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(57)【要約】
【課題】ＡＣ電界に対する室温及び１００℃近傍の比誘
電率の変化が小さく、ＤＣ電界印加による比誘電率の減
少率の小さい誘電体磁器を提供する。
【解決手段】誘電体セラミックスからなる誘電体磁器で
あって、前記誘電体セラミック結晶のｃ軸及びａ軸の格
子定数比ｃ／ａが１．００４以上であり、比誘電率の最
大温度が、０．１５Ｖ／μｍ以下の測定交流電界におい
て６０〜１２５℃、且つ０．１５Ｖ／μｍより大きい測
定交流電界において６０℃未満であることを特徴とする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
誘電体セラミックスからなる誘電体磁器であって、前記誘電体セラミック結晶のｃ軸及び
ａ軸の格子定数比ｃ／ａが１．００４以上であり、比誘電率の最大温度が、０．１５Ｖ／
μｍ以下の測定交流電界において６０〜１２５℃、且つ０．１５Ｖ／μｍより大きい測定
交流電界において６０℃未満であることを特徴とする誘電体磁器。
【請求項２】
前記誘電体セラミック結晶が、金属元素として少なくともＭｇ、希土類元素、Ｂａ、及び
Ｔｉを含有するペロブスカイト型酸化物結晶からなり、該誘電体セラミック結晶の中心よ
りも表面にＭｇ及び希土類元素が多く存在し、前記誘電体セラミック結晶粒子の平均粒子
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径が０．３μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の誘電体磁器。
【請求項３】
前記希土類元素が、Ｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ及びＹｂの少なくとも１種であることを
特徴とする請求項２記載の誘電体磁器。
【請求項４】
誘電体セラミックスが、Ｍｇを酸化物換算で０．０５〜０．５質量％、希土類元素を酸化
物換算で０．１〜１．７質量％の割合で含有することを特徴とする請求項２又は３記載の
誘電体磁器。
【請求項５】
誘電体セラミックスが、ＭｎをＭｎＣＯ３ 換算で０．４質量％以下の割合で含有すること
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を特徴とする請求項２〜４のいずれかに記載の誘電体磁器。
【請求項６】
前記誘電体セラミックスが、前記誘電体セラミック結晶粒子間に存在する２面間粒界に少
なくともＢａ、Ｃａ、Ｓｉを含有し、前記２面間粒界の粒界領域幅が１．２ｎｍ以下であ
り、該粒界領域において格子欠陥を含む歪んだ結晶格子像が観察されることを特徴とする
請求項２〜５のいずれかに記載の誘電体磁器。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれかに記載の誘電体磁器の内部に、卑金属からなる内部電極層を複数
それぞれ平行に、且つ一定の間隔をおいて配列してなることを特徴とする積層型電子部品
。

