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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体層と内部電極層が交互に積層された積層体の構造を備える積層型セラミックコン
デンサの製造方法であって、
　前記誘電体層は、
　チタン酸バリウムを含む主成分と、
　ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、およびＳｒＯのグループから選択される少なくとも１種から
なる第１副成分と、
　酸化シリコンを主成分として含有する第２副成分と、
　Ｖ2Ｏ5、ＭｏＯ3およびＷＯ3のグループから選択される少なくとも１種からなる第３副
成分と、
　Ｓｃ、Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＬｕのグループから選択される少なくとも１種の第１の
希土類元素（Ｒ１）の酸化物からなる第４副成分と、
　ＣａＺｒＯ3、またはＣａＯとＺｒＯ2の混合体（ＣａＯ＋ＺｒＯ2）からなる第５副成
分と、を有し、
　チタン酸バリウムを含む主成分１００モルに対する、
　第１副成分の含有量（モル）をｙ１、
　第２副成分の含有量（モル）をｙ２、
　第３副成分の含有量（モル）をｙ３、
　第４副成分の含有量（モル）をｙ４、および
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　第５副成分の含有量（モル）をｙ５とした場合、
　ｙ１の値が、０．１～３．０モルの範囲内にあり、
　ｙ２の値が、２～１０モルの範囲内にあり、
　ｙ３の値が、０．０１～０．５モルの範囲内にあり、
　ｙ４の値が、０．５～７モル（但し、このモル数はＲ１単独での比率である）の範囲内
にあり、
　ｙ５の値が、５モル以下（零を含まない）の範囲内にあり、
　前記誘電体層を構成する結晶粒子にＺｒが拡散されており、平均粒径の結晶粒子におい
て、Ｚｒの拡散層深さが結晶粒子の径に対して１０～３５％までの深さに調整されており
、
　前記Ｚｒの拡散層深さの調整が、ＣａＺｒＯ3と液相添加するＺｒ有機金属塩の割合を
調整することにより行われることを特徴とする積層型セラミックコンデンサの製造方法。
【請求項２】
　前記誘電体層を構成する結晶粒子の平均粒径が０．２～０．５５μｍである請求項１に
記載の積層型セラミックコンデンサの製造方法。
【請求項３】
　前記誘電体層を構成する結晶粒子の平均粒径が０．２～０．３５μｍである請求項１に
記載の積層型セラミックコンデンサの製造方法。
【請求項４】
　前記酸化シリコンを主成分として含有する第２副成分が、ＳｉＯ2を主成分とし、ＭＯ
（ただし、Ｍは、Ｂａ、Ｃａ、ＳｒおよびＭｇから選ばれる少なくとも１種の元素）、Ｌ
ｉ2ＯおよびＢ2Ｏ3から選ばれる少なくとも１種の元素を含んでなる複合酸化物である請
求項１ないし請求項３のいずれかに記載の積層型セラミックコンデンサの製造方法。
【請求項５】
　前記酸化シリコンを主成分として含有する第２副成分が、（Ｂａ，Ｃａ）xＳｉＯ2+x（
ただし、ｘ＝０．７～１．２）である請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の積層型
セラミックコンデンサの製造方法。
【請求項６】
　前記誘電体層の厚さが２～７μｍである請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の積
層型セラミックコンデンサの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層型セラミックコンデンサに関し、特に、容量の経時変化である容量温度
特性がＥＩＡ規格のＸ８Ｒ特性（－５５～１５０℃、ΔＣ／Ｃ＝±１５％以内）を満足し
、加速試験における抵抗変化率が小さく（平均寿命が長く）、信頼性に優れる積層型セラ
ミックコンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品として、例えば積層型セラミックコンデンサ（積層チップコンデンサ）は、小
型、大容量、高信頼性の電子部品として広く利用されている。近年、機器の小型化・高性
能化に伴い、積層型セラミックコンデンサに対するさらなる小型化、大容量化、低価格化
、高信頼性化への要求はますます厳しくなっている。
【０００３】
　積層型セラミックコンデンサは、通常、内部電極層形成用のペーストと誘電体層形成用
のペーストとをシート法や印刷法等により積層し、積層体中の内部電極層と誘電体層とを
同時に焼成して製造される。
【０００４】
　内部電極層の導電材としては、従来より一般にＰｄやＰｄ合金が用いられてきたが、Ｐ
ｄは高価であるために、近年では比較的安価なＮｉやＮｉ合金等の卑金属が使用されるよ



(3) JP 4203452 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

うになってきている。
【０００５】
　内部電極層の導電材としてＮｉやＮｉ合金等の卑金属を用いた場合、大気中で焼成を行
うと内部電極層が酸化してしまう。そのため、誘電体層と内部電極層との同時焼成を還元
性雰囲気で行う必要がある。しかしながら、還元性雰囲気中で焼成すると、誘電体層が還
元され、比抵抗が低くなってしまう。このため、非還元性の誘電体材料が開発されている
。
【０００６】
　しかしながら、非還元性の誘電体材料を用いた積層型セラミックコンデンサは、電界の
印加によるＩＲ（絶縁抵抗）の劣化が著しく（すなわちＩＲ寿命が短く）、信頼性が低く
なってしまうという問題がある。
【０００７】
　また、誘電体を直流電界にさらすと、比誘電率εｒが経時的に劣化するという問題が生
じる。また、コンデンサには、直流電圧を重畳して使用する場合があり、一般に強誘電体
を主成分とする誘電体を有するコンデンサに直流電圧を印加すると、誘電率が印加された
直流電圧に依存して変化する特性（ＤＣバイアス特性という）や、直流電圧印加の容量温
度特性（Ｔｃバイアス特性という）が低下するという問題もある。特に近年の要請に伴っ
て積層型セラミックコンデンサを小型化および大容量化するために誘電体層を薄くすると
、直流電圧を印加したときの誘電体層に印加される電界が強くなるため、比誘電率εｒの
経時変化、すなわち容量の経時変化が著しく大きくなってしまったり、Ｔｃバイアス特性
が低下するという問題が顕著になってくる。
【０００８】
　さらに、積層型セラミックコンデンサには、温度特性が良好であることも要求され、特
に、用途によっては、厳しい条件下での温度特性が平坦であることが求められる。近年、
自動車のエンジンルームに搭載されるエンジン電子制御ユニット（ＥＣＵ）、クランク角
センサ、アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）モジュール等の各種電子装置は、エン
