ましくは１．０００≦ｍ’≦１．０２０のチタン酸バリウムを用
いる。添加用主成分原料のｍ’の値を調整したチタン酸バリウムを用いることにより、焼
成後の層間誘電体層２を構成する誘電体粒子２ａの存在状態が制御され、薄層化した場合
でも、各種電気特性、特に十分な誘電率を有しつつもＴＣバイアス特性が改善される。ｍ
’が大きくなると、得られるコンデンサ１の層間誘電体層２でのσが小さくなる傾向があ
る。ｍ’が大きくなり過ぎると、焼結不足になる傾向がある。
【００６４】
　本実施形態では、添加用主成分体原料として、特定のイグニションロスを持つものを用
いる。特定のイグニションロスを持つ主成分原料を添加用として用いることにより、層間
誘電体層２の粒子構造を効果的に制御でき、コンデンサ１のバイアス特性をより一層効率
的に改善することができる。添加用主成分原料のイグニションロスは、６．１５％未満、
好ましくは５．０％未満、より好ましくは３．５％未満である。イグニションロスが多く
なり過ぎるとバイアス特性の改善が図れない傾向がある。なお、イグニションロスの下限
は、低いほど望ましい。究極的には０（ゼロ）％が理想であるが、通常は、そのような添
加用主成分原料を製造することが困難である。ここに、”イグニションロス”とは、添加
用主成分原料の加熱処理（空気中で、昇温速度：３００℃／時間で、室温から１２００℃
まで加熱し、この１２００℃で１０分間保持する処理）で、２００℃から１２００℃で１
０分間保持したときの重量変化率を意味する。イグニションロスは添加用誘電体原料に通
常含まれる吸着成分やＯＨ基が加熱処理に伴って飛ばされることにより生じると考えられ
る。
【００６５】
　本実施形態では、添加用主成分体原料として、特定の格子定数を持つものを用いる。特
定の格子定数を持つ主成分原料を添加用として用いることにより、層間誘電体層２の粒子
構造を効果的に制御でき、コンデンサ１のバイアス特性をより一層効率的に改善すること
ができる。添加用主成分原料の格子定数は、４．０００を超え４．０５７未満、好ましく
は４．０００を超え４．０４０未満である。格子定数が小さすぎても大きすぎても各種電
気特性の向上効果を得ることができない傾向がある。
【００６６】
　添加用主成分原料の平均粒径は、誘電体層用ペースト中の誘電体原料に含まれる主成分
原料の粒径と同じでも良いが、より小さいことが好ましく、より好ましくは０．０１～０
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．２μｍ、特に好ましくは０．０１～０．１５μｍである。なお、平均粒径の値は、比表
面積（ＳＳＡ）と相関があることが知られている。
【００６７】
　添加用誘電体原料（添加用主成分原料のみの場合もあるし、添加用主成分原料と添加用
副成分原料の双方を含むこともある。以下、特に断りのない限り同じ）は、特に限定はさ
れないが、たとえば、シュウ酸塩法、水熱合成法、ゾルゲル法、加水分解法、アルコキシ
ド法などの工程を経て製造されることが好ましい。この方法を用いることにより、上記特
定のイグニションロスと格子定数を持つ添加用主成分原料を含む添加用誘電体原料を効率
よく製造することができる。
【００６８】
　添加用誘電体原料は、内部電極層用ペースト中に、導電材に対して、好ましくは５～３
０重量％、より好ましくは１０～２０重量％で含まれる。添加用誘電体原料のペースト中
での含有量が少なすぎると導電材の焼結抑制効果が低下し、多すぎると内部電極の連続性
が低下する。すなわち添加用誘電体原料の含有量が少なすぎても多すぎても、いずれもコ
ンデンサとしての十分な静電容量を確保できないなど不都合を生じうる。
【００６９】
　有機ビヒクルは、バインダ及び溶剤を含有するものである。
【００７０】
　バインダとしては、例えばエチルセルロース、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、
