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(57)【要約】
【課題】ショート不良率が低く、高い耐電圧を有し、デラミネーションが防止された積層
セラミック電子部品を提供すること。
【解決手段】導電性ペーストを用いて形成される内部電極層と、誘電体層とを有する積層
セラミック電子部品であって、導電性ペーストが、導電性粉末と有機ビヒクルとを含み、
有機ビヒクル中の有機バインダが、エチルセルロースを主成分とし、有機ビヒクル中の溶
剤が、イソボニルブチレートおよび／またはイソボニルイソブチレートと、ターピネオー
ルとを含有し、ターピネオールの含有量が、溶剤全体１００重量％に対して、０重量％超
２０重量％以下である積層セラミック電子部品。あるいは、溶剤がイソボニルプロピオネ
ートとターピネオールとを含有する場合、ターピネオールの含有量が、溶剤全体１００重
量％に対して、０重量％超１０重量％以下である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性ペーストを用いて形成される内部電極層と、誘電体層と、を有する積層セラミッ
ク電子部品であって、
　前記導電性ペーストが、導電性粉末と、有機ビヒクルとを含み、
　前記有機ビヒクル中の有機バインダが、エチルセルロースを主成分とし、
　前記有機ビヒクル中の溶剤が、イソボニルブチレートおよびイソボニルイソブチレート
から選択される１種以上と、ターピネオールと、を含有し、
　前記溶剤中における、前記ターピネオールの含有量が、前記溶剤全体１００重量％に対
して、０重量％より多く、２０重量％以下であることを特徴とする積層セラミック電子部
品。
【請求項２】
　導電性ペーストを用いて形成される内部電極層と、誘電体層と、を有する積層セラミッ
ク電子部品であって、
　前記導電性ペーストが、導電性粉末と、有機ビヒクルとを含み、
　前記有機ビヒクル中の有機バインダが、エチルセルロースを主成分とし、
　前記有機ビヒクル中の溶剤が、イソボニルプロピオネートと、ターピネオールと、を含
有し、
　前記溶剤中における、前記ターピネオールの含有量が、前記溶剤全体１００重量％に対
して、０重量％より多く、１０重量％以下であることを特徴とする積層セラミック電子部
品。
【請求項３】
　前記有機ビヒクル中の溶剤が、前記導電性粉末１００重量部に対して５０～２００重量
部含有されている請求項１または２に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項４】
　前記有機ビヒクル中の有機バインダが、前記導電性粉末１００重量部に対して１～１０
重量部含有されている請求項１～３のいずれかに記載の積層セラミック電子部品。
【請求項５】
　前記導電性粉末が、ＮｉまたはＮｉ合金を主成分とする請求項１～４のいずれかに記載
の積層セラミック電子部品。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の積層セラミック電子部品を製造する方法であって、
　ブチラール樹脂を含む厚さ５μｍ以下のセラミックグリーンシートと、前記導電性ペー
ストを用いて所定パターンで形成される電極層とを、交互に複数重ねたグリーンセラミッ
ク積層体を形成する工程と、
　前記グリーンセラミック積層体を焼成する工程と、を有する積層セラミック電子部品の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層セラミック電子部品の内部電極を形成するために用いる導電性ペースト
と、該ペーストを用いて製造された積層セラミック電子部品と、該電子部品の製造方法と
に、関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の軽薄短小化が進んできている。これに伴い、その電子機器に使用され
る積層セラミック電子部品においても、より一層の小型化・高容量化が進められている。
【０００３】
　積層セラミック電子部品の一例としての積層セラミックコンデンサを小型化・高容量化
するために最も効果的な方法は、内部電極と誘電体層を双方ともに可能な限り薄くし（薄
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層化）、かつそれらを可能な限り多く積層する（多層化）ことである。
【０００４】
　積層セラミックコンデンサは、チタン酸バリウムなどに代表されるセラミック粉末とバ
インダを主成分とするセラミックグリーンシートに、内部電極形成用の導電性ペーストを
所定パターンで印刷して積層した後、同時焼成して一体焼結させ、最後に外部電極を形成
して製造される。
【０００５】
　内部電極形成用の導電性ペーストとしては、有機バインダを溶剤に溶解させた有機ビヒ
クル中に導電性粉末を分散させたものが用いられる。有機ビヒクル中の有機バインダとし
ては、たとえばエチルセルロースなどが使用され、有機ビヒクル中の溶剤としては、ター
ピネオールなどが使用されてきた。
【０００６】
　しかしながら、ターピネオールを溶剤に使用した導電性ペーストをセラミックグリーン
シート上に印刷すると、にじみ等の問題を発生することがあり、きちんとした所定膜厚の
薄層化された電極パターンを形成することができなかった。
【０００７】
