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(57)【要約】
【課題】セラミックコンデンサの電極切れを防ぎ、コン
デンサ容量の低下を防ぐことを目的とする。
【解決手段】複数のセラミック層４と、卑金属ペースト
を焼結した複数の内部電極層３とを交互に積層して積層
体１を形成し、この積層体１を低酸素濃度雰囲気の焼成
炉内にて焼成する焼成過程を有するセラミックコンデン
サの製造方法において、前記焼成過程は、加熱開始ポイ
ントから卑金属ペースト焼結近傍ポイントに達する第一
エリアと、前記卑金属ペースト焼結前ポイントから加熱
最高温度ポイントに達する第二エリアと、前記最高温度
ポイントから降温する第三エリアとを備え、前記第二エ
リアの昇温速度は前記第一エリアの昇温速度よりも速く
したので、内部電極層３における電極切れの発生を低減
することができ、コンデンサ容量の低下を防ぐことが可
能となる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミック層と、卑金属ペースト製の内部電極層とを交互に積層して積層体を形成し、次
にこの積層体を低酸素濃度雰囲気の焼成炉内にて焼成する焼成過程を有するセラミックコ
ンデンサの製造方法において、前記焼成過程は、加熱開始ポイントから卑金属ペースト焼
結前ポイントに達する第一エリアと、
前記卑金属ペースト焼結前ポイントから加熱最高温度ポイントに達する第二エリアと、
前記最高温度ポイントから降温する第三エリアとを備え、
前記第二エリアの昇温速度は前記第一エリアの昇温速度よりも速くするセラミックコンデ
ンサの製造方法。
【請求項２】
前記第二エリアの昇温速度は前記第一エリアの昇温速度よりも２倍以上速くする請求項１
に記載のセラミックコンデンサの製造方法。
【請求項３】
前記第三エリアの降温速度は前記第一エリアの昇温速度よりも速くする請求項１に記載の
セラミックコンデンサの製造方法。
【請求項４】
前記第三エリアの降温速度は前記第一エリアの昇温速度よりも２倍以上速くする請求項１
に記載のセラミックコンデンサの製造方法。
【請求項５】
前記第２エリアの昇温速度は５００℃／ｈ～５０００℃／ｈとする請求項１～４の何れか
一つに記載のセラミックコンデンサの製造方法。
【請求項６】
前記第３エリアの降温速度は３００℃／ｈ～５０００℃／ｈである請求項１～５の何れか
一つに記載の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】
　本発明はセラミックコンデンサの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常、セラミックコンデンサの製造方法は、先ず内部電極層を所定の位置に印刷したセ
ラミックシートを積層することで、内部電極層とセラミック層が交互に存在する積層体を
構成し、次に積層体を所定の位置で個片に切断し、その後この個片を焼成炉で所定の温度
条件下にて焼成し、最後にこの焼成後個片の両端側に外部電極を装着させ、製造されてい
た。
【０００３】
　なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、特許文献１が知られてい
る。
【特許文献１】特開平７－３３５４８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電子機器の小型、軽量化に伴い、それに用いるセラミックコンデンサは小型で、コンデ
ンサ容量の大きいものが求められている。
【０００５】
　小型で、コンデンサ容量の大きいセラミックコンデンサを作るには、セラミック層と、
内部電極層とをともに薄くし、より多くの枚数を積層することが必要となる。
【０００６】
　しかしながら、内部電極層を薄くすると、焼成炉での焼成時に電極切れが発生し、その



(3) JP 2008-226941 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

結果として、小型で、コンデンサ容量の大きいセラミックコンデンサを提供することが出
来なかった。
【０００７】
　すなわち、コンデンサとしてのコンデンサ容量は、対向する内部電極面積が大きいこと
も重要な要件となるが、電極切れが発生すると、この対向面積が小さくなり、その結果と
して上述のごとく小型で、コンデンサ容量の大きいセラミックコンデンサを提供すること
が出来なくなるのであった。
【０００８】
　そこで上記特許文献１では、図５に示すように、脱バインダ後（例えば５００度）以降
の加熱温度上昇スピードを高め、これによって電極切れを抑制しようとしている。
【０００９】