ジン制御、駆動制御およびブレーキ制御を安定して行うためのものなので、回路の温度安
定性が良好であることが要求される。
【０００９】
　これらの電子装置が使用される環境は、寒冷地の冬季には－２０℃程度以下まで温度が
下がり、また、エンジン始動時には、夏季では＋１３０℃程度まで温度が上がることが予
想される。最近では、電子装置とその制御対象機器とをつなぐワイヤハーネスを削減する
傾向があり、電子装置が車外に設置されることもあるので、電子装置にとっての環境はま
すます厳しくなっている。従って、これらの電子装置に用いられるコンデンサは、広い温
度範囲において温度特性が平坦であることが要求される。
【００１０】
　温度特性に優れた温度補償用コンデンサ材料としては、（Ｓｒ，Ｃａ）（Ｔｉ，Ｚｒ）
Ｏ3系、Ｃａ（Ｔｉ，Ｚｒ）Ｏ3系等が一般に知られているが、これらの組成物は比誘電率
が非常に低いので、容量の大きいコンデンサを作製することが実質的に不可能である。
【００１１】
　誘電率が高く、平坦な容量温度特性を有する誘電体磁器組成物として、ＢａＴｉＯ3を
主成分とし、Ｎｂ2Ｏ5－Ｃｏ3Ｏ4、ＭｇＯ－Ｙ、希土類元素（Ｄｙ，Ｈｏ等）、Ｂｉ2Ｏ3

－ＴｉＯ2等を添加した組成が知られている。しかしながら、ＢａＴｉＯ3系の高誘電体材
料は、ＥＩＡ規格のＸ７Ｒ特性（－５５～１２５℃、ΔＣ／Ｃ＝±１５％以内）を満足す
ることはできるものの、上記の厳しい環境で使用される自動車の電子装置には対応するこ
とが十分であるとは言えなかった。上記の厳しい環境で使用される電子装置にはＥＩＡ規
格のＸ８Ｒ特性（－５５～１５０℃、ΔＣ／Ｃ＝±１５％以内）を満足する誘電体磁器組
成物が必要とされる。
【００１２】
　このような実状に基づき本出願人は、すでに比誘電体率が高く、Ｘ８Ｒ特性を備え、還
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元性雰囲気中での焼成が可能な誘電体磁器組成物の提案を行っている（特許第３３４８０
８１号、特許第３３４１００３号、特開２００１－３１４６７号公報）。
【００１３】
　しかしながら、積層型セラミックコンデンサのさらなる小型化に伴い、高信頼性化への
要求はますます厳しくなっており、さらなる性能の向上が求められている。
【００１４】
【特許文献１】特許第３３４８０８１号
【特許文献２】特許第３３４１００３号
【特許文献３】特開２００１－３１４６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　このような実状のもとに本発明は創案されたものであり、その目的は、容量温度特性が
ＥＩＡ規格のＸ８Ｒ特性（－５５～１５０℃、ΔＣ／Ｃ＝±１５％以内）を満足し、加速
試験における抵抗変化率が小さく（ＩＲ平均寿命が長く）、信頼性に優れる積層型セラミ
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】
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明らが積層型セラミックコンデンサを構成する誘電体
層の組成と、誘電体層を構成する結晶粒子のＺｒの拡散状態について鋭意研究を行なった
ところ、特に、結晶粒子のＺｒの拡散状態によって、コンデンサの信頼性特性が格段と向
上することを見出し本発明に想到したものである。
【００１７】
　すなわち、本発明は、誘電体層と内部電極層が交互に積層された積層体の構造を備える
積層型セラミックコンデンサの製造方法であって、前記誘電体層は、チタン酸バリウムを
含む主成分と、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、およびＳｒＯのグループから選択される少なく
とも１種からなる第１副成分と、酸化シリコンを主成分として含有する第２副成分と、Ｖ

2Ｏ5、ＭｏＯ3およびＷＯ3のグループから選択される少なくとも１種からなる第３副成分
と、Ｓｃ、Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＬｕのグループから選択される少なくとも１種の第１
の希土類元素（Ｒ１）の酸化物からなる第４副成分と、ＣａＺｒＯ3、またはＣａＯとＺ
ｒＯ2の混合体（ＣａＯ＋ＺｒＯ2）からなる第５副成分と、を有し、チタン酸バリウムを
含む主成分１００モルに対する、第１副成分の含有量（モル）をｙ１、第２副成分の含有
量（モル）をｙ２、第３副成分の含有量（モル）をｙ３、第４副成分の含有量（モル）を
ｙ４、および第５副成分の含有量（モル）をｙ５とした場合、ｙ１の値が、０．１～３．
０モルの範囲内にあり、ｙ２の値が、２～１０モルの範囲内にあり、ｙ３の値が、０．０
１～０．５モルの範囲内にあり、ｙ４の値が、０．５～７モル（但し、このモル数はＲ１
単独での比率である）の範囲内にあり、ｙ５の値が、５モル以下（零を含まない）の範囲
内にあり、前記誘電体層を構成する結晶粒子にＺｒが拡散されており、平均粒径の結晶粒
子において、Ｚｒの拡散層深さが結晶粒子の径に対して１０～３５％までの深さに調整さ
れており、前記Ｚｒの拡散層深さの調整が、ＣａＺｒＯ3と液相添加するＺｒ有機金属塩
の割合を調整することにより行われるように構成される。
【００１８】
　また、本発明の好ましい態様として、前記誘電体層を構成する結晶粒子の平均粒径が０
．２～０．５５μｍであるように構成される。
【００１９】
　また、本発明の好ましい態様として、前記誘電体層を構成する結晶粒子の平均粒径が０
．２～０．３５μｍであるように構成される。
【００２０】
　また、本発明の好ましい態様として、前記酸化シリコンを主成分として含有する第２副
成分が、ＳｉＯ2を主成分とし、ＭＯ（ただし、Ｍは、Ｂａ、Ｃａ、ＳｒおよびＭｇから
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選ばれる少なくとも１種の元素）、Ｌｉ2ＯおよびＢ2Ｏ3から選ばれる少なくとも１種の
元素を含んでなる複合酸化物として構成される。
【００２１】
　また、本発明の好ましい態様として、前記酸化シリコンを主成分として含有する第２副
成分が、（Ｂａ，Ｃａ）xＳｉＯ2+x（ただし、ｘ＝０．７～１．２）であるように構成さ
れる。
【００２２】
　また、本発明の好ましい態様として、前記誘電体層の厚さが２～７μｍであるように構
成される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、本発明は、誘電体層と内部電極層が交互に積層された積層体の構造を備える
積層型セラミックコンデンサであって、前記誘電体層が、チタン酸バリウムを含む主成分
と、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、およびＳｒＯのグループから選択される少なくとも１種か
