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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれＰｂを含むペロブスカイト構造の焼結体からなる複数の誘電体層と複数の内部
電極とを備え、前記誘電体層と前記内部電極とが交互に積層された積層型電子部品であっ
て、
　前記誘電体層の結晶粒界に残留する鉛化合物のうち、粒径が０．０１μｍ以上の粒子の
数が１００μｍ２当たり平均して２個以下になるように制限されたことを特徴とする積層
型電子部品。
【請求項２】
　それぞれＰｂとＺｒを含むペロブスカイト構造の化合物を有する焼結体からなる複数の
誘電体層と複数の内部電極とを備え、前記誘電体層と前記内部電極とが交互に積層された
積層型電子部品であって、
　前記誘電体層の結晶粒界に残留する鉛化合物の量が、前記誘電体層を酢酸で溶解したと
きに、前記鉛化合物から溶け出した前記酢酸中の鉛の量が結晶粒から前記酢酸中に溶け出
したＺｒの量に対して１００倍以下となるように、制限されたことを特徴とする積層型電
子部品。
【請求項３】
　前記誘電体層の表面に露出した結晶粒界に、２属元素化合物が析出した請求項１又は２
に記載の積層型電子部品。
【請求項４】
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　鉛元素を含む複数の誘電体層と、複数の内部電極とを交互に積層した積層型電子部品で
あって、前記誘電体層の結晶粒界における粒径０．０１μｍ以上の鉛化合物の存在個数が
、観察領域１００μｍ２当たり２個以下であることを特徴とする積層型電子部品。
【請求項５】
　鉛元素を含む複数の誘電体層と、複数の内部電極とを交互に積層した積層型電子部品で
あって、前記誘電体層の少なくとも一部を酢酸中で溶解させたときに酢酸中に流出する鉛
とジルコニアの重量比率（Ｐｂ／Ｚｒ）が１００以下であることを特徴とする積層型電子
部品。
【請求項６】
　前記誘電体における結晶粒子の平均粒径が１μｍ以上である請求項１～５のうちのいず
れか１つに記載の積層型電子部品。
【請求項７】
　前記誘電体層に含まれる銀が０．５重量％以下である請求項１～６のうちのいずれか１
つに記載の積層型電子部品。
【請求項８】
　前記誘電体層は、チタン酸ジルコン酸鉛を主成分とすることを特徴とする請求項１～７
のうちのいずれか１つに記載の積層型電子部品。
【請求項９】
　それぞれＰｂを含むペロブスカイト構造の化合物を有する焼結体からなる複数の誘電体
層と複数の内部電極とを備え、前記誘電体層と前記内部電極とが交互に積層された積層型
電子部品であって、
　前記積層型電子部品の表面において、誘電体層の結晶粒界には、２属元素化合物が析出
していることを特徴とする積層型電子部品。
【請求項１０】
　前記２属元素化合物は、アルカリ土類金属化合物である請求項９記載の積層型電子部品
。
【請求項１１】
　前記２属元素化合物の２属元素は、バリウム（Ｂａ）又はストロンチウム（Ｓｒ）であ
ることを特徴とする請求項１０に記載の積層型電子部品。
【請求項１２】
　前記２属元素化合物は、ペロブスカイト構造の組成式ＡＢＯ３におけるＡサイト原子に
置換して固溶されている２属元素イオンと同じイオンを含むことを特徴とする請求項１１
に記載の積層型電子部品。
【請求項１３】
　前記２属元素化合物が非晶質であることを特徴とする請求項９～１２のうちのいずれか
１つに記載の積層型電子部品。
【請求項１４】
　前記２属元素化合物は、前記積層型電子部品の側面において内部電極近傍に析出してい
ることを特徴とする請求項９～１３のうちのいずれか１つに記載の積層型電子部品。
【請求項１５】
　前記２属元素化合物の析出物の粒径は、前記積層型電子部品の表面における誘電体層の
結晶粒径よりも小さいことを特徴とする請求項９～１４のうちのいずれか１つに記載の積
層型電子部品。
【請求項１６】
　前記誘電体層は、チタン酸ジルコン酸鉛を主成分とすることを特徴とする請求項９～１
５のうちのいずれか１つに記載の積層型電子部品。
【請求項１７】
　それぞれ鉛元素を含む複数の誘電体層と複数の内部電極とを含む積層型電子部品の製造
方法であって、
　前記誘電体層となる誘電体粉末を含むシートと前記内部電極となる金属粉末を含む金属
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層とを交互に積層して積層体を作製する工程と焼成工程とを含み、
　該焼成工程が、焼成条件の異なる第１の焼成工程と第２の焼成工程を含み、前記第２の
焼成工程は、焼成温度が前記第１の焼成工程より高く、焼成雰囲気の圧力が前記第１の焼
成工程と同じ又は第１の焼成工程よりも低く、焼成雰囲気中の鉛濃度が前記第１の焼成工
程と同じ又は第１の焼成工程よりも低いことを特徴とする積層型電子部品の製造方法。
【請求項１８】
　前記第２の焼成工程の焼成雰囲気中の圧力が前記第１の焼成工程よりも低い請求項１７
に記載の積層型電子部品の製造方法。
【請求項１９】
　前記第２の焼成工程の焼成雰囲気中の鉛濃度が前記第１の焼成工程よりも低い請求項１
７又は１８に記載の積層型電子部品の製造方法。
【請求項２０】
　前記誘電体層および内部電極を焼成する匣鉢に設けた開口により前記鉛濃度を調整する
請求項１７～１９のいずれかに記載の積層型電子部品の製造方法。
【請求項２１】
　それぞれＰｂを含む複数の誘電体層と複数の内部電極とを含む積層型電子部品の製造方
法であって、
　前記誘電体層となる誘電体粉末を含むシートと前記内部電極となる金属粉末を含む金属
層とを交互に積層して積層体を作製する工程と焼成工程とを含み、
　該焼成工程が、第１の焼成工程と第２の焼成工程を含み、前記第１の焼成工程では、前
記積層体が内部に配置された匣鉢を密閉した状態で焼成を行い、前記第２の焼成工程では
、匣鉢の一部を開放した状態で焼成を行い、該第２の焼成工程の焼成温度が前記第１の焼
成工程よりも高いことを特徴とする積層型電子部品の製造方法。
【請求項２２】
　前記匣鉢の内部に、又は匣鉢に隣接して鉛吸収材料を配置する請求項２１に記載の積層
型電子部品の製造方法。
【請求項２３】
　前記鉛吸収材料が、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２及びＭｇＯからなる群から選択された少なく
とも１つである請求項２２に記載の積層型電子部品の製造方法。
【請求項２４】
　前記第２の焼成工程では、前記匣鉢の内部と外部の圧力がほぼ同じである請求項２１～
２３のいずれかに記載の積層型電子部品の製造方法。
【請求項２５】
　前記第１の焼成工程において、前記誘電体層の相対密度が８０～９９％の範囲になるま
で焼成し、その後、第２の焼成工程を行う請求項１７～２４のいずれかに記載の積層型電
子部品の製造方法。
【請求項２６】
　焼成前後における重量変化率が０．１～３％である請求項１７～２５のいずれかに記載
の積層型電子部品の製造方法。
【請求項２７】
　鉛元素を含む複数の誘電体層と、複数の内部電極とを交互に積層した積層型電子部品の
製造方法であって、鉛元素を含む誘電体材料の粉末を含む複数の成形体と、主に金属材料
からなる複数の内部電極層とを積層して焼成前積層体を成形する成形工程と、前記焼成前
積層体を匣鉢内において、鉛雰囲気中で焼成を行なう第１焼成工程と、前記第１焼成工程
よりも、焼成温度が高くかつ濃度が低い鉛雰囲気中で焼成を行なう第２焼成工程と、を含
んでおり、前記第１焼成工程において、前記誘電体材料及び金属材料の粒界に、鉛元素を
含む液相が形成されるとともに、前記第２焼成工程において、前記液相中の鉛元素を積層
体の外部に排出することを特徴とする積層型電子部品の製造方法。
【請求項２８】
　前記成形工程において、鉛元素を含む誘電体材料の粉末に２属元素化合物を添加して、
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前記液相に前記２属元素が含まれるようにし、前記第２焼成工程において、前記２属元素
の化合物を前記積層体の表面に析出させることを特徴とする請求項２７に記載の積層型電
子部品の製造方法。
【請求項２９】
　前記２属元素はアルカリ土類金属であり、前記２属元素化合物はアルカリ土類金属化合
物である請求項２８に記載の積層型電子部品の製造方法。
【請求項３０】