30

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、誘電体磁器および積層型電子部品に関するものであり、より詳細には、例え
ば誘電体層が２μｍ以下の薄層誘電体磁器で構成される単位体積当たりの容量の大きな積
層セラミックコンデンサ等の形成に特に有用な誘電体磁器および該磁器を用いて形成され
た積層型電子部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
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近年、電子機器の小型化、高性能化に伴い、積層セラミックコンデンサの小型化、大容
量化の要求が高まってきている。このような要求に応えるために、積層セラミックコンデ
ンサ（ＭＬＣＣ）においては、誘電体層を薄層化することにより静電容量を高めると共に
、誘電体層の積層数を増やすことにより、小型・高容量化を図っている。
【０００３】
また、近年電子機器において電子回路の高速化とともに、回路の低電圧化、大電流化が
進んでいる。低電圧化、大電流化により回路の温度上昇が大きくなり、従来に比べより高
い動作保証温度が要求されている。積層型電子部品に対しても、１００℃近傍での特性発
現および安定動作保証が要求されている。
【０００４】
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この為、積層型電子部品を構成する誘電体層の形成に使用される誘電体磁器については
、小型・高容量化の為に、大きな比誘電率が要求されることはもちろんのこと、高温での
性能実現のために、誘電特性の温度に対する依存性（温度依存性）がより小さく、薄層化
により増大する直流電界に対する依存性（ＤＣバイアス依存性）が小さいものが望まれて
いる。特に、室温以上の高温で実効容量の大きなものが望まれている。
【０００５】
このような誘電体磁器として、強誘電体であるＢａＴｉＯ３ が用いられており、室温近
傍に遂次相転移を示す事に起因して、室温での比誘電率は大きいのはもちろんの事、温度
依存性も小さいという特徴があった（例えば、特許文献１，２参照）。
【特許文献１】特開平１０−３０８３２１号公報
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【 特 許 文 献 ２ 】 Euro. Ceram. 2, vol.3, pp.1909‑13 (1991)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、強誘電性を示す材料ほど誘電率はＡＣ電界依存性が高いため、強誘電性
の高い特許文献１、２に記載の誘電体磁器では、ＡＣ電界が大きくなると共に、１００℃
近傍の温度領域における比誘電率も大きく変化し、そのＡＣ電界依存性が大きいという問
題があった。
【０００７】
また、薄層化による実効印加電界の増大により１２５℃以下の比誘電率の増大率が増加
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する。従来のＢａＴｉＯ３ では、１２５℃より低温では、室温近傍でブロードな比誘電率
ピークを持ち、ＡＣ電界の増大とともにピーク温度は殆ど変わらず比誘電率が増大するが
、ＡＣ電界により励起増大した比誘電率については、ＤＣバイアス印加による減少率も大
きい問題があった。
【０００８】
例えば、従来の誘電体磁器は、図３に示したように、低いＡＣ電界が印加された低ＡＣ
電界時には、約１２０℃付近に最大のピークが存在し、約１００℃付近の比誘電率は低い
。そのため、高いＡＣ電圧が印加された高ＡＣ電界時には、１００℃付近の比誘電率の変
化が大きくなる。
【０００９】
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また、特許文献１、２に記載の誘電体磁器では、室温より高温で、大きな比誘電率と小
さなＡＣ及びＤＣ電界依存性を両立する材料を得る事が出来なかった。
【００１０】
従って、本発明の目的は、ＡＣ電界に対する室温及び１００℃近傍の比誘電率の変化が
小さく、ＤＣ電界印加による比誘電率の減少率の小さい誘電体磁器を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明は、格子定数を制御し、低いＡＣ電界の印加時における比誘電率のピークを６０
〜１２５℃に移動させることで、１００℃近傍においても大きな比誘電率を実現するとと
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もに、そのＡＣ電圧依存性を小さくし、また、ＤＣ電界印加に対する変化率も小さくする
ことができるとの知見に基づき、その結果、室温から１００℃近傍の温度範囲において大
きな実効容量を実現する事ができる。
【００１２】
即ち、本発明の誘電体磁器は、誘電体セラミックスからなる誘電体磁器であって、前記
誘電体セラミック結晶のｃ軸及びａ軸の格子定数比ｃ／ａが１．００４以上であり、比誘
電率の最大温度が、０．１５Ｖ／μｍ以下の測定交流電界において６０〜１２５℃、且つ
０．１５Ｖ／μｍより大きい測定交流電界において６０℃未満であることを特徴とする。
【００１３】
特に、前記誘電体セラミック結晶が、金属元素として少なくともＭｇ、希土類元素、Ｂ
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ａ、及びＴｉを含有するペロブスカイト型酸化物結晶からなり、該ペロブスカイト型酸化