　また、ターピネオールを溶剤に使用した導電性ペーストを、ブチラール樹脂を有機バイ
ンダとしたセラミックグリーンシートと組み合わせて使用した場合に、導電性ペースト中
の溶剤がセラミックグリーンシート中の有機バインダを膨潤または溶解させる、いわゆる
「シートアタック」現象が生じる。
【０００８】
　こうしたシートアタック現象は、セラミックグリーンシートの厚みが比較的厚いうちは
実用上問題とならない。しかしながら、セラミックグリーンシートの厚みが、たとえば５
μｍ以下と薄い場合にシートアタック現象が生じると、導電性ペーストを印刷後にセラミ
ックグリーンシートをＰＥＴフィルムなどのキャリアシートから剥離する際に、セラミッ
クグリーンシートが剥がれにくくなる。セラミックグリーンシートが剥がれにくくなると
、この影響を受けてセラミックグリーンシートにしわや穴、亀裂などが発生し、積層工程
で正常な積層体が得られない。正常な積層体が得られないと、最終物たる積層セラミック
電子部品に、ショート不良、耐電圧不良（ＩＲ劣化）や、誘電体層と内部電極層との間に
層間剥離現象（デラミネーション）が発生し、歩留まりの低下を招いていた。
【０００９】
　そこで近年、このシートアタック現象を改善するための方策がいくつか提案されている
。たとえば、特許文献１，２では、内部電極を形成するための導電性ペースト用の溶剤と
して、ブチラールとの相溶性が比較的に低い溶剤を使用することが提案されている。具体
的には、特許文献１ではジヒドロターピネオールを用いた導電性ペーストが、特許文献２
ではジヒドロターピニルアセテートを用いた導電性ペーストがそれぞれ提案されている。
【００１０】
　しかしながら、これらジヒドロターピネオールやジヒドロターピニルアセテートを溶剤
に用いても、少なからずシートアタック現象が起こってしまい、結果として、セラミック
グリーンシートの厚みバラツキが発生していた。そして、この厚みバラツキに起因して、
ショート不良、耐電圧不良（ＩＲ劣化）が悪化し、さらには、デラミネーションが発生し
てしまうという問題があった。そのため、こうした従来の導電性ペーストでは、積層セラ
ミックコンデンサの更なる小型化・高容量化に限界があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平９－１７６８７号公報
【特許文献２】特許２９７６２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　本発明の目的は、積層セラミック電子部品の内部電極を形成するために用いられ、セラ
ミックグリーンシートの厚みを薄層化した場合においても、シートアタックを有効に防止
することができる導電性ペーストと、この導電性ペーストを用いて製造され、ショート不
良率が低く、高い耐電圧を有し、しかも層間剥離現象（デラミネーション）が有効に防止
された積層セラミック電子部品と、該電子部品の製造方法と、を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者等は、導電性ペースト中に含有させる溶剤として、特定の溶剤を使用すること
で、導電性ペースト中にバインダとして含有されるエチルセルロースを良好に溶解しつつ
、しかも、セラミックグリーンシートの厚みを薄層化した場合においても、シートアタッ
クを有効に防止することができることを見出し、本発明を完成させるに至った。さらに、
この特定の溶剤を用いることで、副次的効果として、所定量のターピネオールと混合した
態様で使用した場合においても、シートアタックの防止効果が十分に発揮されることも見
出した。
【００１４】
　すなわち、本発明によれば、積層セラミック電子部品の内部電極を形成するために用い
る導電性ペーストであって、
　導電性粉末と、有機ビヒクルとを含み、
　前記有機ビヒクル中の有機バインダが、エチルセルロースを主成分とし、
　前記有機ビヒクル中の溶剤が、イソボニルプロピオネート、イソボニルブチレートおよ
びイソボニルイソブチレートから選択される１種以上を主成分とすることを特徴とする導
電性ペーストが提供される。
【００１５】
　好ましくは、前記有機ビヒクル中の溶剤は、前記導電性粉末１００重量部に対して５０
～２００重量部含有されている。
【００１６】
　好ましくは、前記有機ビヒクル中の有機バインダが、前記導電性粉末１００重量部に対
して１～１０重量部含有される。
【００１７】
　本発明に係る導電性ペーストにおいて、前記導電性粉末としては、セラミックグリーン
シートと共に同時焼成する際の焼成温度や雰囲気に耐え得るものであればよい。例えば積
層セラミック電子部品が積層セラミックコンデンサである場合、Ａｇ、Ｐｄ、Ｎｉ等の単
体あるいはこれらの混合物、合金の粉末を用いることができ、特にＮｉまたはＮｉ合金を
主成分とすることが好ましい。積層セラミック電子部品が多層セラミック基板である場合
、Ａｇ，Ｐｄ，Ｃｕ等の単体あるいはこれらの混合物、合金の粉末を用いることができる
。
【００１８】
　好ましくは、前記有機ビヒクル中の溶剤が、イソボニルブチレートおよびイソボニルイ
ソブチレートから選択される１種以上と、ターピネオールと、を含有し、前記溶剤中にお
ける、前記ターピネオールの含有量が、前記溶剤全体１００重量％に対して、０重量％よ
り多く、２０重量％以下である。
【００１９】