　鉛を含む複数の誘電体層と複数の内部電極とを含み、前記誘電体層と前記内部電極とが
交互に積層された活性積層部と、
　前記活性積層部の積層方向の上面に設けられた上不活性部と、
　前記活性積層部の積層方向の下面に設けられた下不活性部と、を備え、
　前記内部電極のうち、最も上に位置する最上内部電極と、その最上内部電極の次に位置
する内部電極との間に配置された第１上部誘電体層の誘電率ε１、及び前記内部電極のう
ち、最も下に位置する最下内部電極と該最下内部電極の次に位置する第２下部内部電極と
の間に配置された第１下部誘電体層の誘電率ε２が、前記活性積層部の中央部に配置され
た中央誘電体層の誘電率ε３より大きいことを特徴とする積層型電子部品。
【請求項３１】
　前記第１上部誘電体層と前記中央誘電体層の間に、ε１からε３の範囲の誘電率を有す
る複数の誘電体層を含み、該複数の誘電体層の誘電率は中央部に向かって順次減少するこ
とを特徴とする請求項３０に記載の積層型電子部品。
【請求項３２】
　前記第１下部誘電体層と前記中央誘電体層の間に、ε２からε３の範囲の誘電率を有す
る複数の誘電体層を含み、該複数の誘電体層の誘電率は中央部に向かって順次減少するこ
とを特徴とする請求項３０に記載の積層型電子部品。
【請求項３３】
　前記内部電極が銀を主成分とする材料からなることを特徴とする請求項３０～３２のい
ずれかに記載の積層型電子部品。
【請求項３４】
　噴出孔を有する容器と、請求項１～１６及び３０～３３のいずれかに記載の積層型電子
部品とを備え、前記容器内に充填された液体が前記積層型電子部品の駆動により前記噴射
孔から噴射するように構成されたことを特徴とする噴射装置。
【請求項３５】
　高圧燃料を蓄えるコモンレールと、
　このコモンレールに蓄えられた燃料を噴射する請求項３４に記載の噴射装置と、
　前記コモンレールに高圧の燃料を供給する圧力ポンプと、
　前記噴射装置に駆動信号を与える噴射制御ユニットと、
　を備えた燃料噴射システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、光学装置などの精密位置決め装置、振動防止用の駆動素子、セラミ
ックフィルタ、超音波応用振動子、圧電ブザー、圧電点火ユニット、超音波モータ、圧電
ファン等の圧電積層型電子部品および加速度センサ、ノッキングセンサ、ＡＥセンサ等の
圧電センサに適する積層型電子部品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　圧電体は、外圧により起電力を発生する圧電効果と電圧を印加すると伸縮する逆圧電効
果を有している。これらの効果を利用して各種の圧電素子が作られているが、圧電体から
なる圧電板１枚の圧電効果および逆圧電効果は微量であることから、従来から複数層の圧
電体を積層して形成した積層型電子部品が作製されている。
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【０００３】
　従来の積層型電子部品は、誘電体と内部電極が交互に積層された柱状（例えば四角柱状
）の積層体を作製し、この積層体を構成する誘電体と内部電極が同時焼成されて作製され
る。複数の内部電極は柱状積層体の４つの側面のうち相対する側面に互い違いに露出し、
内部電極が露出した２つの側面に外部電極を形成して、これらの２つの外部電極に内部電
極を一層おきに交互にそれぞれ接続している。
【０００４】
　このような従来の積層型電子部品は、セラミックグリーンシートに内部電極ペーストを
印刷したグリーンシートを複数層積層した柱状の積層体をセラミックス製の匣鉢に入れて
焼成することにより得られる（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－２８４９００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、積層型電子部品は、高周波で使用される圧電フィルターや高電圧で使用される圧
電トランスに代表されるように、車載用途の需要が急増している。これらの車載用途では
、耐環境特性の優れた素子が求められ、特に広い温度範囲で使用されることを前提として
いるため、高温での強度など耐熱性の良好なものまた耐湿度性の高いものが要求される。
【０００６】
　本発明は、高電圧、高温下、高湿度下で繰り返し作動させることが可能な積層型電子部
品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の積層型電子部品は、それぞれＰｂを含むペロブスカイト構造の焼結体か
らなる複数の誘電体層と、複数の内部電極とを備え、前記誘電体層と前記内部電極とが交
互に積層された積層型電子部品であって、
　前記誘電体層の結晶粒界に残留する鉛化合物のうち、粒径が０．０１μｍ以上の粒子の
数が１００μｍ２当たり平均して２個以下になるように制限されたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第２の積層型電子部品は、それぞれＰｂとＺｒを含むペロブスカイト構造の化
合物を有する焼結体からなる複数の誘電体層と、複数の内部電極とを備え、前記誘電体層
と前記内部電極とが交互に積層された積層型電子部品であって、
　前記誘電体層の結晶粒界に残留する鉛化合物の量が、前記誘電体層を酢酸で溶解したと
きに、前記鉛化合物から溶け出した前記酢酸中の鉛の量が結晶粒から前記酢酸中に溶け出
したＺｒの量に対して１００倍以下となるように、制限されたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第１と第２の積層型電子部品では、前記誘電体層の表面に露出した結晶粒界に
、２属元素化合物が析出していることが好ましい。
【００１０】
　本発明の第３の積層型電子部品は、鉛元素を含む複数の誘電体層と、複数の内部電極と
を交互に積層した積層型電子部品であって、前記誘電体層の結晶粒界における粒径０．０
１μｍ以上の鉛化合物の存在個数が、観察領域１００μｍ２当たり２個以下であることを
特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の第４の積層型電子部品は、鉛元素を含む複数の誘電体層と、複数の内部
電極とを交互に積層した積層型電子部品であって、前記積層型電子部品の表面において、
誘電体層の結晶粒界には、２属元素化合物が析出していることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の積層型電子部品の第１の製造方法は、それぞれ鉛元素を含む複数の誘電体層と
複数の内部電極とを含む積層型電子部品の製造方法であって、
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　前記誘電体層となる誘電体粉末を含むシートと前記内部電極となる金属粉末を含む金属
層とを交互に積層して積層体を作製する工程と焼成工程とを含み、
　該焼成工程が、焼成条件の異なる第１の焼成工程と第２の焼成工程を含み、前記第２の
焼成工程は、焼成温度が前記第１の焼成工程より高く、焼成雰囲気の圧力が前記第１の焼
成工程と同じ又は第１の焼成工程よりも低く、焼成雰囲気中の鉛濃度が前記第１の焼成工
程と同じ又は第１の焼成工程よりも低いことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第２の製造方法は、それぞれＰｂを含む複数の誘電体層と複数の内部電極とを
含む積層型電子部品の製造方法であって、
　前記誘電体層となる誘電体粉末を含むシートと前記内部電極となる金属粉末を含む金属
層とを交互に積層して積層体を作製する工程と焼成工程とを含み、
　該焼成工程が、第１の焼成工程と第２の焼成工程を含み、前記第１の焼成工程では、前
記積層体が内部に配置された匣鉢を密閉した状態で焼成を行い、前記第２の焼成工程では
、匣鉢の一部を開放した状態で焼成を行い、該第２の焼成工程の焼成温度が前記第１の焼
成工程よりも高いことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第３の製造方法は、鉛元素を含む複数の誘電体層と、複数の内部電極とを交互
に積層した積層型電子部品の製造方法であって、鉛元素を含む誘電体材料の粉末を含む複
数の成形体と、主に金属材料からなる複数の内部電極層とを積層して焼成前積層体を成形
