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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属元素として、少なくともＢａ、Ｔｉ、ＭｇおよびＭｎと、Ｙ、ＤｙおよびＨｏから
選ばれる１種の希土類元素とを含有するペロブスカイト型複合酸化物からなる主結晶粒子
と、粒界相とからなる誘電体磁器において、前記主結晶粒子および前記粒界相中にＡｌを
含み、Ａｌ２Ｏ３換算したときのＡｌの含有量が、前記主結晶粒子の内部で０．００３～
０．０３質量％、前記粒界相で０．４～０．９５質量％であることを特徴とする誘電体磁
器。
【請求項２】
　前記主結晶粒子が、該主結晶粒子の表面にＭ４Ｒ６Ｏ（ＳｉＯ４）型構造（Ｍはアルカ
リ土類元素、ＲはＹ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素）の複合酸化物から
なる被覆層を有してい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】
　前記主結晶粒子の平均粒径が０．１～０．４μｍであり、ｃ軸／ａ軸比が１．００５以
上であることを特徴とする請求項１または２に記載の誘電体磁器。
【請求項４】
　前記主結晶粒子を構成するＢａ元素が３０原子％以下の比率でＣａ元素に置換されてい
ることを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれかに記載の誘電体磁器。
【請求項５】
　誘電体層と内部電極層とを交互に積層してなる電子部品本体と、該電子部品本体の両端
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部に設けられた外部電極とを備えた積層型電子部品であって、前記誘電体層が請求項１乃
至４のうちいずれかに記載の誘電体磁器からなることを特徴とする積層型電子部品。
【請求項６】
　ＢａＴｉＯ３粉末の表面に、Ｙ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素の酸化
物、ＭｇＯおよびＭｎＯの混合物を被覆した被覆ＢａＴｉＯ３粉末を調製する工程と、
該被覆ＢａＴｉＯ３粉末に、ＣａＯおよびＳｉＯ２を含み、ＡｌをＡｌ２Ｏ３換算で０．
０５～２質量％含有する副成分を、前記ＢａＴｉＯ３粉末１００質量部に対して、０．５
～２質量部の割合で添加して混合粉末を調製した後、該混合粉末に少なくとも有機バイン
ダおよび有機溶媒を加えて誘電体スラリーを調製する工程と、
該誘電体スラリーを用いて誘電体グリーンシートを形成する工程と、
該誘電体グリーンシートの主面上に内部電極パターンを形成する工程と、
該内部電極パターンが形成された前記誘電体グリーンシートを複数積層して、積層成形体
を形成する工程と、
該積層成形体を格子状に切断して、電子部品本体の成形体を形成する工程と、
該電子部品本体の成形体を、大気中で５～４０℃／ｈの昇温速度で２００～４００℃にて
脱バインダ処理を行い、その後、還元雰囲気中にて５００℃からの昇温速度を１００～４
００℃／ｈとし、１１００～１３００℃の温度で２～５時間焼成し、続いて１００～４０
０℃／ｈの降温速度で冷却し、窒素雰囲気中９００～１１００℃で処理して、誘電体層と
内部電極層とを交互に積層してなる電子部品本体を形成し、前記誘電体層を構成する誘電
体磁器の主結晶粒子および粒界相におけるＡｌ２Ｏ３換算したときのＡｌの含有量を、前
記主結晶粒子の内部で０．００３～０．０３質量％、粒界相で０．４～０．９５質量％と
する工程と、
該電子部品本体の両端部に外部電極を形成する工程と
を具備することを特徴とする積層型電子部品の製法。
【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並びにその製法に関し、特に、より詳細に
は、例えば、誘電体層に印加される直流電圧が２Ｖ／μｍ以上であるような高電圧用の積
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、および該誘電体磁器を用いて