らなる第１副成分と、酸化シリコンを主成分として含有する第２副成分と、Ｖ2Ｏ5、Ｍｏ
Ｏ3およびＷＯ3のグループから選択される少なくとも１種からなる第３副成分と、Ｓｃ、
Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＬｕのグループから選択される少なくとも１種の第１の希土類元
素（Ｒ１）の酸化物からなる第４副成分と、ＣａＺｒＯ3、またはＣａＯとＺｒＯ2の混合
体（ＣａＯ＋ＺｒＯ2）からなる第５副成分と、を有し、チタン酸バリウムを含む主成分
１００モルに対する、第１副成分の含有量（モル）をｙ１、第２副成分の含有量（モル）
をｙ２、第３副成分の含有量（モル）をｙ３、第４副成分の含有量（モル）をｙ４、およ
び第５副成分の含有量（モル）をｙ５とした場合、ｙ１の値が、０．１～３．０モルの範
囲内にあり、ｙ２の値が、２～１０モルの範囲内にあり、ｙ３の値が、０．０１～０．５
モルの範囲内にあり、ｙ４の値が、０．５～７モル（但し、このモル数はＲ１単独での比
率である）の範囲内にあり、ｙ５の値が、５モル以下（零を含まない）の範囲内にあり、
前記誘電体層を構成する結晶粒子にＺｒが拡散されており、平均粒径の結晶粒子において
、Ｚｒの拡散層深さが結晶粒子の径に対して１０～３５％までの深さであるように構成さ
れているので、ＥＩＡ規格のＸ８Ｒ特性を満足することはもとより、加速試験における抵
抗変化率が小さく（ＩＲ平均寿命が長く）、信頼性に優れる誘電体磁器組成物を得ること
ができる。
【００２４】
　特に、小型化・大容量化を目的として誘電体層をさらに薄層化した場合や、定格電圧を
向上させた場合において、本願発明の効果は顕著になり、特に厳しい環境下で使用される
自動車用途においては有効である。また、使用する誘電体磁器組成物がＰｂ、Ｂｉ、Ｚｎ
等を含有していないので、還元性雰囲気での焼成が可能であり、直流電界下での容量の経
時変化が小さいという効果も発現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
　本発明の電子部品の好適な一例として積層型セラミックコンデンサを取りあげて、構成
部材である誘電体磁器組成物とともに説明する。
【００２６】
（積層型セラミックコンデンサの説明）
　本発明の電子部品の好適な一例である積層型セラミックコンデンサの概略構成について
、図１～図３を参照しつつ説明する。図１は、積層型セラミックコンデンサの一実施形態
を示す斜視図であり、図２は、図１に示される積層型セラミックコンデンサのＡ－Ａ線矢
視断面図であり、図３は、積層構造の形成過程を分かりやすく説明するための斜視図であ
る。
【００２７】
　図１～図３に示されるように、本発明の積層型セラミックコンデンサ１は、第１内部電
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極層２３と第２内部電極層２８とが誘電体層７を介して交互に積層された素子本体２と、
この素子本体２の対向する端面に設けられた一対の外部電極１１，１５とを備えている。
素子本体２は、通常、直方体形状とされるが、特に形状に制限はない。また、素子本体２
の寸法も特に制限はなく、用途に応じて適宜設定することができ、例えば、（０．６～５
．６ｍｍ）×（０．３～５．０ｍｍ）×（０．３～２．５ｍｍ）程度の大きさとすること
ができる。
【００２８】
　本発明における内部電極層２３、２８は、上述したように誘電体層７を介して交互に積
層された第１内部電極層２３と第２内部電極層２８から構成されている。このような構造
を形成するための好適例が図３に示されており、この図によれば、誘電体層７と第１内部
電極層２３を有するシート体７３と、誘電体層７と第２内部電極層２８を有するシート体
７８とが互いに順次繰り返し多層に積層される。
【００２９】
　積層される第１内部電極層２３は、図３に示されるように前記第１外部電極１１側に露
出する接続部２３ａを有し、この接続部２３ａは第１外部電極１１に接続されている。図
３に示されるごとく第１内部電極層２３は、誘電体層７との関係で、誘電体層７の外周枠
から露出している部分は接続部２３ａのみ（より正確には接続部の端部のみ）である。
【００３０】
　この一方で、積層される第２内部電極層２８は、図３に示されるように第２外部電極１
５側に露出する接続部２８ａを有し、この接続部２８ａは第２外部電極１５に接続されて
いる。図３に示されるごとく第２内部電極層２８は、誘電体層７との関係で、誘電体層７
の外周枠から露出している部分は接続部２８ａのみ（より正確には接続部２８ａの端部の
み）である。
【００３１】
　なお、本発明では、第１内部電極層２３と第２内部電極層２８とをまとめて単に、「内
部電極層２３，２８」と表現することもある。
【００３２】
　誘電体層７の構成
　誘電体層７は、チタン酸バリウムを含む主成分と、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、およびＳ
ｒＯのグループから選択される少なくとも１種からなる第１副成分と、酸化シリコンを主
成分として含有する第２副成分と、Ｖ2Ｏ5、ＭｏＯ3およびＷＯ3のグループから選択され
る少なくとも１種からなる第３副成分と、Ｓｃ、Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＬｕのグループ
から選択される少なくとも１種の第１の希土類元素（Ｒ１）の酸化物からなる第４副成分
と、ＣａＺｒＯ3、またはＣａＯとＺｒＯ2の混合体（ＣａＯ＋ＺｒＯ2）からなる第５副
成分とを有する誘電体磁器組成物の結晶粒子で構成された焼結体からなっている。
【００３３】
　主成分であるチタン酸バリウム１００モルに対する第１副成分～第５副成分の構成比率
は以下の通りである。すなわち、
　チタン酸バリウムを含む主成分１００モルに対する、
　第１副成分の含有量（モル）をｙ１、
　第２副成分の含有量（モル）をｙ２、
　第３副成分の含有量（モル）をｙ３、
　第４副成分の含有量（モル）をｙ４、および
　第５副成分の含有量（モル）をｙ５とした場合、
　ｙ１の値は、０．１～３．０モル、好ましくは０．５～２．５モルの範囲内にあり、
　ｙ２の値は、２～１０モル、好ましくは２～５モルの範囲内にあり、
　ｙ３の値は、０．０１～０．５モル、好ましくは０．１～０．４モルの範囲内にあり、
　ｙ４の値は、０．５～７モル、好ましくは０．５～５モルの範囲内にあり、
　ｙ５の値が、５モル以下（零を含まない）、好ましくは０．５～３モルの範囲内にある
ように構成される。
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【００３４】
　なお、第４副成分の上記モル量は、第１の希土類元素（Ｒ１）の酸化物の酸化物のモル