　あるいは、前記有機ビヒクル中の溶剤が、イソボニルプロピオネートと、ターピネオー
ルと、を含有し、前記溶剤中における、前記ターピネオールの含有量が、前記溶剤全体１
００重量％に対して、０重量％より多く、１０重量％以下であることが好ましい。
【００２０】
　本発明に係る導電性ペーストには、必要に応じて可塑剤や分散剤等の添加剤を含有して
いてもよい。
【００２１】
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　また、本発明によれば、ブチラール樹脂を含む厚さ５μｍ以下のセラミックグリーンシ
ートと、上記いずれかの導電性ペーストを用いて所定パターンで形成される電極層とを、
交互に複数重ねたグリーンセラミック積層体を用いて製造され、
　内部電極層と、厚さ３μｍ以下の誘電体層と、を有する積層セラミック電子部品が提供
される。
【００２２】
　さらに、本発明によれば、ブチラール樹脂を含む厚さ５μｍ以下のセラミックグリーン
シートと、上記いずれかの導電性ペーストを用いて所定パターンで形成される電極層とを
、交互に複数重ねたグリーンセラミック積層体を焼成する積層セラミック電子部品の製造
方法が提供される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明において、導電性ペーストの溶剤に用いるイソボニルプロピオネート、イソボニ
ルブチレートおよびイソボニルイソブチレートは、セラミックグリーンシートに有機バイ
ンダとして含まれるブチラール樹脂を溶解または膨潤させない（非相溶）。このため、こ
れらの溶剤を用いた導電性ペーストを使用することにより、シートアタックを有効に防止
することができる。このため、セラミックグリーンシートの厚みを、たとえば５μｍ以下
と薄層化した場合でも、導電性ペーストを印刷後にセラミックグリーンシートをＰＥＴフ
ィルムなどのキャリアシートから剥離するに際して、セラミックグリーンシートの剥離性
が向上し、セラミックグリーンシートにしわや穴、亀裂などが発生することを効果的に抑
制できる。すなわち、セラミックグリーンシートを今まで以上に薄層化しても、シートア
タック現象が発生することはない。その結果、厚みが５μｍ以下と極めて薄いセラミック
グリーンシートを適用しても正常な積層体が得られ、最終物たる積層セラミック電子部品
に、ショート不良、耐電圧不良（ＩＲ劣化）や、誘電体層と内部電極層との間に層間剥離
現象（デラミネーション）を発生させるおそれが少なくなる。
【００２４】
　さらに、イソボニルプロピオネート、イソボニルブチレートおよびイソボニルイソブチ
レートは、セラミックグリーンシートに有機バインダとして含まれるブチラール樹脂との
相溶性が極めて低いという性質を有する。このため、ブチラール樹脂との相溶性が高い溶
剤の一例としてのターピネオールと組み合わせて使用した場合においても、ターピネオー
ルの含有量が所定量以下（たとえば、イソボニルプロピオネートを使用した場合には１０
重量％以下、イソボニルブチレートまたはイソボニルイソブチレートを使用した場合には
２０重量％以下）であれば、上述したようなシートアタックの防止効果を十分に発揮でき
る。このため、これらイソボニルプロピオネート、イソボニルブチレートおよびイソボニ
ルイソブチレートを溶剤として使用する製品を、ターピネオールを溶剤として使用する製
品と同じ製造設備を使用して製造した場合においても、ターピネオールの混入によるシー
トアタックの問題が発生しないため、製造設備を共有することができ、その結果、製造コ
ストの低減が期待できる。
【００２５】
　さらに、ターピネオールは、導電性ペースト用のバインダとして使用されるエチルセル
ロースとの相溶性が高い。このため、導電性ペースト中に、所定量のターピネオールを添
加することにより、導電性ペーストの安定性が向上する（たとえば、経時変化が低減する
）という性質を有する。このため、本発明では、イソボニルプロピオネートを使用した場
合には、ターピネオールを１０重量％以下の範囲で、また、イソボニルブチレートまたは
イソボニルイソブチレートを使用した場合には、ターピネオールを２０重量％以下の範囲
で、含有させることにより、シートアタック防止効果に加えて、導電性ペーストの安定性
の向上効果を得ることもできる。
【００２６】
　以上のことから、本発明の導電性ペーストは、最終物たる積層セラミック電子部品の小
型化・高容量化に極めて有益である。　
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　すなわち、本発明によれば、積層セラミック電子部品の内部電極を形成するために用い
られ、シートアタックを生じない導電性ペーストと、この導電性ペーストを用いて製造さ
れ、ショート不良率が低く、高い耐電圧を有し、しかもデラミネーションが有効に防止さ
れた積層セラミック電子部品と、該積層セラミック電子部の製造方法と、を提供すること
ができる。
【００２７】
　積層セラミック電子部品としては、特に限定されないが、積層セラミックコンデンサ、
積層セラミックインダクタ、積層セラミックＬＣ部品、多層セラミック基板等が例示され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係る積層セラミックコンデンサの断面図である。