ポリビニルアセタール、ポリビニルアルコール、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリス
チレン、または、これらの共重合体などが例示される。バインダは、内部電極層用ペース
ト中に、導電材と添加用誘電体原料との混合粉末に対して、好ましくは１～５重量％、含
まれる。バインダが少なすぎると強度が低下する傾向にあり、多すぎると、焼成前の電極
パターンの金属充填密度が低下し、焼成後に、内部電極層３の平滑性を維持することが困
難になることがある。
【００７１】
　溶剤としては、例えばテルピネオール、ジヒドロテルピネオール、ブチルカルビトール
、ケロシン等公知のものはいずれも使用可能である。溶剤含有量は、ペースト全体に対し
て、好ましくは２０～５０重量％程度とする。
【００７２】
　内部電極層用ペーストには、可塑剤が含まれていてもよい。可塑剤としては、フタル酸
ベンジルブチル（ＢＢＰ）などのフタル酸エステル、アジピン酸、燐酸エステル、グリコ
ール類などが例示される。
【００７３】
　（２）次に、誘電体層用ペーストと内部電極層用ペーストとを用いて、グリーンチップ
を作製する。印刷法を用いる場合は、誘電体層用ペースト及び所定パターンの内部電極層
用ペーストをキャリアシート上に積層印刷し、所定形状に切断した後、キャリアシートか
ら剥離してグリーンチップとする。シート法を用いる場合は、誘電体層用ペーストをキャ
リアシート上に所定厚みで形成して得られたグリーンシートを形成し、この上に内部電極
層用ペーストを所定パターンで印刷した後、これらを積層してグリーンチップとする。
【００７４】
　（３）次に、得られたグリーンチップを脱バインダする。脱バインダは、雰囲気温度Ｔ
０を、たとえば図４に示すように、たとえば室温（２５℃）から脱バイ保持温度Ｔ１に向
けて所定の昇温速度で上昇させ、該Ｔ１を所定時間、保持させた後、所定の降温速度で下
降させる工程である。
【００７５】
　本実施形態では、昇温速度は、好ましくは５～３００℃／時間、より好ましくは１０～
１００℃／時間である。脱バイ保持温度Ｔ１は、好ましくは２００～４００℃、より好ま
しくは２２０～３８０℃であり、該Ｔ１の保持時間は、好ましくは０．５～２４時間、よ
り好ましくは２～２０時間である。降温速度は、好ましくは５～３００℃／時間、より好
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ましくは１０～１００℃／時間である。
【００７６】
　脱バインダの処理雰囲気は、好ましくは空気もしくは還元雰囲気である。還元雰囲気に
おける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。処理雰囲気中の酸素分圧は、好ましくは１０－４５　～１０５　Ｐａである
。酸素分圧が低すぎると脱バインダ効果が低下し、高すぎると内部電極層が酸化する傾向
にある。
【００７７】
　（４）次に、グリーンチップを焼成する。焼成は、雰囲気温度Ｔ０を、たとえば図４に
示すように、たとえば室温（２５℃）から焼成保持温度Ｔ２に向けて所定の昇温速度で上
昇させ、該Ｔ２を所定時間、保持させた後、所定の降温速度で雰囲気温度を下降させる工
程である。
【００７８】
　本実施形態では、昇温速度は、好ましくは５０～５００℃／時間、より好ましくは１０
０～３００℃／時間である。
【００７９】
　焼成保持温度Ｔ２は、好ましくは１１００～１３５０℃、より好ましくは１１００～１
３００℃、さらに好ましくは１１５０～１２５０℃であり、該Ｔ２の保持時間は、好まし
くは０．５～８時間、より好ましくは１～３時間である。Ｔ２が低すぎると、該Ｔ２の保
持時間を長くしても緻密化が不十分となり、高すぎると、内部電極層の異常焼結による電
極の途切れや、内部電極層を構成する導電材の拡散による容量温度特性の悪化、誘電体層
を構成する誘電体磁器組成物の還元が生じやすくなる。