　つまり、特許文献１では、電極切れは内部電極に、高温が長時間印加される事によって
引き起こされるものであるから、より短時間でセラミックシートを焼成すれば、この加熱
時における電極切れを抑制することが出来ることを開示したものである。
【００１０】
　しかしながら、この特許文献１に開示されたものは、その内部電極層が、貴金属（Ｐｄ
）ペーストを焼結したもので構成されたものであって、卑金属（例えばＮｉ）ペーストを
焼結して内部電極層を形成するものに、そのままこの特許文献１に開示された発明を適用
すると、かえって電極切れを増発させてしまうことになる。
【００１１】
　すなわち、特許文献１に開示されたものは、その内部電極層が、貴金属（Ｐｄ）ペース
トを焼結することによって構成されるものであり、この場合には、電極酸化の問題が発生
しないので、例えば５００度までの脱バインダは大気中で行うことが出来るのに対し、卑
金属（例えばＮｉ）ペーストを焼結して内部電極層を形成するものにおいては、電極の酸
化が発生してしまうので、脱バインダ時には低酸素濃度（例えば酸素を５ｐｐｍ～５０ｐ
ｐｍ程度含む工業用窒素ガス）雰囲気中で行わなければならない。
【００１２】
　しかし、脱バインダを例えば工業用窒素ガス雰囲気中で行うと、例えば５００度までの
温度では十分な脱バインダは行えず、カーボンが残った状態となり、この状態で上記特許
文献１のごとく、脱バインダ後（例えば５００度）以降の加熱温度上昇スピードを高める
と、残存した上記カーボンが急激に飛散することで、その近傍に電極切れを増発すること
にもなる。
【００１３】
　そこで、本発明は、卑金属（例えばＮｉ）ペーストを低酸素濃度雰囲気中で焼結して内
部電極層を形成するものにおいて、焼成過程における電極切れを抑制し、セラミックコン
デンサのコンデンサ容量の低下を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この目的を達成するために本発明は、セラミック層と、卑金属ペースト製の内部電極層
とを交互に積層して積層体を形成し、次にこの積層体を低酸素濃度の焼成炉内にて焼成す
る焼成過程を有するセラミックコンデンサの製造方法において、前記焼成過程は、加熱開
始ポイントから卑金属ペースト焼結近傍ポイントに達する第一エリアと、前記卑金属ペー
スト焼結前ポイントから加熱最高温度ポイントに達する第二エリアと、前記最高温度ポイ
ントから降温する第三エリアとを備え、前記第二エリアの昇温速度は前記第一エリアの昇
温速度よりも速くするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、卑金属ペーストを低酸素濃度雰囲気中で焼結することで内部電極を形
成するものにおいて、加熱開始ポイントから卑金属ペースト焼結前ポイントに達する第一
エリアまでは、加熱昇温速度を遅くしたので、セラミックシートおよび卑金属ペーストの
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脱バインダは十分に行え、カーボンが残存することは無くなる。
【００１６】
　このため、この第一エリア以降の第二エリアの昇温速度を前記第一エリアの昇温速度よ
りも速くしたとしても、残存した上記カーボンが急激に飛散することで、その近傍に存在
する電極切れを増発することも無くなる。
【００１７】
　また、このように脱バインダ後の第二エリアの昇温速度を前記第一エリアの昇温速度よ
りも速くすれば、卑金属ペーストの焼結により内部電極を形成する際に、この内部電極に
長時間高温が印加されることが無いので、この点からも電極切れが発生せず、その結果と
して卑金属ペーストを低酸素濃度雰囲気中で焼結することで内部電極を形成するものにお
いても、焼成による内部電極切れの可能性を低減でき、セラミックコンデンサのコンデン
サ容量の低下を防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態について以下に説明する。
【００１９】
　図１に示されるよう、本実施の形態におけるセラミックコンデンサは、そのサイズを１
．６ｍｍ×０．８ｍｍとしており、積層体１の両端にはＣｕ粒子とガラスフリットで形成
した外部電極２を装着している。なお、この外部電極２は、その外表面にＮｉメッキ及び
Ｓｎメッキが施される構造となっている。また、積層体１はチッピングを防ぐために、角
部が面取りされ丸みを帯びた状態となっている。
【００２０】
　次に、図１における点線部分Ａの断面図を図２（ａ）に、点線部分Ｂの断面図を図２（
ｂ）に示す。
【００２１】
　図２（ａ）に示されるように、積層体１は内部電極層３とセラミック層４を交互に複数
積層することで形成され、さらに内部電極層３は交互に外部電極２の陰極、陽極と接続さ
