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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部電極層を有する電子部品を製造する方法であって、
　導電体粉末と、溶媒と、バインダと、無機酸化物粉末と、分散剤と、を含有する内部電
極用ペーストを準備する工程と、
　前記内部電極用ペーストを塗布し、その後、乾燥させて、焼成後に前記内部電極層を形
成することになる焼成前電極膜を形成する工程と、
　前記焼成前電極膜をプレスする工程と、を有し、
　前記内部電極用ペーストに含有される前記導電体粉末の平均粒子径が０．０５～０．４
μｍの範囲にあり、
　前記無機酸化物粉末の平均粒子径が０．００２～０．１μｍの範囲にあり、
　前記内部電極用ペーストに含有される前記無機酸化物粉末の含有量を、前記導電体粉末
１００重量部に対して、５～４０重量部の範囲とし、
　前記内部電極用ペーストに含有される前記分散剤の含有量を、前記導電体粉末１００重
量部に対して、０．１～５重量部の範囲とし、
　プレス後の焼成前電極膜の単位体積当たりの重量密度を、プレス前の焼成前電極膜の単
位体積当たりの重量密度と比較して、３～２０％向上させ、かつプレス後の焼成前電極膜
の空隙率が、２～２０％となるようにプレスすることを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項２】
　プレス後の前記焼成前電極膜を加熱して、前記焼成前電極膜に含有されているバインダ
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を除去する工程をさらに有し、
　バインダを除去した後の前記焼成前電極膜の空隙率が５～２５％となるように脱バイン
ダする請求項１に記載の電子部品の製造方法。
【請求項３】
　前記バインダおよび前記分散剤からなる有機不揮発成分の含有量が、
　前記内部電極用ペーストに含まれる不揮発成分に対して、２．８～４．４重量％の範囲
とする請求項１または２に記載の電子部品の製造方法。
【請求項４】
　前記電子部品が、誘電体層をさらに有しており、
　誘電体ペーストを使用して、支持シート上に、焼成後に前記誘電体層を形成することと
なるグリーンシートを形成し、
　次いで、前記グリーンシート上に、前記内部電極用ペーストを塗布し、その後、乾燥さ
せて前記焼成前電極膜を形成する請求項１～３のいずれかに記載の電子部品の製造方法。
【請求項５】
　前記電子部品が、誘電体層をさらに有しており、
　焼成後に前記誘電体層を形成することとなるグリーンシートを、第１支持シート上に形
成する工程と、
　前記内部電極用ペーストを、第２支持シート上に塗布し、その後、乾燥させて、前記焼
成前電極膜を形成する工程と、
　前記第１支持シート上に形成された前記グリーンシートの表面に、前記第２支持シート
上に形成された前記焼成前電極膜を転写する工程と、
　を有する請求項１～４のいずれかに記載の電子部品の製造方法。
【請求項６】
　焼成後の前記誘電体層の厚みが２．５μｍ以下となるように、前記グリーンシートを形
成する請求項４または５に記載の電子部品の製造方法。
【請求項７】
　焼成後の前記誘電体層の厚みと、焼成後の前記内部電極層の厚みと、の比が誘電体層の
厚み／内部電極層の厚み＝０．５～２．０の範囲となるように、前記グリーンシートおよ
び前記焼成前電極膜を形成する請求項４～６のいずれかに記載の電子部品の製造方法。
【請求項８】
　複数の前記焼成前電極膜と、複数の前記グリーンシートと、を交互に積層し、
　焼成後の前記誘電体層の積層数を１００層以上とする請求項４～７のいずれかに記載の
電子部品の製造方法。
【請求項９】
　前記内部電極用ペーストとして、平滑な基板上に、乾燥後の膜厚が３０～４５μｍとな
るように塗布し、その後、１００℃、１５分の条件にて送風型の乾燥機で乾燥した場合に
、得られる塗膜の表面の６０度鏡面光沢度 （Ｇｓ（６０°））が、１００％以上となる
ような内部電極用ペーストを使用する請求項１～８のいずれかに記載の電子部品の製造方
法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の方法により得られる電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品の製造方法および電子部品に係り、さらに詳しくは、たとえば積層
セラミックコンデンサなどの積層電子部品の薄層化を実現することができる電子部品の製
造方法と、その製造方法により得られる電子部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品の一例としての積層セラミックコンデンサは、誘電体層と内部電極層とが交互
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に複数配置された積層構造の素子本体と、この素子本体の両端部に形成された一対の外部
端子電極とで構成される。
【０００３】
　この積層セラミックコンデンサは、まず、焼成後に誘電体層となるグリーンシートと、
焼成後に内部電極層となる焼成前電極膜と、を必要枚数だけ交互に複数積層させて焼成前
素子本体を製造し、次に、これを焼成した後、焼成後素子本体の両端部に一対の外部端子
電極を形成して製造される。なお、グリーンシートおよび焼成前電極膜は、通常バインダ
が含有されている。そのため、焼成前素子本体は、通常、バインダを除去するための熱処
理（脱バインダ処理）を行った後に、焼成されることとなる。
【０００４】
　一方、近年、各種電子機器の小型化により、電子機器の内部に装着される電子部品の小
型化および高性能化が進んでおり、積層セラミックコンデンサも小型化、高容量化が求め
られている。このような小型化および高容量化を進めるために、積層セラミックコンデン
サを構成する誘電体層および内部電極層の薄層化が強く求められており、最近では、これ
らの厚みが数μｍ以下になってきた。
【０００５】
　このような誘電体層や内部電極層の薄層化に伴い、それぞれ焼成後に誘電体層および内
部電極層を形成することとなるグリーンシートおよび焼成前電極膜も薄層化する必要があ
る。一方で、グリーンシート、焼成前電極膜を薄層化すると、以下のような問題があった
。すなわち、グリーンシートを薄層化すると、ピンホール等の構造欠陥が発生し易くなり
、不良率が悪化してしまうという問題があった。また、焼成前電極膜を薄層化すると、焼
成後の内部電極層のライン性が悪化し、電極被覆率が低下し、結果として容量が低下して