する成形工程と、前記焼成前積層体を匣鉢内において、鉛雰囲気中で焼成を行なう第１焼
成工程と、前記第１焼成工程よりも、焼成温度が高くかつ濃度が低い鉛雰囲気中で焼成を
行なう第２焼成工程と、を含んでおり、前記第１焼成工程において、前記誘電体材料及び
金属材料の粒界に、鉛元素を含む液相が形成されるとともに、前記第２焼成工程において
、前記液相中の鉛元素を積層体の外部に排出することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の第５の積層型電子部品は、鉛を含む複数の誘電体層と複数の内部電極と
を含み、前記誘電体層と前記内部電極とが交互に積層された活性積層部と、
　前記活性積層部の積層方向の上面に設けられた上不活性部と、
　前記活性積層部の積層方向の下面に設けられた下不活性部と、を備え、
　前記内部電極のうち、最も上に位置する最上内部電極と、その最上内部電極の次に位置
する内部電極との間に配置された第１上部誘電体層の誘電率ε１、及び前記内部電極のう
ち、最も下に位置する最下内部電極と該最下内部電極の次に位置する第２下部内部電極と
の間に配置された第１下部誘電体層の誘電率ε２が、前記活性積層部の中央部に配置され
た中央誘電体層の誘電率ε３より大きいことを特徴とする。
【００１６】
　以上の本発明に係る第１～第５の積層型電子部品は、本発明に係る第１～第３の製造方
法のいずれかにより作製することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように構成された本発明に係る第１～第５の積層型電子部品及び本発明に係る第
１～第３の製造方法により作製された積層型電子部品は、粒界の耐熱性が高いため、高温
雰囲気化における使用であっても高い強度を有している。さらに水分の磁器内部への浸入
を阻害し、高い耐湿度性を有している。したがって、本発明によれば、車載用の部品など
の高電圧、高温下、高湿度下で繰り返し使用される部品として好適な信頼性の高い積層型
電子部品を提供できる。
【００１８】
　例えば、本発明に係る第１及び第３の積層型電子部品は、鉛元素を含む誘電体層の結晶
粒界における粒径０．０１μｍ以上の鉛化合物の存在個数が、観察領域１００μｍ２当た
り２個以下であるので、誘電体の相転移を防止するとともに、電極成分と鉛成分との反応
を抑制することができる。
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【００１９】
　また表面に２属元素化合物を析出させている本発明に係る第４の積層型電子部品では、
水分の磁器内部への浸入を防止することができる。これにより、高電圧、高温下、高湿度
下における耐久性に優れた積層型電子部品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態にかかる積層型電子部品を示す斜視図である。
【図２】図１に示す積層型電子部品の側面図である。
【図３】図１に示す積層型電子部品の側面の一部を拡大した斜視図である。
【図４】図１に示す積層型電子部品の誘電率を測定した場所の斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかる噴射装置を示す断面図である。
【図６】本発明の一実施形態にかかる燃料噴射システムを示す概略図である。
【符号の説明】
【００２１】
１・・・誘電体層
２・・・内部電極
３・・・絶縁体
４・・・外部電極
６・・・リード線
８・・・活性部
９・・・不活性部
９ａ・・・上面不活性部
９ｂ・・・下面不活性部
１０・・・柱状積層体
１０ａ・・・側面
１０ｂ・・・側面
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　＜実施形態１＞
　以下、本発明に係る実施形態１の積層型電子部品について図面を参照し詳細に説明する
。図１は本実施形態１にかかる積層型電子部品を示す斜視図であり、図２はこの積層型電
子部品の側面図であり、図３は積層型電子部品の側面の一部を拡大した斜視図である。
【００２３】
　図１～３に示すように、この積層型電子部品は、複数の誘電体層１と複数の内部電極２
とを含み、誘電体層１と内部電極２とが交互に積層されてなる四角柱状の積層体１０と、
この積層体１０の対向する２つの側面１０ａ，１０ｂに配設された一対の外部電極４を有
してなる。積層体１０において、各内部電極２は、一方の端部が側面１０ａ，１０ｂのい
ずれか一方の側面で露出し、他方の端部が他方の側面において絶縁体３によって絶縁され
るように形成されており、側面１０ａ，１０ｂではそれぞれ、内部電極２の一方の端部が
一層おきに露出している。そして、側面１０ａ，１０ｂに露出した内部電極２の端部（絶
縁体３で覆われていない端部）が外部電極４と接続されている。尚、本実施形態１では、
側面１０ａ，１０ｂにおいて、内部電極２の他方の端部に達する溝が形成されており、そ
の溝に絶縁体３を充填して、外部電極４との間が絶縁されている。また、各外部電極４は
、リード線６に接続されている。積層体１０の積層方向の両端側には誘電体で形成された
不活性層９がそれぞれ積層されている。
【００２４】
　本実施形態１において、内部電極２は、例えば銀－パラジウム等の金属材料で形成され
ている。誘電体１は、圧電セラミック材料等で形成されている。その中でも、チタン酸ジ
ルコン酸鉛（Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ３：以下ＰＺＴと略す）を主成分とする圧電セラミッ
クスは、その圧電特性を示す圧電歪み定数ｄ３３が高く望ましい。誘電体層１は２つの内
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部電極２間に配置されており、リード線６を通じて誘電体層１に所定の電圧を印加するこ
とで、誘電体層１に逆圧電効果による変位を起こさせることができる。
【００２５】
　また、誘電体層１の厚み、つまり内部電極２間の距離は５０～２５０μｍであるのが望
ましい。圧電効果や逆圧電効果を増幅させるには、誘電体層１と内部電極２の積層数を増
やす方法が簡易的である。しかし、積層数を増加させた場合に、誘電体層１の厚みが小さ
いと小型化及び低背化ができ、一方で、誘電体層１の厚みが大きいと絶縁破壊されにくい
ため、上記厚みの範囲とすることが好ましい。
【００２６】
　ここで、特に本実施形態１の積層型電子部品では、上記のような圧電体からなる誘電体
層１の結晶粒子内に鉛が存在する場合に、（１）誘電体層１の結晶粒界における所定以上
の粒径の鉛化合物の粒子数を制限すること、又は（２）誘電体層１の結晶粒界における鉛
化合物の量を制限することにより、高電圧、高温下、高湿度下で繰り返し作動させること
を可能にしている。
　具体的には、誘電体層１の結晶粒界における鉛化合物の粒径を制限する場合、粒径０．
０１μｍ以上の鉛化合物の存在個数が、観察領域１００μｍ２当たり２個以下、複数の観
測領域で観測するときには、０．０１μｍを超える粒の数が１００μｍ２当たり平均して
２個以下、好ましくはゼロになるようにしている。
　粒界に鉛の化合物が存在すると、その鉛化合物の近傍に存在する誘電体のキュリー点が
低温に変化し、部分的に低温で相転移を起こす。そのため、強度の低い箇所が偏在するこ
とになり、積層体全体の高温での強度特性が低下するおそれがあるからである。なお、粒
径０．０１μｍ未満の小さな鉛化合物であれば、仮に結晶粒界に存在した場合であっても
近傍の誘電体のキュリー点に与える影響が極めて小さい。したがって、誘電体層１の結晶
粒界に存在する粒径０．０１μｍ以上の鉛化合物の量を上記のように制御することで本発
明の効果を得ることができる。ここでいう鉛化合物としては鉛金属、酸化鉛、チタン酸鉛
、ジルコン酸鉛等が挙げられる。
【００２７】
　すなわち、本発明は、本発明者が、結晶粒界における粒径０．０１μｍ以上の鉛化合物
の存在個数が、観察領域１００μｍ２当たり２個を超えると、相転移して強度の低い箇所
が多くなり高温での強度が低下するおそれがあることを見出し、完成させたものである。
尚、本発明者は、単層型よりも、電極成分の多い積層型電子部品では電極成分が鉛と反応
しやすいため、鉛成分が粒界に残りやすくなるという知見に基づき、本発明による効果は
、積層型電子部品においてより顕著に現れることを見出した。このように、積層型電子部
品において鉛成分が粒界に残りやすくなる理由は、電極成分と反応した鉛は鉛単体の場合