物結晶の中心よりも表面にＭｇ及び希土類元素が多く存在し、前記誘電体セラミック結晶
粒子の平均粒子径が０．３μｍ以下であることが好ましい。これにより、焼結時の粒成長
を抑制することができるため、結晶粒子内部の優れた誘電特性と結晶粒界の優れた絶縁性
を容易に得ることができる。特に、誘電体セラミック結晶粒子の平均粒子径を０．３μｍ
以下とすることで、比誘電率の温度依存性をより効果的に改善できる。
【００１４】
前記希土類元素が、Ｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ及びＹｂの少なくとも１種であること
が好ましい。これにより、添加する希土類元素がペロブスカイト構造のＡサイトを占有す
る事によりドナー元素として有効に働き、高温高電圧負荷に対する寿命が大きくなるとい
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う効果が期待できる。
【００１５】
誘電体セラミックスが、Ｍｇを酸化物換算で０．０５〜０．５質量％、希土類元素を酸
化物換算で０．１〜１．７質量％の割合で含有することが好ましい。これにより、高い比
誘電率を実現できるという効果が期待できる。
【００１６】
誘電体セラミックスが、ＭｎをＭｎＣＯ３ 換算で０．４質量％以下の割合で含有するこ
とが好ましい。これにより、高い絶縁抵抗と大きな比誘電率および小さなＤＣバイアス依
存性を実現するという効果が期待できる。
【００１７】
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前記誘電体セラミックスが、前記誘電体セラミック結晶粒子間に存在する２面間粒界に
少なくともＢａ、Ｃａ、Ｓｉを含有し、前記２面間粒界の粒界領域幅が１．２ｎｍ以下で
あり、該粒界領域において格子欠陥を含む歪んだ結晶格子像が観察されることが好ましい
。これにより、大きな粒界抵抗を実現するとともに、粒界層厚が小さくなることで、小さ
な比誘電率を持つ粒界による磁器誘電率の低下が抑制され、大きな比誘電率が得られると
いう効果が期待できる。
【００１８】
本発明の積層型電子部品は、上記の誘電体磁器の内部に、卑金属からなる内部電極層を
複数それぞれ平行に、且つ一定の間隔をおいて配列してなることを特徴とする。これによ
り、小型で高容量のコンデンサを安価に作製できるという効果が期待できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
本発明を図を用いて説明する。図１は、比誘電率の温度依存性を示すもので、低ＡＣ電
界を印加した場合と、高いＡＣ電圧を印加した場合とを表示したものである。また、図２
は、図１において、ＡＣ電圧を徐々に増加させた場合の比誘電率の温度依存性を示したも
のである。
【００２０】
本発明の誘電体磁器は、ｃ軸及びａ軸の格子定数比ｃ／ａが１．００４以上の誘電体セ
ラミック結晶で構成されることを特徴とする。格子定数比ｃ／ａが１．００４以上では、
誘電体磁器中の誘電体セラミック結晶粒子に作用している応力が緩和され、結晶格子がそ
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の粒子単体本来の大きな分極率を実現することができ。これにより、誘電体セラミック結
晶の平均粒子径が小さくても、平均粒子径が大きなバルク体の結晶状態により近い結晶状
態となり、大きな比誘電率を実現できる。
【００２１】
また、本発明の誘電体磁器は、比誘電率の最大温度が、０．１５Ｖ／μｍ以下の測定交
流電界において６０〜１２５℃、且つ０．１５Ｖ／μｍより大きい測定交流電界において
６０℃未満であることも特徴とするものである。
【００２２】
例えば、０．１５Ｖ／μｍ以下の低いＡＣ電界における比誘電率の最大ピークは、従来
、室温〜５０℃の温度領域に存在していたが、この最大ピークを６０〜１２５℃に存在さ
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せることで、１００℃近傍における比誘電率を大きくでき、且つ１００℃近傍における比
誘電率の変化を小さくすることができる。これにより、ＤＣ電界を印加しても、１００℃
近傍における比誘電率の低下を小さくすることができる。
【００２３】
即ち、図１によれば、０．１５Ｖ／μｍ以下の低いＡＣ電界において、比誘電率の最大
ピークは約１００℃に存在しているため、ＡＣ電界が、例えば０．５Ｖ／μｍ以上と高く
なっても、１００℃近傍での比誘電率の変化率を、図３に示した従来の材料の比誘電率に
比べて顕著に低減することができる。
【００２４】
本発明の誘電体磁器を構成する誘電体セラミックスの結晶が、金属元素として少なくと
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もＭｇ、希土類元素、Ｂａ、及びＴｉを含有するペロブスカイト型酸化物結晶からなり、
該ペロブスカイト型酸化物結晶の中心よりも表面にＭｇ及び希土類元素が多く存在し、前
記誘電体セラミック結晶粒子の平均粒子径が０．３μｍ以下であることが好ましい。
【００２５】
例えば、ＢａＴｉＯ３ のＢａの一部をＭｇやＹで置換したものを例示できる。
【００２６】
そして、Ｍｇや希土類元素が、ペロブスカイト型酸化物結晶の中心よりも表面に多く存
在することが好ましい。結晶表面のＭｇや希土類元素が、焼結時の粒成長を抑制するとと
もに、結晶粒子内部にはＭｇや希土類元素が少ないため、ペロブスカイト型酸化物結晶の
優れた誘電特性を発現でき、さらにＭｇや希土類元素の多い結晶粒界における優れた絶縁