しまうという問題があった。
【０００６】
　そのため、これらの問題を解決するために、グリーンシートおよび焼成前電極膜の高密
度化が図られている。しかしながら、このようにグリーンシートおよび焼成前電極膜を高
密度化すると、上述の脱バインダ処理時に発生するガスの影響により、焼成前素子本体に
クラックが発生してしまうという不具合があった。特に、グリーンシートおよび焼成前電
極膜の高密度化に加えて、これらの積層数を１００層以上と多層化した場合には、このよ
うなクラックの問題が顕著となっていた。
【０００７】
　また、近年、グリーンシート上に内部電極用ペーストを使用して、焼成前電極膜を形成
する際に、内部電極用ペーストに含有されている溶剤が、グリーンシートを浸食してしま
うといういわゆるシートアタック現象を防止するために、乾式転写工法が開発された（た
とえば、特許文献１）。
【０００８】
　この工法では、まず支持フィルム上に形成された剥離層の上に焼成前電極膜と、電極形
成による段差を解消するための余白層と、を形成する。次に別の支持フィルム上に接着性
を有する樹脂層（接着層）を形成し、これを焼成前電極膜・余白層上に熱圧着により転写
し、接着層側の支持フィルムを剥離する。そして、さらに別の支持フィルム上にグリーン
シートを形成し、このグリーンシートを、焼成前電極膜・余白層上の接着層上に熱圧着に
より転写する。この乾式転写工法では、剥離層・焼成前電極膜・余白層・樹脂層・誘電体
層を一体とし順次積層していくため、シートアタックの発生を有効に防止することが可能
となる。
【０００９】
　しかしながら、この乾式転写工法では、従来のようなグリーンシート上に、直接、焼成
前電極膜を形成する工法と比較して、接着層としての樹脂層を有している。そのため、焼
成前素子本体における樹脂量が増加することとなり、上述の脱バインダ処理時のクラック
の発生率が高くなってしまう傾向にあった。
【００１０】
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【特許文献１】特開２００４－３０３９７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、このような実状に鑑みてなされ、その目的は、積層セラミックコンデンサな
どの電子部品を小型化、多層化、および高容量化した場合において、焼成後の内部電極層
の電極被覆率を高く保ちつつ、しかも、脱バインダ処理時に発生するクラックの抑制され
た電子部品を製造するための方法、およびこの製造方法により得られる電子部品を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者等は、積層セラミックコンデンサなどの電子部品の製造に際して、焼成後に内
部電極層を形成することとなる焼成前電極膜の空隙率を所定範囲に制御することにより、
上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【００１３】
　すなわち、本発明に係る電子部品の製造方法は、
　内部電極層を有する電子部品を製造する方法であって、
　導電体粉末と、溶媒と、バインダと、を含有する内部電極用ペーストを準備する工程と
、
　前記内部電極用ペーストを塗布し、その後、乾燥させて、焼成後に前記内部電極層を形
成することになる焼成前電極膜を形成する工程と、を有し、
　乾燥後の前記焼成前電極膜の空隙率を、５～２５％とする。
【００１４】
　本発明において、前記空隙率とは、焼成前電極膜全体に対する空隙の体積比を意味する
。この空隙率は、焼成前電極膜を構成する溶媒以外の成分（すなわち、不揮発成分）の比
重と配合重量とから計算される理論密度に対する、実際に形成された焼成前電極膜の実効
密度（すなわち、実際の密度）の比から算出することができる。具体的には、理論密度に
対する実効密度の比を充填率（充填率（％）＝実効密度／理論密度×１００）とした場合
に、空隙率は、空隙率（％）＝１００（％）－充填率（％）となる。
【００１５】
　本発明においては、前記焼成前電極膜をプレスする工程をさらに有し、
　プレス後の焼成前電極膜の単位体積当たりの重量密度を、プレス前の焼成前電極膜の単
位体積当たりの重量密度と比較して、３～２０％向上させるようにプレスすることが好ま
しい。
【００１６】
　あるいは、前記焼成前電極膜をプレスする工程をさらに有し、
　プレス後の焼成前電極膜の空隙率が、２～２０％となるようにプレスすることが好まし
い。
【００１７】
　前記焼成前電極膜を、プレスして重量密度を３～２０％向上させるか、あるいは、空隙
率が２～２０％となるようにすることにより、焼成後における内部電極層の電極被覆率を
向上させることができる。
【００１８】
　好ましくは、プレス後の前記焼成前電極膜を加熱して、前記焼成前電極膜に含有されて
いるバインダを除去する工程をさらに有し、
　バインダを除去した後の前記焼成前電極膜の空隙率が５～２５％となるように脱バイン
ダする。
【００１９】
　前記脱バインダ後の前記焼成前電極膜の空隙率は、脱バインダ処理により除去されるバ
インダなどの成分を除いた後の空隙率を意味する。
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【００２０】
　本発明においては、前記内部電極用ペーストが、無機酸化物粉末をさらに含有している
ことが好ましい。
　より好ましくは、前記内部電極用ペーストが、平均粒子径が０．０５～０．４μｍの範
囲にある導電体粉末と、平均粒子径が０．００２～０．１μｍの範囲にある無機酸化物粉
末と、を含有し、前記無機酸化物粉末の含有量を、前記導電体粉末１００重量部に対して
、５～４０重量部の範囲とする。このような無機酸化物粉末は、焼成前電極膜の焼結温度
を高くするために添加される。
【００２１】
　本発明の製造方法において、前記電子部品は、前記内部電極層に加えて、誘電体層をさ
らに有していることが好ましい。内部電極層に加えて、誘電体層をさらに有する場合にお
いては、焼成後に内部電極層となる焼成前電極膜、焼成後に誘電体層となるグリーンシー
トを、それぞれ、以下のいずれかの方法により形成することが好ましい。
【００２２】
　すなわち、誘電体ペーストを使用して、支持シート上に、焼成後に前記誘電体層を形成
することとなるグリーンシートを形成し、次いで、前記グリーンシート上に、前記内部電
極用ペーストを塗布し、その後、乾燥させて前記焼成前電極膜を形成することが好ましい
。この方法においては、前記焼成前電極膜上に、さらに別のグリーンシートおよび別の焼