と比較して粒界に固定された状態になりやすく、誘電体材料への固溶や外部への排出が起
こりにくくなるからであると推測される。さらに積層型では粒界に鉛成分が残ると積層界
面の密着が弱くなるおそれがある。
【００２８】
　本実施形態１において、誘電体層の結晶粒界における鉛化合物の存在個数を評価する際
には、例えば以下のようにして行う。すなわち、まず、積層型電子部品を構成する柱状積
層体から厚さ１ｍｍ程度の平板を切り出し、サンドペーパー等により１００μｍ程度まで
薄層化する。ついで、Ａｒイオンエッチング等でさらに数十ｎｍまで薄層化し、この薄層
化されたサンプルを透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）を用いて観察する。このときの倍率は、
１００μｍ２の観察領域が視野に入るように調整する。そして観察視野１００μｍ２内に
存在する粒径０．０１μｍ以上の鉛化合物の個数を計測する。なお、評価に用いる平板試
料は、柱状の積層体の複数箇所から採取するのが好ましい。また、平板試料中の観察箇所
についても複数箇所選定し、上記のような手順で鉛化合物の個数を評価するのがよい。複
数箇所測定した場合は、その平均値が２個以下である必要がある。また、本発明において
、鉛化合物の粒径とは、検出された各粒子の最も長くとれる長さ（最大径）のことをいう
。
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【００２９】
　また、本実施形態１の積層型電子部品では、誘電体層１の結晶粒界における鉛化合物の
量を制限することにより、高電圧、高温下、高湿度下で繰り返し作動させることが可能に
なる。
　具体的には、本実施形態１の積層型電子部品において、前記誘電体層の結晶粒界に残留
する鉛化合物が、前記誘電体層を酢酸で溶解したときに、前記鉛化合物から溶け出した前
記酢酸中の鉛の量が結晶粒から前記酢酸中に溶け出したＺｒの量に対して１００倍以下と
なるように、制限する。
　すなわち、本発明の積層型電子部品において、前記誘電体層の少なくとも一部を酢酸中
で溶解させたときに酢酸中に流出する鉛とジルコニアの重量比率（Ｐｂ／Ｚｒ）が１００
以下になるように粒界における鉛化合物の量を制限する。この鉛とジルコニアの重量比率
（Ｐｂ／Ｚｒ）は、好ましくは５０以下、より好ましくは３０以下、さらに好ましくは２
０以下、さらに好ましくは１０以下であるのがよい。
【００３０】
　このようにして、誘電体層１の結晶粒界に存在する鉛化合物の量を評価できるのは、誘
電体層１の結晶粒界中の鉛化合物は、弱酸にも溶解しやすく、結晶粒子中に存在する鉛よ
りも溶解しやすいことに基づく。すなわち、結晶粒界中に鉛化合物が多く存在すると、酢
酸中に流出する鉛の溶解量が多くなり、結晶粒界中に存在する鉛化合物の量が評価できる
。上記したように、誘電体層１の結晶粒界中に鉛化合物が存在すると、高温使用時におけ
る強度が低下するおそれがある。
【００３１】
　また、ジルコニアとの比較をしたのは、鉛成分は結晶粒子中にも存在するため、酢酸中
に溶解する鉛には、微量ではあるが結晶粒子中のものも含まれてしまう。そのため結晶粒
子中の他の成分であるジルコニアと比較することにより、結晶粒子以外、すなわち結晶粒
界から溶解した鉛量の評価が可能となる。
【００３２】
　このように、重量比率（Ｐｂ／Ｚｒ）が１００より大きいと粒界に鉛化合物が多く存在
していることになり、上記したように相転移が生じて強度の低い箇所が多くなり、高温で
の強度が劣化するおそれがある。特に、重量比率（Ｐｂ／Ｚｒ）が５０以下であれば、誘
電体層１の結晶粒界の鉛化合物が少なく、良好な高温強度を示す。
【００３３】
　本実施形態１において、鉛とジルコニアの重量比率は、例えば、以下のようにして評価
することができる。まず、積層体の一部を切り取り、ダイヤモンドペーストなどで鏡面処
理をした後、９０℃の５０％酢酸液の中に６０分間浸漬する。ついで、この酢酸液の成分
を誘導結合プラズマ質量分析（ＩＣＰ－ＭＳ）により分析する。これにより、重量比率（
Ｐｂ／Ｚｒ）を求めることができる。なお、重量比率（Ｐｂ／Ｚｒ）を求めるための試料
である上記「積層体の一部」は、少なくとも誘電体層を含んでいればよく、誘電体以外に
内部電極が含まれていてもよい。また、「鏡面処理」を施す面は、誘電体における結晶粒
界が露出する面であればよく、特に限定されるものではない。
【００３４】
　誘電体層１における結晶粒子の平均粒径は、１μｍ以上、好ましくは１．５μｍ、さら
に好ましくは２．０μｍ以上であるのがよい。結晶粒子の平均粒径を１μｍ以上とするこ
とにより粒界そのものが少なくなることに加え、結晶粒子が大きくなる過程で粒界の鉛成
分を含む不純物が積層体外へ排出されたり、結晶粒子内へ取り込まれることにより、粒界
に鉛化合物が存在しにくくなるためである。一方、結晶粒子の平均粒径が１μｍより小さ
いと粒界に鉛化合物が残存しやすくなり、高温での強度劣化を招くおそれがある。また、
結晶粒子の平均粒径の上限は、５μｍ以下、好ましくは４μｍ以下、より好ましくは３．
５μｍ以下であるのがよい。結晶粒子が５μｍを超えると、欠陥サイズが大きくなること
になり、磁器強度自体が劣化しやすくなるおそれがある。したがって、結晶粒子の平均粒
径は、１μｍ以上５μｍ以下、好ましくは１．５μｍ以上４μｍ以下、より好ましくは２
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．０μｍ以上３．５μｍ以下であるのがよい。
【００３５】
　誘電体層１の結晶粒子の平均粒径は、誘電体層１の断面を例えば走査型電子顕微鏡（Ｓ
ＥＭ）などにより観察し、任意の線分間に含まれる粒子の数を測定し、この線分の長さを
粒子数で割ることによって平均粒径を求めることができる。
【００３６】
　さらに、本発明では、誘電体層１に含まれる銀が０．５重量％以下、好ましくは０．３
重量％以下、より好ましくは０．１重量％以下であるのが好ましい。誘電体層１には内部
電極２から成分が拡散してくるが、特に銀が０．５重量％より多く含まれていると、鉛と
反応しやすくなる。銀と反応して生成する鉛化合物はキュリー点が低温にシフトする傾向
にあり、高温での強度劣化を招きやすい。そのため、誘電体層１に含まれる銀は０．５重
量％以下であることが好ましい。また、内部電極材料に銀を用いた場合、粒界に鉛成分が
あると、鉛が銀のマイグレーションを誘発して誘電体層１の絶縁性を劣化させるおそれが
あるので、本発明のように結晶粒界における鉛の存在量をゼロ又は著しく少なくさせるこ
とは、電気絶縁性を向上させる効果もある。
【００３７】
　また、本実施形態１における外部電極及び内部電極との間の接続は以下のように構成さ
れている。
　まず、焼成後の柱状積層体１０の４つの側面には内部電極２が露出しているが、少なく
とも１つの側面において、内部電極２の端部を含む誘電体層１の端面に一層おきに深さ５
０～５００μｍ、積層方向の幅３０～２００μｍの溝が形成される。そして、この溝内に
絶縁体３が形成される。絶縁体３は、ガラス、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミ
ドイミド樹脂、シリコーンゴム等からなり、特に柱状積層体１０との接合を強固とするた
めに、柱状積層体１０の変位に対して追従するような弾性率が低い材料、具体的にはシリ
コーンゴム等からなることが好適である。この絶縁体３により、柱状積層体１０の対向す
る２つの側面１０ｂにおいて、内部電極２の端部が互い違いで一層置きに絶縁され、内部
電極２の絶縁されていない他方の端部は、外部電極４に接続される。
【００３８】
　外部電極４は、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｗ、Ｍｏ、ステンレス鋼、Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｏ
合金等の導電性、弾性を備えた金属材料から成り、中でも、耐酸化性が良好で、導電性が
良いという点から、Ａｇ、Ｎｉ、ステンレスが望ましい。また、外部電極４を低抵抗とし
、さらに、柱状積層体１０の変位に対して追従するような伸縮性に富むようにするため、
内部電極２と接続する部分にメッシュ部材を具備させ、かつ外部電極４の厚みを５０～５
００μｍ程度とすることが望ましい。