20

性を容易に得ることができる。特に、誘電体セラミック結晶粒子の平均粒子径を０．３μ
ｍ以下、特に、０．２μｍ以下とすることによって、比誘電率の温度依存性をさらに小さ
くすることが容易になる。
【００２７】
なお、誘電体セラミック結晶粒子の平均粒子径の下限値は、比誘電率を確保するという
理由で、０．０５μｍ、特に０．０７μｍであることが好ましい。
【００２８】
希土類元素は、特に、Ｙ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ及びＹｂの少なくとも１種であるこ
とが好ましい。これらの希土類元素は、ペロブスカイト構造のＡサイトを占有し、ドナー
元素として有効に働き、高温高電圧負荷に対する寿命を大きくするという効果が期待でき
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る。さらに、これらの中でも、Ｙが高寿命化とコストの点で好ましい。
【００２９】
Ｍｇを酸化物換算で０．０５〜０．５質量％、特に０．１〜０．３質量％、希土類元素
を酸化物換算で０．１〜１．７質量％、特に０．２〜１．２質量％の割合で含有すること
が好ましい。これにより、比誘電率をより高める効果が期待できる。
【００３０】
さらに、本発明の誘電体磁器は、Ｍｇや希土類元素の他の成分を含有させることもでき
る。例えば、還元雰囲気における焼成で生成するＢａＴｉＯ３ 結晶中の酸素欠陥を補償し
、絶縁性に間する信頼性を向上するために、ＭｎをＭｎＣＯ３ 換算で０．４質量％以下、
特に、０．２質量％以下の割合で含有することが好ましい。その結果、高い絶縁抵抗と大
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きな比誘電率および小さなＤＣバイアス依存性を実現するという効果が期待できる。
【００３１】
誘電体セラミックスは、透過型電子顕微鏡による元素分析によって誘電体セラミック結
晶粒子間に存在する２面間粒界に少なくともＢａ、Ｃａ、Ｓｉを含有し、透過型電子顕微
鏡による格子像観察において２面間粒界の粒界領域幅が１．２ｎｍ以下、特に、１ｎｍ以
下であり、粒界領域において格子欠陥を含む歪んだ結晶格子像が観察されることが好まし
い。これにより、大きな粒界抵抗を実現するとともに、粒界層厚が小さくなることで、小
さな比誘電率を持つ粒界による磁器誘電率の低下が抑制され、大きな比誘電率が得られる
という効果が期待できる。
【００３２】
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本発明の誘電体磁器の製造方法を説明する。
【００３３】
また、原料のＢａＴｉＯ３ 粉末として、平均粒径が、０．０３〜０．３μｍ、特に０．
０５〜０．２μｍの粉末、例えば、ゾルゲル法、蓚酸法、水熱合成法などによって合成さ
れた粉末を使用することができる。なお、上記ＢａＴｉＯ３ 粉末は、Ｍｇや希土類元素が
固溶していないものである。
【００３４】
上記原料粉末に対して、所定量のＭｇ又は希土類元素の酸化物や炭酸塩などの化合物、
所望によりＭｎ化合物などの副成分と、ガラス粉末と溶媒を回転ミルなどで１０〜３０時
間混合する。
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【００３５】
ここで用いるガラス粉末として、Ｓｉ及び／又はＢを含有し、平均粒径が０．５μｍ以
下のものを用いるのが良い。ガラスを用いることにより、焼結温度を低減できるため、ペ
ロブスカイト結晶粒子内へのＭｇや希土類元素の拡散量を制御でき、ペロブスカイト結晶
の表面にＭｇや希土類元素が多く固溶し、内部の固溶を少なくすることが容易にできる。
【００３６】
このようにして作成した誘電体シートの厚みは、電子部品の小型化、大容量化を実現す
るために、１〜５μｍ、特に、１〜２．５μｍであることが好ましい。
【００３７】
次に、有機バインダや有機溶媒を添加して成形用スラリーを調整する。有機バインダと