【図２】図２（Ａ）、図２（Ｂ）はイソボニルプロピオネートとセラミックグリーンシー
トとの相溶性を示す顕微鏡写真である。
【図３】図３（Ａ）～図３（Ｃ）はイソボニルイソブチレートとセラミックグリーンシー
トとの相溶性を示す顕微鏡写真である。
【図４】図４（Ａ）はターピネオールとセラミックグリーンシートとの相溶性を示す顕微
鏡写真、図４（Ｂ）はジヒドロターピネオールとセラミックグリーンシートとの相溶性を
示す顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。
【００３０】
　本実施形態では、積層セラミック電子部品として、積層セラミックコンデンサを例示し
て説明する。
【００３１】
　積層セラミックコンデンサ　
　図１に示すように、本発明の一実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１は、誘電体
層２と内部電極層３とが交互に積層された構成のコンデンサ素体１０を有する。このコン
デンサ素体１０の両側端部には、素体１０の内部で交互に配置された内部電極層３と各々
導通する一対の外部電極４，４が形成してある。内部電極層３は、各側端面がコンデンサ
素体１０の対向する２端部の表面に交互に露出するように積層してある。一対の外部電極
４，４は、コンデンサ素体１０の両端部に形成され、交互に配置された内部電極層３の露
出端面に接続されて、コンデンサ回路を構成する。
【００３２】
　コンデンサ素体１０の外形や寸法には特に制限はなく、用途に応じて適宜設定すること
ができ、通常、外形はほぼ直方体形状とし、寸法は通常、縦（０．４～５．６ｍｍ）×横
（０．２～５．０ｍｍ）×高さ（０．２～１．９ｍｍ）程度とすることができる。
【００３３】
　誘電体層２は、後述するセラミックグリーンシートを焼成して形成され、その材質は、
特に限定されず、たとえばチタン酸カルシウム、チタン酸ストロンチウムおよび／または
チタン酸バリウムなどの誘電体材料で構成される。誘電体層２の厚みは、本実施形態では
、好ましくは３μｍ以下、より好ましくは２μｍ以下に薄層化されている。
【００３４】
　内部電極層３は、後述する所定パターンの導電性ペーストを焼成して形成される。内部
電極層３の厚さは、好ましくは２μｍ以下、より好ましくは１μｍ以下に薄層化されてい
る。
【００３５】
　外部電極４の材質は、通常、銅や銅合金、ニッケルやニッケル合金などが用いられるが
、銀や銀とパラジウムの合金なども使用することができる。外部電極４の厚みも特に限定
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されないが、通常１０～５０μｍ程度である。
【００３６】
　積層セラミックコンデンサの製造方法　
　次に、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１の製造方法の一例を説明する。
【００３７】
　　　誘電体ペーストの準備
　（１）まず、焼成後に図１に示す誘電体層２を構成することになるセラミックグリーン
シートを製造するために、誘電体ペーストを準備する。　
　本実施形態では、誘電体ペーストは、セラミック粉体（誘電体原料）と有機ビヒクルと
を混練して得られる有機溶剤系ペーストで構成される。
【００３８】
　セラミック粉体としては、複合酸化物や酸化物となる各種化合物、たとえば炭酸塩、硝
酸塩、水酸化物、有機金属化合物などから適宜選択され、混合して用いることができる。
セラミック粉体は、通常、平均粒子径が０．４μｍ以下、好ましくは０．１～３．０μｍ
程度の粉体として用いられる。なお、きわめて薄いセラミックグリーンシートを形成する
ためには、セラミックグリーンシート厚みよりも細かい粉体を使用することが望ましい。
【００３９】
　有機ビヒクルに用いられる有機バインダは、本実施形態ではポリビニルブチラールが用
いられる。そのポリビニルブチラールの重合度は、好ましくは３００～２４００、より好
ましくは５００～２０００である。また、樹脂のブチラール化度は、好ましくは５０～８
１．６％、より好ましくは６３～８０％であり、その残留アセチル基量は、好ましくは６
％未満、より好ましくは３％以下である。
【００４０】
　有機ビヒクルに用いられる有機溶剤も、特に限定されるものではなく、ターピネオール
、ブチルカルビトール、アセトン、トルエンなどが用いられる。
【００４１】
　誘電体ペースト中の各成分の含有量は、特に限定されるものではなく、たとえば、約１
～約５０重量％の溶剤を含むように、誘電体ペーストを調製することができる。
【００４２】
　誘電体ペースト中には、必要に応じて、各種分散剤、可塑剤、誘電体、副成分化合物、
ガラスフリット、絶縁体などから選択される添加物が含有されていてもよい。誘電体ペー
スト中に、これらの添加物を添加する場合には、総含有量を、約１０重量％以下にするこ
とが望ましい。
【００４３】
　本実施形態では、有機ビヒクル中の有機バインダにポリビニルブチラールを用いるので
、この場合の可塑剤の含有量は、バインダ１００重量部に対して、約２５～約１００重量
部であることが好ましい。
【００４４】
　　　セラミックグリーンシートの形成
　（２）次に、この誘電体ペーストを用いて、ドクターブレード法などにより、キャリア
シート上に、好ましくは０．５～３０μｍ、より好ましくは０．５～１０μｍ、さらに好