成前電極膜を、この順番に、次々に形成していき、複数のグリーンシートおよび複数の焼
成前電極膜が交互に積層された構成としても良い。また、前記内部電極用ペーストは、た
とえば、印刷法などにより塗布しても良い。
【００２３】
　あるいは、焼成後に前記誘電体層を形成することとなるグリーンシートを、第１支持シ
ート上に形成し、前記内部電極用ペーストを、第２支持シート上に塗布し、その後、乾燥
させて、前記焼成前電極膜を形成し、前記第１支持シート上に形成された前記グリーンシ
ートの表面に、前記第２支持シート上に形成された前記焼成前電極膜を転写することが好
ましい。この方法においては、前記グリーンシートと前記焼成前電極膜とが転写により一
体化されたシートを、複数積層して、複数のグリーンシートおよび複数の焼成前電極膜が
交互に積層された構成としても良い。また、前記内部電極用ペーストは、たとえば、印刷
法などにより塗布しても良い。
【００２４】
　前記グリーンシートは、焼成後の前記誘電体層の厚みが２．５μｍ以下となるように形
成することが好ましい。また、前記グリーンシートおよび前記焼成前電極膜は、焼成後の
前記誘電体層の厚みと、焼成後の前記内部電極層の厚みと、の比が誘電体層の厚み／内部
電極層の厚み＝０．５～２．０の範囲となるように、それぞれ形成することが好ましい。
このように誘電体層および内部電極層の厚みを薄層化した場合に、特に本発明の作用効果
が大きくなる。
【００２５】
　本発明においては、複数の前記焼成前電極膜と、複数の前記グリーンシートと、を交互
に積層していき、焼成後の前記誘電体層の積層数を１００層以上とすることが好ましい。
【００２６】
　本発明においては、前記内部電極用ペーストとして、平滑な基板上に、乾燥後の膜厚が
３０～４５μｍとなるように塗布し、その後、１００℃、１５分の条件にて送風型の乾燥
機で乾燥した場合に、得られる塗膜の表面の６０度鏡面光沢度 （Ｇｓ（６０°））が、
１００％以上となるような内部電極用ペーストを使用することが好ましい。
　なお、前記平滑な基板としては、たとえばＰＥＴフィルムなどが挙げられる。
【００２７】
　本発明に係る電子部品は、上記いずれかにの方法により得られる。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、圧電素子、チップインダクタ、チップ
バリスタ、チップサーミスタ、チップ抵抗、その他の表面実装（ＳＭＤ）チップ型電子部
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品が例示される。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によると、積層セラミックコンデンサなどの電子部品を製造する際に、焼成後に
内部電極層を形成することとなる焼成前電極膜の空隙率を所定範囲に制御するため、電子
部品を薄層化した場合においても、焼成後の内部電極層の電極被覆率を高く保ちつつ、し
かも、脱バインダ処理時におけるクラックの発生の抑制された電子部品を提供することが
できる。特に、本発明においては、焼成前電極膜の空隙率を所定範囲とすることにより、
脱バインダ時に発生するバインダ分解ガスの抜け道を有効に確保させることができる。
　なお、本発明において、電極被覆率とは、内部電極層に前記途切れ部が全く無いとして
仮定した場合に、内部電極層が誘電体層を被覆する理想面積に対して、内部電極層が誘電
体層を実際に被覆する面積の割合である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明を、図面に示す実施形態に基づき説明する。
　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、
　図２（Ａ）、図２（Ｂ）は本発明の一実施形態に係るグリーンシート、焼成前電極膜お
よび余白パターン層の形成方法を示す要部断面図、
　図３（Ａ）は本発明の焼成前電極膜の微細構造を模式的に表した模式図、図３（Ｂ）は
従来の焼成前電極膜の微細構造を模式的に表した模式図、
　図４（Ａ）～図４（Ｃ）、および図５（Ａ）～図５（Ｃ）は本発明のその他の実施形態
に係るグリーンシート、焼成前電極膜および余白層の形成方法を示す要部断面図、
　図６（Ａ）は脱バイクラックの一例を示す断面写真、図６（Ｂ）は焼成クラックの一例
を示す断面写真、
　図７は電極被覆率の測定方法を説明するための図、
　図８（Ａ）は本発明の実施例に係る焼成前電極膜の断面写真、図８（Ｂ）は比較例に係
る焼成前電極膜の断面写真、
　図９（Ａ）は本発明の実施例に係る焼成後の素子本体の断面写真、図９（Ｂ）は比較例
に係る焼成後の素子本体の断面写真である。
【００３０】
　まず、本発明に係る方法により製造される電子部品の一実施形態として、積層セラミッ
クコンデンサの全体構成について説明する。
　図１に示すように、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ２は、コンデンサ素体
４と、第１端子電極６と第２端子電極８とを有する。コンデンサ素体４は、誘電体層１０
と、内部電極層１２とを有し、誘電体層１０の間に、これらの内部電極層１２が交互に積
層してある。交互に積層される一方の内部電極層１２は、コンデンサ素体４の第１端部の
外側に形成してある第１端子電極６の内側に対して電気的に接続してある。また、交互に
積層される他方の内部電極層１２は、コンデンサ素体４の第２端部の外側に形成してある
第２端子電極８の内側に対して電気的に接続してある。
【００３１】
　本実施形態では、内部電極層１２は、後で詳細に説明するように、グリーンシート１０
ａ上に、焼成後に内部電極層１２を形成することとなる焼成前電極膜１２ａを所定のパタ
ーンで形成することにより、製造される。
【００３２】
　誘電体層１０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。
【００３３】
　本実施形態においては、各誘電体層１０の厚みは、好ましくは２．５μｍ以下、より好
ましくは２μｍ以下に薄層化されている。さらに、誘電体層１０の厚みと、内部電極層１
２の厚みと、の比（誘電体層１０の厚み／内部電極層１２の厚み）が、好ましくは０．５
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～２．０である。本実施形態では、後に説明するように、焼成後に内部電極層１２を形成
することとなる図２（Ｂ）に示す焼成前電極膜１２ａを、所定の空隙率を有する構造とし
