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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高温焼成時にスクィーズアウト（ｓｑｕｅｅｚ
ｅ　ｏｕｔ）される内部電極層に含まれるインヒビター
の粒径及び添加量を制御することにより、積層セラミッ
ク部品の容量を上昇させて信頼性に優れた部品を製造す
る。
【解決手段】内部電極層と誘電体層が交互に積層された
構造を有する積層セラミック部品であって、前記内部電
極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒ
ビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電
体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して３０％以
内の大きさを有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部電極層と誘電体層が交互に積層された構造を有する積層セラミック部品であって、
　前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒビターを含み、
　前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して
３０％以内の大きさを有する積層セラミック部品。
【請求項２】
　内部電極層と誘電体層が交互に積層された構造を有する積層セラミック部品であって、
　前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒビターを含み、
　前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して
３０％以内の大きさを有し、
　前記誘電体層の誘電体微粒子は層状構造を有することを特徴とする積層セラミック部品
。
【請求項３】
　内部電極層と誘電体層が交互に積層された構造を有する積層セラミック部品であって、
　前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒビターを含み、
　前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して
３０％以内の大きさを有し、
　前記誘電体層の誘電体微粒子は層状構造を有し、焼結前後の前記誘電体微粒子の粒径が
相違することを特徴とする積層セラミック部品。
【請求項４】
　焼結後の前記誘電体微粒子の粒径は焼結前の前記誘電体微粒子の粒径に対して１～１．
３倍以上大きい請求項３に記載の積層セラミック部品。
【請求項５】
　内部電極層と誘電体層が交互に積層された構造を積層セラミック部品であって、
　前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒビターを含み、
　前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して
３０％以内の大きさを有し、
　前記誘電体層の誘電体微粒子が層状構造を有し、
　前記層状構造を有する誘電体微粒子において、前記内部電極層と隣接する界面に位置し
た前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は前記内部電極層と隣接せず前
記誘電体微粒子同士が隣接する前記誘電体層の内部に位置した前記誘電体微粒子の平均粒
径Ｄ（ｉｎｎｅｒ）より大きいことを特徴とする積層セラミック部品。
【請求項６】
　前記Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）／前記Ｄ（ｉｎｎｅｒ）は１．２～２．２を満足するこ
とを特徴とする請求項５に記載の積層セラミック部品。
【請求項７】
　前記誘電体層の厚さは０．５μｍ以下である請求項１～６の何れか一項に記載の積層セ
ラミック部品。
【請求項８】
　前記誘電体微粒子の平均粒径は０．１５μｍ以下である請求項２～６の何れか一項に記
載の積層セラミック部品。
【請求項９】
　前記誘電体層は３～７層の層状構造を有する請求項２～６の何れか一項に記載の積層セ
ラミック部品。
【請求項１０】
　前記誘電体微粒子は球形以外の他の形状で互いに隣接している請求項２～６の何れか一
項に記載の積層セラミック部品。
【請求項１１】
　前記内部電極層は０．１～０．５μｍの厚さを有する請求項１～１０の何れか一項に記
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載の積層セラミック部品。
【請求項１２】
　前記内部電極層はニッケル（Ｎｉ）または銅（Ｃｕ）からなる請求項１～１１の何れか
一項に記載の積層セラミック部品。
【請求項１３】
　前記インヒビターはチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）と金属酸化物を含む請求項１～
１２の何れか一項に記載の積層セラミック部品。
【請求項１４】
　前記金属酸化物の金属は、Ｙ３＋、Ｌａ３＋、Ｃｅ３＋、Ｐｒ３＋、Ｎｄ３＋、Ｓｍ３