ましくは０．５～５μｍ程度の厚みで、セラミックグリーンシートを形成する。セラミッ
クグリーンシートは、焼成後に図１に示す誘電体層２となる。
【００４５】
　キャリアシートとしては、たとえばＰＥＴフィルムなどが用いられ、剥離性を改善する
ために、シリコーンなどがコーティングしてあるものが好ましい。キャリアシートの厚み
は、特に限定されないが、好ましくは５～１００μｍである。
【００４６】
　セラミックグリーンシートは、キャリアシートに形成された後に乾燥される。セラミッ
クグリーンシートの乾燥温度は、好ましくは５０～１００℃であり、乾燥時間は、好まし
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くは１～２０分である。
【００４７】
　乾燥後のセラミックグリーンシートの厚みは、乾燥前に比較して、５～２５％の厚みに
収縮する。本実施形態では、乾燥後のセラミックグリーンシートの厚みが、５μｍ以下、
好ましくは３μｍ以下、より好ましくは１．５μｍ以下となるように形成する。近年望ま
れている薄層化の要求に応えるためである。
【００４８】
　　　電極層の形成
　（３）次に、キャリアシート上に形成されたセラミックグリーンシートの表面に、焼成
後に図１に示す内部電極層３となる所定パターンの電極層（内部電極パターン）を形成す
る。
【００４９】
　電極層の厚さは、２μｍ以下、好ましくは０．５～１．５μｍである。電極層の厚さが
厚すぎると、積層数を減少せざるをえなくなり取得容量が少なくなり、高容量化しにくく
なる。一方、厚みが薄すぎると均一に形成することが困難であり、電極途切れが発生しや
すくなる。
【００５０】
　電極層の厚さは、現状の技術では前記範囲の程度であるが、電極の途切れが生じない範
囲で薄い方がより望ましい。
【００５１】
　電極層の形成方法は、層を均一に形成できる方法であれば特に限定されないが、本実施
形態では、導電性ペーストを用いたスクリーン印刷法が用いられる。
【００５２】
　本実施形態で用いる導電性ペーストは、導電性粉末と有機ビヒクルとを含有する。
【００５３】
　導電性粉末としては、特に限定されないが、Ｃｕ、Ｎｉおよびこれらの合金から選ばれ
る少なくとも１種で構成してあることが好ましく、より好ましくはＮｉまたはＮｉ合金、
さらにはこれらの混合物で構成される。
【００５４】
　ＮｉまたはＮｉ合金としては、Ｍｎ、Ｃｒ、ＣｏおよびＡｌから選択される少なくとも
１種の元素とＮｉとの合金が好ましく、合金中のＮｉ含有量は９５重量％以上であること
が好ましい。なお、ＮｉまたはＮｉ合金中には、Ｐ、Ｆｅ、Ｍｇなどの各種微量成分が０
．１重量％程度以下含まれていてもよい。
【００５５】
　このような導電性粉末は、球状、リン片状等、その形状に特に制限はなく、また、これ
らの形状のものが混合したものであってもよい。また、導電性粉末の粒子径は、通常、球
状の場合、平均粒子径が０．５μｍ以下、好ましくは０．０１～０．４μｍ程度のものを
用いる。より一層確実に薄層化を実現するためである。
【００５６】
　導電性粉末は、導電性ペースト中に、好ましくは３０～６０重量％、より好ましくは４
０～５０重量％含まれる。
【００５７】
　有機ビヒクルは、有機バインダと溶剤とを主成分として含有するものである。
【００５８】
　有機バインダは、本実施形態ではエチルセルロースを主成分とする。有機バインダ中の
エチルセルロースの含有量は、９５重量％以上であることが好ましく、より好ましくは１
００重量％である。ごく微量ではあるが、エチルセルロースと組み合わせて用いることが
可能な樹脂としては、アクリル樹脂などがある。
【００５９】
　有機バインダは、導電性ペースト中に、導電性粉末１００重量部に対して、好ましくは
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１～１０重量部で含まれる。バインダ量が少なすぎると、印刷後の皮膜強度が低下する傾
向にあり、多すぎると、焼成前の電極パターンの金属充填密度が低下し、焼成後に形成さ
れる内部電極の平滑性を維持することができない。
【００６０】
　溶剤は、イソボニルプロピオネート（isobornyl propionate）、イソボニルブチレート
（isobornyl butyrate）およびイソボニルイソブチレート（isobornyl isobutyrete）か
ら選択される１種以上を主成分とする。溶剤中における、これらの含有量は、イソボニル
プロピオネートを使用する場合には、溶剤全体１００重量％に対して、好ましくは９０重
量％以上、より好ましくは９５重量％、さらに好ましくは１００重量％である。あるいは
、イソボニルブチレートまたはイソボニルイソブチレートを使用する場合には、好ましく
は８０重量％以上、より好ましくは９０重量％、さらに好ましくは１００重量％である。
これらイソボニルプロピオネート、イソボニルブチレートおよびイソボニルイソブチレー
トの含有量を多くすることにより、シートアタックの防止効果を向上させることができる
。
【００６１】
　これらイソボニルプロピオネート、イソボニルブチレートおよびイソボニルイソブチレ
ートに加えて、他の溶剤を組み合わせて用いてもよい。組み合わせて用いることが可能な
溶剤としては、ターピネオール、ジヒドロターピネオール、ジヒドロターピニルアセテー