れている。この構成により、内部電極層３に外部から電圧が印加され、セラミックコンデ
ンサ内に電荷が蓄えられる仕組みとなっている。
【００２２】
　なお、図２（ｂ）に示されるよう、内部電極層３はその周囲をセラミック層４により覆
われており、積層体１に外部電極２を装着した後は、内部電極層３はセラミックコンデン
サの外表面から露出することはない。
【００２３】
　以下、本実施の形態におけるセラミックコンデンサの製造方法及び効果について説明す
る。
【００２４】
　はじめに、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）フィルム上に、粒径０．２～０．４
μｍのＢａＴｉＯ3粒子５、可塑剤、有機バインダを溶剤に混ぜたスラリーを塗布し、乾
燥させグリーンシート（セラミック層４）を形成する。この時、グリーンシートの厚さは
０．８μｍ～１．０μｍ程度としている。
【００２５】
　次に、このグリーンシート上に、球状であり粒径０．２～０．４μｍのＮｉ粒子と、有
機バインダとを溶剤に混ぜて形成したペーストをスクリーン印刷により印刷し乾燥させ、
厚さ０．８μｍ～１．０μｍ程度の内部電極層３を形成する。
【００２６】
　その後、グリーンシート上の内部電極層３がセラミック層４を挟んで対向するように、
グリーンシートを圧着しながら積層を順次繰り返し、さらに所定の位置で切断して個片化
することで未焼成状態の積層体１が得られる。積層の際には、内部電極層３を外部電極２
の、陰極、陽極と交互に接続できるようにするため、内部電極層３同士を互いにずらして
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配置しなくてはいけない。
【００２７】
　そして、前述までの工程で得られた積層体１を焼成するのだが、本実施の形態において
内部電極層３中に含まれるＮｉ粒子は、空気中で焼結すると酸素と反応してＮｉＯとなり
酸化膨張が生じる。そのため、例えば酸素を５ｐｐｍ～５０ｐｐｍ程度含む工業用窒素ガ
スなどを用いて、Ｎｉ粒子の酸化膨張を極力抑えると同時に、積層体１中の有機バインダ
を除去する脱バインダと、さらに工業用水素ガスとの混合ガスを用いて酸素分圧をＮｉの
平衡酸素分圧以下に制御した低酸素濃度雰囲気下で焼成を行わなくてはならない。
【００２８】
　しかしながら、酸素を５ｐｐｍ～５０ｐｐｍ程度含む工業用窒素ガスなどを用いても、
酸化による脱バインダを効率的に行うことができず、例えば５００度までの脱バインダ処
理では有機バインダを十分に除去できない。したがって、本実施の形態のように卑金属ペ
ーストを低酸素濃度雰囲気中で焼成する場合、図５に示される従来のセラミックコンデン
サの焼成過程のように焼成炉内の温度が５００度に到達した時点から加熱温度上昇速度を
速めると、残存したカーボンが急速にガス化してしまい、それに伴って内部電極層３内に
不必要な応力が生じる。この結果、内部電極層３には図３に示すように電極切れによる空
孔６が発生し、内部電極層３の対向面積を減少させるため、セラミックコンデンサのコン
デンサ容量が低下してしまう恐れがあった。
【００２９】
　これに対し、本実施の形態では、図４の焼成温度プロファイルに示されるように、加熱
開始ポイントから内部電極層３のＮｉ粒子の焼結温度である７００～８００℃の直前（卑
金属ペースト焼結前ポイント）にかけての第一エリア（ａ）においては２００～３００℃
/ｈで加熱し、第一エリア（ａ）終了後から加熱最高温度ポイントに達するまでの第二エ
リア（ｂ）では５００～５０００℃/ｈで加熱している。ここで、加熱最高温度ポイント
とはＢａＴｉＯ3粒子５の焼結温度である１２５０℃前後の温度である。さらに、加熱最
高温度ポイントから降温する第三エリア（ｃ）では降温速度を３００～５０００℃/ｈと
している。また、長時間焼成によるＮｉ粒子の収縮過多を防ぐため、焼成温度が第二エリ
ア開始温度（約７００℃）に上昇した時点から、加熱最高温度ポイントを経て、再び第二
エリア開始温度に降下するまでの時間を７０分とし、さらにそのうち加熱最高温度を保持
する時間は３０分として、短時間でＮｉ粒子及びＢａＴｉＯ3粒子を焼結させている。
【００３０】
　この結果、本実施の形態においては、内部電極層３の電極切れを防ぐことができ、内部
電極層３の対向面積の減少によるセラミックコンデンサの電気容量の低下を防止すること
が可能となる。
【００３１】
　これは、加熱開始ポイントから卑金属ペースト焼結前ポイントに達する第一エリア（ａ
）では加熱昇温速度を遅くし、第一エリア（ａ）以降の第二エリア（ｂ）において加熱昇
温速度を第一エリア（ａ）よりも速くしたことによる。すなわち、卑金属ペースト焼結温