＋、Ｅｕ３＋、Ｇｄ３＋、Ｔｂ３＋、Ｄｙ３＋、Ｈｏ３＋、Ｅｒ３＋、Ｔｍ３＋、Ｙｂ３

＋、及びＬｕ３＋からなる群から選択される１種以上のランタン族希土類元素である請求
項１３に記載の積層セラミック部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容量特性に優れ、信頼性の高い積層セラミック部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　積層セラミックコンデンサ（Ｍｕｌｔｉｌａｙｅｒ　ｃｅｒａｍｉｃ　ｃｏｎｄｅｎｓ
ｅｒ；ＭＬＣＣ）は、成形された誘電体層シート上に伝導性ペーストをスクリーン、グラ
ビアまたはその他の方式で印刷して電極層を形成し、内部電極層を印刷し、前記内部電極
層が印刷されたシートを積層して製造される。
【０００３】
　この際使用される伝導性ペーストは、主にニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）などの金属粉
末とセラミック粉末（インヒビター）などの無機物及び分散剤、樹脂、添加剤、溶剤など
の有機物からなる。
【０００４】
　通常、内部電極ペーストに使用される前記Ｎｉ、Ｃｕなどの金属粉末は誘電体層に使用
されるセラミック粉末に比べて融点が低いため、焼結収縮が開始される温度が低い。従っ
て、セラミック粉末などをインヒビターとして添加し、収縮開始温度が誘電体と最大限に
類似するように高温に移動させ、内部電極層が焼成される過程でインヒビターとして使用
されたセラミック粉末は誘電体層に吸収され、最終的には誘電特性に影響を与えるため、
誘電体層と同一または類似した組成で設計される。通常、誘電体層の成分と同一のチタン
酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）をインヒビターの主成分として使用し、焼結開始温度をより
増加させるために各種酸化物系の副成分を使用する。
【０００５】
　ＭＬＣＣの製作において内部電極は次の過程で焼結される。
【０００６】
　（１）８００～１０００℃で金属粉末が収縮しながらインヒビターが放出される段階、
（２）１０００～１１００℃で誘電体層が収縮しながら内部電極層が連結される段階、（
３）１１００℃以上で誘電体層の密度が高くなり、内部電極層が凝集する段階である。従
って、焼結温度が高いほど電極の破損が増加し、薄層化のために微粒の金属粉末を使用す
るほど電極の破損はさらに増加する。
【０００７】
　近年、電子製品の小型化及び多機能化に伴い、前記電子製品に内蔵されるＭＬＣＣも小
型化及び高容量化が要求される。ＭＬＣＣの小型化及び高容量化のために、セラミック本
体内の内部電極層の間に介在される誘電体層の厚さを減少させたり、内部電極層の積層数
を増加させる方法を利用する。しかし、誘電体層の厚さを減少させるとＭＬＣＣの信頼性
が低下される傾向があるため限界がある。
【０００８】
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　従って、容量を増大すると共に信頼性を維持できる積層セラミック部品の開発が必要で
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－０８６４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、内部電極層に添加されるインヒビターの含量または粒径を調節するこ
とにより高い信頼性を維持し、容量を極大化することができる様々な構造を有する積層セ
ラミック部品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１実施形態による積層セラミック部品は、内部電極層と誘電体層が交互に積
層された構造を有し、前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒ
ビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均
粒径に対して３０％以内の大きさを有することができる。
【００１２】
　また、本発明の第２実施形態による積層セラミック部品は、内部電極層と誘電体層が交
互に積層された構造を有し、前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％の
インヒビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材
の平均粒径に対して３０％以内の大きさを有し、前記誘電体層の誘電体微粒子は層状構造
を有することができる。
【００１３】
　また、本発明の第３実施形態による積層セラミック部品は、内部電極層と誘電体層が交
互に積層された構造を有し、前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％の
インヒビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材
の平均粒径に対して３０％以内の大きさを有し、前記誘電体層の誘電体微粒子は層状構造
を有し、焼結前後の前記誘電体微粒子の粒径が相違することを特徴とする。
【００１４】
　前記焼結後の誘電体微粒子の粒径は焼結前の誘電体微粒子の粒径に対して１～１．３倍
以上大きいことができる。
【００１５】
　また、本発明の第４実施形態による積層セラミック部品は、内部電極層と誘電体層が交
互に積層された構造を有し、前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％の
インヒビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材
の平均粒径に対して３０％以内の大きさを有し、前記誘電体層の誘電体微粒子が層状構造
を有し、前記層状構造を有する誘電体微粒子において、内部電極と隣接する界面に位置し
た前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は内部電極と隣接せず誘電体微
粒子同士が隣接する誘電体層の内部に位置した前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｎｅ
ｒ）より大きいことを特徴とする。
【００１６】
　前記第４実施形態において、Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）／Ｄ（ｉｎｎｅｒ）は１．２～
２．２を満足することができる。
【００１７】
　前記第２～４実施形態において、前記誘電体層の厚さは０．５μｍ以下であることが好
ましい。
【００１８】
　また、前記第２～４実施形態において、前記誘電体微粒子の平均粒径は０．１５μｍ以
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下であることが好ましい。
【００１９】
　また、前記第２～４実施形態において、前記誘電体微粒子は球形以外の他の形状で互い
に隣接していることができる。
【００２０】
　また、前記第２～４実施形態において、前記誘電体層は３～７層の層状構造を有するこ
とが好ましい。
【００２１】
　また、前記第１～４実施形態において、前記内部電極層は０．１～０．５μｍの厚さを
有することが好ましい。
【００２２】
　また、前記第１～４実施形態において、前記内部電極はニッケル（Ｎｉ）または銅（Ｃ
ｕ）からなることが好ましい。
【００２３】
　前記第１～４実施形態において、前記インヒビターはチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３