【００３９】
　外部電極４は、外部からの挟持力により柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ｂに
押し当てられた状態（例えばクリップ状のもので挟んだ状態）で内部電極２と接続しても
良い。また、半田等によって内部電極２と接続固定しても良い。また、内部電極２の露出
した柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ｂに、蒸着、スパッタリング、メッキ等で
薄膜の低抵抗部を予め形成しておき、この低抵抗部上に外部電極４を接続しても良い。
【００４０】
　さらに、外部電極４にはリード線６が半田等により接続固定されている。このリード線
６は外部電極４を外部の電圧供給部に接続する作用を有する。そして、リード線６を介し
て一対の外部電極４に０．１～３ｋＶ／ｍｍの直流電流を印加し、柱状積層体１０を分極
処理することによって、積層型電子部品が完成する。該積層型電子部品に対して、リード
線６を外部の電圧供給部に接続し、外部電極４を介して内部電極２に電圧を印加させれば
、各誘電体１は逆圧電効果によって大きく変位する。
【００４１】
＜実施形態２＞
　本発明に係る実施形態２の積層型電子部品は、鉛元素を含む複数の誘電体層と複数の内
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部電極とを含み、誘電体層と内部電極が交互に積層された活性部と、前記活性部の積層方
向の上面側及び下面側にそれぞれ位置するとともに誘電体層からなる上不活性部及び下不
活性部とを備える積層型電子部品において、以下のように構成されている。
　すなわち、実施形態２の積層型電子部品では、前記内部電極のうち、最も上に位置する
最上内部電極と、該最上内部電極の次に位置する内部電極との間に配置された誘電体層の
誘電率をε１、前記内部電極のうち、最も下に位置する最下内部電極と、該最下内部電極
の次に位置する内部電極との間に配置された誘電体層の誘電率をε２、前記活性部の中央
付近において隣り合う２つの内部電極間に配置された誘電体層の誘電率をε３としたとき
、ε１＞ε３、且つ、ε２＞ε３を満足するように構成されている。
　このように、活性部において、不活性部近傍の誘電率を大きくすると、不活性部近傍で
は分極がかかりにくくなり、同じ電圧をかけたときにこの部分の伸びを小さくでき、応力
を緩和することができる。電圧をかけた時伸縮する活性層と伸縮しない不活性部を含む積
層型電子部品では、活性層と不活性部の界面に大きな応力が生じる。しかしながら、実施
形態３の構成では、不活性部近傍の誘電率を高くすることにより、不活性部近傍の伸びを
抑えているので、応力を緩和できる。
　したがって、本実施形態２の積層型電子部品は、高電圧、高温下、高湿度下で繰り返し
作動させたときに、より高い信頼性が得られる。
【００４２】
　本実施形態２の積層型電子部品では、さらに前記最上内部電極と該最上内部電極の次に
上面側に位置する内部電極との間に配置された誘電体層より下面側に、誘電率が前記ε１
からε３に向かって順次低下する複数の誘電体層を含んでいることが好ましい。
【００４３】
　またさらに、前記最下内部電極と該最下内部電極の次に下面側に位置する内部電極との
間に配置された誘電体層より上面側に、誘電率が前記ε２からε３に向かって順次低下す
る複数の誘電体層を有していることが好ましい。このように誘電率が順次減少する複数の
誘電体層を、中央部の上又は下、好ましくは上下に含むことにより、さらに応力を低減で
きる。この場合、さらに前記内部電極を銀を主成分とする材料により構成すると、焼成温
度を低くでき、誘電体層において誘電率が順次低下する部分を形成しやすくなるので、好
ましい。
【００４４】
　以下、実施形態１及び２の積層型電子部品に係る製造方法について説明する。
【００４５】
　本実施形態１及び２にかかる積層型電子部品は以下のようにして製造する。まず、例え
ば、ＰＺＴ等の圧電セラミックスの仮焼粉末と、アクリル系、ブチラール系等の有機高分
子から成るバインダーと、ＤＢＰ（フタル酸ジブチル）、ＤＯＰ（フタル酸ジオチル）等
の可塑剤とを混合してスラリーを作製し、該スラリーを周知のドクターブレード法、カレ
ンダーロール法、スリップキャスティング法等のテープ成形法により、誘電体１となるセ
ラミックグリーンシートを作製する。
【００４６】
　次に、銀－パラジウム粉末に、バインダー、可塑剤、及び必要に応じて上記圧電セラミ
ックス仮焼粉末等を添加混合して、内部電極２を成す導電性ペーストを作製し、該導電ペ
ーストを上記各グリーンシートの上面にスクリーン印刷等によって１～４０μｍの厚みに
印刷する。
【００４７】
　ついで、上面に導電性ペーストが印刷されたグリーンシートを積層し、所定の大きさに
切断した後、所定の温度で脱バインダー処理を行った後、７００～１４００℃で焼成する
。このようにして、柱状積層体１０を作製する。
【００４８】
　ここで、本実施形態１及び２で示した積層型電子部品を製造するためには、本製造方法
の焼成工程において、第１の焼成工程と第２の焼成工程の２段階で焼成する。第２の焼成
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工程は、焼成温度が第１の焼成工程よりも高く、焼成雰囲気中の圧力が第１の焼成工程と
同じ又は第１の焼成工程よりも低く、かつ、焼成雰囲気中の鉛濃度が第１の焼成工程と同
じ又は第１の焼成工程よりも低くなるように設定される。
【００４９】
　具体的には、焼成温度は、第１焼成工程及び第２焼成工程のいずれも７００～１４００
℃、好ましくは８００～１３００℃、より好ましくは８５０～１２００℃の範囲に設定す
る。このとき、第２の焼成工程の焼成温度は、第１の焼成工程よりも１０℃以上、好まし
くは３０℃以上、より好ましくは５０℃以上高い温度に設定する。
【００５０】
　焼成雰囲気中の圧力と焼成雰囲気中の鉛濃度については、第１の焼成工程において鉢を
密閉した状態にすることによりグリーンシートからでる鉛を含む蒸気で加圧して、鉛雰囲
気中の鉛濃度が高い状態にし、第２の焼成では鉢に開放部を設けることにより圧力及び鉛
濃度の上昇を抑制する。焼成時間は、第１焼成工程及び第２焼成工程のいずれも１～２０
時間、好ましくは２～１０時間、経済性を考えるとさらに好ましくは３～６時間焼成する
。
【００５１】
　第１の焼成工程と第２の焼成工程はバッチ炉などで２回の焼成に分けてもかまわないが
、トンネル炉などの連続炉において温度プロファイルや、空気導入管などを用いて、連続
的に焼成する方が量産性の観点から好ましい。
【００５２】
　バッチ炉で２回に分けて焼成する場合には、第２の焼成工程は、焼成温度が第１の焼成
工程より高く、焼成雰囲気の圧力が第１の焼成工程よりも低く、かつ、焼成雰囲気中の鉛
濃度が第１の焼成工程よりも低く設定されるのが好ましい。その理由は以下の通りである
。
【００５３】
　誘電体の磁器は鉛成分が存在することにより、液相を生成しやすくなり、緻密化が促進
される。液相が生成しやすくなるのは、鉛の化合物は一般的に低融点であり、鉛成分と反
応することにより低融点の化合物の液相が生成するためであると考えられる。そのため、
第１の焼成工程では焼成温度を低くし、焼成雰囲気中の鉛濃度を高くし、圧力を高めて焼
成することにより緻密化を促進させる。十分に緻密化させ圧電特性を安定化するにはこの
第１の焼成工程において、前記誘電体層の相対密度が８０～９９％、好ましくは８５～９
５％、さらに好ましくは９０～９５％の範囲になるまで焼成し、その後、第２の焼成工程
を行うことが好ましい。
【００５４】
　このように第１の焼成工程において相対密度を向上させてある程度緻密化させる必要が
あるのは、第２の焼成工程では鉛成分が分解しやすく、緻密化が阻害されやすいためであ
る。しかしながら、第１の焼成工程で緻密な焼結体は得られるが、この段階では液相を生
成した成分がそのまま粒界に残りやすい。したがって、第１の焼成工程だけでは、先に述
べたように、高温動作度における強度特性を劣化させてしまう。特に銀などの内部電極成
分を多く含む積層型電子部品においては、電極成分の拡散により、粒界に残りやすくなる
。
【００５５】
　そのため第２の焼成工程では、この液相を生成して、粒界に残りやすい鉛を含む成分を
積極的に排出させる必要がある。具体的には焼成温度を第１の焼成工程よりも高く、鉢内