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しては、ポリビニルアルコールなどを例示できる。この成形用スラリーを用いてテープ上
の誘電体シートを成形する。成形には、引き上げ法、ドクターブレード法、リバースロー
ルコータ法、グラビアコータ法、スクリーン印刷法、グラビア印刷などの周知の方法を用
いることができる。
【００３８】
得られた誘電体シートの表面に、Ｎｉ、Ｃｕなどの卑金属を含有する導電性ペーストを
塗布して内部電極パターンを形成する。なお、導電性ペーストの塗布は、スクリーン印刷
法、グラビア印刷法、オフセット印刷法などの周知の印刷方法を採用することができる。
【００３９】
内部電極パターンの厚みは、コンデンサの小型化、薄型化、及び高信頼性の観点から、
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２μｍ以下、特に１．５μｍ以下、更には１μｍ以下であるのが望ましい。
【００４０】
このようにして表面に内部電極パターンを形成した誘電体シートを複数積層し、得られ
た積層体を脱脂処理を行い、しかる後に、非酸化性雰囲気で焼成し、積層焼結体を作製す
る。焼成温度は、１１００〜１３５０℃程度で、２〜３時間の焼成時間に設定することが
できる。焼成後に、所望によって、酸化雰囲気において熱処理することによる酸化処理を
行うことができる。この処理によって、還元された誘電体層を酸化し、絶縁特性を改善す
ることも可能である。
【００４１】
最後に、得られた積層焼結体に対して、各端面にＣｕを含む導電性ペーストを塗布して
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焼付け、さらにその上にメッキを施し、内部電極と電気的に接続された外部電極を形成し
、積層セラミックコンデンサを得ることができる．
このようにして得られた本発明の積層型電子部品は、誘電体磁器が高い比誘電率を有し
、しかも誘電特性の温度依存性やＤＣバイアス依存性が小さく、優れた特性を有している
。例えば、２０℃での比誘電率が２２００以上、特に３０００以上であり、−２５〜８５
℃における温度変化率は±１０％以下、８５℃での比誘電率のＤＣバイアス依存性は−２
５％以下にすることができる。
【実施例】
【００４２】
原料粉末として水熱合成で得られ、表１に示す平均粒径を有するＢａＴｉＯ３ 粉末を準
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備した。次いで、ＢａＴｉＯ３ 粉末、ＭｇＣＯ３ 粉末、Ｙ２ Ｏ３ 粉末、ＢａＣＯ３ 粉末、
ＭｎＣＯ３ 粉末を表１に示した割合で混合し、ブチラール樹脂およびトルエンを加えてス
ラリーを作製した。
【００４３】
得られたスラリーをドクターブレード法によりＰＥＴフィルム上に塗布し、厚みが９μ
ｍのセラミックグリーンシートを作製した。ＰＥＴフィルムを除去したグリーンシートを
１０枚積層し端面セラミックグリーンシートとした。
【００４４】
次に、同様にしてＰＥＴフィルム上に厚みが２．３μｍのセラミックグリーンシートを
作製した。次いで、平均粒径が０．２μｍのＮｉ粉末を４５質量％、ビヒクル５５質量％
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を３本ロールで混練して内部電極ペーストを作製した。なお、ビヒクルは、エチルセルロ
ース５．５質量％、オクチル
アルコール９４．５質量％で構成した。
【００４５】
上記のセラミックグリーンシートの表面にスクリーン印刷装置を用いて内部電極ペース
トを塗布して、内部電極パターンを形成した。次いで、内部電極パターンを形成したセラ
ミックグリーンシートを３００枚積層し、さらにその上に端面セラミックグリーンシート
を積層し、コンデンサ用積層成形体を作製した。
【００４６】
得られた成形体を切断し、１０
示す温度で焼成し、さらに１０