）と金属酸化物を含むことができる。
【００２４】
　前記金属酸化物の金属は、Ｙ３＋、Ｌａ３＋、Ｃｅ３＋、Ｐｒ３＋、Ｎｄ３＋、Ｓｍ３

＋、Ｅｕ３＋、Ｇｄ３＋、Ｔｂ３＋、Ｄｙ３＋、Ｈｏ３＋、Ｅｒ３＋、Ｔｍ３＋、Ｙｂ３

＋、及びＬｕ３＋からなる群から選択される１種以上のランタン族希土類元素であること
ができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の一実施形態によると、高温で焼成する時にスクィーズアウト（ｓｑｕｅｅｚｅ
　ｏｕｔ）される内部電極層に含まれるインヒビターの粒径及び添加量を制御することに
より積層セラミック部品の容量を上昇させることができる。
【００２６】
　また、本発明の他の実施形態によると、積層セラミック部品の誘電体層が０．５μｍ以
下の微細な厚さでも前記誘電体層に含まれる誘電体微粒子が層状構造、好ましくは３～７
層の構造を有し、前記積層セラミック部品の信頼性を向上させることができる。
【００２７】
　また、本発明のまた他の実施形態によると、積層セラミック部品の電気的特性に大きく
影響を及ぼす誘電体層の誘電体微粒子の粒径を焼結前に比べて１．３倍以上大きく調節し
、積層セラミック部品の信頼性を維持し、容量を極大化することができる。
【００２８】
　また、本発明のさらに他の実施形態によると、誘電体微粒子が層状構造を有する誘電体
層において、誘電体層と内部電極層が隣接する界面での誘電体微粒子の粒径が誘電体微粒
子同士が隣接する誘電体層の内部での誘電体微粒子の粒径より大きくなるように調節する
ことで、積層セラミック部品の信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１実施形態による積層セラミック部品断面の一部の構造を示す図面で
ある。
【図２】本発明の第２実施形態による積層セラミック部品の一部の構造を示す図面である
。
【図３】本発明の第４実施形態による積層セラミック部品の一部の構造を示す図面である
。
【図４】本発明の実施例による積層セラミック部品での誘電体層の誘電体微粒子の構造を
示す図面である。
【発明を実施するための形態】