比ではなく、Ｒ１単独のモル量である。すなわち、例えば、第４副成分として、Ｙｂの酸
化物を用いた場合、第４副成分のモル量が１モルであることは、Ｙｂ2Ｏ3のモル量が１モ
ルなのではなく、Ｙｂのモル量が１モルであることを意味する。つまり、Ｙｂ2Ｏ3を１モ
ル含有していれば、Ｙｂは２モル含有となる。
【００３５】
　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
成分の上記モル含有量は、各副成分を構成する酸化物に含有される金属量から化学量論組
成の酸化物に換算して求める。
【００３６】
　上記第１副成分（ＭｇＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、およびＳｒＯのグループから選択される少
なくとも１種）の含有割合が、３．０モルを超えて多くなり過ぎると、焼結性が悪化して
しまうという不都合が生じる傾向がある。また、０．１モル未満と少なくなり過ぎると、
容量温度変化率が大きくなってしまい温度安定性に欠けてしまうという不都合が生じる傾
向がある。第１副成分の中では、特にＭｇＯを用いるのが好適である。また、２種類以上
の第１副成分を用いる場合には、これらの総和が上記０．１～３．０モルの範囲内であれ
ばよい。
【００３７】
　第２副成分は、酸化シリコンを主成分として含有するものである。この第２副成分の含
有量が２モル未満となると、容量温度特性が悪くなり、またＩＲ（絶縁抵抗）が低下する
。一方、第２副成分の含有量が１０モルを超えると、ＩＲ寿命が不十分となるとともに誘
電率の急激な低下が生じる傾向がある。
【００３８】
　このような第２副成分は、ＳｉＯ2を主成分とし、ＭＯ（ただし、Ｍは、Ｂａ、Ｃａ、
ＳｒおよびＭｇから選ばれる少なくとも１種の元素）、Ｌｉ2ＯおよびＢ2Ｏ3から選ばれ
る少なくとも１種の元素を含んでなる複合酸化物であることが好ましい。より好ましくは
、（Ｂａ，Ｃａ）xＳｉＯ2+xで表される複合酸化物である。ここで、ｘは０．７～１．２
、より好ましくは０．８～１．１である。ｘが小さ過ぎる場合、すなわちＳｉＯ2が多す
ぎると、主成分のチタン酸バリウムと反応して誘電体特性を悪化させてしまうという不都
合が生じる傾向がある。一方、ｘが大き過ぎると、融点が高くなって焼結性を悪化させる
という不都合が生じる傾向がある。なお、Ｂａと、Ｃａとの比率は任意であって、一方の
元素だけを含有するようにしてもよい。
【００３９】
　第３副成分（Ｖ2Ｏ5、ＭｏＯ3およびＷＯ3のグループから選択される少なくとも１種）
は、主として、キュリー温度以上での容量温度特性を平坦化する効果と、ＩＲ寿命を向上
させる効果とを有している。第３副成分の含有割合が０．０１モル未満となると、上述の
本来の効果が発現しなくなってしまうという不都合が生じる傾向がある。また、０．５モ
ルを超えると、ＩＲ寿命が著しく低下するという不都合が生じる傾向がある。第３副成分
の中では、特にＶ2Ｏ5を用いるのが好適である。また、２種類以上の第３副成分を用いる
場合には、これらの総和が上記０．０１～０．５モルの範囲内であればよい。
【００４０】
　第４副成分は、Ｓｃ、Ｅｒ、Ｔｍ、ＹｂおよびＬｕのグループから選択される少なくと
も１種の第１の希土類元素（Ｒ１）の酸化物である。第４副成分（Ｒ１の酸化物）は、主
として、キュリー温度を高温側にシフトさせる効果と、容量温度特性を平坦化させる効果
を有している。第４副成分の含有率が０．５モル未満となり含有率が低くなり過ぎると、
上記の添加効果が発現できなくなるという不都合が生じる傾向がある。また、７モルを超
えて含有率が多くなりすぎると、焼結性が悪化する傾向にある。第４副成分の中では、特
性改善効果が高く、しかも安価であるＹｂ酸化物を用いることが好ましい。
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【００４１】
　第５副成分は、ＣａＺｒＯ3、またはＣａＯとＺｒＯ2の混合体（ＣａＯ＋ＺｒＯ2）を
含むものである。この第２副成分は、主として、キュリー温度を高温側へシフトさせる効
果と、容量温度特性を平坦化させる効果を有している。また、いわゆるＣＲ積（静電容量
（μＦ）と絶縁抵抗（ＭΩ）との積）、直流絶縁破壊強度を改善する効果もある。第５副
成分の添加がないと、上記の添加効果が発現できなくなるという不都合が生じる傾向があ
り、また、５モルを超えて含有率が多くなりすぎると、ＩＲ寿命が不十分となったり、容
量温度特性（Ｘ８Ｒ特性）が悪くなってしまうことがある。第５副成分であるＣａＺｒＯ

3の添加形態は特に限定されるものではなく、ＣａＯ等のＣａから構成される酸化物、Ｃ
ａＣＯ3等の炭酸塩、有機化合物、ＣａＺｒＯ3等を挙げることができる。第５副成分にお
けるＣａとＺｒの比率は特に限定されず、チタン酸バリウムに固溶させない程度に決定す
ればよい。通常、Ｚｒに対するＣａのモル比（Ｃａ／Ｚｒ）については、０．５～１．５
、好ましくは０．８～１．５、より好ましくは０．９～１．１とするのがよい。
【００４２】
　第４副成分（Ｒ１酸化物）および第５副成分の含有量を調整することで、容量温度特性
（Ｘ８Ｒ）特性を平坦化し、高温加速寿命等を改善することができる。特に、上述した数
値範囲内では、異相の析出が抑制され、組織の均一化を図ることができる。
【００４３】
　さらに本発明においては、第６副成分として、Ｙ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｔｂ、ＧｄおよびＥｕ
のグループから選択される少なくとも１種の第２の希土類元素（Ｒ２）の酸化物を含有さ
せることが好ましい。第６副成分（Ｒ２の酸化物）は、主として、ＩＲ寿命を改善する効
果を示し、容量温度特性への悪影響も少ない。第６副成分は、主成分であるチタン酸バリ
ウム１００モルに対して、９モル以下、特に０．５～９モルであることが好ましい。なお
、第６副成分の上記モル量は、第２の希土類元素（Ｒ２）の酸化物の酸化物のモル比では
なく、Ｒ２単独のモル量である。第６副成分の中では、特性改善効果が高く、しかも安価
であるＹ酸化物を用いることが好ましい。
【００４４】
　第４副成分および第６副成分の合計の含有量は、チタン酸バリウム１００モルに対して
、好ましくは１３モル以下、さらに好ましくは１０モル以下にするのが良い。焼結性を良
好に保つためである。
【００４５】
　また本発明においては、第７副成分として、ＭｎＯおよびＣｒ2Ｏ3をさらに含有させて
もよい。この第７副成分は、主として、焼結を促進する効果と、ＩＲを高くする効果を発
現させることができる。このような第７副成分の含有量は、チタン酸バリウムを含む主成
分１００モルに対して０．５モル以下、特に、０．０１～０．５モルとされる。含有量が
多すぎると容量温度特性に悪影響を及ぼす傾向がある。
【００４６】
　また、本発明の誘電体磁気組成物中には、上記酸化物のほか、Ａｌ2Ｏ3が含まれていて