トなどがある。これら組み合わせて使用される溶剤のなかでは、バインダとしてのエチル
セルロースとの相溶性が高く、そのため、導電性ペーストを安定化させることができる（
たとえば、経時変化を低減することができる）という理由より、特にターピネオールが好
ましい。
【００６２】
　イソボニルプロピオネートと、ターピネオールと、を組み合わせて用いる場合において
は、ターピネオールの添加量は、溶剤全体１００重量％に対して、好ましくは０重量％よ
り多く、１０重量％以下、より好ましくは２重量％以上、８重量％以下とする。あるいは
、イソボニルブチレートまたはイソボニルイソブチレートと、ターピネオールと、を組み
合わせて用いる場合においては、ターピネオールの添加量は、溶剤全体１００重量％に対
して、好ましくは０重量％より多く、２０重量％以下、より好ましくは４重量％以上、１
６重量％以下とする。
【００６３】
　本実施形態で用いるイソボニルプロピオネート、イソボニルブチレートおよびイソボニ
ルイソブチレートは、セラミックグリーンシートに有機バインダとして含まれるブチラー
ル樹脂との相溶性が極めて低いという性質を有する。このため、これらイソボニルプロピ
オネート、イソボニルブチレートおよびイソボニルイソブチレートを単独で用いた場合の
他、ブチラール樹脂を溶解または膨潤させ易いという性質を有するターピネオールと組み
合わせて使用した場合においても、ブチラール樹脂の溶解または膨潤を有効に防止するこ
とができる。すなわち、シートアタックを有効に防止することができる。
【００６４】
　溶剤は、導電性ペースト中に、導電性粉末１００重量部に対して、好ましくは５０～２
００重量部、より好ましくは８０～１００重量部で含まれる。溶剤量が少なすぎるとペー
スト粘度が高くなりすぎ、多すぎるとペースト粘度が低くなりすぎる不都合がある。
【００６５】
　有機ビヒクル中の上記有機バインダ及び溶剤の合計含有量は、９５重量％以上であるこ
とが好ましく、より好ましくは１００重量％である。ごく微量ではあるが、有機バインダ
及び溶剤とともに有機ビヒクル中に含有させることが可能なものとしては、可塑剤、レベ
リング剤などがある。
【００６６】
　導電性ペースト中には、上記誘電体ペーストに含まれるセラミック粉体と同じセラミッ
ク粉体が共材として含まれていても良い。共材は、焼成過程において導電性粉末の焼結を
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抑制する作用を奏する。セラミック粉体（共材）は、導電性ペースト中に、導電性粉末１
００重量部に対して、好ましくは５～３０重量部で含まれる。共材量が少なすぎると、導
電性粉末の焼結抑制効果が低下し、内部電極のライン性（連続性）が悪化し、見かけの誘
電率が低下する。一方で、共材量が多すぎると、内部電極のライン性が悪化しやすくなり
、見かけの誘電率も低下する傾向にある。
【００６７】
　接着性の改善のために、導電性ペーストには、可塑剤が含まれてもよい。可塑剤として
は、フタル酸ベンジルブチル（ＢＢＰ）などのフタル酸エステル、アジピン酸、燐酸エス
テル、グリコール類などが例示される。本実施形態では、好ましくは、アジピン酸ジオク
チル（ＤＯＡ）、フタル酸ブチルブチレングリコール（ＢＰＢＧ）、フタル酸ジドデシル
（ＤＤＰ）、フタル酸ジブチル（ＤＢＰ）、フタル酸ベンジルブチル（ＢＢＰ）、フタル
酸ジオクチル（ＤＯＰ）、セバシン酸ジブチルなどが用いられる。中でも、フタル酸ジオ
クチル（ＤＯＰ）が特に好ましい。可塑剤は、有機ビヒクル中の有機バインダ１００重量
部に対して、好ましくは２５～１５０重量部、より好ましくは２５～１００重量部で含有
される。可塑剤の添加により、そのペーストを用いて形成される電極層の接着力は高まり
、電極層とセラミックグリーンシートとの接着力が向上する。このような効果を得るため
には、可塑剤の添加量は、２５重量部以上が好ましい。ただし添加量が１５０重量部を越
えると、そのペーストを用いて形成される電極層から過剰な可塑剤が滲み出すため好まし
くない。
【００６８】
　導電性ペーストは、上記各成分を、ボールミルなどで混練し、スラリー化することによ
り得ることができる。
【００６９】
　　　グリーンチップの作製、焼成など　
　（４）次に、以上のような、所定パターンの電極用ペースト層が表面に形成されたセラ
ミックグリーンシートを複数積層して、グリーンチップを作製し、脱バインダ工程、焼成
工程、必要に応じて行われるアニール工程を経て形成された、焼結体で構成されるコンデ
ンサ素体１０に、外部電極用ペーストを印刷または転写して焼成し、外部電極４，４を形
成して、積層セラミックコンデンサ１が製造される。
【００７０】
　　　その他の実施形態
　以上、本発明の実施形態について説明してきたが、本発明は、上述した実施形態に何等
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々に改変すること
ができる。
【００７１】
　たとえば、上述した実施形態では、本発明に係る積層セラミック電子部品として積層セ
ラミックコンデンサを例示したが、本発明に係る積層セラミック電子部品としては、積層
セラミックコンデンサに限定されず、多層セラミック基板などにも適用できることは勿論
である。
【実施例】
【００７２】