の圧力を低くして、鉛の濃度を低くする。これにより、鉛の成分が排出されやすくなり、
最終的に粒界に残る鉛化合物が少なくなり、初期の目的である高温強度特性に優れる誘電
体を得られるのである。
【００５６】
　また、このような焼成方法を用いると過剰な鉛が排出される。さらに、活性部の両側に
不活性部を有する積層体では、活性部における不活性部近傍の鉛は不活性部からの鉛の供
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給により、活性部の中央付近における鉛の量より少なくなる。そのため、ペロプスカイト
構造における（Ａサイト／Ｂサイト）比が活性部の中央付近と比べて若干高くなり、活性
部における不活性部に近い部分では、誘電率が高くなる。これにより、分極時に伸びにく
くなるため、実施形態２で説明した、活性部における不活性部に近い部分の応力を緩和で
きる積層型電子部品が作製される。
【００５７】
　さらに、活性部の中央部は不活性部近傍に比べ液相を形成させやすい銀などからなる内
部電極の存在密度が高い。そのため、このような焼成方法を用いると、活性部の中央部付
近では不活性部近傍に比べ焼成の初期段階の低温時点から液相が形成されて、液相中に含
まれる鉛成分の移動を生じやすくすることができる。
【００５８】
　また、鉛は揮発温度が低いため、焼成工程の最も高い温度では積層体の素子表面から揮
発して、積層体の粒界から排出される。そのため、液相が形成される活性部の中央近傍は
、不活性部よりも鉛の揮発が大きくなりペロプスカイト構造におけるＡ／Ｂ比のＡサイト
を構成する鉛成分を不活性部近傍に比べて小さいものとすることができ、活性部の中央部
付近よりも不活性部近傍の誘電率が高くなる。その結果、分極がかかりにくく、活性部の
中央部付近よりも不活性部近傍が伸びにくくなるため、活性部の中央部付近よりも変位量
の小さな層を不活性部との間に備えることができ、活性部と不活性部との間の応力を緩和
することができる。
【００５９】
　したがって、上述したような、製造方法によれば、図４に示すように、最も上面側に位
置する最上内部電極と、最上内部電極の次に上面側に位置する内部電極との間に配置され
た誘電体層における誘電率（ε１）と該誘電体層より下面側に位置する誘電体層の誘電率
（ε４、ε５…）および／または、前記最も下面側に位置する最下内部電極と、最下内部
電極の次に下面側に位置する内部電極との間に配置された誘電体層における誘電率（ε２
）と該誘電体層より上面側に位置する誘電体層の誘電率（ε６、ε７…）が、活性部８中
央付近において隣り合う２つの内部電極間に配置された誘電体層の誘電率（ε３）に向か
って順次低下する部分を備えた積層型電子部品を製造でき、活性部８と不活性部９との間
の応力を、誘電体層の厚みを変えることなく十分に緩和することができる。
【００６０】
　このように、本製造方法では、誘電体層および内部電極を焼成する匣鉢に設けた開口に
より、焼成雰囲気における鉛濃度を調整することで可能となる。開口部は鉢のどの部分に
あってもかまわないが、鉢に孔を開けたり、上下のふたにスペーサーを置くことによって
可能となる。製品から分解してきた鉛を含む蒸気は、この開口部から排出され、過剰な圧
力上昇や、鉛雰囲気を避けることができる。
【００６１】
　また、焼成雰囲気における鉛濃度の調整は、匣鉢の内部に、又は匣鉢に隣接して鉛吸収
材料を配置することによっても可能となる。この上記鉛吸収材料は、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ

２またはＭｇＯであることが好ましい。これらの材料は鉛と反応しやすいため、焼成中の
製品から分解して排出される過剰の鉛成分を吸収することができる。これらの材料は焼結
体でも生製品でもかまわないが、生製品は反応が過剰になるため焼結体が好ましい。
【００６２】
　さらに、第２の焼成工程では、匣鉢の内部と外部の圧力がほぼ同じであることが好まし
い。開口部が大きすぎたり、吸収材料が多すぎて内部の圧力を下げすぎると、緻密になっ
た焼結体から過剰に鉛成分が分解し、本来の圧電性を示さなくなるおそれがあるためであ
る。
【００６３】
　本発明の製造方法において、第１焼成工程及び第２焼成工程の焼成温度、圧力及び鉛濃
度が好ましい範囲に設定されているか否かを判別するには、焼成前後の重量変化率を一つ
の目安とすることができる。本発明では、焼成前後における重量変化率（重量減少率）が
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、０．１～３％、好ましくは０．５～２％、より好ましくは１～１．５％であるのがよい
。重量変化率が０．１％未満では鉛の排出が不十分であり、結晶粒界に粒径０．０１μｍ
以上の鉛化合物が多く残存して絶縁性が低下するおそれがある。一方、重量変化率が３％
を超えると、誘電体層の組成が所望の範囲から外れるおそれがあり、その場合、所望の特
性が得られなくなるおそれがある。
【００６４】
　連続炉で焼成する場合には、第２の焼成工程は、焼成温度が第１の焼成工程より高く、
焼成雰囲気の圧力が第１の焼成工程とほぼ同じで、かつ、焼成雰囲気中の鉛濃度が第１の
焼成工程とほぼ同じになるように設定されるのが好ましい。連続炉を用いた焼成において
は、予め匣鉢に設けた開口を適当な大きさに調整した鉢を用いることにより、第１の焼成
工程と第２の焼成工程の鉛濃度および圧力がほぼ同じになるとともに、第１の焼成工程で
は焼結に必要な鉛が焼成雰囲気中に存在し、第２の焼成工程では焼成雰囲気中に余分な鉛
が存在しない状態となって、所望の製品を得ることができる。連続炉における焼成条件が
適当であるか否かを判別するには、上記したように焼成前後の重量変化率を一つの目安と
すればよい。重量変化率が上記範囲内となるように匣鉢の開口の大きさを調整すればよい
。
【００６５】
＜実施形態３＞
　また、本発明に係る実施形態３の積層型電子部品は、複数の誘電体層１と複数の内部電
極２とを含み、誘電体層１と内部電極２とが交互に積層されてなる四角柱状の積層体１０
と、この積層体１０の対向する２つの側面１０ａ，１０ｂに配設された一対の外部電極４
を有してなり、表面に露出した誘電体層の結晶粒界には、２属元素化合物が析出している
。尚、本実施形態３の積層型電子部品において、内部電極、外部電極及びそれらの接続構
造については、実施形態１と同様である。
　このように、耐湿度性が高い２属元素化合物が表面に析出していると、水分の磁器内へ
の浸入を防ぐことができ、積層型電子部品の耐湿度性を向上させることができる。特に、
２属元素のなかでも、より効果的に耐湿度性を向上させることができる、アルカリ土類金
属（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ，Ｒａ）元素化合物が表面に析出していることがより好ましく、よ
りいっそう好ましくは、鉛と置換して固溶しやすく、析出させやすいバリウム（Ｂａ）又
はストロンチウム（Ｓｒ）元素化合物を析出させる。
　尚、２族元素とは、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｒａである。
【００６６】
　また、表面の粒界に析出させる２属元素化合物は、ペロブスカイト構造の組成式ＡＢＯ

３におけるＡサイトに固溶できる２属元素イオンを含む化合物であることが好ましい。こ
のような２属元素イオンは、誘電体を構成する鉛と置換して固溶しやすく、かつ表面に析
出させやすく、しかも析出した化合物と磁器との密着性を向上させることができる。また
、２属元素化合物は、異方性がなく、特定の方向からの応力にも強い非晶質であることが
好ましい。
【００６７】
　また、２属元素化合物は、積層型電子部品の側面において最も変位が大きく、応力がか
かる内部電極近傍に析出していることが好ましい。また、析出した２属元素化合物の粒径
は、充填度を上げ、かつ密着強度を上げるために、積層型電子部品の表面における誘電体
層の結晶粒径よりも小さいことが好ましい。さらに、誘電体層は、特に２属元素化合物を
固溶しやすく、析出させやすいため耐湿度性が向上しやすいチタン酸ジルコン酸鉛を主成
分とすることが好ましい。
【００６８】
　尚、本実施形態３の積層型電子部品においてさらに、実施形態１と同様、誘電体層１の
結晶粒界における鉛化合物の粒径を制限、又は誘電体層１の結晶粒界における鉛化合物の