も良い。Ａｌ2Ｏ3は、容量温度特性にあまり影響を与えず、焼結性、ＩＲを改善する効果
を有する。ただし、Ａｌ2Ｏ3の含有量が多すぎると焼結性が悪化してＩＲが低くなる傾向
がある。そのため、Ａｌ2Ｏ3を含有させる場合、チタン酸バリウム１００モルに対して、
１モル以下、さらに好ましくは誘電体磁器組成物全体の１モル％以下とするのがよい。
【００４７】
　上記誘電体層を形成する磁器組成物のキュリー温度（強誘電体から常誘電体への相転移
温度）は、誘電体磁器組成物の組成を選択することにより変更することができるが、Ｘ８
Ｒ特性を満足させるためには、好ましくは１２０℃以上、より好ましくは１２３℃以上と
するのが良い。キュリー温度は、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）等によって測定することが
できる。なお、Ｓｒ，ＺｒおよびＳｎの少なくとも１種が、ペロブスカイト構造を構成す
るチタン酸バリウム中のＢａまたはＴｉを置換している場合、キュリー温度が低温側にシ
フトするため、１２５℃以上での容量温度特性が悪くなってしまう。このため、これらの
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元素を含むチタン酸バリウム系複合酸化物（例えば（Ｂａ，Ｓｒ）ＴｉＯ3はできるだけ
主成分として用いるべきでない。ただし、Ｓｒ，ＺｒおよびＳｎの少なくとも１種が不純
物として含有されるレベル（例えば、誘電体磁器組成物全体の０．１モル％程度以下）で
あれば問題はない。
【００４８】
　次に、誘電体層を構成する結晶粒子（以下、「誘電体粒子」という）について説明する
。
【００４９】
　誘電体粒子は、上述した誘電体層を構成するものであり、本発明においては、その誘電
体粒子にＺｒが拡散されており、平均粒径の結晶粒子において、Ｚｒの拡散層深さが誘電
体粒子（結晶粒子）の径に対して１０～３５％、好ましくは１５～３０％までの深さであ
ることを特徴とするものである。誘電体粒子（結晶粒子）の直径をＤとした場合、Ｚｒの
拡散領域は粒子の外部表層にシェル状に形成されているから、Ｚｒの拡散層深さをＴとし
た場合、Ｔ／Ｄ×１００＝１０～３５％となるように設定される。
【００５０】
　Ｔ／Ｄ×１００の値が、１０％未満となると、容量温度特性がＥＩＡ規格のＸ８Ｒ特性
（－５５～１５０℃、ΔＣ／Ｃ＝±１５％以内）を満たさなくなってしまう。さらに、格
段と優れた平均寿命が得られなくなってしまう。Ｔ／Ｄ×１００の値が、３５％を超えて
も同様な問題が生じてしまう。なお、上記の定義によるＴ／Ｄ×１００の値のＭＡＸ（最
大値）は５０％である。
【００５１】
　Ｚｒの拡散層深さを調整することのできるパラメータとしては、焼成温度、焼成時間、
主成分のＢａ／Ｔｉ比率、第５副成分であるＺｒ化合物の添加量、高分子分散剤の使用、
有機金属塩の使用による液相添加やコート粉の使用および仮焼き時間等種々のパラメータ
が挙げられる。特に、有機金属塩の使用による液相添加は、粒子の外周部に均一にシェル
状のＺｒ拡散層を形成させるという観点から有効である。
【００５２】
　Ｚｒの拡散層深さの求め方は、平均粒径を有する結晶粒子をピックアップしてその粒径
に対して粒の端から端まで一直線になるように透過型電子顕微鏡で線分析を行ない、その
後９０度ずらして同一粒径において、線分析を行いＺｒの拡散の深さを求めた。これをｎ
＝１０の粒子サンプル数で行い、平均値をＺｒの拡散層の深さとした。
【００５３】
　このような所定の深さのＺｒの拡散層を備える誘電体粒子の平均粒径は、誘電体層の厚
さに応じて例えば０．１～３．０μｍ程度とすればよいが、特に好ましくは０．２～０．
５５μｍの範囲、さらに好ましくは０．２～０．３５μｍの範囲に設定するのがよい。平
均粒径が０．２μｍ未満となると、誘電体層を薄層化したとき（例えば層間の厚さを３．
５μｍよりも小さくしたとき）や、素子本体を多層化したとき（例えば誘電体層の層数を
１００以上にしたとき）に、Ｘ８Ｒ特性を満たさなくなることがある。また、誘電体粒子
の平均粒径が０．５５μｍを超えると、容量の経時変化が大きくなる傾向がある。好まし
い範囲である０．２～０．３５μｍの粒径を用いた積層型セラミックコンデンサでは、そ
の容量温度特性がＥＩＡ規格のＸ８Ｒ特性を満足すると共に容量の経時変化が小さいとい
う上記の特性に加え、Ｔｃバイアス特性に優れるという効果を奏する。特に、誘電体粒子
の平均粒径を０．３５μｍ以下とすることにより、Ｔｃバイアス特性の優れた積層型セラ
ミックコンデンサを得ることができる。
【００５４】
　また、本発明においては、その誘電体粒子の最大粒径（Ｄ１００）と平均粒径（Ｄ５０
）との差である（Ｄ１００－Ｄ５０）の値が、０．１μｍ以下することが望ましい。
【００５５】
　本発明における誘電体層の厚さは、一層あたり、通常、４０μｍ以下、特に３０μｍ以
下とされる。厚さの下限は、通常、２μｍ程度である。本発明は、特に２～７μｍに薄層



(10) JP 4203452 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

化された誘電体層を有する積層セラミックコンデンサの容量温度特性の改善に有効である
。なお、誘電体層の積層数は、通常、２～３００程度とされる。
【００５６】
　本発明の積層型セラミックコンデンサは、８０℃以上、特に、１２５～１５０℃の環境
下で使用される機器用電子部品として用いて好適である。このような温度範囲において、
容量の温度特性がＥＩＡ規格のＸ８Ｒ特性（－５５～１５０℃、ΔＣ／Ｃ＝±１５％以内
）を満足し、加速試験における抵抗変化率が小さく（平均寿命が長く）、信頼性に優れる
積層型セラミックコンデンサとなる。
【００５７】
　内部電極層２３，２８の構成
　内部電極層に含有される導電材は特に限定されるものではないが、上述のごとく誘電体
層７の構成材料が耐還元性を有するために、卑金属を用いることができる。導電材として
用いる卑金属は、ＮｉまたはＮｉ合金が好ましい。Ｎｉ合金としては、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｃｏ
、Ａｌ、Ｗ等のグループから選択される１種以上とＮｉとの合金が好ましい。Ｎｉ合金中
のＮｉ含有量は９５重量％以上であることが好ましい。
【００５８】
　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％以下含有されてもよい。焼成前のペースト中に含
有される状態での平均粒子径は、０．４μｍ以下、特に、０．０１～０．２μｍとするこ
とが望ましい。より高度な薄層化を実現できるようにするためである。
【００５９】
　内部電極層（内部電極主要層）の厚みは、積層型セラミックコンデンサの用途等に応じ