ているため、電極被覆率を高く保ち、しかも、脱バインダ時のクラックの発生を防止しな
がら、誘電層１０および内部電極層１２の薄層化が可能となる。
【００３４】
　端子電極６および８の材質も特に限定されないが、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、また、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
。端子電極６および８の厚みも特に限定されないが、通常１０～５０μｍ程度である。
【００３５】
　積層セラミックコンデンサ２の形状やサイズは、目的や用途に応じて適宜決定すればよ
い。積層セラミックコンデンサ２が直方体形状の場合は、通常、縦（０．４～５．６ｍｍ
、好ましくは０．４～３．２ｍｍ）×横（０．２～５．０ｍｍ、好ましくは０．２～１．
６ｍｍ）×厚み（０．１～１．９ｍｍ、好ましくは０．１～１．６ｍｍ）程度である。
【００３６】
　次に、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ２の製造方法の一例を説明する。
　まず、焼成後に図１に示す誘電体層１０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。
　誘電体ペーストは、通常、セラミック粉末と有機ビヒクルとを混練して得られた有機溶
剤系ペースト、または水系ペーストで構成される。
【００３７】
　セラミック粉末としては、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。
セラミック粉末は、通常、平均粒子径が０．３μｍ以下、好ましくは０．２μｍ以下の粉
末として用いられる。なお、きわめて薄いグリーンシートを形成するためには、グリーン
シート厚みよりも細かい粉末を使用することが望ましい。
【００３８】
　有機ビヒクルとは、バインダを有機溶剤中に溶解したものである。有機ビヒクルに用い
られるバインダとしては、特に限定されず、エチルセルロース、ポリビニルブチラール、
アクリル樹脂などの通常の各種バインダが例示される。
【００３９】
　また、有機ビヒクルに用いられる有機溶剤も特に限定されず、アルコール、アセトン、
メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ステアリン酸ブチル
、ターピネオール、ブチルカルビトール、イソボニルアセテートなどの通常の有機溶剤が
例示される。
【００４０】
　また、水系ペーストにおけるビヒクルは、水に水溶性バインダを溶解させたものである
。水溶性バインダとしては特に限定されず、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロース、水溶性アクリル樹脂、エマルジョンなどが用いられる。誘
電体ペースト中の各成分の含有量は特に限定されず、通常の含有量、たとえばバインダは
１～５質量％程度、溶剤（または水）は１０～５０質量％程度とすればよい。
【００４１】
　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、ガラスフリット、
絶縁体、帯電助剤などから選択される添加物が含有されても良い。ただし、これらの総含
有量は、１０質量％以下とすることが望ましい。可塑剤としては、フタル酸ジオクチルや
フタル酸ベンジルブチル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。バインダ樹脂として、ブチラール系樹脂を用いる場合には、可塑
剤は、バインダ樹脂１００質量部に対して、２５～１００質量部の含有量であることが好
ましい。可塑剤が少なすぎると、グリーンシートが脆くなる傾向にあり、多すぎると、可
塑剤が滲み出し、取り扱いが困難である。
【００４２】
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　そして、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、図２（Ａ）に
示すように、第１支持シートとしてのキャリアシート２０上に、好ましくは３μｍ以下、
より好ましくは２．５μｍ以下の厚みで、グリーンシート１０ａを形成する。グリーンシ
ート１０ａをこのような厚みで形成することにより、焼成後の誘電体層１０の厚みを、好
ましくは２．５μｍ以下、より好ましくは２μｍ以下と薄層化することができる。
【００４３】
　グリーンシート１０ａは、キャリアシート２０上に形成された後に乾燥される。グリー
ンシート１０ａの乾燥温度は、好ましくは５０～１００℃であり、乾燥時間は、好ましく
は１～２０分である。乾燥後のグリーンシート１０ａの厚みは、乾燥前に比較して、５～
２５％の厚みに収縮する。
【００４４】
　キャリアシート２０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、シリコンなどがコーティングしてあるものが好ましい。これらのキャリアシ
ート２０の厚みは、特に限定されないが、好ましくは、５～１００μｍである。
【００４５】
　次いで、図２（Ｂ）に示すように、キャリアシート２０上に形成したグリーンシート１
０ａの表面に、所定パターンの焼成前電極膜１２ａを形成し、その前後に、その焼成前電
極膜１２ａが形成されていないグリーンシート１０ａの表面に、焼成前電極膜１２ａと実
質的に同じ厚みの余白パターン層２２を形成する。焼成前電極膜１２ａの厚みは、２μｍ
以下とすることが好ましく、より好ましくは１．５μｍ以下とする。焼成前電極膜１２ａ
をこのような厚みで形成することにより、焼成後の内部電極層１２の厚みを、所望の厚み
とすることができる。
【００４６】
　焼成前電極膜１２ａは、内部電極用ペーストを用いる印刷法などの厚膜形成方法により
、グリーンシート１０ａの表面に形成することが好ましい。厚膜法の１種であるスクリー
ン印刷法あるいはグラビア印刷法により、グリーンシート１０ａの表面に焼成前電極膜１
２ａを形成する場合には、次のようにして行う。
【００４７】
　まず、内部電極用ペーストを準備する。内部電極用ペーストは、導電体粉末と、共材と
しての無機酸化物粉末と、有機ビヒクルと、を混練して調製する。
【００４８】
　導電体粉末としては、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。
【００４９】