− ７

− ２

Ｐａの酸素分圧を含有する窒素雰囲気中で、表１に
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Ｐａの酸素分圧を含む窒素雰囲気中で１０００℃、５

時間の熱処理を行って積層部品を得た。
【００４７】
得られた積層部品の端面に銅ペーストを９００℃で焼付け、さらにＮｉ／Ｓｎメッキを
施し、内部電極と接続する外部端子を形成し、積層型電子部品を作製した。
【００４８】
作製した積層型電子部品を研磨し、電極の有効面積を求めた。また、破断面の走査型電
子顕微鏡（ＳＥＭ）観察により誘電体層の厚みを求めた。その結果、積層型電子部品は、
内部電極間の誘電層厚みが１．８０μｍ、積層数が３００層の体積層セラミックコンデン
サとして形成されていた。
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【００４９】
ＤＣバイアス依存性Δε／εは下記式より求めた。
【００５０】
Δ ε ／ ε ＝ {ε （ ３ ． ６ Ｖ ， ８ ５ ℃ ） − ε （ ０ Ｖ ， ２ ０ ℃ ） }× １ ０ ０ ／ ε （ ０ Ｖ ， ２ ０ ℃
）
また、電気特性はＬＣＲメーターを用いて−２５〜８５℃の温度範囲において、ＡＣ０．
５Ｖ、測定周波数１ｋＨｚの条件で静電容量を測定し、２０℃を基準温度として、温度Ｔ
における比誘電率を算出した。比誘電率の温度変化率ＴＣ

Ｃ

を次式から求めた。

【００５１】
ＴＣ

Ｃ

（ ％ ） ＝ {ε （ Ｔ ） − ε （ ２ ０ ℃ ） }× １ ０ ０ ／ ε （ ２ ０ ℃ ）

なお、Δε／ε及びＴＣ

Ｃ

は絶対値が小さい方が優れた特性を示す。表１に結果を示す。
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【表１】
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【００５２】
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本発明の試料Ｎｏ．２〜１２、１５及び１６は、−２５℃におけるＴＣ
％、８５℃におけるＴＣ

Ｃ

Ｃ

が−５％〜２

が−７〜−３％、Δε／εが−１１〜−２４％であった。

【００５３】
これに対して、ｃ／ａが１．００４未満の本発明の範囲外の試料Ｎｏ．１、１３及び１
４は、８５℃におけるＴＣ

Ｃ

が、−１３〜−２０％であり、比誘電率の温度変化率が大き

かった。また、Δε／εが−３２〜−３６％で、ＤＣバイアス依存性が悪かった。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の誘電体磁器の比誘電率の温度特性を示す説明図である。
【図２】本発明の誘電体磁器の比誘電率の温度特性を示す説明図であり、図１においてＡ
Ｃ電圧を徐々に増加させた場合を示すものである。
【図３】従来の誘電体磁器の比誘電率の温度特性を示す説明図である。

【図１】

【図２】
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