て適宜設定することができ、例えば、０．５～５μｍ、特に０．５～２．５μｍ程度とす
ることができる。
【００６０】
　外部電極１１，１５の構成
　外部電極に含有される導電材は特に限定されるものではないが、本発明では、安価なＮ
ｉ，Ｃｕや、これらの合金を用いることができる。外部電極の厚さは用途に応じて適宜決
定することができる。通常、その厚さは、１０～５０μｍ程度とされる。
【００６１】
　また、外部電極には、導電材の焼結性を向上させること、積層体との接着性を確保する
ことを目的として、ガラスを含有させてもよい。
【００６２】
　積層型セラミックコンデンサの製造方法
　次に、本発明の積層型チップコンデンサの製造方法について説明する。
【００６３】
　まず最初に、ペーストを用いた通常の印刷法やシート法により、誘電体層と内部電極層
を交互に積層していき、素子本体の原型（積層体）を形成する。次いで、積層体の外部電
極側の両端面に外部電極を印刷、転写、貼り付け、またはディッピング等で形成する。し
かる後、焼成することにより積層型チップコンデンサを製造することができる。製造工程
ごとの詳細を以下（１）～（５）として順次説明する。
【００６４】
（１）チップ状積層体（素子本体）の作製
　いわゆる印刷法を用いる場合、誘電体層形成用ペーストおよび内部電極層形成用ペース
トが、ポリエチレンテレフタレート等の支持体上に順次、積層印刷される。このとき、第
１内部電極層１１および第２の内部電極層１５は、それぞれ図２や図３に示されるように
、誘電体層形成用ペーストの外枠に対して所定の形態が得られるように印刷される。誘電
体層と内部電極層とが順次積層印刷された後、このものは所定形状に切断されチップ化さ
れ、しかる後、支持体から剥離されてチップ状積層体（素子本体の原型）が形成される。
【００６５】
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　また、いわゆるシート法を用いる場合、誘電体層形成用ペーストを用いて誘電体のグリ
ーンシートが複数枚、形成される。それらのグリーンシートの上に内部電極層形成用ペー
ストが塗設され、図３に示されるようなシート体７３，７８が形成される。これらは順次
積層され、所定の加熱・加圧操作を経た後、所定形状に切断されてチップ状積層体（素子
本体の原型）が形成される。
【００６６】
　上記工程において、一般に使用されるペーストの組成例について以下に説明を加えてお
く。
【００６７】
　　＜誘電体層形成用ペースト＞
　誘電体層形成用ペーストとしては、誘電体原料と有機ビヒクルとを混練分散したものが
使用される。
【００６８】
　誘電体原料には、上記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。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、例えば、炭酸塩、蓚酸塩
、硝酸塩、水酸化物、有機金属化合物等から適宜選択して、混合して用いることができる
。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。
【００６９】
　誘電体原料の平均粒子径は、通常、平均粒子径０．１～５μｍ程度の粉末が使用される
。誘電体層形成用ペースト中の誘電体原料の含有量は、通常、３０～８０重量％程度とさ
れる。
【００７０】
　誘電体層形成用ペーストに使用される有機ビヒクルは、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と
メタクリル酸エステルとの共重合体、アクリル酸エステル系共重合体等の公知の樹脂バイ
ンダが使用される。また、バインダを溶解するための有機溶剤として、テルピネオール、
ブチルカルビトール、アセトン、トルエン等の有機溶剤が使用される。このようなバイン
ダや有機溶剤の誘電体層形成用ペースト中における含有量は特に制限はないが、通常、バ
インダは１～５重量％程度、有機溶剤は１０～５０重量％程度とされる。
【００７１】
　　＜内部電極層形成用ペースト＞
　内部電極層形成用ペーストは、上述の各種導電性金属や合金と、上記有機ビヒクルとを
混練分散して調製される。
【００７２】
（２）脱バインダ処理工程
　上記のようにして作製されたチップ状積層体は、焼成される前に、脱バインダ処理が施
されることが好ましい。この脱バインダ処理の条件は、使用した材料等を考慮して適宜設
定することができ、例えば、内部電極層の導電材にＮｉやＮｉ合金等の卑金属を用いる場
合、下記の条件で行うことが特に好ましい。
【００７３】
　　脱バインダ処理条件
　　　昇温速度　　：５～３００℃／時間、特に１０～１００℃／時間
　　　保持温度　　：１８０～４００℃、特に２００～３００℃
　　　温度保持時間：０．５～２４時間、特に５～２０時間
　　　雰囲気　　　：空気中
【００７４】
（３）焼成工程
　本発明におけるチップ状積層体の焼成時の雰囲気は、内部電極層ペースト中の導電材の
種類に応じて適宜決定すればよい。導電材として、ＮｉやＮｉ合金等の卑金属を用いる場
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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
前記１０-９Pa未満であると、内部電極層の導電材が異常焼結を起こし、内部電極層が途
切れてしまうことがある。また、酸素分圧が１０-４Paを超えると、内部電極が酸化して
しまう傾向がある。
【００７５】
　焼結時の保持温度は、１１００～１４００℃、好ましくは１２００～１３６０℃、より
好ましくは１２００～１３２０℃とされる。保持温度が１１００℃未満となると、緻密化
が不十分となる傾向が生じ、また、１４００℃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。
【００７６】
　さらに、昇温速度は、５０～５００℃／時間、特に２００～３００℃／時間とするのが
よい。温度保持時間は、０．５～８時間、特に、１～３時間とするのがよい。冷却速度は
、５０～５００℃／時間、特に、２００～３００℃／時間とするのがよい。なお、焼成雰
囲気は還元性雰囲気とすることが好ましい。雰囲気ガスとしては、例えば、Ｎ2とＨ2との
混合ガスを加湿して用いることが好ましい。
【００７７】
（４）アニール工程
　還元雰囲気で焼成した場合、焼成後の積層体には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、これにより絶縁抵抗の加速寿命を著し
く長くすることができる。
【００７８】
　アニール雰囲気の酸素分圧は、１０-3Ｐａ以上、特に１０-2～１０Ｐａとすることが好
ましい。酸素分圧が上記範囲未満であると、誘電体層の再酸化が困難であり、また、酸素
分圧が上記範囲を超えると、内部電極層の酸化が進行するおそれがある。