　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、またはＰｔ、Ｒｅ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｉｒ、ＯｓおよびＷから選択される少なく
とも一種の元素とＮｉとの合金が好ましく、合金中のＮｉ含有量は８０モル％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。
【００５０】
　このような導電体粉末は、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が、本実施形態では、主として球状の導電
体粉末を使用することが好ましい。導電体粉末としては、平均粒子径が、好ましくは０．
０５～０．４μｍ、より好ましくは０．０５～０．２μｍのものを使用する。平均粒子径
の大きな導電体粉末を使用すると、焼成前電極膜１２ａの厚みの薄層化が困難となり、結
果として、焼成後の内部電極層１２の薄層化が困難となる。一方、平均粒子径の小さな導
電体粉末を使用すると、取扱が困難となる。導電体性末は、内部電極用ペースト全体に対
して、好ましくは３５～７０重量％、より好ましくは４０～５５重量％で含まれる。
【００５１】
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　内部電極用ペースト中には、無機酸化物粉末が共材として含まれている。このような無
機酸化物粉末としては、上述のグリーンシート１０ａに含まれるセラミック粉末と同じ組
成のセラミック粉末が好ましい。共材は、焼成過程において導電体粉末の焼結を抑制する
作用を奏する。共材として用いる無機酸化物粉末としては、平均粒子径が、好ましくは０
．００２～０．２μｍ、より好ましくは０．００５～０．１μｍのものを使用する。本実
施形態においては、導電体粉末の平均粒子径と、共材の平均粒子径とを、それぞれ上記所
定範囲とすることにより、焼成前電極膜１２ａの薄層化が可能となるとともに、導電体粉
末と共材とを良好に分散させることができる。
【００５２】
　共材としての無機酸化物粉末の内部電極用ペースト中における含有量は、導電体粉末１
００重量部に対して、好ましくは５～４０重量部、より好ましくは５～３０重量部とする
。共材の含有量が少なすぎると、内部電極の焼結が低温から始まってしまい、内部電極層
１２と誘電体層１０との焼結温度の差が大きくなるため、焼成クラックが発生してしまう
。一方、共材の含有量が多すぎると、内部電極層１２の電極被覆率が低下してしまう。
【００５３】
　有機ビヒクルは、バインダと溶剤とを含有する。バインダとしては、特に限定されず、
エチルセルロース、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタール、ポリ
ビニルアルコール、ポリオレフィン、ポリウレタン、ポリスチレン、または、これらの共
重合体などが例示されるが、これらのなかでも、エチルセルロース、ポリビニルブチラー
ル、ポリビニルアセタールを用いることが好ましい。バインダは、導電体粉末１００重量
部に対して、好ましくは２～６重量部で含まれる。
【００５４】
　溶剤としては、特に限定されず、ターピネオール、ブチルカルビトール、ケロシン、ア
セトン、イソボニルアセテートなどが例示されるが、本実施形態では特にターピネオール
、ジヒドロターピネオール、ターピネオールアセテートまたはジヒドロターピネオールア
セテートを用いる。溶剤は、内部電極用ペースト中に、好ましくは２０～６０重量％、よ
り好ましくは２５～５５重量％で含まれる。
【００５５】
　内部電極用ペーストには、グリーンシートとの接着性を改善する目的で、可塑剤または
粘着剤が含まれることが好ましい。可塑剤としては、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。可塑剤は、有機ビヒクル中のバインダ１０
０重量部に対して、好ましくは１０～３００重量部、より好ましくは１０～１５０重量部
で含有される。可塑剤の含有量が少なすぎると添加効果がなく、多すぎると形成される焼
成前電極膜１２ａの強度が著しく低下し、しかも焼成前電極膜１２ａから過剰な可塑剤が
滲み出す傾向がある。
【００５６】
　さらに、内部電極用ペーストには、導電体粉末および共材の分散性の向上と塗料の安定
性（経時変化）を改善する目的で、分散剤が含まれていることが好ましい。分散剤として
は、特に限定されないが、ポリエチレングリコール系分散剤、ポリカルボン酸系分散剤、
多価アルコール部分エステル系分散剤、エステル系分散剤、エーテル系分散剤などが例示
される。その他、ブロックポリマー型分散剤やグラフトポリマー型分散剤もある。分散剤
は、導電体粉末１００重量部に対して、好ましくは０．１～５重量部で含有される。分散
剤の含有量が少なすぎると、添加効果が不十分となり、多すぎるとミセル形成や再凝集に
よる分散性低下の不都合を生じることがある。
【００５７】
　内部電極用ペーストは、上記各成分を、ボールミルや３本ロールミルなどで混合し、ス
ラリー化することにより形成することができる。
【００５８】
　そして、この内部電極用ペーストを用いて、所定パターンの電極ペースト膜を印刷法で
形成し、次いで、乾燥することにより焼成前電極膜１２ａを形成する。乾燥は、電極ペー
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スト膜中に含まれている溶剤などの揮発成分を、除去するために行われる。乾燥温度は、
特に限定されないが、好ましくは７０～１２０℃であり、乾燥時間は、好ましくは１～１
５分である。
【００５９】
　本実施形態においては、内部電極用ペーストを印刷法により塗布し、その後、乾燥する
ことにより得られる焼成前電極膜１２ａを、図３（Ａ）に示すような所定の空隙を有する
構造とする。すなわち、本実施形態の焼成前電極膜１２ａは、図３（Ａ）に示すように、
導電体粉末１２０と共材（無機酸化物粉末）１２２とが、バインダなどの有機不揮発成分
１２４中に分散した構造となっているとともに、所定の空隙１２６を複数有する構造とな
っている。本実施形態は、このように焼成前電極膜１２ａを所定の空隙１２６を有する構
造とする点に最大の特徴を有しており、このような構造とすることにより、焼成前電極膜
１２ａ（すなわち、焼成後の内部電極層１２）を薄層化した場合においても、脱バインダ
処理時のクラックの発生を有効に防止することができ、しかも焼成後の内部電極層１２の
電極被覆率を高くすることができる。
【００６０】
　具体的には、焼成前電極膜１２ａ全体に対する空隙１２６の存在割合を体積比で表した