量を制限するようにしてもよく、これにより、実施形態１の積層型電子部品に比較して、
より耐湿特性に優れ、高電圧、高温下、高湿度下で繰り返し作動させることを可能な積層
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型電子部品を提供することができる。
【００６９】
　以下、実施形態３に係る積層型電子部品の製造方法について説明する。
　以下に説明する本実施形態３の製造方法は、実施形態１及び２の積層型電子部品の製造
方法においてさらに、２属元素化合物を積層型電子部品の側面に析出させることができる
方法である。
【００７０】
　すなわち、本実施形態３に係る積層型電子部品の製造方法は、鉛元素を含む複数の誘電
体層と、複数の内部電極とを交互に積層した積層型電子部品の製造方法であって、鉛元素
を含む誘電体材料の粉末を含む複数の成形体と、主に金属材料からなる複数の内部電極層
とを積層して焼成前積層体を成形する成形工程と、前記焼成前積層体を匣鉢内において、
鉛雰囲気中で焼成を行なう第１焼成工程と、前記第１焼成工程よりも、焼成温度が高くか
つ濃度が低い鉛雰囲気中で焼成を行なう第２焼成工程と、を含んでおり、前記第１焼成工
程において、前記誘電体材料及び金属材料の粒界に、鉛元素を含む液相が形成されるとと
もに、前記第２焼成工程において、前記液相中の鉛元素を積層体の外部に排出することを
特徴としている。液相中に鉛成分を含ませることにより、焼結性を上げるとともに、過剰
の鉛成分を外部に排出させやすくするためである。具体的には、その成形工程において、
鉛元素を含む誘電体材料の粉末に２属元素を添加し、前記第１焼成工程において、前記液
相には、前記２属元素が含まれており、前記第２焼成工程において、前記２属元素の化合
物を前記積層体の表面において析出させることを特徴としている。２属元素成分を添加し
、焼成中に外部に析出させることにより、表面に微小な２属元素化合物を析出させること
ができ、耐湿度性を向上させることができるのである。
【００７１】
　この製造方法で得られた柱状の積層体は、焼成後そのままの形状であれば２属元素化合
物が表面に析出しているため耐湿度性の効果が得られるが、その形状を整えるために、平
面研削盤等で研削されてもよい。平面研削盤以外では、ロータリー研磨機や両頭研磨機等
を用いた研磨方法でも良い。さらに、これらの研削後、あるいはこれらの研削に代えて炭
化珪素やアルミナの砥粒を用いたラップ研磨や、ポリッシングで加工してもよい。砥粒の
粒度は＃１０００から＃３０００が好ましい。研削することにより析出させた２属元素化
合物は除去されてしまうが、加工後８００℃以上の温度で熱処理することにより２属元素
化合物を再度析出させることができ、同様の効果を得ることができる。
【００７２】
　上記のようにして、複数の誘電体１と複数の内部電極２を交互に積層して成る柱状積層
体１０が作製される。さらに、柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ｂにおいて、内
部電極２の端部を互い違いで一層置きに絶縁体３により絶縁され、内部電極の絶縁されて
いない他方の端部には、外部電極４が接続され、該外部電極４にリード線６を接続するこ
とによって、本発明の積層型電子部品が得られる。
【００７３】
＜噴射装置＞
　図５は、本発明の一実施形態にかかる噴射装置を示す概略断面図である。図５に示すよ
うに、本実施形態にかかる噴射装置は、一端に噴射孔３３を有する収納容器３１の内部に
上記実施形態に代表される本発明の積層型電子部品が収納されている。収納容器３１内に
は、噴射孔３３を開閉することができるニードルバルブ３５が配設されている。噴射孔３
３には燃料通路３７がニードルバルブ３５の動きに応じて連通可能に配設されている。こ
の燃料通路３７は外部の燃料供給源に連結され、燃料通路３７に常時一定の高圧で燃料が
供給されている。従って、ニードルバルブ３５が噴射孔３３を開放すると、燃料通路３７
に供給されていた燃料が一定の高圧で図示しない内燃機関の燃料室内に噴出されるように
構成されている。
【００７４】
　また、ニードルバルブ３５の上端部は内径が大きくなっており、収納容器３１に形成さ
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れたシリンダ３９と摺動可能なピストン４１が配置されている。そして、収納容器３１内
には、上記した積層型電子部品を備えた圧電アクチュエータ４３が収納されている。
【００７５】
　このような噴射装置では、圧電アクチュエータ４３が電圧を印加されて伸長すると、ピ
ストン４１が押圧され、ニードルバルブ３５が噴射孔３３を閉塞し、燃料の供給が停止さ
れる。また、電圧の印加が停止されると圧電アクチュエータ４３が収縮し、皿バネ４５が
ピストン４１を押し返し、噴射孔３３が燃料通路３７と連通して燃料の噴射が行われるよ
うになっている。
【００７６】
　また、本発明の噴射装置は、噴出孔を有する容器と、上記積層型電子部品とを備え、容
器内に充填された液体が積層型電子部品の駆動により噴射孔から吐出させるように構成さ
れていてもよい。すなわち、素子が必ずしも容器の内部にある必要はなく、積層型電子部
品の駆動によって容器の内部に圧力が加わるように構成されていればよい。なお、本発明
において、液体とは、燃料、インクなどの他、種々の液状流体（導電性ペースト等）が含
まれる。
【００７７】
　なお、本発明は、積層型電子部品および噴射装置に関するものであるが、上記実施例に
限定されるものではなく、例えば、自動車エンジンの燃料噴射装置、インクジェット等の
液体噴射装置、光学装置等の精密位置決め装置、振動防止装置等に搭載される駆動素子（
圧電アクチュエータ）、並びに燃焼圧センサ、ノックセンサ、加速度センサ、荷重センサ
、超音波センサ、感圧センサ、ヨーレートセンサ等に搭載されるセンサ素子、並びに圧電
ジャイロ、圧電スイッチ、圧電トランス、圧電ブレーカー等に搭載される回路素子等に適
用することができる。また、これら以外であっても圧電特性を用いた素子であれば、本発
明を適用することが可能である。
【００７８】
＜燃料噴射システム＞
　図６は、本発明の一実施形態にかかる燃料噴射システムを示す概略図である。図６に示
すように、本実施形態にかかる燃料噴射システム５１は、高圧燃料を蓄えるコモンレール
５２と、このコモンレール５２に蓄えられた燃料を噴射する複数の上記噴射装置５３と、
コモンレール５２に高圧の燃料を供給する圧力ポンプ５４と、噴射装置５３に駆動信号を
与える噴射制御ユニット５５と、を備えている。
【００７９】
　噴射制御ユニット５５は、エンジンの燃焼室内の状況をセンサ等で感知しながら燃料噴
射の量やタイミングを制御するものである。圧力ポンプ５４は、燃料タンク５６から燃料
を１０００～２０００気圧程度、好ましくは１５００～１７００気圧程度にしてコモンレ
ール５２に送り込む役割を果たす。コモンレール５４では、圧力ポンプ５４から送られて
きた燃料を蓄え、適宜噴射装置５３に送り込む。噴射装置５３は、上述したように噴射孔
３３から少量の燃料を燃焼室内に霧状に噴射する。
【実施例】
【００８０】
（実施例１）
　実施例１では、先ず、ＰＺＴを主成分とする圧電セラミックスの仮焼粉末、有機高分子
からなるバインダー、及び可塑剤を混合したスラリーを作製し、スリップキャスティング
法で厚み１５０μｍのセラミックグリーンシートを作製した。
【００８１】
　このグリーンシートの片面に、主成分である銀とパラジウムの比率が７：３であり、こ
の主成分１００重量部に対して上記圧電セラミックスを３０重量部添加した導電性ペース
トをスクリーン印刷法により５μｍの厚みに印刷し、導電性ペーストを乾燥させる。そし
て、該導電性ペーストが塗布された複数のグリーンシートを３００枚積層し、さらに、こ
の積層体の積層方向の両端部に、導電性ペーストが塗布されていないグリーンシートを上
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側１０枚、下側２０枚積層した。
【００８２】
　次に、この積層体を１００℃で加熱を行いながら加圧することにより一体化し、縦・横
の寸法８ｍｍ×８ｍｍの大きさの四角柱状に切断した後、８００℃で１０時間の脱バイン
ダー処理を行った。次に、バッチ炉を用いて、表１に示す焼成条件で誘電体１と内部電極