形成された積層型電子部品、並びにその製法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　積層セラミックコンデンサ（ＭＬＣ）の誘電体層の形成に使用される誘電体材料には、
小型、高容量化の為に、高い比誘電率が要求されるのはもちろんのこと、誘電損失が小さ
く、誘電特性の温度に対する依存性（温度依存性）や直流電圧に対する依存性（ＤＣバイ
アス依存性）が小さい等の種々の特性が要求される。
【０００３】
　また、誘電体層の薄層化に伴い、積層セラミックコンデンサに印加する電界の増大によ
る信頼性低下を抑制するために、粒子径のより小さい誘電体材料が使用されるようになっ
てきているが、例えば、下記の特許文献１によれば、水熱合成法や加水分解法などの製法
により調製した原料粉末を用いることにより、焼結後においてもサブミクロン粒径の主結
晶粒子を有する誘電体層が得られている。
【０００４】
　一方、上述のような誘電体層を有する積層セラミックコンデンサにおいて、誘電体層の
薄層化に伴うデラミネーションの発生を防止するために、誘電体層を構成するＢａＴｉＯ

３を主成分とする誘電体磁器中にＡｌ２Ｏ３などの副成分を添加することが記載されてい
る（例えば、特許文献２）。
【特許文献１】特開平９－２４１０７５号
【特許文献２】特開２００１－２４７３６１号
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された誘電体磁器は、厚みが３μｍと薄層化され
、主結晶粒子の平均粒径が０．１～０．３μｍであり、また、温度特性の異なる２種類以
上の微細な主結晶粒子により構成され、温度依存性が小さくなっているものの、このよう
な粒子サイズでは、最大でも２１００程度の比誘電率しか得られず、高容量化に限界があ
った。
【０００６】
　また、この特許文献１にて用いられる原料のように、粒子サイズが０．３μｍ以下にな
ると、焼結時に容易に固溶体を形成し粒成長してしまうため、原料粒子サイズを維持した
まま緻密な焼結体を作製することが極めて困難であり、このような誘電体磁器を用いて作
製された積層セラミックコンデンサは、焼成時や外部電極形成時にチッピング（欠け）し
やすいという問題が生じていた。
【０００７】
　一方、特許文献２にかかるＡｌ２Ｏ３を添加した誘電体磁器は、高い比誘電率を有する
ものであるが、そもそも、このような磁器は、特許文献２に記載の製法によれば、Ａｌ２

Ｏ３を、ＢａＣＯ３、ＴｉＯ２、ＭｎＣＯ３およびＭｇＯなどの各種素原料とともに一括
で混合し、仮焼、焼成されたものであり、このような製法により形成された誘電体磁器で
は、主成分であるＢａＴｉＯ３の主結晶粒子の内部にＡｌ２Ｏ３が固溶しており、高い比
誘電率は得られるものの、反面、比誘電率の温度依存性が大きいという問題があった。
【０００８】
　従って、本発明は、結晶粒子を微細化しても高い比誘電率を維持し、比誘電率の温度依
存性が小さく、また、チッピングのない誘電体磁器および積層型電子部品ならびに積層型
電子部品の製法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】
【０００９】
　本発明の誘電体磁器は、金属元素として、少なくともＢａ、Ｔｉ、ＭｇおよびＭｎと、
Ｙ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素とを含有するペロブスカイト型複合酸
化物からなる主結晶粒子と、粒界相とからなる誘電体磁器において、前記主結晶粒子およ
び前記粒界相中にＡｌを含み、Ａｌ２Ｏ３換算したときのＡｌの含有量が、前記主結晶粒
子の内部で０．００３～０．０３質量％、前記粒界相で０．４～０．９５質量％であるこ
とを特徴とする。
【００１０】
　このような構成によれば、誘電体磁器中に含まれるＡｌ成分を粒子内から極力排除し、
一方、粒界に適正量を介在させることにより、主結晶粒子の比誘電率の低下を抑制しつつ
、比誘電率の温度依存性を小さくし、かつ主結晶粒子の焼結性を高めチッピングなどの欠
陥の発生を防止できる。
【００１１】
　　上記誘電体磁器では、前記主結晶粒子が、該主結晶粒子の表面にＭ４Ｒ６Ｏ（ＳｉＯ