場合の空隙率を、５～２５％、好ましくは５～２０％とする。空隙率は、焼成前電極膜１
２ａを構成する導電体粉末１２０、共材（無機酸化物粉末）１２２、および有機不揮発成
分１２４の比重と配合重量から計算される理論密度に対する、実際に形成された焼成前電
極膜１２ａの実効密度の比から算出することができる。具体的には、理論密度に対する実
効密度の比を充填率（充填率（％）＝実効密度／理論密度×１００）とした場合に、空隙
率は、空隙率（％）＝１００（％）－充填率（％）で求めることができる。空隙率が低す
ぎると、脱バインダ処理時におけるクラックの発生率が高くなってしまう。一方、空隙率
が高すぎると、焼成後の内部電極層１２の電極被覆率が低下してしまう傾向にある。なお
、有機不揮発成分１２４としては、バインダや、可塑剤、接着剤、分散剤などの上記乾燥
条件で除去される溶剤以外の成分が含まれる。
【００６１】
　特に、本実施形態においては、乾燥後の焼成前電極膜１２ａの空隙率を上記範囲とする
ことにより、その後、焼成後の内部電極層１２の電極被覆率を向上させるために、プレス
により焼成前電極膜１２ａの空隙率を低下させた場合においても、脱バインダ時に発生す
るバインダ分解ガスの抜け道を十分に確保することができる。
【００６２】
　なお、従来においては、塗布・乾燥後の焼成前電極膜１２ａ’を図３（Ｂ）に示すよう
な空隙を実質的に有しない構造としていた。この従来の焼成前電極膜１２ａ’においては
、焼成後の内部電極層の電極被覆率を高く保つために、焼成前電極膜１２ａ’の充填密度
を向上させていた。具体的には、図３（Ｂ）に示すように、導電体粉末１２０’と共材１
２２’との隙間がなるべく少なくなるような構造としていた。しかしながら、このような
構造とした場合においては、焼成前電極膜１２ａ’の充填密度の向上により、電極被覆率
を高くすることが可能な一方で、脱バインダ処理時に発生するバインダ分解ガスの抜け道
を確保することが困難となり、結果として、クラック（脱バイクラック）が発生するとい
う問題があった。さらに、この従来の焼成前電極膜１２ａ’においては、共材１２２’が
凝集してしまい、導電体粉末１２０’を包む構造が崩れてしまい、共材１２２’の添加に
よる焼結抑制効果が不十分となってしまい、電極膜１２ａ’の焼結温度が低温化してしま
い、焼成時にクラック（焼成クラック）が発生してしまうという問題もあった。
【００６３】
　これに対して、本実施形態では、焼成前電極膜１２ａの空隙率を上記所定範囲とするた
め、これらの問題を有効に解決することができる。
【００６４】
　本実施形態において、焼成前電極膜１２ａの空隙率を上記所定範囲とする方法としては
、たとえば、内部電極用ペーストを混練する際の混練方法や、内部電極用ペーストを作製
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する際の配合組成を調整する方法や、内部電極用ペーストを作製する際に添加する分散剤
の量を調整する方法などが挙げられる。特に、本実施形態においては、上記各方法により
、内部電極用ペースト中に含有される導電体粉末１２０と共材１２２とを均一に分散させ
ることが好ましい。このように、導電体粉末１２０と共材１２２とを均一に分散すること
により、焼成前電極膜１２ａを形成した際に、これらの粉体が最密充填されること有効に
防止することができ、焼成前電極膜１２ａ内部に微細で均一な空隙を形成することができ
る。さらに、導電体粉末１２０と共材１２２とを均一に分散させることにより、共材の添
加効果を十分に発揮させることができ、結果として、焼成クラックを防止することができ
る。
【００６５】
　なお、上述のような本実施形態で用いる内部電極用ペーストは、導電体粉末１２０と共
材１２２とが均一に分散しているため、たとえば、この内部電極用ペーストを、使用して
得られる塗膜は、高い平滑性を有することとなる。具体的には、このような内部電極用ペ
ーストを、Ｇａｐ２５０μｍのアプリケーターでＰＥＴフィルム上に、乾燥後の膜厚が３
０～４５μｍとなるように塗布し、その後、１００℃、１５分の条件にて送風型の乾燥機
で乾燥した場合に、得られる塗膜の表面の６０度鏡面光沢度 （Ｇｓ（６０°））を、好
ましくは１００％以上とすることができる。なお、６０度鏡面光沢度は、ＪＩＳ　Ｚ　８
７４１の「鏡面光沢度測定方法」における測定方法３により測定することができる。
【００６６】
　また、余白パターン層２２は、図２（Ｂ）に示すように、グリーンシート１０ａ上に、
所定パターンの焼成前電極膜１２ａを印刷法で形成した後、またはその前に、焼成前電極
膜１２ａが形成されていないグリーンシート１０ａ上に、焼成前電極膜１２ａと実質的に
同じ厚みで形成される。余白パターン層２２は、上述したグリーンシート１０ａと同様な
材質で構成される。また、余白パターン層２２は、焼成前電極膜１２ａあるいは、上述し
たグリーンシート１０ａと同様な方法で形成することができる。
【００６７】
　次いで、図２（Ｂ）に示すグリーンシート１０ａ、焼成前電極膜１２ａおよび余白パタ
ーン層２２からなるシートを複数積層することにより、グリーンシート１０ａと、焼成前
電極膜１２ａおよび余白パターン層２２と、が複数積層された焼成前の積層体を得る。な
お、焼成前の積層体を得る方法としては、図２（Ｂ）に示すグリーンシート１０ａ、焼成
前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２からなるシートを複数積層する方法の他、図２
（Ｂ）に示す焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２上に、さらに別のグリーンシ
ート１０ａ、焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２を、次々と形成する方法など
が挙げられる。
【００６８】
　次いで、上記にて得られた積層体の上面および下面に、厚さ１５μｍ程度の外層用のグ
リーンシートを積層し、その後、プレスすることにより、プレス後の積層体を得る。本実
施形態においては、プレス後の積層体における焼成前電極膜１２ａが以下の範囲となるよ
うに、プレスすることが好ましい。すなわち、プレス後の焼成前電極膜１２ａの単位体積
当たりの重量密度（ｇ／ｃｍ３）が、プレス前の焼成前電極膜１２ａの単位体積当たりの
重量密度（ｇ／ｃｍ３）と比較して、３～２０％向上するように、プレスすることが好ま
しい。あるいは、プレス後の焼成前電極膜１２ａの空隙率が２～２０％となるようにプレ
スすることが好ましい。本実施形態においては、プレス後の焼成前電極膜１２ａが上記所