(6) JP 2013-236084 A 2013.11.21

10

20

30

40

50

【００３０】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
【００３１】
　本明細書で用いられる用語は、特定の実施形態を説明するために用いられ、本発明を限
定しようとするものではない。本明細書に用いられたように、単数型は文脈上異なる場合
を明白に指摘するものでない限り、複数型を含むことができる。また、本明細書で用いら
れる「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」及び／または「含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）
」は言及された形状、数字、段階、動作、部材、要素、及び／またはこれらの組み合わせ
が存在することを特定するものであり、一つ以上の他の形状、数字、段階、動作、部材、
要素、及び／またはこれらの組み合わせの存在または付加を排除するものではない。
【００３２】
　本発明は、高容量、高信頼性を有する積層セラミック部品に関する。
【００３３】
　図１は積層型電子部品であるＭＬＣＣの製作における一般的なインヒビターの機能を示
すものである。これを参照すると、誘電体層１１０ａ、１１０ｂの間に内部電極層１２０
が形成された誘電体シートを焼結すると、前記内部電極層１２０に含まれたインヒビター
１２１が内部電極層１２０の金属粉末として使用された金属ニッケル粉末１２２の収縮開
始を抑剤し、インヒビターとしての機能を行う。
【００３４】
　（２）その後、７００～９００℃で前記金属ニッケル粉末１２２の収縮が開始されると
ともに、前記金属ニッケル粉末１２２のネッキング（ｎｅｃｋｉｎｇ）が開始され、金属
ニッケル粉末１２２同士、またインヒビター１２１同士が凝集する状態を経る。
【００３５】
　（３）最後に、９００℃以上ではインヒビター１２１が前記内部電極層１２０から放出
されると共に誘電体層１１０ａ、１１０ｂに移動して吸収されたり、または別のインヒビ
ター蓄積層１３０が生成される場合もある。前記誘電体層１１０ａ、１１０ｂは焼結が開
始され、内部電極層１２０から流入されたインヒビターと反応する。従って、インヒビタ
ーの組成が誘電体層の特性に影響を与える。
【００３６】
　本発明の第１実施形態による積層セラミック部品は、内部電極層と誘電体層が交互に積
層された構造において、前記内部電極層に金属粉末と前記金属粉末の重量に対して３～１
２重量％のインヒビターとを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれ
る誘電体母材の平均粒径に対して３０％以内の大きさを有することを特徴とする。
【００３７】
　本発明の明細書全体で使用される「インヒビター」は、前記内部電極層において金属粉
末とともに使用され、前記金属粉末の焼成温度を遅らせる機能をする物質を意味する。
【００３８】
　第１実施形態では内部電極層の焼結を遅延するために、含まれるインヒビターの含量と
粒径を調節して積層セラミック部品の容量を極大化することを目的とする。
【００３９】
　前記内部電極層は、内部電極として使用される金属粉末及び焼結抑剤剤としてのインヒ
ビターを含み、前記インヒビターは金属粉末の重量に対して３～１２重量％の含量で含ま
れることが好ましい。前記インヒビターの含量が金属粉末の重量に対して３重量％未満の
場合には容量増大の効果が十分でなく、また、１２重量％を超える場合には焼結時に前記
インヒビターが誘電体層に流入し、誘電体層の厚さを過度に成長させ、むしろ容量を減少
させる可能性があるため好ましくない。
【００４０】
　また、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に
対して３０％以内、好ましくは１０～２５％の大きさを有する。
【００４１】
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　前記インヒビターの平均粒径が前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して
３０％を超える大きさを有する場合、微量の添加量では内部電極の焼結／収縮を制御でき
ないという問題があり、信頼性を低下させるため好ましくない。
【００４２】
　通常、インヒビターは、誘電体層を構成するチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）と同一
の成分を使用し、内部電極層では金属粉末の収縮開始温度を最大限に高温に移動させる機
能をし、前記内部電極が焼成される過程で誘電体層に吸収されるようにする。
【００４３】
　本発明のインヒビターもまた誘電体層と同一の材料であるチタン酸バリウム（ＢａＴｉ
Ｏ３）を主成分として使用し、金属酸化物を副成分として混合して使用する。前記金属酸
化物の金属は、Ｙ３＋、Ｌａ３＋、Ｃｅ３＋、Ｐｒ３＋、Ｎｄ３＋、Ｓｍ３＋、Ｅｕ３＋