　以下、本発明を、さらに詳細な実施例に基づき説明するが、本発明は、これら実施例に
限定されない。
【００７３】
　実施例１　
　まず、セラミックグリーンシートを形成するための誘電体ペーストを作製した。
【００７４】
　　　　誘電体ペーストの作製　
　ＢａＴｉＯ３　　系セラミック粉末と、有機バインダとしてのポリビニルブチラール（
ＰＶＢ）と、溶媒としてのメタノールを準備した。次に、セラミック粉末１００重量部に
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対して、１０重量部の有機バインダと、１５０重量部の溶媒とをそれぞれ秤量し、ボール
ミルで混練し、スラリー化して誘電体ペーストを得た。
【００７５】
　　　　セラミックグリーンシートの作製　
　ＰＥＴフィルム上に上記誘電体ペーストをドクターブレード法によって、所定厚みで塗
布し、乾燥することで、乾燥後の厚みが１μｍのセラミックグリーンシートを形成した。
【００７６】
　　　溶剤とセラミックグリーンシートとの相溶性試験　
　次いで、上記にて作製したセラミックグリーンシート上に、以下に示す各溶剤を、ピペ
ットを用いて滴下して、滴下後のセラミックグリーンシート表面を顕微鏡により観察した
。　
　溶剤としては、以下の表１に示す各溶剤を使用し、各溶剤を滴下した後のセラミックグ
リーンシートの表面の顕微鏡写真を、それぞれ、表１に記載された各図に示した。なお、
表１中、各溶剤の比率は重量比で示した。
【００７７】
【表１】

【００７８】
　図４（Ａ）、図４（Ｂ）より、セラミックグリーンシート上に、ターピネオール（図４
（Ａ））、ジヒドロターピネオール（図４（Ｂ））を滴下した場合には、セラミックグリ
ーンシートが膨潤してしまい、セラミックグリーンシート表面が波打つ結果となった。な
お、図４（Ａ）、図４（Ｂ）においては、各写真の右下側が液滴の中心となる様に撮影し
た写真である。すなわち、各写真は、液滴の中心からみて左上側の部分を撮影したもので
あり、図４（Ａ）、図４（Ｂ）中の左上側の曲線部は、液滴の外縁部（具体的には、液滴
の外縁部により膨潤した部分）を示している。
【００７９】
　これに対して、図２（Ａ）、図２（Ｂ）より、溶剤としてイソボニルプロピオネートを
使用した場合には、イソボニルプロピオネートのみを滴下した場合（図２（Ａ））だけで
なく、ターピネオールを１０重量％添加した場合（図２（Ｂ））においても、セラミック
グリーンシートの膨潤が発生しないことが確認できる。同様に、図３（Ａ）～図３（Ｃ）
より、溶剤としてイソボニルイソブチレートを使用した場合にも、イソボニルイソブチレ
ートのみを滴下した場合（図３（Ａ））だけでなく、ターピネオールを、それぞれ１０重
量％、２０重量％添加した場合（図３（Ｂ）、図３（Ｃ））においても、セラミックグリ
ーンシートの膨潤が発生しないことが確認できる。
【００８０】
　以上の結果より、イソボニルプロピオネート、イソボニルイソブチレートは、セラミッ
クグリーンシートに使用される有機バインダとしてのブチラール樹脂に対する相溶性が極
めて低く、たとえ、ターピネオールを含有させた場合においても、シートアタックを有効
に防止できることが確認できる。また、この傾向は、イソボニルブチレートを使用した場
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合でも同様であった。
【００８１】
　実施例２　
　　　導電性ペーストの作製　
　導電性ペーストを作製するための有機ビヒクルを、次の方法により調製した。
【００８２】
　すなわち、まず、有機バインダとしてのエチルセルロースと、表２に示す各溶剤を準備
した。次に、溶剤１００重量部に対して１０重量部のエチルセルロースを溶解させて、有
機ビヒクルを調製した。
【００８３】
　次いで、導電性粉末としての平均粒径が０．２μｍのＮｉ粒子を準備し、この導電性粉
末１００重量部に対して、上記にて準備した有機ビヒクルを３０～７０重量部添加して、
ボールミルで混練することにより、スラリー化して導電性ペーストを得た。
【００８４】
　　　試験用試料の作製　
　ＰＥＴフィルム上に実施例１で作製した誘電体ペーストをドクターブレード法によって
、所定厚みで塗布し、乾燥することで、厚みが１μｍのセラミックグリーンシートを形成
した。
【００８５】
　次に、得られたセラミックグリーンシートの上に、上記にて作製した導電性ペーストの
うち、本発明の実施例である、イソボニルプロピオネート、イソボニルブチレート、およ
びイソボニルイソブチレートを使用した導電性ペースト（表２の試料番号４，５および６
）を用いて、スクリーン印刷法によって所定パターンで形成し、厚さ約１．０μｍの電極
パターンを持つセラミックグリーンシート（試験用試料）を得た。
【００８６】
　　　試験用試料の評価　
　得られた試験用試料を用い、「シートアタックの有無」と、「セラミックグリーンシー
トからのＰＥＴフィルムの剥離性」を評価した。
【００８７】
　「シートアタックの有無」は、セラミックグリーンシートの電極パターン側とは反対面
（ＰＥＴフィルムに接する面）より目視により観察し、変形度合いと色合いによりセラミ
ックグリーンシートの溶解度合いを確認することにより行った。その結果、セラミックグ
リーンシートの溶解を観察できなかった。
【００８８】