定の範囲となるようにプレスすることにより、脱バインダ時に発生するバインダ分解ガス
の抜け道を十分に確保しつつ（すなわち、脱バイクラックを防止しつつ）、焼成後の内部
電極層１２の電極被覆率を向上させることができる。
【００６９】
　本実施形態では、プレス後の焼成前電極膜１２ａが上記範囲となるように、積層体を、
プレス圧力：０．１～１０ｔ／ｃｍ２、プレス温度：６０～１５０℃、プレス時間：６秒
～６０分の条件でプレスすることが好ましい。
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【００７０】
　次いで、プレス後の積層体を所定サイズに切断して、グリーンチップとし、その後、こ
のグリーンチップについて、脱バインダ処理を施す。
【００７１】
　本実施形態においては、脱バインダ処理後におけるグリーンチップ中の焼成前電極膜１
２ａの空隙率が５～２５％、好ましくは５～２０％となるように、脱バインダ処理を行う
。
【００７２】
　具体的な脱バインダ処理条件としては、昇温速度：５～３００℃／時間、特に５～５０
℃／時間、保持温度：２００～７００℃、特に３００～６５０℃、保持時間：０．５～２
０時間、特に１～１０時間、雰囲気：加湿したＮ２　とＨ２　との混合ガスとすることが
好ましい。
【００７３】
　次いで、脱バインダ処理を行ったグリーンチップについて、焼成および熱処理を施す。
　焼成は、昇温速度：５０～５００℃／時間、特に２００～３００℃／時間、保持温度：
１１００～１３００℃、特に１１５０～１２５０℃、保持時間：０．５～８時間、特に１
～３時間、冷却速度：５０～５００℃／時間、特に２００～３００℃／時間、雰囲気ガス
：加湿したＮ２　とＨ２　との混合ガス等の条件とすることが好ましい。
【００７４】
　ただし、焼成時の雰囲気中の酸素分圧は、１０－２Ｐａ以下、特に１０－２～１０－８

　Ｐａとすることが好ましい。前記範囲を超えると、内部電極層が酸化する傾向にあり、
また、酸素分圧があまり低すぎると、内部電極層の電極材料が異常焼結を起こし、途切れ
てしまう傾向にある。
【００７５】
　このような焼成を行った後の熱処理（アニール）は、保持温度または最高温度を、好ま
しくは９００℃以上、さらに好ましくは１０００～１１００℃として行うことが好ましい
。熱処理時の保持温度または最高温度が、前記範囲未満では誘電体材料の酸化が不十分な
ために絶縁抵抗寿命が短くなる傾向にあり、前記範囲をこえると内部電極のＮｉが酸化し
、容量が低下するだけでなく、誘電体素地と反応してしまい、寿命も短くなる傾向にある
。熱処理の際の酸素分圧は、焼成時の還元雰囲気よりも高い酸素分圧であり、好ましくは
１０－３Ｐａ～１Ｐａ、より好ましくは１０－２Ｐａ～１Ｐａである。前記範囲未満では
、誘電体層１０の再酸化が困難であり、前記範囲をこえると内部電極層１２が酸化する傾
向にある。
【００７６】
　そして、そのほかの熱処理条件としては、保持時間：０～６時間、特に２～５時間、冷
却速度：５０～５００℃／時間、特に１００～３００℃／時間、雰囲気用ガス：加湿した
Ｎ２　ガス等とすることが好ましい。
【００７７】
　なお、Ｎ２　ガスや混合ガス等を加湿するには、例えば加温した水にガスを通し、バブ
リングする装置等を使用すればよい。この場合、水温は０～７５℃程度が好ましい。また
脱バインダ処理、焼成および熱処理は、それぞれを連続して行っても、独立に行ってもよ
い。これらを連続して行なう場合、脱バインダ処理後、冷却せずに雰囲気を変更し、続い
て焼成の際の保持温度まで昇温して焼成を行ない、次いで冷却し、熱処理の保持温度に達
したときに雰囲気を変更して熱処理を行なうことが好ましい。一方、これらを独立して行
なう場合、焼成に際しては、焼成の全過程を加湿したＮ２　とＨ２　との混合ガス雰囲気
下で行っても良く、脱バインダ処理時の保持温度までＮ２　ガスあるいは加湿したＮ２　

ガス雰囲気下で昇温した後、雰囲気を変更してさらに昇温を続けても良く、熱処理時の保
持温度まで冷却した後は、再びＮ２　ガスあるいは加湿したＮ２　ガス雰囲気に変更して
冷却を続けても良い。また、熱処理に際しては、熱処理の全過程を加湿したＮ２　ガス雰
囲気としても良く、Ｎ２　ガス雰囲気下で保持温度まで昇温した後、雰囲気を変更しても



(13) JP 4735071 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

良い。
【００７８】
　このようにして得られた焼結体（素子本体４）には、例えばバレル研磨、サンドプラス
ト等にて端面研磨を施し、端子電極用ペーストを焼きつけて端子電極６，８が形成される
。端子電極用ペーストの焼成条件は、例えば、加湿したＮ２　とＨ２　との混合ガス中で
６００～８００℃にて１０分間～１時間程度とすることが好ましい。そして、必要に応じ
、端子電極６，８上にめっき等を行うことによりパッド層を形成する。なお、端子電極用
ペーストは、上記した電極ペーストと同様にして調製すればよい。
　このようにして製造された本発明の積層セラミックコンデンサは、ハンダ付等によりプ
リント基板上などに実装され、各種電子機器等に使用される。
【００７９】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々
に改変することができる。
　たとえば、本発明の方法は、積層セラミックコンデンサの製造方法に限らず、その他の
電子部品の製造方法としても適用することが可能である。
【００８０】
　また、上述した実施形態では、焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２は、印刷
法により、グリーンシート１０ａ上に直接形成したが、たとえば、図４、図５に示すよう
な転写工法により形成しても良い。
【００８１】
　すなわち、この転写工法においては、図４（Ａ）に示すように、まず、キャリアシート
（第２支持シート）２４上に、剥離層２６を形成し、次いでこの剥離層２６上に焼成前電
極膜１２ａおよび余白パターン層２２を形成する。なお、剥離層２６は、セラミック粒子
と、バインダと、可塑剤と、任意成分として剥離剤とを含み、通常０．０２～０．２μｍ
の厚みとする。また、焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２は、上述の方法と同
様の方法により形成することができる。
【００８２】
　一方、これとは別のキャリアシート（第３支持シート）２８上に、接着層３０を形成し
ておく。接着層３０は、バインダと、可塑剤とを含み、通常、０．０１～０．３μｍの厚