、Ｇｄ３＋、Ｔｂ３＋、Ｄｙ３＋、Ｈｏ３＋、Ｅｒ３＋、Ｔｍ３＋、Ｙｂ３＋、及びＬｕ
３＋からなる群から選択される１種以上のランタン族希土類元素であることができる。
【００４４】
　但し、前記誘電体層に使用される誘電体母材の平均粒径とは異なるように調節すること
で容量特性を改善することができる。従って、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体
層に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して３０％以内の平均粒径を有するインヒビター
を使用することが好ましい。
【００４５】
　前記内部電極層の金属粉末はニッケル（Ｎｉ）または銅（Ｃｕ）を使用することが好ま
しく、前記内部電極層は０．１～０．５μｍの厚さを有することが好ましい。
【００４６】
　また、本発明の第２実施形態による積層セラミック部品は、図２に示すように、内部電
極層１２０ａ、１２０ｂと誘電体層１１０が交互に積層された構造を有し、前記内部電極
層１２０ａ、１２０ｂは金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒビターを含み、
前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層１１０に含まれる誘電体母材の平均粒径に対
して３０％以内の大きさを有し、前記誘電体層１１０の誘電体微粒子１１１が層状構造を
有することを特徴とする。
【００４７】
　本発明の第２実施形態によると、図２でのようにインヒビターの含量と粒径を調節して
誘電体層１１０を構成する誘電体微粒子１１１が層状構造を有することを特徴とする。
【００４８】
　前記第２実施形態において、前記誘電体層１１０は０．５μｍ以下の薄い厚さを有する
。万が一、前記誘電体層１１０の厚さが０．５μｍを超え誘電体層が厚い場合には複数層
を形成できることは自明である。従って、本発明は薄い誘電体層１１０を有しながらも、
これを構成する誘電体微粒子１１１が多層の層状構造を形成することを目的とする。本発
明の誘電体層１１０は、図２のように、前記誘電体微粒子１１１が２層以上、好ましくは
３～７層の構造を有して形成されることが分かる。前記誘電体微粒子１１１は多層の層状
構造を形成することで、積層セラミック部品の信頼性を向上させる効果を有する。
【００４９】
　また、図２のように、前記誘電体層１１０を構成する前記誘電体微粒子１１１は、球形
以外の他の形態、例えば、多角形、菱形、長方形、正方形、三角形、四角形などの形態を
有し、互いに隣接することができる。前記誘電体微粒子１１１の形態は丸い形態の球形以
外の何れのものを用いても良い。
【００５０】
　前記誘電体層１１０を構成する誘電体微粒子１１１の平均粒径は０．１５μｍ以下であ
ることが好ましく、前記誘電体微粒子１１１の平均粒径が０．１５μｍを超える場合、積
層セラミック部品のチップの絶縁破壊電圧（ＢＤＶ；ｂｒｅａｋｄｏｗｎ　ｖｏｌｔａｇ
ｅ）を増加させるために厚い誘電体層を形成する必要があり、超高容量チップ製作におい
て困難があるため好ましくない。
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【００５１】
　このような誘電体層１１０の構造的な特徴は、前記内部電極層に使用されるインヒビタ
ーの含量と粒径を適切に調節することにより達成される効果である。従って、前記内部電
極層１２０ａ、１２０ｂは金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒビターを含み
、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層１１０に含まれる誘電体母材の平均粒径に
対して３０％以内の大きさを有する。
【００５２】
　従って、本発明によるインヒビターが金属粉末の重量に対して３重量％未満の場合には
前記のような多層構造を有するために十分でなく、また、１２重量％を超える場合には誘
電体層と内部電極層の界面に位置した誘電体微粒子が過度に成長したり、または厚い誘電
体層を形成して信頼性が低下し、容量が低下するなどチップ特性の具現において問題があ
るため好ましくない。
【００５３】
　また、前記インヒビターの平均粒径が前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に
対して３０％を超える大きさを有する場合、インヒビター含量が少量であり電極の収縮を
制御することができず、高信頼性を具現することが難しいため好ましくない。
【００５４】
　本発明の第２実施形態による誘電体層を構成する誘電体の成分は前記第１実施形態のよ
うにチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）が好ましく、前記内部電極層の金属粉末はニッケ
ル（Ｎｉ）または銅（Ｃｕ）を使用することが好ましく、前記内部電極層は０．１～０．
５μｍの厚さを有することが好ましい。
【００５５】
　また、前記インヒビターはチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）を主成分として使用し、
金属酸化物を副成分として混合して使用する。前記金属酸化物の金属は、Ｙ３＋、Ｌａ３