　「セラミックグリーンシートからのＰＥＴフィルムの剥離性」については、試験用試料
からＰＥＴフィルムを剥がす際の剥離強度を測定することにより行った。剥離強度の測定
は、９ｃｍ×２０ｃｍのＰＥＴ付セラミックグリーンシートの端（剥離のきっかけを作る
のりしろ部分）にロードセルを粘着テープでつけて、上に移動させながら荷重（負荷）を
計るようにして行った。その結果、剥離強度が５．０ｇｆ以下と適正な値を示した。これ
により、セラミックグリーンシートに対する必要な保持力を維持できるとともに、剥離作
業の効率性が期待できる。
【００８９】
　　　積層セラミックチップコンデンサ試料の作製　
　次いで、実施例１で作製した誘電体ペーストと、上記にて作製した導電性ペーストを用
い、以下のようにして、図１に示す積層セラミックチップコンデンサ１を製造した。
【００９０】
　まず、ＰＥＴフィルム上に誘電体ペーストをドクターブレード法によって、所定厚みで
塗布し、乾燥することで、乾燥後の厚みが１μｍのセラミックグリーンシートを形成した
。本実施例では、このセラミックグリーンシートを第１グリーンシートとし、これを複数
枚、準備した。
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　次に、得られた第１グリーンシートの上に、導電性ペーストをスクリーン印刷法によっ
て所定パターンで形成し、厚さ約１μｍの電極パターンを持つセラミックグリーンシート
を得た。本実施例では、このセラミックグリーンシートを第２グリーンシートとし、これ
を複数枚、準備した。
【００９２】
　次に、第１グリーンシートを厚さが１５０μｍになるまで積層してセラミックグリーン
シート群を形成した。このセラミックグリーンシート群の上に、第２グリーンシートを２
５０枚積層した。そして、この上にさらに、前記同様の複数の第１グリーンシートからな
るセラミックグリーンシート群を積層、形成し、温度７０℃及び圧力１．５トン／ｃｍ２

　の条件で加熱・加圧してグリーンセラミック積層体を得た。
【００９３】
　次に、得られた積層体を所定サイズに切断した後、脱バインダ処理、焼成及びアニール
を行い、焼結体を得た。
【００９４】
　次に、得られた焼結体の端面をサンドブラストにて研磨した後、Ｉｎ－Ｇａ合金を塗布
して、試験用電極を形成し、積層セラミックチップコンデンサ試料を得た。
【００９５】
　コンデンサ試料のサイズは、縦1．６ｍｍ×横０．８ｍｍ×高さ０．８ｍｍであり、一
対の内部電極層間に挟まれる誘電体層２の厚みは約１μｍ、内部電極層３の厚みは１μｍ
であった。
【００９６】
　　　コンデンサ試料の評価
　得られたコンデンサ試料のショート不良特性、耐電圧特性（ＩＲ特性）及びデラミネー
ションの有無を評価した。
【００９７】
　ショート不良特性については、テスターで１．５Ｖ印加、１ＭΩ以下品を不良と判断し
、不良率が５％未満を良好とした。
【００９８】
　耐電圧特性（ＩＲ特性）については、定格電圧（６．３Ｖ）の１２倍の直流電圧を３秒
印加し、抵抗が１０４　Ω未満のコンデンサ試料を故障と判断し、平均故障率が１．９％
未満を良好とした。
【００９９】
　デラミネーションの有無については、焼上げ素地を研磨して積層状態を目視にて不具合
を観察した。
【０１００】
　結果を表２に示す。
【０１０１】



(14) JP 2010-171435 A 2010.8.5

10

20

30

40

【表２】

【０１０２】
　表２に示すように、溶剤として、イソボニルプロピオネート、イソボニルブチレート、
およびイソボニルイソブチレートを含有する導電性ペーストを用いて作製されたコンデン
サ試料（試料番号４，５，６）は、ターピネオールやジヒドロターピネオールを含む導電
性ペーストを用いて作製されたコンデンサ試料と比較して、ショート不良、故障率、デラ
ミネーションのいずれを見ても飛躍的に向上していることが確認できる。ジヒドロターピ
ニルアセテートを含む導電性ペーストを用いて作製されたコンデンサ試料と比較した場合
についても、上記性能の向上が認められる。すなわち、本発明の実施例試料については、
比較例試料と比較して、信頼性の向上が確認できた。
【０１０３】
　実施例３　
　導電性ペーストを製造する際に使用する有機ビヒクル中の溶剤を、イソボニルプロピオ
ネート：ターピネオール＝９０：１０（重量比）の混合溶剤とした以外は、実施例２と同
様にして積層セラミックチップコンデンサ試料を作製し、同様に評価を行った。その結果
、ショート不良率が５％未満、平均故障率が１．９％未満となり、また、デラミネーショ
ンの発生も確認されず、良好な結果となった。
【０１０４】
　実施例４　
　導電性ペーストを製造する際に使用する有機ビヒクル中の溶剤を、イソボニルイソブチ
レート：ターピネオール＝８０：２０（重量比）の混合溶剤とした以外は、実施例２と同
様にして積層セラミックチップコンデンサ試料を作製し、同様に評価を行った。その結果
、ショート不良率が５％未満、平均故障率が１．９％未満となり、また、デラミネーショ
ンの発生も確認されず、良好な結果となった。
【符号の説明】
【０１０５】
１…　積層セラミックコンデンサ
１０…　コンデンサ素体
２…　誘電体層
３…　内部電極層
４…　外部電極
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