４）型構造（Ｍはアルカリ土類元素、ＲはＹ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類
元素）の複合酸化物からなる被覆層を有していることが望ましい。
【００１２】
　本発明の誘電体磁器において、特に、主結晶粒子表面に、アルカリ土類元素、希土類元
素およびＳｉからなる複合酸化物を形成すると、この複合酸化物が比較的高い絶縁抵抗を
有するため、誘電体層１層当たりの電界強度を高め、誘電体磁器の絶縁破壊電圧を高める
ことができ、誘電体層を薄層化しても静電容量の温度特性を向上できる。
【００１３】
　上記誘電体磁器では、前記主結晶粒子の平均粒径が０．１～０．４μｍであり、ｃ軸／
ａ軸比が１．００５以上であることが望ましい。このように微細結晶粒子においても高い
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正方晶性を有することで、高い誘電率を実現することができる。
【００１４】
　上記誘電体磁器では、前記主結晶粒子を構成するＢａ元素が３０原子％以下の比率でＣ
ａ元素に置換されていることが望ましい。主結晶粒子の一部あるいは全部のＢａ元素が３
０原子％以下の比率でＣａ元素に置き換えることにより、比誘電率の温度特性をさらに平
坦化することができる。
【００１５】
　つまり、上記誘電体磁器では、比誘電率の温度特性が、ＪＩＳ規格のＢ特性（－２５～
８５℃において、±１５％以内）であることが望ましく、さらには、２５℃における比誘
電率が２５００以上であることが望ましい。
【００１６】
　本発明の積層型電子部品は、誘電体層と内部電極層とを交互に積層してなる電子部品本
体と、該電子部品本体の両端部に設けられた外部電極とを備えた積層型電子部品であって
、前記誘電体層が上記の誘電体磁器からなることを特徴とするものであり、特に、誘電体
層の厚みが３μｍ以下であることが望ましい。
【００１７】
　本発明の誘電体磁器は、上記したように優れた特性を有するため、主結晶粒子を微細化
して誘電体層を薄層化した積層型電子部品を形成したとしても、誘電特性や絶縁抵抗およ
び誘電体磁器の絶縁破壊電圧を高め、誘電体層１層あたりの電界強度を向上することがで
き、誘電体層を薄層化しても静電容量の温度特性を向上でき、チッピングを抑制できる。
【００１８】
　本発明の積層型電子部品の製法は、ＢａＴｉＯ３粉末の表面に、Ｙ、ＤｙおよびＨｏか
ら選ばれる１種の希土類元素の酸化物、ＭｇＯおよびＭｎＯの混合物を被覆した被覆Ｂａ
ＴｉＯ３粉末を調製する工程と、
該被覆ＢａＴｉＯ３粉末に、ＣａＯおよびＳｉＯ２を含み、ＡｌをＡｌ２Ｏ３換算で０．
０５～２質量％含有する副成分を、前記ＢａＴｉＯ３粉末１００質量部に対して、０．５
～２質量部の割合で添加して混合粉末を調製した後、該混合粉末に少なくとも有機バイン
ダおよび有機溶媒を加えて誘電体スラリーを調製する工程と、
該誘電体スラリーを用いて誘電体グリーンシートを形成する工程と、
該誘電体グリーンシートの主面上に内部電極パターンを形成する工程と、
該内部電極パターンが形成された前記誘電体グリーンシートを複数積層して、積層成形体
を形成する工程と、
該積層成形体を格子状に切断して、電子部品本体の成形体を形成する工程と、
該電子部品本体の成形体を、大気中で５～４０℃／ｈの昇温速度で２００～４００℃にて
脱バインダ処理を行い、その後、還元雰囲気中にて５００℃からの昇温速度を１００～４
００℃／ｈとし、１１００～１３００℃の温度で２～５時間焼成し、続いて１００～４０
０℃／ｈの降温速度で冷却し、窒素雰囲気中９００～１１００℃で処理して、誘電体層と
内部電極層とを交互に積層してなる電子部品本体を形成し、前記誘電体層を構成する誘電
体磁器の主結晶粒子および粒界相におけるＡｌ２Ｏ３換算したときのＡｌの含有量を、前
記主結晶粒子の内部で０．００３～０．０３質量％、前記粒界相で０．４～０．９５質量
％とする工程と、
該電子部品本体の両端部に外部電極を形成する工程と
を具備することを特徴とする。 
【００１９】
　この製法において、先ず、ＢａＴｉＯ３粉末の表面に、Ｙ、ＤｙおよびＨｏから選ばれ
