
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 誘電体セラ
ミック層と内部電極とが積層された積層セラミックコンデンサの前記内部電極を形成する
ために用いられる内部電極ペーストであって、
　 前記誘電体セラミック層に 材料とし
て含まれる セラミック粉末 を含み、
　
　前記セラミック粉末の収縮開始温度が前記誘電体セラミック層の材料の収縮開始温度に
比べて＋５０℃～＋１００℃の範囲にあり、かつ 前記誘電体セラ
ミック層の材料との収縮開始温度差が２７℃～５０℃の範囲

、内部電極ペースト。
【請求項２】
　前記セラミック粉末が前記 粉末の表面にコーティングされた、請求項１に記載
の内部電極ペースト。
【請求項３】
　請求項１ に記載の内部電極ペーストを用いた積層セラミックコンデンサ
であって、
　内部電極中に前記セラミック粉末が含まれる、積層セラミックコンデンサ。
【発明の詳細な説明】
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または請求項２



【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は積層セラミックコンデンサおよびそれに用いる内部電極ペーストに関し、特に
たとえば、誘電体セラミック層と内部電極とが複数積層された積層セラミックコンデンサ
と、それを製造するときに用いられる内部電極ペーストに関する。
【０００２】
【従来の技術】
積層セラミックコンデンサを製造する場合、誘電体セラミック材料を用いてセラミックグ
リーンシートを作製し、セラミックグリーンシート上に内部電極ペーストを印刷して積層
し、得られた積層体が焼成される。しかしながら、誘電体セラミック層部分と内部電極部
分とでは、焼成時における収縮開始温度が異なると、デラミネーションなどの内部欠陥や
、内部電極のカバレッジ低下、およびそれに起因する静電容量値の低下、直列等価抵抗値
の増大などの問題が発生しやすい。
【０００３】
そこで、誘電体セラミック層に用いるセラミック粉末を内部電極ペースト中に添加するこ
とで、内部電極部分と誘電体セラミック層部分との収縮開始温度の差を小さくし、上述の
ような問題の低減を図っていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、内部電極ペーストに前記セラミック粉末を単に添加しても、誘電体セラミ
ック層部分と内部電極部分との収縮開始温度差が±５０℃以内という値を得ることができ
ず、問題点の完全な解決には至っていなかった。
【０００５】
それゆえに、この発明の主たる目的は、積層セラミックコンデンサの製造時に内部欠陥が
生じにくい内部電極ペーストを提供することである。
また、この発明の目的は、このような内部電極ペーストを用いることにより、内部欠陥の
少ない積層セラミックコンデンサを提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、

誘電体セラミック層と内部電極とが積層された積層セラミックコンデンサの内部電極を
形成するために用いられる内部電極ペーストであって、

前記誘電体セラミック層に 材料として含まれる セラ
ミック粉末 を含み、

セラミック粉末の収縮開始温度が誘電体セラミック層の材料の収縮開始温度に比べ
て＋５０℃～＋１００℃の範囲 、かつ 誘電体セラミック層の材
料との収縮開始温度差を２７℃～５０℃の範囲と

した である。
　このような内部電極ペーストにおいて、セラミック粉末が前記 粉末の表面にコ
ーティングされた構造とすることができる
　 らに、この発明は、上述のいずれかに記載の内部電極ペーストを用いた積層セラミッ
クコンデンサであって、内部電極中に前記セラミック粉末が含まれた積層セラミックコン
デンサである。
【０００７】
　誘電体セラミック層に含まれるセラミック粉末を内部電極ペーストに添加し、そのセラ
ミック粉末の収縮開始温度が、誘電体セラミック層の材料の収縮開始温度に比べて＋５０
℃～＋１００℃の範囲にある場合に、誘電体セラミック層部分と内部電極部分の収縮開始
温度の差が±５０℃以内となることを見出した。それにより、積層体の焼成によって発生
する内部欠陥を防止することができる。
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セラミック粉末と誘電体セラミック層の材料との収縮開始温度の差を上述のような範囲