【００８０】
　降温速度は、好ましくは５０～５００℃／時間、より好ましくは１５０～３００℃／時
間である。焼成の処理雰囲気は、好ましくは還元雰囲気である。還元雰囲気における雰囲
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
。なお、脱バインダ、焼成、アニールは連続的に行っても良いし、分割して行っても良い
。焼成雰囲気中の酸素分圧は、好ましくは６×１０－９～１０－４Ｐａである。酸素分圧
が低すぎ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り、高す
ぎると内部電極層が酸化する傾向にある。
【００８１】
　（５）次に、グリーンチップを還元雰囲気で焼成した場合には、これに引き続き熱処理
（アニール）を施すことが好ましい。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、最終物たるコンデンサの特性が得られる。
【００８２】
　アニールは、雰囲気温度Ｔ０を、たとえば図４に示すように、たとえば室温（２５℃）
からアニール保持温度Ｔ３に向けて所定の昇温速度で上昇させ、該Ｔ３を所定時間、保持
させた後、所定の降温速度で雰囲気温度Ｔ０を下降させる工程である。
【００８３】
　本実施形態では、昇温速度は、好ましくは１００～３００℃／時間、より好ましくは１
５０～２５０℃／時間である。
【００８４】
　アニール保持温度Ｔ３は、好ましくは８００～１１００℃、より好ましくは９００～１
１００℃であり、該Ｔ３の保持時間は、好ましくは０～２０時間、より好ましくは２～１
０時間である。Ｔ３が低すぎると、誘電体層２の酸化が不十分となるので、ＩＲが低く、
またＩＲ寿命が短くなりやすい。Ｔ３が高すぎると、内部電極層３が酸化して容量が低下
するだけでなく、内部電極層３が誘電体素地と反応してしまい、容量温度特性の悪化、Ｉ
Ｒの低下、ＩＲ寿命の低下が生じやすくなる。
【００８５】
　降温速度は、好ましくは５０～５００℃／時間、より好ましくは１００～３００℃／時
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間である。
【００８６】
　アニールの処理雰囲気は、好ましくは中性雰囲気である。中性雰囲気における雰囲気ガ
スとしては、たとえば、加湿したＮ２　ガスを用いることが好ましい。アニールに際して
は、Ｎ２　ガス雰囲気下で保持温度Ｔ３まで昇温した後、雰囲気を変更してもよく、アニ
ールの全過程を加湿したＮ２　ガス雰囲気としてもよい。アニール雰囲気中の酸素分圧は
、好ましくは２×１０－４～１Ｐａである。酸素分圧が低すぎると誘電体層２の再酸化が
困難であり、高すぎると内部電極層３が酸化する傾向にある。
【００８７】
　本実施形態では、アニールは、昇温過程と降温過程とだけから構成してもよい。すなわ
ち、温度保持時間を零としてもよい。この場合、保持温度Ｔ３は最高温度と同義である。
【００８８】
　上記した脱バインダ処理、焼成及びアニールにおいて、Ｎ２　ガスや混合ガス等を加湿
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０～７５℃程度が好
ましい。
【００８９】
　以上の各処理により、焼結体で構成されるコンデンサ素子本体１０が形成される。
【００９０】
　（６）次に、得られたコンデンサ素子本体１０に外部電極４を形成する。外部電極４の
形成は、上記焼結体で構成されるコンデンサ素子本体１０の端面を、例えばバレル研磨や
サンドブラストなどにより研磨した後、その両端面に、通常Ｎｉ，Ｐｄ，Ａｇ，Ａｕ，Ｃ
ｕ，Ｐｔ，Ｒｈ，Ｒｕ，Ｉｒ等の少なくとも１種又はそれらの合金を含む外部電極用ペー
ストを焼き付けるか、あるいはＩｎ－Ｇａ合金を塗布する等、公知の方法にて形成するこ
とができる。必要に応じて、外部電極４表面に、めっき等により被覆層を形成してもよい