【００７９】
　アニールの保持温度は、１１００℃以下、特に５００～１１００℃とすることが好まし
い。保持温度が５００℃未満であると誘電体層の再酸化が不十分となり、絶縁抵抗の加速
寿命が短くなり、１１００℃を超えると内部電極層の酸化が進行し、静電容量が低下する
だけでなく、誘電体素地と反応し、加速寿命も短くなる。
【００８０】
　なお、アニール工程は昇温および降温だけから構成してもよい。この場合、温度保持時
間をとる必要はなく、保持温度は最高温度と同義である。また、温度保持時間は、０～２
０時間、特に２～１０時間が好ましい。雰囲気ガスにはＮ2と加湿したＨ2ガスを用いるこ
とが好ましい。
【００８１】
　なお、上述の脱バインダ処理、焼成、および、アニールの各工程において、Ｎ2、Ｈ2や
混合ガス等を加湿するには、例えば、ウエッター等を使用することができる。この場合の
水温は、５～７５℃程度が好ましい。
【００８２】
　脱バインダ処理、焼成、および、アニールの各工程は、連続して行っても、独立して行
ってもよい。これらの工程を連続して行う場合、脱バインダ処理後、冷却せずに雰囲気を
変更し、続いて２段階の焼成の保持温度まで順次昇温して焼成を行い、次いで、冷却し、
アニール工程での保持温度に達したときに雰囲気を変更してアニールを行うことが好まし
い。
【００８３】
　また、これらの工程を独立して行う場合、脱バインダ処理工程は、所定の保持温度まで
昇温し、所定時間保持した後、室温にまで降温する。その際、脱バインダ雰囲気は、連続
して行う場合と同様なものとする。さらに、アニール工程は、所定の保持温度にまで昇温
し、所定時間保持した後、室温にまで降温する。その際のアニール雰囲気は、連続して行
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う場合と同様とする。また、脱バインダ工程と、焼成工程とを連続して行い、アニール工
程だけを独立して行うようにしてもよく、あるいは、脱バインダ工程だけを独立して行い
、焼成工程とアニール工程を連続して行ってもよい。
【００８４】
（５）外部電極形成工程
　上記のように作製したチップ状積層体（素子本体の原型）の対向する両端面側に外部電
極形成用ペーストを印刷あるいは転写する。その後、焼成して、外部電極を形成する。ま
た、ディッピングにより塗布後、焼成して、形成することもできる。
【００８５】
　外部電極用ペーストの焼成条件は、例えば、Ｎ2とＨ2の混合ガス等の還元雰囲気中で６
００～８００℃にて１０分間～１時間程度とすることが好ましい。
【００８６】
　　＜外部電極形成用ペースト＞
　外部電極形成用ペーストとしては、導電材としてＰｄ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ｒｈ
、Ｒｕ、Ｉｒ等の金属の少なくとも１種、あるいは、これらの合金が使用され、上記の内
部電極層用ペーストと同様にして調製される。
【００８７】
　なお、上述の各種ペースト中には、必要に応じて各種分散剤、可塑剤、誘電体、絶縁体
等から選択された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。
【００８８】
　上述してきたように製造される本発明の積層型セラミックコンデンサは、必要に応じて
リード線が設けられ、ハンダ付け等によりプリント基板上等に実装され使用される。
【実施例】
【００８９】
　以下、具体的実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。
（実施例１）
　誘電体材料を作製するための出発原料として、それぞれの平均粒径が０．１～１．０μ
ｍに含まれる主成分原料（ＢａＴｉＯ3）、および第１副成分～第７副成分の原料を用意
した。
【００９０】
　第１副成分の原料としてＭｇＣＯ3を用い、
　第２副成分の原料として(Ｂａ0.6Ｃａ0.4)ＳｉＯ3を用い、
　第３副成分の原料としてＶ2Ｏ5を用い、
　第４副成分（Ｒ１）の原料としてＹｂ2Ｏ3を用い、
　第５副成分の原料としてＣａＺｒＯ3およびＣａとＺｒの有機金属塩を用いた。
　第６副成分（Ｒ２）の原料としてＹ2Ｏ3を用い、
　第７副成分の原料として、ＭｎＣＯ3を用いた。
【００９１】
　なお、第２副成分の原料である(Ｂａ0.6Ｃａ0.4)ＳｉＯ3は、ＢａＣＯ3、ＣａＣＯ3お
よびＳｉＯ2をボールミルに入れて１６時間湿式混合した後、これを乾燥し、１１５０℃
で空気中で焼成し、さらに、ボールミルに入れて１００時間湿式粉砕することにより製造
した。
【００９２】
　また、第５副成分の原料であるＣａＺｒＯ3は、ＣａＣＯ3およびＺｒＣＯ3をボールミ
ルに入れて１６時間湿式混合した後、これを乾燥し、１１５０℃で空気中で焼成し、さら
に、ボールミルに入れて２４時間湿式粉砕することにより製造した。
【００９３】
　なお、主成分であるＢａＴｉＯ3は、ＢａＣＯ3およびＴｉＯ2をそれぞれ秤量し、ボー
ルミルに入れて約１６時間湿式混合した後、これを乾燥し、１１００℃で空気中で焼成し
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、さらに、ボールミルに入れて１６時間湿式粉砕して作製したものを用いても同様の特性
が得られた。また、主成分であるＢａＴｉＯ3は、水熱合成粉、蓚酸塩法などによって作
製されたものを用いても同様の特性が得られた。
【００９４】
　これらの原料を、焼成後の組成が、主成分であるＢａＴｉＯ3の１００モルに対して、
第１副成分のＭｇＯが１．１モル、第２副成分の(Ｂａ0.6Ｃａ0.4)ＳｉＯ3が２．５モル
、第３副成分のＶ2Ｏ5を０．０６モル、第４副成分のＹｂ2Ｏ3が２．００モル、第５副成
分のＣａＺｒＯ3が２．００モル、第６副成分のＹ2Ｏ3が３．００モル、および第７副成
分のＭｎＯが０．３モルとなるように配合して、ボールミルに入れて約１６時間湿式混合
した後、これを乾燥させて誘電体材料とした。なお、主成分と副成分を混合する前に、副
成分のみを最初に混合分散させ、しかる後、主成分と副成分を混合処理した。
【００９５】
　このようにして得られた乾燥後の誘電体原料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、ミネラルスプリット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。なおＣａおよびＺｒの
有機金属塩は酢酸エチルに溶解させて添加した。またＺｒの拡散層深さの異なる種々のサ
ンプルを作製するためにCaZrO3と有機金属塩の割合を調節した。
【００９６】
　次いで、平均粒径０．４μｍのＮｉ粒子１００重量部と、有機ビヒクル（エチルセルロ
ース８重量部をブチルカルビトール９２重量部に溶解させたもの）４０重量部と、ブチル
カルビトール１０重量部とを３本ロールにより混練してペースト化し、内部電極層用のペ