度直前までは遅い加熱昇温速度で時間をかけて脱バインダ処理を行うため、低酸素濃度雰
囲気下においても十分に有機バインダを除去することができるためである。さらに、本実
施の形態では、第二エリア（ｂ）及び第三エリア（ｃ）においては昇温速度及び降温速度
を速め、脱バインダ処理後の積層体１の焼成を短時間で行っているため、内部電極層３内
のＮｉ粒子が必要以上に収縮することはなく、Ｎｉ粒子の収縮過多による電極切れも防止
することができる。
【００３２】
　また、本実施の形態では、第二エリア（ｂ）の昇温速度を第一エリア（ａ）の昇温速度
よりも２倍以上速くすることが望ましい。このように、第二エリア（ｂ）の昇温速度を大
幅に速めることで、焼成炉内の温度はＢａＴｉＯ3粒子５の焼結温度に短時間で到達でき
、積層体１の焼成にかかる時間を短縮する事が可能となる。したがって、Ｎｉ粒子の収縮
過多による電極切れも防止することができ、電気容量の低下を防止することができる。
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【００３３】
　なお、加熱最高温度ポイントから降温する第三エリア（ｃ）での降温速度は第一エリア
（ａ）よりも速くすることが望ましい。これは、Ｎｉ粒子の収縮過多による電極切れを防
ぐため、ＢａＴｉＯ3粒子５の焼結処理後は迅速に温度を下げることが望ましいからであ
る。
【００３４】
　つまり、本実施の形態においては、第三エリア（ｃ）の降温速度は第一エリア（ａ）の
昇温速度よりも２倍以上速くし、ＢａＴｉＯ3粒子５の焼結処理後は迅速に温度を下げる
ことで、Ｎｉ粒子の収縮過多による電極切れを防いでいる。
【００３５】
　なお、本実施の形態の第二エリア（ｂ）の昇温速度は５００～５０００℃/ｈとしてい
る。このように速い昇温速度で積層体１の焼成を短時間で行えば、Ｎｉ粒子の収縮過多に
よる電極切れを防ぐことができる。
【００３６】
　同様に、本実施の形態の第三エリア（ｃ）の降温速度においても３００～５０００℃/
ｈと速い速度としている。この結果、積層体１の焼成を短時間で行えば、Ｎｉ粒子の収縮
過多による電極切れを防ぐことができる。
【００３７】
　なお、本発明を実施するための最良の形態においては、脱バインダを焼成プロファイル
の中で行ったが、別工程で行っても、何ら問題はない。また、昇温、降温時の途中温度で
保持エリアを設けることも有効である。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明によれば、卑金属ペーストを低酸素濃度雰囲気中で焼結することで内部電極を形
成するものにおいて、セラミックシートおよび卑金属ペーストの脱バインダは十分に行え
、カーボンが残存することは無くなる。
【００３９】
　このため、この第一エリア以降の第二エリアの昇温速度を前記第一エリアの昇温速度よ
りも速くしたとしても、残存した上記カーボンが急激に飛散することで、その近傍に存在
する電極切れを増発することも無い。
【００４０】
　さらに、上述のように脱バインダ後の第二エリアの昇温速度を前記第一エリアの昇温速
度よりも速くすれば、内部電極に長時間高温が印加されることが無いので、この点からも
電極切れが発生しない。
【００４１】
　これらの結果、卑金属ペーストを低酸素濃度雰囲気中で焼結することで内部電極を形成
する場合においても、焼成による内部電極切れの可能性を低減でき、セラミックコンデン
サのコンデンサ容量の低下を防止することが可能となる。
【００４２】
　したがって、本発明は各種電子機器において極めて有用なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態におけるセラミックコンデンサの斜視図
【図２】本発明の実施の形態におけるセラミックコンデンサの断面図であり、（ａ）図１
の点線部分Ａにおける断面図、（ｂ）図１の点線部分Ｂにおける断面図
【図３】本発明の実施の形態におけるセラミックコンデンサの電極切れ部分周辺の拡大断
面図
【図４】本発明の実施の形態におけるセラミックコンデンサの焼成温度プロファイルを示
す図
【図５】従来のセラミックコンデンサの焼成温度プロファイルを示す図
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【符号の説明】
【００４４】
　１　積層体
　２　外部電極
　３　内部電極層
　４　セラミック層
　５　ＢａＴｉＯ3粒子
　６　空孔

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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