。
【００９１】
　以上、本発明の実施形態について説明してきたが、本発明はこう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なる態様で実施し
得ることは勿論である。たとえば、上述した実施形態では、脱バインダ処理、焼成及びア
ニールは、それぞれ独立して行っているが、本発明ではこれに限定されず、少なくとも２
つの工程を連続して行なってもよい。連続して行なう場合、脱バインダ処理後、冷却せず
に雰囲気を変更し、続いて焼成の際の保持温度Ｔ２まで昇温して焼成を行ない、次いで冷
却し、アニールの保持温度Ｔ３に達したときに雰囲気を変更してアニールを行なうことが
好ましい。
【実施例】
【００９２】
　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。
【００９３】
　実施例１
　　　誘電体層用ペーストの作製　
　まず、誘電体原料と、バインダーとしてのＰＶＢ（ポリビニルブチラール）樹脂と、可
塑剤としてのＤＯＰ（フタル酸ジオクチル）と、溶媒としてのエタノールを準備した。
【００９４】
　誘電体原料は、主成分原料としての平均粒径が約０．２μｍのチタン酸バリウム（具体
的には、組成式（ＢａＯ）ｍ　・ＴｉＯ２　で表され、前記式中のモル比ｍがｍ＝０．９
９０～１．０３５のチタン酸バリウム）に対して、副成分原料としての、ＭｎＣＯ３　：
０．２モル％、ＭｇＯ：０．５モル％、Ｖ２　Ｏ５　：０．３モル％、Ｙ２　Ｏ３　：２
モル％、ＣａＣＯ３　：３モル％、ＢａＣＯ３　：３モル％、ＳｉＯ２　：３モル％を、
ボールミルで１６時間湿式混合し、乾燥して製造した。
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【００９５】
　次に、誘電体原料に対して、１０重量％のバインダーと、５重量％の可塑剤と、１５０
重量％の溶媒とをそれぞれ秤量し、ボールミルで混練し、スラリー化して誘電体層用ペー
ストを得た。
【００９６】
　　　内部電極層用ペーストの作製　
　導電材としての平均粒径が０．２μｍのＮｉ粒子と、添加用誘電体原料と、バインダー
としてのエチルセルロース樹脂と、溶媒としてのターピネオールとを準備した。
【００９７】
　添加用誘電体原料としては、添加用主成分原料としてのチタン酸バリウム（具体的には
、組成式（ＢａＯ）ｍ’・ＴｉＯ２　で表されるチタン酸バリウム。すなわちＢａｍ’Ｔ
ｉＯ２＋ｍ’）と、添加用副成分原料としてのＭｎＣＯ３　、ＭｇＯ、Ｖ２　Ｏ５　、Ｙ

２　Ｏ３　、ＣａＣＯ３　、ＢａＣＯ３　及びＳｉＯ２　とを含有するものを用いた。た
だし、添加用主成分原料としてのチタン酸バリウムについては、各試料ごとに、各表に示
すように、組成式中のモル比ｍ’とイグニションロスと格子定数を変化させたものを用い
た。
【００９８】
　なお、各表での添加用主成分原料のイグニションロスの値は、添加用主成分原料粉のチ
タン酸バリウムを、空気中で、３００℃／時間の昇温速度で室温から１２００℃まで加熱
し、この１２００℃で１０分間保持し、この加熱処理における２００℃から１２００℃（
１０分）の範囲での重量変化率の値である（単位は％）。各表において、たとえば「－５
．００％」と記してある場合、加熱２００℃の重量を１００としたときに１２００℃、１
０分後の重量が９５となり、５．００％減少することを表している。以下に計算式を示し
た。　
　重量変化率＝（（Ｗａｆｔｅｒ　－Ｗｂｅｆｏｒｅ）／Ｗｂｅｆｏｒｅ）×１００。な
お、式中では、Ｗａｆｔｅｒ　：加熱処理１２００℃、１０分の重量、Ｗｂｅｆｏｒｅ：
加熱２００℃での重量、とした。
【００９９】
　また、各表での格子定数は、ＸＲＤ（理学社製ｒｅｎｔ２０００）３００ｍＡ，５０ｋ
Ｖ　１０－８５度から得られるピーク位置から立方晶の格子定数として算出した値である
（単位はなし）。
【０１００】