＋、Ｃｅ３＋、Ｐｒ３＋、Ｎｄ３＋、Ｓｍ３＋、Ｅｕ３＋、Ｇｄ３＋、Ｔｂ３＋、Ｄｙ３

＋、Ｈｏ３＋、Ｅｒ３＋、Ｔｍ３＋、Ｙｂ３＋、及びＬｕ３＋からなる群から選択される
１種以上のランタン族希土類元素であることができる。
【００５６】
　また、本発明の第３実施形態による積層セラミック部品は内部電極層と誘電体層が交互
に積層された構造を有し、前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％のイ
ンヒビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層に含まれる誘電体母材の
平均粒径に対して３０％以内の大きさを有し、前記誘電体層の誘電体微粒子は層状構造を
有し、焼結前後の前記誘電体微粒子の粒径が相違することを特徴とする。
【００５７】
　本発明の第３実施形態によると、インヒビターの含量と粒径を調節して誘電体層を構成
する誘電体微粒子は多層、例えば、２層以上、好ましくは３～７層の層状構造を有するが
、焼結後には前記誘電体微粒子が焼結前より大きく形成されることを特徴とする。
【００５８】
　本発明の第３実施形態でも誘電体層は０．５μｍ以下の薄い厚さを有すると共に、これ
を構成する誘電体微粒子は多層の層状構造を形成することができる。前記誘電体微粒子が
多層の層状構造を形成することにより積層セラミック部品の信頼性（ＢＤＶ、加速寿命な
ど）を向上させる効果を有する。
【００５９】
　特に、本発明の誘電体層は、焼結前に比べて焼結後に前記誘電体微粒子の粒径がさらに
大きくなったことを特徴とする。このような効果は前記内部電極層に含まれるインヒビタ
ーの含量と粒径を適切に調節することで達成されることができ、具体的には前記内部電極
層に含まれるインヒビターが前記内部電極の焼結時に誘電体層にスクィーズアウト（ｓｑ
ｕｅｅｚｅ　ｏｕｔ）され、前記焼結駆動力の高いインヒビターが前記誘電体層に吸収さ
れて前記誘電体微粒子の粒径を増加させたものである。
【００６０】
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　具体的には、前記焼結後の誘電体微粒子の粒径は焼結前の誘電体微粒子の粒径に対して
１～１．３倍以上大きいことができる。このように焼結後の誘電体層の誘電体微粒子の粒
径が増加することで積層セラミック部品の信頼性を維持し、容量を極大化させる効果を有
する。
【００６１】
　また、第３実施形態による前記誘電体を構成する前記誘電体微粒子は球形以外の他の形
態、例えば、多角形、菱形、長方形、正方形、三角形、四角形などの形態を有し、互いに
隣接することができる。前記誘電体微粒子１１１の形態は丸い形態の球形以外の何れのも
のを用いても良い。
【００６２】
　前記誘電体層を構成する誘電体微粒子の平均粒径は０．１５μｍ以下であることが好ま
しく、前記誘電体微粒子の平均粒径が０．１５μｍを超える場合、積層型セラミック部品
のチップのＢＤＶを増加させるために厚い誘電体層を形成する必要があり、超高容量チッ
プの製作において困難があるため好ましくない。
【００６３】
　従って、第３実施形態による前記内部電極層は金属粉末の重量に対して３～１２重量％
のインヒビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層１１０に含まれる誘
電体母材の平均粒径に対して３０％以内の大きさを有する。
【００６４】
　従って、本発明によるインヒビターが金属粉末の重量に対して３重量％未満の場合には
前記のような多層構造を有し、誘電体微粒子の粒径を増加させるためには十分でなく、ま
た、１２重量％を超える場合には誘電体層と内部電極層の界面に位置した誘電体微粒子が
過度に成長したり、または厚い誘電体層を形成して信頼性が低下し、容量が低下するなど
チップ特性の具現において問題があるため好ましくない。
【００６５】
　また、前記インヒビターの平均粒径が前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に
対して３０％を超える場合、インヒビター含量が少量であり電極の収縮を制御することが
できず、高信頼性を具現することが難しい。
【００６６】
　本発明の第３実施形態による誘電体層を構成する誘電体の成分は、前記第１実施形態の
ようにチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）が好ましく、前記内部電極層の金属粉末はニッ
ケル（Ｎｉ）または銅（Ｃｕ）を使用することが好ましく、前記内部電極層は０．１～０
．５μｍの厚さを有することが好ましい。
【００６７】
　また、前記インヒビターはチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）を主成分として使用し、
金属酸化物を副成分として混合して使用する。前記金属酸化物の金属は、Ｙ３＋、Ｌａ３