２からなる積層体を同時焼成して、図１に示すような柱状積層体１０を得た。また、脱バ
インダー処理後の重量と焼成後の重量から重量変化率を求めた。
【００８３】
　得られた柱状積層体１０の４つの側面を、０．２ｍｍずつ研削加工、面取りを行って評
価用試料を作製し、１５０℃における３点曲げにて抗折強度を測定した。
【００８４】
　また、実際の製品は柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ａ，１０ｂにおいて、内
部電極２端部を含む誘電体１の端面で互い違いになるよう、一層おきに深さ２００μｍ、
積層方向の幅７５μｍの溝を形成する。そして、これらの溝にシリコーンゴムを充填して
絶縁体３を形成し、内部電極２の端部を一層おきに柱状積層体１０の対向する２つの側面
１０ａ，１０ｂに露出させた。
【００８５】
　この後、柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ａ，１０ｂに、銀とポリイミド樹脂
から成る導電性接着剤を塗布し、該導電性接着剤中にメッシュ部材を埋め込み、この状態
で２００℃に加熱し、硬化することにより、外部電極４を形成した。
【００８６】
　この後、両方の外部電極４にリード線６を半田で接続し、積層型電子部品の外周面をア
ルコール等で洗浄した後、プライマー等で表面処理することによって樹脂の密着性を向上
させ、ディッピング等の方法でシリコーンゴムを被覆した後に、１ｋＶの分極電圧を印加
して積層型電子部品全体を分極処理し、図１に示す本発明の積層型電子部品を得た。
【００８７】
　得られた積層型電子部品に２００Ｖの直流電圧を印加した結果、各積層型電子部品は３
０μｍの変位を得た。
【００８８】
　誘電体の結晶粒界における鉛化合物の量、及び鉛とジルコニアの重量比率は、以下のよ
うにして測定した。
【００８９】
　焼結体から厚さ１ｍｍの平板を切り出し、＃３０００のサンドペーパーにより薄層化し
、ＴＥＭ観察用のサンプルとした。ＴＥＭ観察により観察領域１００μｍ２（１０μｍ角
）の場所を５点測定し、粒界に存在する鉛化合物の大きさと量を求めた。表１には、測定
個所５点の平均値を記載した。また、表１中の「Ｐｂ化合物量」とは、粒径０．０１μｍ
以上の鉛化合物の個数を表す。ここでいう粒径は、鉛化合物の最大径のことを意味する。
【００９０】
　また、焼結体から厚さ５ｍｍの平板を切り出し、上下面を＃３０００のダイヤモンドペ
ーストで鏡面研磨し、この平板を５０％酢酸溶液に９０℃で６０分浸漬させ、酢酸溶液か
ら平板を取り除いた後にこの酢酸溶液の成分をICP－MS装置で分析しＰｂとＺｒの重量比
を求めた。
【００９１】
　各試験結果は表１に示す通りである。
【００９２】
（実施例２）
　実施例１と同様にして作製した柱状積層体を、表２に示す材料を鉢内の製品周囲に配置
した状態で焼成した。実施例１と同様に評価を行った。結果は表２に示す通りである。
【００９３】
（実施例３）
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　実施例１と同様なＰＺＴを主成分とし、表３に示す２属元素化合物を添加した圧電セラ
ミックスの仮焼粉末に、有機高分子からなるバインダー、及び可塑剤を混合したスラリー
を作製し、スリップキャスティング法で厚み１５０μｍのセラミックグリーンシートを作
製した。以下実施例１と同様に作製した柱状積層体を、表３に示す条件で焼成した。その
後走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により表面の析出物を確認した。さらに湿度９０％８０℃
に２４時間保持後実施例１と同様に１５０℃における抗折強度の評価を行った。結果は表
３に示す通りである。
【００９４】
　また、実際の製品は柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ａ，１０ｂにおいて、内
部電極２端部を含む誘電体１の端面で互い違いになるよう、一層おきに深さ２００μｍ、
積層方向の幅７５μｍの溝を形成し、これらの溝にシリコーンゴムを充填して絶縁体３を
形成し、内部電極２の端部を一層おきに柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ａ，１
０ｂに露出させた。
【００９５】
　この後、柱状積層体１０の対向する２つの側面１０ａ，１０ｂに、銀とポリイミド樹脂
から成る導電性接着剤を塗布し、該導電性接着剤中にメッシュ部材を埋め込み、この状態
で２００℃に加熱し、硬化することにより、外部電極４を形成した。
【００９６】
　この後、両方の外部電極４にリード線６を半田で接続し、積層型電子部品の外周面をア
ルコール等で洗浄した後、プライマー等で表面処理することによって樹脂の密着性を向上
させ、ディッピング等の方法でシリコーンゴムを被覆した後に、１ｋＶの分極電圧を印加
して積層型電子部品全体を分極処理し、図１に示す本発明の積層型電子部品を得た。
【００９７】
　得られた積層型電子部品に２００Ｖの直流電圧を印加した結果、各積層型電子部品は３
０μｍの変位を得た。
【００９８】
（実施例４）
　表４に示すように焼成条件を変えて、実施例１と同様に作製した柱状積層体を、１５０
℃において、０～＋２００Ｖの交流電界を２００Ｈｚの周波数にて印加し、それぞれ１０
個の試料について駆動試験を行った。この駆動試験において１×１０９サイクル後の素子
の伸び量を比較した。また柱状積層体は外部電極を印刷する前に、測定したい層を挟む内
部電極にプロ-ブをたててインピーダンスアナライザー（ＨＰ－４２９２Ａ）で測定周波
数１ｋＨｚのＣｐａｃｉｔａｎｃｅを測定した。その上で圧電体の厚みをもとに、誘電率
を算出した。なお片側だけ外部電極を焼き付けて、反対側の1層ごとにプローブを立てて
測定しても良い。さらに各層のＡ／Ｂ比をＸＲＤのリートベルト解析から求めた。結果は
表４に示す通りである
【００９９】
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【表１（２）】

【０１００】
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【表２（１）】
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【表２（２）】

【０１０１】
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【表３】

【０１０２】
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【表４（１）】
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【表４（２）】

【０１０３】
　この表１、２、３、４から、比較例である試料番号５、１２では、第２の焼成工程で隙
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間も、吸収材もなく、鉢内の圧力、鉛濃度が第１の焼成工程より高いため、粒界に存在す
る鉛化合物の量が３個以上なり、さらに酢酸溶液中に溶出するＰｂ／Ｚｒが１００以上あ
ったために、高温での強度が低くなった。また試料番号１３では２属元素の添加がないた
め湿中放置で強度が劣化している。さらに試料番号２３は鉢を密閉しているため、鉛の揮
発がなく、組成差を生じない。そのため、不活性部近傍の誘電率も中央部と同じになり耐
久性に劣っている。
【０１０４】
　これらに対して、粒界に存在するＰｂ化合物の量が観察領域１００μｍ２当たり２個以
下であり、酢酸中に流出する鉛とジルコニアの重量比率（Ｐｂ／Ｚｒ）が１００以下の本
発明の実施例（試料番号１～４，６～１１）では、高温での強度に優れていた。また２属
元素を添加し、表面に析出させた実施例（試料番号１４～１８）では湿中放置での強度劣
化は見られない。ふた開き焼成し、鉛を揮発させ、組成差を生じさせて活性部の中央付近
の誘電体層に比べて不活性部近傍の誘電体層の誘電率が高い実施例（試料番号１９～２２
）は耐久性に優れている。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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