　次に、導電材に対して２０重量％の添加用誘電体原料を添加した。導電材及び添加用誘
電体原料の混合粉末に対して、５重量％のバインダーと、３５重量％の溶媒とを秤量して
添加し、ボールミルで混練し、スラリー化して内部電極層用ペーストを得た。
【０１０１】
　　積層セラミックチップコンデンサ試料の作製　
　得られた誘電体層用ペースト及び内部電極層用ペーストを用い、以下のようにして、図
１に示す積層セラミックチップコンデンサ１を製造した。
【０１０２】
　まず、ＰＥＴフィルム上に誘電体層用ペーストをドクターブレード法によって、所定厚
みで塗布し、乾燥することで、厚みが２μｍのセラミックグリーンシートを形成した。本
実施例では、このセラミックグリーンシートを第１グリーンシートとし、これを複数枚、
準備した。
【０１０３】
　得られた第１グリーンシートの上に、内部電極層用ペーストをスクリーン印刷法によっ
て所定パターンで形成し、厚さ約１μｍの電極パターンを持つセラミックグリーンシート
を得た。本実施例では、このセラミックグリーンシートを第２グリーンシートとし、これ
を複数枚、準備した。
【０１０４】
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　第１グリーンシートを厚さが３００μｍになるまで積層してグリーンシート群を形成し
た。このグリーンシート群の上に、第２グリーンシートを１１枚積層し、この上にさらに
、前記同様のグリーンシート群を積層、形成し、温度８０℃及び圧力１トン／ｃｍ２　の
条件で加熱・加圧してグリーン積層体を得た。
【０１０５】
　次に、得られた積層体を縦３．２ｍｍ×横１．６ｍｍ×高さ１．０ｍｍのサイズに切断
した後、脱バインダ処理、焼成及びアニールを下記の条件にて行い、焼結体を得た。脱バ
インダ処理、焼成及びアニールの各温度変化を示すグラフを図３に示す。
【０１０６】
　脱バインダは、昇温速度：３０℃／時間、保持温度Ｔ１：２６０℃、保持時間：８時間
、降温速度：２００℃／時間、処理雰囲気：空気雰囲気、の条件で行った。
【０１０７】
　焼成は、昇温速度：２００℃／時間、保持温度Ｔ２：表を参照、保持時間：２時間、降
温速度：２００℃／時間、処理雰囲気：還元雰囲気（酸素分圧：１０－６ＰａにＮ２　と
Ｈ２　との混合ガスを水蒸気に通して調整した）、の条件で行った。
【０１０８】
　アニールは、昇温速度：２００℃／時間、保持温度Ｔ３：１０５０℃、保持時間：２時
間、降温速度：２００℃／時間、処理雰囲気：中性雰囲気（酸素分圧：０．１ＰａにＮ２

　ガスを水蒸気に通して調整した）、の条件で行った。
【０１０９】
　焼成及びアニールにおけるガスの加湿には、ウェッターを用い、水温は２０℃とした。
【０１１０】
　層間誘電体層２中での誘電体粒子２ａ全体の平均粒径（Ｄ５０ａ）は、次のようにして
算出した。得られた焼結体を、内部電極層の端部から半分の長さまで研磨し、その研磨面
をダイヤモンドペーストにより鏡面研磨処理を施した。その後、サーマルエッチング処理
（昇温速度及び降温速度：３００℃／時間、保持温度：１２００℃、保持時間：１０分）
を施し、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）にて粒を観察した。そして、サーマルエッチング後
の焼結体の断面状態を示すＳＥＭ画像から、粒子の断面積（Ｓ）を求めた。ただし、観察
の対象位置は研磨面の中心を含む１００μｍ×１００μｍの範囲とし、この領域中から任
意の５視野（１視野につき、約９０個の接触誘電体粒子を観察）を選択した。誘電体粒子
の形状を球と見なし、次式により粒径（ｄ）を求めた。粒径（ｄ）＝２×（√（Ｓ／π）
）×１．５。得られた粒径をヒストグラムにまとめ、その度数の累積が５０％となる値を
平均粒径（Ｄ５０ａ）とした。
【０１１１】
　Ｄ５０ｂ（外側誘電体層２０中での、最外に配置された内部電極層３ａから厚み方向に