ーストを得た。
【００９７】
　次いで、平均粒径０．５μｍのＣｕ粒子１００重量部と、有機ビヒクル（エチルセルロ
ース８重量部をブチルカルビトール９２重量部に溶解させたもの）３５重量部と、ブチル
カルビトール１０重量部とを３本ロールにより混練してペースト化し、外部電極層用のペ
ーストを得た。
【００９８】
　次いで、上記誘電体層用ペーストを用いてＰＥＴフィルム上に、厚さ４．５μｍのグリ
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、ＰＥＴフィルムから
グリーンシートを剥離した。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か
（内部電極層用ペーストを印刷していないグリーンシート）とを積層、圧着して、グリー
ンチップを得た。内部電極を有するシートの積層数は４層とした。
【００９９】
　次いで、グリーンチップを所定サイズに切断し、下記の要領で脱バインダ処理、焼成お
よびアニ－ルを行なって、積層セラミック焼成体を得た。
【０１００】
　すなわち、脱バインダ処理は、昇温時間１５℃／時間、保持温度２８０℃、保持時間８
時間、空気雰囲気の条件で行なった。
【０１０１】
　焼成に際し、昇温速度は２００℃／時間、保持温度は１２７０～１３２０℃、冷却速度
は３００℃／時間、焼成雰囲気は加湿したＮ2＋Ｈ2混合ガス雰囲気（酸素分圧は１０-11

気圧(１０-6Ｐａ)）の条件で行なった。
【０１０２】
　アニ－ルは、保持温度９００℃、温度保持時間９時間、冷却速度３００℃／時間、加湿
したＮ2ガス雰囲気（酸素分圧は１０-7気圧(１０-2Ｐａ)）の条件で行なった。なお、焼
成の際の雰囲気ガスの加湿には、水温を２０℃としたウェッターを用い、アニ－ルの際の
雰囲気ガスの加湿には、水温を３０℃としたウェッターを用いた。
【０１０３】
　次いで、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、外部電極用ペ
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分間焼成して外部電極を形成して積層型セラミックコンデンサのサンプルを得た。
【０１０４】
　このようにして得られた各サンプルのサイズは、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であり、誘電体層１層当たりの厚さは
３．５μｍであり、内部電極層の１層当たりの厚さは１．０μｍであった。また、得られ
た積層型セラミックコンデンサのサンプルは、還元雰囲気での焼成においても還元される
ことはなく、また、内部電極として使用したニッケルの酸化は見られなかった。
【０１０５】
　（各特性の評価方法と結果）
　作製された各積層型セラミックコンデンサのサンプルについて、（１）容量温度特性、
および（２）平均寿命を評価した。
【０１０６】
　（１）容量温度特性
　コンデンササンプルに対し、－５５～１５０℃の温度範囲で最も容量温度特性が悪くな
る１５０℃の温度環境下での静電容量の変化率（％）を測定することにより評価した。
　静電容量の測定にはＬＣＲメータを用い、周波数１ｋＨｚ、入力信号レベル１Ｖｒｍｓ
の条件下で測定した。測定結果に対しては、Ｘ８Ｒ特性（－５５～１５０℃、ΔＣ＝±１
５％以内）を満足するか否かで評価した。満足するものを「○」、満足しないものを「×
」表示した。
【０１０７】
　（２）平均寿命
　コンデンササンプルに対し、２００℃の温度条件下で、１０．０Ｖ／μｍの直流電圧を
印加する加速試験状態で、抵抗が１桁変化するまでの時間（ｈｒ）を測定した。測定対象
のサンプル個数は１０個とし、各サンプルに対し、抵抗が１桁変化するまでの時間（ｈｒ
）の平均値を求め、この値を平均寿命とした。
【０１０８】
　平均寿命１０時間（ｈｒ）以上の特性を有するサンプルが極めて優れた信頼性を有する
ものとして評価した。誘電体層の厚さが３．５μｍであるX8R特性を有する積層型セラミ
ックコンデンサにおいては、平均寿命１０時間（ｈｒ）以上という基準は、極めて厳しい
評価基準と言え、従来開示の技術では到底達成できないレベルであると言える。
【０１０９】
　これらの評価結果を下記表１に示した。
【０１１０】
　なお、Ｚｒ拡散層の深さは、透過型電子顕微鏡でＺｒの分布を測定することにより求め
た。表１に記載されているＺｒ拡散領域（％）の値は、平均粒径Ｄの結晶粒子におけるＺ
ｒの拡散層深さＴの割合、すなわち、（Ｔ／Ｄ×１００）の値を示している。
【０１１１】
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【表１】

【０１１２】
　以上の結果より、本発明の効果は明らかである。すなわち、本発明の積層型セラミック
コンデンサにおける誘電体層は、チタン酸バリウムを含む主成分と、ＭｇＯ、ＣａＯ、Ｂ
ａＯ、およびＳｒＯのグループから選択される少なくとも１種からなる第１副成分と、酸
化シリコンを主成分として含有する第２副成分と、Ｖ2Ｏ5、ＭｏＯ3およびＷＯ3のグルー
プから選択される少なくとも１種からなる第３副成分と、Ｓｃ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂおよび
Ｌｕのグループから選択される少なくとも１種の第１の希土類元素（Ｒ１）の酸化物から
なる第４副成分と、ＣａＺｒＯ3、またはＣａＯとＺｒＯ2の混合体（ＣａＯ＋ＺｒＯ2）
からなる第５副成分と、を有し、誘電体層を構成する結晶粒子にＺｒが拡散されており、
平均粒径の結晶粒子において、Ｚｒの拡散層深さが結晶粒子の径に対して１０～３５％ま
での深さであるように構成されているので、ＥＩＡ規格のＸ８Ｒ特性を満足するとともに
、加速試験における抵抗変化率が小さく（平均寿命が長く）、極めて高い信頼性が発現す
る。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本発明は、積層型セラミックコンデンサに関する産業に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】図１は、積層型セラミックコンデンサの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示される積層型セラミックコンデンサのＡ－Ａ線矢視断面図であ
る。
【図３】図３は、積層構造の形成過程を分かりやすく説明するための斜視図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　１…積層型セラミックコンデンサ
　２…素子本体
　７…誘電体層
　１１，１５…外部電極
　２３，２８…内部電極層
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