る１種の希土類元素、ＭｇＯ、およびＭｎＯの混合物を被覆し、次に、この被覆ＢａＴｉ
Ｏ３粉末にＡｌ２Ｏ３などの添加物成分を添加することにより、ＢａＴｉＯ３からなる主
結晶粒子の表面にほぼ均一に高絶縁性の複合酸化物からなる被覆層を形成できる。このた
め、主結晶粒子が小さくても後に添加するＡｌ２Ｏ３などの添加物の主結晶粒子への固溶
を抑制でき、一方で、添加したＡｌ２Ｏ３を粒界相に偏析させることにより、誘電体層の
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比誘電率を高く維持したまま、薄層化した誘電体層の１層あたりの電界強度を高め、また
絶縁破壊電圧を高め、さらには積層型電子部品の静電容量の温度特性を改善でき、チッピ
ングの発生をも抑制することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ＢａＴｉＯ３粉末の表面に、Ｙ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の
希土類元素、ＭｇＯおよびＭｎＯの混合物が被覆された被覆ＢａＴｉＯ３粉末と、ＣａＯ
およびＳｉＯ２を含み、ＡｌをＡｌ２Ｏ３換算で０．０５～２質量％含有する副成分とを
、ＢａＴｉＯ３粉末１００質量部に対して、０．５～２質量部の割合で混合したものを焼
成し、結果として、Ａｌ２Ｏ３換算したときのＡｌの含有量を、主結晶粒子の内部で０．
００３～０．０３質量％、粒界相で０．４～０．９５質量％とすることにより、主結晶粒
子の比誘電率の低下を抑制しつつ、比誘電率の温度依存性を小さくし、絶縁抵抗や絶縁破
壊電圧を高め、かつ主結晶粒子の焼結性を高めチッピングなどの欠陥の発生を防止できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の誘電体磁器は、金属元素として、少なくともＢａ、Ｔｉ、Ｙ、ＤｙおよびＨｏ
から選ばれる１種の希土類元素、ＭｇおよびＭｎを含有するペロブスカイト型複合酸化物
からなる主結晶粒子と、粒界相とからなる誘電体磁器であって、主結晶粒子の内部のＡｌ
元素がＡｌ２Ｏ３換算で０．００３～０．０３質量％であるとともに、粒界相に平均して
Ａｌ元素をＡｌ２Ｏ３換算で０．４質量％から０．９５質量％の割合で含有することによ
り優れた特性を示す。
【００２２】
　主結晶粒子は、ＢａＴｉＯ３系のペロブスカイト型複合酸化物またはＢａの一部がＣａ
で置換されたペロブスカイト型複合酸化物さらにはその混合物であってもよい。主結晶粒
子のＢサイトには、通常、Ｙ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素、Ｍｇおよ
びＭｎが固溶している。また、この主結晶粒子表面にはＣａ、Ｙ、ＤｙおよびＨｏから選
ばれる１種の希土類元素およびＳｉを含有する複合酸化物からなる被覆層が形成されてお
り、該被覆層がＭ４Ｒ６Ｏ（ＳｉＯ４）型構造（Ｍはアルカリ土類元素、Ｒは希土類元素
）を有する。この被覆層は主結晶粒子の全周を取り囲むように形成されている。この被覆
層を含め、主結晶粒子内部に含有するＡｌ元素は、Ａｌ２Ｏ３に換算して０．００３～０
．０３質量％であることが重要である。それ以上Ａｌが主結晶相に含有された場合、特に
、微小粒子の場合には比誘電率の低下が著しく、積層型電子部品としての使用に耐えない
。 
【００２３】
　一方、粒界相は、例えば、Ｃａ４Ｙ６Ｏ（ＳｉＯ４）結晶相や、他のＣａ、Ｙ、Ｓｉ、
およびＬｉ等を含む化合物から構成されており、この化合物に、平均して０．４質量％か
ら０．９５質量％の割合でＡｌ元素がＡｌ２Ｏ３換算で含有されることにより、粒界相の
強度、靱性が向上しチッピングの発生が抑制される。
【００２４】
　これに対して、主結晶粒子の内部のＡｌ２Ｏ３の含有量が０．０３質量％より多い場合
には、比誘電率の温度依存性が大きくなる。
【００２５】
　粒界相におけるＡｌ２Ｏ３含有量が０．４質量％より少ない場合には、誘電体磁器の強
度が低下しチッピングしやすくなる。また、この粒界相におけるＡｌ２Ｏ３含有量が０．
９５質量％より多い場合には、誘電体磁器の比誘電率が低下する。
【００２６】