５μｍ以上離れた位置に存在する誘電体粒子２０ａ全体の平均粒径）については、Ｄ５０
ａと同様の方法で測定して求めた。　
　なお、Ｄ５０ａ，Ｄ５０ｂの値は、いずれも、ｎ数＝２５０個での平均値として算出さ
れたものである。
【０１１２】
　標準偏差（σ）は、次式に従い算出した。標準偏差（σ）＝√（（（ｎΣｘ２　）－（
Σｘ）２　）／ｎ（ｎ－１））。
【０１１３】
　Ｄ５０ａの２．２５倍以上の平均粒径を持つ誘電体粒子（粗粒）が前記誘電体粒子全体
中に存在する比率ｐ（単位：％）についても、上記観察結果により求めた。
【０１１４】
　なお、図６及び図７に、試料８及び試料６それぞれのサーマルエッチング後の焼結体の
断面状態を示すＳＥＭ画像を示した。図８及び図９に、試料８及び試料６それぞれにおけ
る層間誘電体層を構成する誘電体粒子の粒径と頻度の関係を示すグラフを示した。
【０１１５】
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　電気特性の測定については、得られた焼結体の端面をサンドブラストにて研磨した後、
Ｉｎ－Ｇａ合金を塗布して、試験用電極を形成し、積層セラミックチップコンデンサ試料
を得た。コンデンサ試料のサイズは、縦３．２ｍｍ×横１．６ｍｍ×高さ１．０ｍｍであ
り、層間誘電体層２の厚みｘは約１．１μｍ、内部電極層３の厚みは０．９μｍであった
。
【０１１６】
　得られたコンデンサ試料のＴＣバイアス、直流絶縁破壊強度、ショート不良率及び比誘
電率εを評価した。
【０１１７】
　ＴＣバイアスについては、コンデンサ試料を、８５℃に保持した恒温漕中で、デジタル
ＬＣＲメータ（ＹＨＰ製４２７４Ａ）にて、１２０Ｈｚ，０．５Ｖｒｍｓ，２Ｖ／μｍの
バイアス電圧で測定し、２０℃のバイアス電圧無印加中の測定値からの容量変化率を算出
して評価した。評価基準は、－２０％超を良好とした。
【０１１８】
　直流絶縁破壊強度は、コンデンサ試料に対し、直流電圧を５０Ｖ／ｓｅｃ．の昇温速度
で印加し、０．１ｍＡの漏洩電流を検知した時の電圧（直流破壊電圧ＶＢ、単位はＶ／μ
ｍ）を測定し、その平均値を算出した。評価基準は、６５Ｖ／μｍ以上を良好とした。
【０１１９】
　ショート不良率は、１００個のコンデンサ試料に対して、絶縁抵抗計（ＨＰ製Ｅ２３７
７マルチメーター）を用いて、２５℃において抵抗を測定した。そして、得られた抵抗値
が１０Ω以下のものをショート不良として、その不良個数を求め、全体個数に対するパー
センテージ（％）を算出した。評価基準は、５０％以下を良好とした。
【０１２０】
　比誘電率εについては、コンデンサ試料に対し、基準温度２５℃において、デジタルＬ
ＣＲメータ（ＹＨＰ社製４２７４Ａ）にて、周波数１ｋＨｚ，入力信号レベル（測定電圧
）１．０Ｖｒｍｓの条件下で測定された静電容量から算出した（単位なし）。評価基準は
、１６００以上を良好とした。
【０１２１】
　結果を各表に示す。
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【表１】

【０１２２】
　表１に示すように、ｘ＝１．１μｍの層間誘電体層厚みを持つコンデンサ試料において
、ｙが本発明の上限を外れる試料１では、εは良好であるが、ＴＣバイアス特性、ＶＢ、
ショート不良率が劣る。試料１でＴＣバイアス特性が低下した理由は、誘電体層の粒成長
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が進んだことによる。
【０１２３】
　ｙが本発明の下限を外れる試料５では、ＴＣバイアス特性、ＶＢ、ショート不良は良好
であるが、εが劣る。
【０１２４】
　σが本発明の上限を外れる試料６では、ε及びＶＢは良好であるが、ＴＣバイアス特性
、ショート不良率が劣る。特に、図７及び図９に示すように、試料６では、層間誘電体層
において、見た目にも、誘電体粒子の粒径のバラツキが多く、粗粒が多少存在することが
確認できる。
【０１２５】