＋、Ｃｅ３＋、Ｐｒ３＋、Ｎｄ３＋、Ｓｍ３＋、Ｅｕ３＋、Ｇｄ３＋、Ｔｂ３＋、Ｄｙ３

＋、Ｈｏ３＋、Ｅｒ３＋、Ｔｍ３＋、Ｙｂ３＋、及びＬｕ３＋からなる群から選択される
１種以上のランタン族希土類元素であることができる。
【００６８】
　また、本発明の第４実施形態による積層セラミック部品は、図３に示したように、内部
電極層１２０ａ、１２０ｂと誘電体層１１０が交互に積層された構造を有し、前記内部電
極層１２０ａ、１２０ｂは金属粉末の重量に対して３～１２重量％のインヒビターを含み
、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層１１０に含まれる誘電体母材の平均粒径に
対して３０％以内の大きさを有し、前記誘電体層１１０の誘電体微粒子１１１は層状構造
を有し、前記層状構造を有する誘電体微粒子１１１において、内部電極と隣接する界面に
位置した前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は内部電極と隣接せず誘
電体微粒子同士が隣接する誘電体層の内部に位置した前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉ
ｎｎｅｒ）より大きいことを特徴とする。
【００６９】
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　本発明の第４実施形態によると、図３のようにインヒビターの含量と粒径を調節して誘
電体層１１０を構成する誘電体微粒子１１１が多層の層状構造を有するが、前記層状構造
を有する誘電体微粒子１１１において、内部電極と隣接する界面に位置した前記誘電体微
粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は内部電極と隣接せず誘電体微粒子同士が隣接
する誘電体層の内部に位置した前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｎｅｒ）より大きく
形成されることを特徴とする。
【００７０】
　本発明の第４実施形態でも誘電体層１１０は０．５μｍ以下の薄い厚さを有すると共に
、これを構成する誘電体微粒子１１１は多層、例えば２層以上、好ましくは３～７層の層
状構造を形成することができる。前記誘電体微粒子１１１が多層の層状構造を形成するこ
とにより積層セラミック部品の信頼性を向上させる効果を有する。
【００７１】
　特に、本発明の第４実施形態による誘電体層１１０は、図３のように、誘電体層１１０
を構成する誘電体微粒子１１１において、内部電極と隣接する界面に位置した前記誘電体
微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は内部電極と隣接せず誘電体微粒子同士が隣
接する誘電体層の内部に位置した前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｎｅｒ）より大き
いことが分かる。前記Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）／Ｄ（ｉｎｎｅｒ）が１．２～２．２を
満足する範囲で前記誘電体微粒子１１１が形成されることが好ましい。前記Ｄ（ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ）／Ｄ（ｉｎｎｅｒ）が１．２未満の場合には高容量のチップの製作が不利で
あり、また、前記Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）／Ｄ（ｉｎｎｅｒ）が２．２を超える場合に
は信頼性が低下する問題があるため好ましくない。
【００７２】
　本発明の前記誘電体層１１０を構成する誘電体微粒子１１１の平均粒径は０．１５μｍ
以下であることが好ましく、前記誘電体微粒子の平均粒径が０．１５μｍを超える場合、
積層型セラミック部品のチップのＢＤＶを増加させるために厚い誘電体層を形成する必要
があり、超高容量チップ製作において困難があるため好ましくない。
【００７３】
　また、図３のように、前記誘電体層１１０を構成する前記誘電体微粒子１１１は球形以
外の他の形態、例えば、多角形、菱形、長方形、正方形、三角形、四角形などの形態を有
し、互いに隣接することができる。前記誘電体微粒子１１１の形態は丸い形態の球形以外
の何れのものを用いても良い。
【００７４】
　このような本発明の第４実施形態において、前記誘電体層１１０で界面での誘電体微粒
子（Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ））と内部での誘電体微粒子（Ｄ（ｉｎｎｅｒ））の大きさ
を相違するように調節できることは前記内部電極層１２０ａ、１２０ｂに含まれるインヒ
ビターの含量と粒径を適切に調節したためである。
【００７５】
　従って、第４実施形態による前記内部電極層１２０ａ、１２０ｂは金属粉末の重量に対
して３～１２重量％のインヒビターを含み、前記インヒビターの平均粒径は前記誘電体層
１１０に含まれる誘電体母材の平均粒径に対して３０％以内の大きさを有する。
【００７６】
　従って、本発明によるインヒビターが金属粉末の重量に対して３重量％未満の場合には
前記のような多層構造を有し、Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）／Ｄ（ｉｎｎｅｒ）が１．２～
２．２を満足する範囲に前記誘電体微粒子の粒径を調節するためには十分でなく、また、
１２重量％を超えて過量を添加する場合、誘電体層と内部電極層の界面に位置した誘電体
微粒子の過度な成長及び厚い誘電体層形成によって信頼性が低下し、容量が低下するなど
積層型セラミック部品のチップ特性具現において問題があるため好ましくない。
【００７７】
　また、前記インヒビターの平均粒径が前記誘電体層に含まれる誘電体母材の平均粒径に
対して３０％を超える大きさを有する場合、インヒビター含量が少量であり電極の収縮を



(11) JP 2013-236084 A 2013.11.21

10

20

30

制御することができず、高信頼性を具現することが難しく、大きい粒径を有するインヒビ
ターを使用する場合、焼結駆動力が低下し、微粒のインヒビターに比べて母材微粒子の成
長を十分に促進できず、容量具現において困難がある。
【００７８】
　本発明の第４実施形態による誘電体層を構成する誘電体の成分は前記第１実施形態のよ
うにチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）が好ましく、前記内部電極層の金属粉末はニッケ
ル（Ｎｉ）または銅（Ｃｕ）を使用することが好ましく、前記内部電極層は０．１～０．
５μｍの厚さを有することが好ましい。
【００７９】
　また、前記インヒビターはチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）を主成分として使用し、
金属酸化物を副成分として混合して使用する。前記金属酸化物の金属は、Ｙ３＋、Ｌａ３