　Ｍｇ、Ｍｎについては、殆どが主結晶粒子内に固溶するが、一部粒界に存在し、非晶質
相を形成する場合がある。また、結晶相や被覆層を構成するこのＣａ４Ｙ６Ｏ（ＳｉＯ４

）結晶相中のＹの代わりに、ＤｙおよびＨｏを用いても同様の複合酸化物を形成すること
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ができるが、特に、高誘電率化という点からＹが望ましい。
【００２７】
　一方、このＣａ４Ｙ６Ｏ（ＳｉＯ４）結晶相中のＣａの代わりに、他のアルカリ土類元
素を用いても同様の複合酸化物を形成することができるが、高い電界強度を有するために
高絶縁抵抗化という点からＣａがよい。
【００２８】
　これらの主結晶粒子から構成されるシート状の誘電体層１層の厚みは３μｍ以下とされ
ている。積層型電子部品Ａ、例えば、積層セラミックコンデンサの大容量化に対して、誘
電体層を薄層化することは効果的な手段であり、近年の小型、高容量の積層セラミックコ
ンデンサを構成するためには、その誘電体層厚みは、静電容量の向上の点で薄層化するこ
とが、絶縁性向上の点で厚みの確保が必要であり、よって１～３μｍが好適である。
【００２９】
　また、主結晶粒子の平均粒径は高い絶縁抵抗を有するという理由から１μｍ以下、誘電
体層を３μｍ以下とするためには、特には０．１～０．４μｍの範囲が望ましい。さらに
、このような粒径で高い誘電率を発現するために、結晶粒子の正方晶性はｃ軸／ａ軸比が
１．００５以上であることが望ましい。ｃ軸／ａ軸比がこれよりも小さいと、必要な容量
を得るために誘電体層は１μｍ以下となるが、粒成長、添加物の固溶が必要以上に進行し
やすく、所望の温度特性が得られない場合がある。このように、誘電体層の厚みが３μｍ
以下の薄い誘電体層の場合には、厚い誘電体層に対する絶縁抵抗よりも高い絶縁抵抗が要
求されるが、本発明の誘電体磁器では、上記したように高い誘電率、絶縁抵抗を有するた
め、特に望ましい。
【００３０】
　そして。このような誘電体磁器は積層セラミックコンデンサに代表されるような積層型
電子部品に好適である。
【００３１】
　即ち、本発明の積層型電子部品は、誘電体層と内部電極層とを交互に積層してなる電子
部品本体５を備えてなるものである。
【００３２】
　本発明の積層型電子部品は、先ず、誘電体層となるグリーンシートを作製する。このグ
リーンシートは、例えば、ＢａＴｉＯ３粉末を用いて形成する。
【００３３】
　主原料のＢａＴｉＯ３粉末の合成法は、固相法、液相法（シュウ酸塩を経過する方法等
）、水熱合成法等があるが、そのうち粒度分布が狭く、結晶性が高いという理由から水熱
合成法が望ましい。ＢａＴｉＯ３粉末の比表面積は１．７～１２．５（ｍ２／ｇ）、平均
粒径は０．１～０．４μｍが好ましい。
【００３４】
　そして、本発明の誘電体磁器を作製するには、ＢａＴｉＯ３粉末として、その表面をＹ
，ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素、ＭｇＯ、ＭｎＯの混合物で被覆したも
の（以下、被覆ＢａＴｉＯ３粉ということもある）を用いることが重要である。このよう
なＢａＴｉＯ３粉末の被覆手法としては、固相法、液相法、気相法などがあるが、手法は
特に限定されるものではない。上記のＢａＴｉＯ３粉末の表面に形成された被覆膜は、Ｙ
、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素、Ｍｇ、Ｍｎの３種類の元素が混合され
て、これらの元素が酸化物の状態で混在した状態となっていてもよいし、層状に形成され
ていてもよい。さらに、この被覆ＢａＴｉＯ３粉を７００℃から１０００℃で熱処理し、
被覆成分、特にＭｇ、Ｍｎを原料粉末粒子の外周部に固溶させることで他の添加成分が粒
子内部に侵入しにくくなる。
【００３５】
　また、Ｙ，ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素、Ｍｇ、Ｍｎによる被覆量は
、ＢａＴｉＯ３粉末が１００重量部に対して酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）を０．５～１