　セラミック粉末の添加方法として、たとえば内部電極ペーストに含まれる導電性粉末の
表面にコーティングするように添加することができる。
　また、セラミック粉末の添加量は、導電性粉末に対して５～２０重量％の範囲とするこ
とにより、誘電体セラミック層部分と内部電極部分との収縮開始温度の差が小さくなり、
内部欠陥の少ない積層セラミックコンデンサを得ることができる。
　このような内部電極ペーストを用いて製造した積層セラミックコンデンサは、内部欠陥
の少ないものであり、得られた内部電極にはセラミック粉末の存在が認められるものであ
る。
【０００８】
この発明の上述の目的，その他の目的，特徴および利点は、図面を参照して行う以下の発
明の実施の形態の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【０００９】
【発明の実施の形態】
積層セラミックコンデンサを作製するために、誘電体セラミック層を得るための誘電体材
料が準備される。誘電体材料としては、たとえばＣａＺｒＯ 3  系誘電体材料やＢａＴｉＯ

3  系誘電体材料などが用いられる。このような誘電体材料および溶剤、バインダなどを調
合して、ドクターブレード法などにより、セラミックグリーンシートが作製される。
【００１０】
一方、内部電極材料として、たとえばＮｉ金属粉末などの導電性粉末が準備される。この
ような導電性粉末にバインダ、溶剤などが添加され、上述の誘電体材料を含むセラミック
粉末が添加されて内部電極ペーストが作製される。誘電体材料の添加量は、導電性粉末に
対して５～２０重量％の範囲である。内部電極ペーストに添加されるセラミック粉末の収
縮開始温度は、誘電体セラミック層部分の収縮開始温度に比べて＋５０℃～＋１００℃の
範囲にあるものである。
【００１１】
得られた内部電極ペーストをセラミックグリーンシートに印刷し、打ち抜き、積み重ね、
カットを行って、グリーンチップが得られる。このグリーンチップが還元雰囲気中で焼成
され、外部電極ペーストの塗布、焼き付け、めっきが行われて、積層セラミックコンデン
サが得られる。
【００１２】
このようにして得られた積層セラミックコンデンサ１０は、図１に示すように、複数の誘
電体セラミック層１２と内部電極１４とが積層された基体１６を含む。内部電極１４の隣
接するものが、基体１６の対向する端面に引き出され、その端面に外部電極１８が形成さ
れている。この積層セラミックコンデンサ１０では、内部電極ペーストにセラミック粉末
が添加されているため、完成した積層セラミックコンデンサ１０の内部電極１４を分析す
ると、添加されたセラミック粉末と同じ組成のものが認められる。
【００１３】
このように、誘電体セラミック層の材料の収縮開始温度に比べて＋５０℃～＋１００℃の
範囲にあるセラミック粉末を内部電極ペーストに添加することにより、内部電極部分の収
縮開始温度と誘電体セラミック層部分の収縮開始温度との差を±５０℃以内にすることが
でき、グリーンチップを焼成したとき内部欠陥が発生しにくい。そのため、このような内
部欠陥に起因する静電容量値の低下や、直列等価抵抗値の増大などの問題を回避すること
ができる。
【００１４】
また、内部電極ペーストへのセラミック粉末の添加量としては、内部電極ペーストに含ま
れる導電性粉末に対して５～２０重量％の範囲にあることが好ましい。この範囲内でセラ
ミック粉末を添加することにより、誘電体セラミック層部分と内部電極部分との収縮開始
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とすることにより、内部電極ペーストと誘電体セラミック層の材料との収縮開始温度の差
が２７℃～５０℃の範囲となり、このような範囲において、積層体の焼成によって発生す
る内部欠陥を防止することができる。



温度の差を±５０℃以内とすることができ、良好な特性を有する積層セラミックコンデン
サを得ることができる。なお、内部電極ペーストにセラミック粉末を添加する際に、単に
添加するだけでなく、導電性粉末をセラミック粉末でコーティングするようにしてもよい
。
【００１５】
【実施例】
（実施例１）
誘電体セラミック層の材料として、ＣａＺｒＯ 3  ，ＳｉＯ 2  ，ＭｎＣＯ 3  ，ＳｒＴｉＯ 3  

を準備した。これらの材料を溶剤およびバインダなどで調合し、ドクターブレード法で、
約５μｍの厚みのセラミックグリーンシートを作製した。また、内部電極用の材料として
、Ｎｉ金属粉末、バインダ、溶剤、セラミック粉末を準備した。セラミック粉末としては
、ＣａＺｒＯ 3  およびＳｉＯ 2  を準備し、Ｎｉ金属粉末に対して１５重量％となるように
秤量した。これらの材料を調合して、内部電極ペーストを作製した。このとき、ＳｉＯ 2  