＋、Ｃｅ３＋、Ｐｒ３＋、Ｎｄ３＋、Ｓｍ３＋、Ｅｕ３＋、Ｇｄ３＋、Ｔｂ３＋、Ｄｙ３

＋、Ｈｏ３＋、Ｅｒ３＋、Ｔｍ３＋、Ｙｂ３＋、及びＬｕ３＋からなる群から選択される
１種以上のランタン族希土類元素であることができる。
【００８０】
　以下、本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。以下の実施例は本発明を例示するた
めのものに過ぎず、本発明の範囲がこれら実施例によって制限されると解釈してはならな
い。また、以下の実施例では特定化合物を利用して例示しているが、これらの均等物を使
用する場合においても同等／類似した程度の効果を発揮することができることは当業者に
とって自明である。
【００８１】
　［実施例及び比較例］
　表１のように各組成、粒径及び含量を変化させながら、積層型電子部品（ＭＬＣＣ）を
製造した。内部電極層の金属粉末はニッケル金属を使用し、インヒビターはチタン酸バリ
ウムを主成分とし、金属酸化物を副成分として含み、超高容量ＭＬＣＣ（誘電体厚さ０．
５μｍ以下、内部電極０．３μｍ）を製造した。
【００８２】
　また、前記製造された超高容量ＭＬＣＣの容量及び信頼性をＢＤＶ（ｂｒｅａｋｄｏｗ
ｎ　ｖｏｌｔａｇｅ）加速寿命で測定し、その結果を以下の表１に示す。
【００８３】
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【表１】

【００８４】
　前記表１の結果のように、内部電極層に含まれるインヒビターは平均粒径が誘電体層に
含まれる誘電体母材の平均粒径に対して３０％以内のものを使用し、インヒビターの添加
量をニッケル金属粉末の重量に対して３～１２重量％に含む場合、誘電体層と内部電極層
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の界面でスクィーズアウト（ｓｑｕｅｅｚｅ　ｏｕｔ）されたインヒビターの高い焼結駆
動力による誘電体層の誘電体微粒子の成長により容量と信頼性に優れることが分かる。
【００８５】
　また、使用されたインヒビターの粒径及び含量に応じてＭＬＣＣチップの容量及び信頼
性を確認した結果、インヒビターの粒径が小さいほど容量上昇効果が著しく現われた。し
かし、インヒビターの含量がニッケル金属粉末の重量に対して１２重量％を超える場合、
誘電体層の厚さが過度に成長し、むしろ容量が減少する結果が生じた。また、インヒビタ
ーの含量が高いほど高い信頼性が観察され、これは小さい粒径を有するインヒビターにお
いてさらに著しく現われる。
【００８６】
　また、本発明によって製造された超高容量ＭＬＣＣの誘電体層をＦＥ－ＳＥＭを利用し
て測定した図４の結果を参照すると、誘電体層で誘電体微粒子が３～７層の多層の層状構
造を形成したことが確認できる。誘電体層を構成する誘電体微粒子で内部電極と隣接する
界面に位置した前記誘電体微粒子の平均粒径Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は内部電極と隣接
せず誘電体微粒子同士が隣接する誘電体層の内部に位置した前記誘電体微粒子の平均粒径
Ｄ（ｉｎｎｅｒ）より大きいことが分かる。
【００８７】
　また、図４のように、前記超高容量ＭＬＣＣの誘電体層を構成する前記誘電体微粒子は
、球形以外の様々な他の形態で互いに隣接していることが確認できる。
【符号の説明】
【００８８】
　１２０ａ、１２０ｂ、１２０　内部電極層
　１１０ａ、１１０ｂ、１１０　誘電体層
　１２２　金属粉末（Ｎｉ）
　１２１　インヒビター
　１１１　誘電体微粒子
　Ｄ（ｉｎｎｅｒ）　誘電体層の内部に位置し、誘電体微粒子同士が隣接する誘電体微粒
子
　Ｄ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）　誘電体層と内部電極層の界面に位置する誘電体微粒子
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【図３】
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