．５モル部、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）を０．１～０．３モル部、酸化マンガン（Ｍｎ
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Ｏ）を０．１～０．３モル部の割合が望ましい。
【００３６】
　グリーンシートの誘電体磁器組成は、この被覆ＢａＴｉＯ３粉と、少なくともＬｉ２Ｏ
、ＳｉＯ２、ＣａＯ、及び０．０５～２質量％のＡｌ２Ｏ３を含む添加物成分（Ｌｉ、Ｓ
ｉおよびＣａのモル比が、それぞれ、０．９～１．２：４．８～５．３：０．５～２．３
）を、ＢａＴｉＯ３粉末１００質量部に対して０．５～２質量部添加して構成されている
。なお、上記ＢａＴｉＯ３粉末の他、その一部あるいは全部が、Ｂａの一部がＣａに置換
された粉体を使用することもできる。
【００３７】
　次に、上記グリーンシートに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、
これを乾燥させ、この内部電極パターンが形成されたグリーンシートを複数枚積層し、熱
圧着させる。その後、この積層物を格子状に切断して、電子部品本体の成形体を得る。こ
の電子部品本体の成形体の両端面には、内部電極パターンの端部が交互に露出している。
【００３８】
　次に、この電子部品本体の成形体を大気中で５～４０℃／ｈの昇温速度で２００～４０
０℃にて脱バインダ処理を行い、その後、還元雰囲気中で少なくとも５００℃からの昇温
速度を１００～４００℃／ｈとし、１１００～１３００℃の温度で２～５時間焼成し、続
いて１００～４００℃／ｈの降温速度で冷却し、窒素雰囲気中９００～１１００℃で再酸
化処理を行う。
【００３９】
　特に、５００℃からの昇温速度を１００～４００℃／ｈとし、１１５０～１２６０℃の
温度で焼成することにより、被覆された希土類元素、Ｍｇ、Ｍｎが、主結晶粒子中により
中央部側まで存在するようになるとともに、アルカリ土類元素、Ｙ，ＤｙおよびＨｏから
選ばれる１種の希土類元素およびＳｉを含有する複合酸化物を粒界相に存在させるととも
に、Ａｌの主結晶粒子中への進入を防ぎ、粒界相に存在させることができる。
【００４０】
　これはＢａＴｉＯ３粉末の表面に、Ｙ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の希土類元素
、ＭｇおよびＭｎを被覆しているため、これらのＹ、ＤｙおよびＨｏから選ばれる１種の
希土類元素、ＭｇおよびＭｎがＢａＴｉＯ３粉末へ固溶し易くなり、ＢａＴｉＯ３内部ま
で全体に存在するようになるが、そのうちＭｇおよびＭｎが優先的にＢａＴｉＯ３粉末へ
固溶していくため、被覆している希土類元素のうち一部がＢａＴｉＯ３粉末に固溶しきれ
ず、ＢａＴｉＯ３の表面に取り残され、上記したような、５００℃から焼結温度までの昇
温速度を従来よりも低い１００～４００℃／ｈとすることにより、添加物成分として添加
したＣａＯ、ＳｉＯ２と反応し、アルカリ土類元素、希土類元素およびＳｉとの複合酸化
物、例えばＣａ４Ｙ６Ｏ（ＳｉＯ４）結晶相からなる被覆層が主結晶粒子の表面に生成す
ると考えている。
【００４１】
　この後、焼成した電子部品本体をボールミルにてバレル研磨し、その両端面に、外部電
極ペーストを塗布して窒素中で焼き付けることによって外部電極を形成する。さらに外部
電極の表面を脱脂、酸洗浄、純水を用いた水洗を行った後、バレル方式により、メッキを
行う。
【実施例】
【００４３】
　積層型電子部品の一つである積層セラミックコンデンサを以下のようにして作製した。
まず、誘電体素材料として、平均粒径が２．５μｍのＢａＴｉＯ３粉末を用い、このＢａ
ＴｉＯ３粉末１００重量部に対して、ＭｇＯを０．２モル部、ＭｎＣＯ３を０．１モル部
と、Ｙ２Ｏ３、Ｄｙ２Ｏ３、およびＨｏ２Ｏ３のうちのいずれか１種類０．５ｍｏｌ部と
を、Ｍｇ、Ｍｎ、Ｙ等が混在した状態で存在するように被覆し、この被覆ＢａＴｉＯ３粉
に対して、Ａｌ２Ｏ３を１質量％含有するＬｉ２ＯおよびＳｉＯ２と、ＣａＯからなる添
加物成分を、被覆ＢａＴｉＯ３粉１００質量部に対して、１質量部添加し、直径５ｍｍの