の添加量の比を調整することにより、セラミック粉末の焼結開始温度の調整を行い、複数
の焼結開始温度を有する内部電極ペーストを作製した。
【００１６】
これらの内部電極ペーストをセラミックグリーンシートに印刷し、打ち抜き、積み重ね、
カットを行い、グリーンチップを得た。なお、内部電極ペーストを印刷したセラミックグ
リーンシートの積層枚数は１００枚である。得られたグリーンチップを還元雰囲気中で焼
成し、外部電極ペースト塗布、焼き付け、めっきを行って、積層セラミックコンデンサを
得た。得られた積層セラミックコンデンサについて、静電容量値およびＰＤＡ研磨による
焼成後の内部欠陥発生率を調べた。そして、その結果を表１に示した。
【００１７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１８】
表１から、内部電極ペーストに添加されるセラミック粉末の収縮開始温度と誘電体セラミ
ック層の材料の収縮開始温度との差が５０℃未満であると、内部欠陥が発生しており、コ
ンデンサとして使用することができない。一方、内部電極ペーストに添加されるセラミッ
ク粉末の収縮開始温度と誘電体セラミック層の材料の収縮開始温度との差が１００℃を超
えると、内部欠陥は発生していないが、静電容量値の低下が確認される。これは、セラミ
ック粉末が内部電極の焼結性に影響を及ぼしているためであると考えられる。それに対し
て、この発明の範囲内の収縮開始温度を有するセラミック粉末を用いた内部電極ペースト
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を使用した場合、誘電体セラミック層部分と内部電極部分との収縮開始温度の差が±５０
℃以内となり、内部欠陥の発生は認められず、静電容量値も大きいものであった。さらに
、積層セラミックコンデンサのＤＰＡ断面の内部電極部分をエネルギー分散形Ｘ線分析法
にて分析を行ったところ、添加したセラミック粉末と同じ組成のものが確認された。
【００１９】
（実施例２）
誘電体セラミック層の材料との収縮開始温度差が＋７５℃のセラミック粉末を添加した内
部電極ペーストを用いて、グリーンチップを作製し、これを用いて積層セラミックコンデ
ンサを作製した。セラミック粉末の添加量は、表２に示す通りである。そして、静電容量
値と内部欠陥発生率を調べ、その結果を表２に示した。
【００２０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
表２から、内部電極ペーストにセラミック粉末を添加しない場合、内部欠陥が多く発生し
ていることがわかる。また、セラミック粉末の添加量が内部電極ペーストに含まれる金属
粉末に対して２５重量％になると、静電容量値の低下が観測される。これは、セラミック
粉末が内部電極の焼結性に影響を及ぼしているためであると考えられる。それに対して、
セラミック粉末の添加量が内部電極ペーストに含まれる金属粉末に対して５～２０重量％
の範囲内にある場合、内部欠陥の発生は認められず、静電容量値も大きいものであった。
【００２２】
このように、内部電極ペーストにセラミック粉末を添加することにより、内部欠陥がなく
、良好な特性を有する積層セラミックコンデンサを得ることができる。このような効果は
、ＣａＺｒＯ 3  系セラミック誘電体を用いた積層セラミックコンデンサに限らず、ＢａＴ
ｉＯ 3  系セラミック誘電体を用いた積層セラミックコンデンサにおいても得ることができ
る。
【００２３】
【発明の効果】
この発明によれば、セラミック粉末を含む内部電極ペーストを用いることにより、内部欠
陥の少ない積層セラミックコンデンサを得ることができる。また、内部欠陥が少ないため
、内部欠陥に起因する静電容量値の低下や直列等価抵抗値の増大などを抑えることができ
る。このような内部電極ペーストを用いた積層セラミックコンデンサにおいては、内部電
極ペーストに添加されたセラミック粉末と同じ組成のものが、完成品の内部電極にも認め
られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の内部電極ペーストが用いられる積層セラミックコンデンサの一例を示
す図解図である。
【符号の説明】
１０　積層セラミックコンデンサ
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１２　誘電体セラミック層
１４　内部電極
１６　基体
１８　外部電極

【 図 １ 】
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