　ｐが本発明の上限を外れる試料９では、εは良好であるが、ＴＣバイアス特性、ＶＢ、
ショート不良率が劣る。
【０１２６】
　これに対し、いずれの値も本発明の範囲内である試料２～４，７，８，１０～１２では
、ＴＣバイアス特性、ＶＢ、ショート不良率、εのいずれもが良好であることが確認され
た。特に、試料２～４では、ＴＣバイアスが－２０％以上であり、この特性が極めて改善
されていることが確認できる。特に、図６及び図８に示すように、試料８では、層間誘電
体層において、見た目にも、誘電体粒子の粒径のバラツキが少なく、粗粒はほとんど存在
しないことが確認できる。
【０１２７】
　また、試料２～４から、σ、ｐの値が同じでも、ｙを小さくすることで、ＴＣバイアス
特性の改善効果を高めることができることが確認された。試料７，８から、ｙ、ｐの値が
同じでも、σを小さくすることで、ＴＣバイアス特性の改善効果を高めることができるこ
とが確認された。試料１０～１２から、ｙ、σの値が同じでも、ｐを小さくすることで、
ＴＣバイアス特性の改善効果を高めることができることが確認された。
【０１２８】
　なお、ｘとｙの関係を図５に示した。
【０１２９】
　実施例２　
　層間誘電体層２の厚みｘを１．９μｍ、１．５μｍ、０．９μｍと変化させた以外は、
実施例１と同様にしてコンデンサ試料を作製し、同様の評価を行った。その結果、同様の
結果が得られた。
【０１３０】
　比較例１　
　層間誘電体層２の厚みｘを２．０μｍ、２．２μｍと変化させた以外は、実施例１と同
様にしてコンデンサ試料を作製し、同様の評価を行った。その結果、層間誘電体層２の厚
みが２μｍ以上の場合は、添加用誘電体原料の影響が小さいため、誘電体層の粒成長がほ
とんど見られず、内部電極層中のセラミック粒子（添加用誘電体原料）による、層間誘電
体層２の誘電体粒子の平均粒径にはほとんど差が認められなかった。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【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概略断面図である
。
【図２】図２は図１に示す層間誘電体層の要部拡大断面図である。
【図３】図３は図１に示す外側誘電体層２０の要部拡大断面図である。
【図４】図４は実施例における脱バインダ処理、焼成及びアニールの各温度変化を示すグ
ラフである。
【図５】図５は層間誘電体層２の厚みを示すｘと、層間誘電体層２中での誘電体粒子２ａ
全体の平均粒径Ｄ５０ａと外側誘電体層２０中での、最外に配置された内部電極層３ａか
ら厚み方向に５μｍ以上離れた位置に存在する誘電体粒子２０ａ全体の平均粒径Ｄ５０ｂ
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【図６】図６は実施例を示す試料８のサーマルエッチング後の焼結体の断面状態を示すＳ
ＥＭ画像である。
【図７】図７は比較例を示す試料６のサーマルエッチング後の焼結体の断面状態を示すＳ
ＥＭ画像である。
【図８】図８は実施例を示す試料８における層間誘電体層を構成する誘電体粒子の粒径と
頻度の関係を示すグラフである。
【図９】図９は比較例を示す試料６における層間誘電体層を構成する誘電体粒子の粒径と
頻度の関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１３２】
１…　積層セラミックコンデンサ
１０…　コンデンサ素子本体
２…　層間誘電体層
２ａ…　誘電体粒子
２２ａ…　接触誘電体粒子
２４ａ…　非接触誘電体粒子
２ｂ…　粒界相
２０…　外側誘電体層
２０ａ…　誘電体粒子
３，３ａ…　内部電極層
４…　外部電極

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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