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【００４４】
　次に、この粉末に有機バインダを混合してスラリーを調製し、ドクターブレードにより
グリーンシートを作製した。その厚みは３．０μｍである。
【００４５】
　次にこのグリーンシート上に、Ｎｉを主成分とする内部電極ペーストをスクリーン印刷
した。
【００４６】
　次に、内部電極ペーストを印刷したグリーンシートを１００枚積層し、その上下面に、
内部電極ペーストを印刷していないグリーンシートをそれぞれ２０枚積層し、プレス機を
用いて一体化し、積層成形体を得た。
【００４７】
　この後、積層成形体を格子状に切断して、２．３ｍｍ×１．５ｍｍ×０．５ｍｍの電子
部品本体の成形体を作製した。
【００４８】
　次に、この電子部品本体の成形体を１０℃／ｈの昇温速度で大気中で２５０℃／ｈにて
脱バインダー処理を行い、５００℃からの昇温速度が１５０℃／ｈの昇温速度で、１１５
０℃～１２５０℃（酸素分圧１０－１１ａｔｍ）で２時間焼成し、続いて１５０℃／ｈの
降温速度で１０００℃まで冷却し、窒素雰囲気中１０００℃で４時間再酸化処理をし、１
５０℃／ｈの降温速度で冷却し、電子部品本体を作製した。この内部電極層５の有効面積
は２．１ｍｍ２であった。また、誘電体層の厚みは２．３μｍであった。また、誘電体粉
末として、ＢａＴｉＯ３のＢａサイトをＣａで１０モル％置換したものも同様に作製した
。
【００４９】
　比較例として、被覆のないＢａＴｉＯ３１００モル部に対して、粉末状のＭｇＯを０．
２モル部、ＭｎＣＯ３を０．１モル部と、表１に示す割合の、Ｙ２Ｏ３を加え、さらにこ
れらの混合物１００重量部に対して、Ｌｉ２ＯとＳｉＯ２とＢａＯおよびＡｌ２Ｏ３から
なる低融点ガラス成分(それぞれ２０モル％、５０モル％、２０モル％、１０ｍｏｌ％)を
１重量部加えた組成物を湿式調製して、厚み３．０μｍのグリーンシートを作製した。こ
の比較例となる試料についても上記した積層、焼成工程を経て作製した。
【００５０】
　次に、焼成した電子部品本体をバレル研磨した後、電子部品本体の両端部にＣｕ粉末と
ガラスを含んだ外部電極ペーストを塗布し、８５０℃、窒素中で焼き付けを行い外部電極
を形成した。その後、電解バレル機を用いて、この外部電極の表面に、順にＮｉメッキお
よびＳｎメッキを行い、積層セラミックコンデンサを作製した。
【００５１】
　次に、これらの積層セラミックコンデンサの比誘電率、絶縁耐圧、静電容量の温度特性
の測定を行った。比誘電率及び静電容量の温度特性は周波数１．０ｋＨｚ、測定電圧０．
５Ｖｒｍｓの測定条件で、また絶縁耐圧は、リーク電流が０．５Ａに達したときの電圧を
測定した。また、バレル研磨時に１００個あたり発生したチッピングの個数を表１に記載
した。また、比誘電率は、静電容量と内部電極層の有効面積、誘電体層の厚みから算出し
た。主結晶粒子の平均粒径は断面の電子顕微鏡観察よりインターセプト法により求めた。
結晶粒子のｃ／ａはＸ線回折により求めた。結果を表１に記載する。
【００５２】
　尚、誘電体層中の被覆層の評価は、電子顕微鏡観察およびＥＤＳ測定と微小領域電子線
回折法により行った。主結晶粒子内および粒界層中のＡｌ量は透過電子顕微鏡観察および
ＥＤＳ測定により算出した。
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【表１】

【００５３】
　表１の結果から明らかなように、本発明にかかる試料Ｎｏ．１、３、５～７では、比誘
電率が２０５０以上、静電容量の温度依存性が－１０～０％の範囲内、絶縁耐圧が２１０
Ｖ以上でチッピングが無かった。また、本発明の試料では、いずれも主結晶粒子の平均粒
径は０．４μｍ以下、結晶粒子のｃ／ａは１．００５以上であった。
【００５４】
　一方、粒界層のＡｌ含有量が本発明の範囲に満たない場合、バレル研磨時に多くのチッ
ピングが発生し、粒内において本発明の範囲よりもＡｌ含有量が多いと温度特性が大きく
なった。
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