みとする。
【００８３】
　そして、図４（Ｂ）および図４（Ｃ）に示すように、焼成前電極膜１２ａおよび余白パ
ターン層２２上に接着層３０を押し付け、これに続いて、接着層３０が形成されていたキ
ャリアシート２８を剥がし、焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２の表面に接着
層３０を形成する。
【００８４】
　次いで、図５（Ａ）に示すように、さらに別のキャリアシート（第１支持シート）２０
上に、上述の方法と同様にしてグリーンシート１０ａを形成する。そして、このキャリア
シート２０上に形成されたグリーンシート１０ａを、焼成前電極膜１２ａおよび余白パタ
ーン層２２の表面に形成された接着層３０に押し付ける。そして、グリーンシート１０ａ
が形成されていたキャリアシート２０を剥がし、接着層３０を介して、焼成前電極膜１２
ａおよび余白パターン層２２上に、グリーンシート１０ａを形成する。
【００８５】
　そして、このようにして得られた焼成前電極膜１２ａ、余白パターン層２２およびグリ
ーンシート１０ａからなるシートを複数積層し、焼成前の積層体を形成することができる
。このような転写工法によると、乾式での積層が可能となるため、グリーンシート１０ａ
への有機溶剤の染み込みによるグリーンシート１０ａの浸食（シートアタック現象）を有
効に防止することができる。
【実施例】
【００８６】
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　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。
【００８７】
　実施例１
　以下に示す誘電体ペーストおよび内部電極用ペーストを調製した。
【００８８】
　　誘電体ペースト
　まず、ＢａＴｉＯ３　粉末（ＢＴ－０２／堺化学工業（株））と、ＭｇＣＯ３　、Ｍｎ
ＣＯ３　、（Ｂａ０．６Ｃａ０．４）ＳｉＯ３　および希土類（Ｇｄ２　Ｏ３　、Ｔｂ４

　Ｏ７　、Ｄｙ２　Ｏ３　、Ｈｏ２　Ｏ３　、Ｅｒ２　Ｏ３　、Ｔｍ２　Ｏ３　、Ｙｂ２

　Ｏ３　、Ｌｕ２　Ｏ３　、Ｙ２　Ｏ３　）から選択された粉末とを準備した。次いで、
これらの原料粉末を、ボールミルにより１６時間、湿式混合し、乾燥させることにより誘
電体材料とした。これら原料粉末の平均粒径は０．１～１μｍであった。（Ｂａ０．６Ｃ
ａ０．４）ＳｉＯ３　は、ＢａＣＯ３　、ＣａＣＯ３　およびＳｉＯ２　をボールミルに
より、１６時間、湿式混合し、乾燥後に１１５０℃にて空気中で焼成したものをボールミ
ルにより、１００時間湿式粉砕して作製した。
【００８９】
　次いで、得られた誘電体材料をペースト化するために、有機ビヒクルを誘電体材料に加
え、ボールミルで混合し、誘電体ペーストを得た。有機ビヒクルは、誘電体材料１００質
量部に対して、バインダとしてポリビニルブチラール：６質量部、可塑剤としてフタル酸
ビス（２エチルヘキシル）（ＤＯＰ）：３質量部、エタノール：８５質量部、トルエン：
１５質量部の配合比とした。
【００９０】
　　内部電極用ペースト
　まず、導電体粉末として、平均粒子径が０．２μｍのＮｉ粉末：１００重量部、共材と
して、平均粒子径が０．０５μｍのセラミック粉末：２０重量部、バインダとしてエチル
セルロース樹脂　：４．５重量部、分散剤として脂肪酸エステル系分散剤：１重量部、お
よび溶剤としてターピネオール　：７５重量部を、それぞれ準備した。なお、上記セラミ
ック粉末としては、誘電体ペースト中に含有させた誘電体原料と同様の組成を有するもの
を使用した。
【００９１】
　次に、上記にて準備した原料を、３本ロールにより混練し、スラリー化して内部電極用
ペーストを得た。なお、本実施例においては、表１に示すように、３本ロールのパス回数
をそれぞれ１～１００回の範囲で変化させることにより、混練条件の異なる内部電極用ペ
ーストを調製した。また、本実施例の内部電極用ペーストは、揮発成分であるターピネオ
ールを除いた各原料から算出される理論密度は、６．３３ｇ／ｃｍ３であった。理論密度
は、各原料の密度と各原料の配合量から算出した。
【００９２】
　　焼成前電極膜サンプル
　次いで、上記にて得られた内部電極用ペーストを使用して、以下に示す焼成前電極膜を
作製し、塗布・乾燥工程、プレス工程、および脱バインダ工程の各工程における焼成前電
極膜の特性を評価した。
【００９３】
　　　塗布・乾燥工程
　まず、上記にて作製した混練回数の異なる内部電極用ペーストを、Ｇａｐ２５０μｍの
アプリケーターでＰＥＴフィルム上に塗布し、その後、送風乾燥器にて、１００℃、１５
分の条件で乾燥することにより、塗布・乾燥後の焼成前電極膜を得た。本実施例では、乾
燥後の膜厚が３０～４５μｍとなるように焼成前電極膜を形成した。そして、得られた各
焼成前電極膜の体積（＝電極膜の形成面積×電極膜の厚み）と、重量とから、各焼成前電
極膜の塗布・乾燥後の密度を計算し、得られた塗布・乾燥後の密度および理論密度（６．
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３３ｇ／ｃｍ３）から、各焼成前電極膜の塗布・乾燥後の空隙率を算出した。結果を表１
に示す。
【００９４】
　また、得られた各焼成前電極膜について、日本電色工業株式会社製ＶＧＳ－１Ｄを用い
、ＪＩＳ　Ｚ－８７４１（１９８３）方法３に準拠して、６０度鏡面光沢度 （Ｇｓ（６
０°））を測定した。結果を表１に示す。光沢度の％が大きいほど、表面の平滑性に優れ
ている。
【００９５】
　　　プレス工程
　次に、上記にて得られた塗布・乾燥後の各焼成前電極膜について、プレス温度：１２０
℃、プレス圧力：１ｔ／ｃｍ２、プレス時間：１０分の条件で、プレスを行い、プレス後
の焼成前電極膜を得た。そして、プレス後の各焼成前電極膜の体積（＝電極膜の形成面積
×電極膜の厚み）と、重量とから、各焼成前電極膜のプレス後の密度を計算し、得られた
プレス後の密度およびプレス前の密度（＝塗布・乾燥後の密度）から、各焼成前電極膜の
プレス後の密度向上率を算出した。さらに、得られたプレス後の密度および理論密度（６
．３３ｇ／ｃｍ３）から、各焼成前電極膜のプレス後の空隙率を算出した。
【００９６】
　　　脱バインダ工程
　脱バインダ工程における空隙率は、脱バインダ処理により除去される不揮発有機成分の
比重をほぼ１であるとして、プレス後の空隙率（％）に、脱バインダ処理により除去され
る不揮発有機成分の重量比（重量％）を加えることにより算出した。
【００９７】
　　積層セラミックコンデンササンプル
　次いで、上記にて得られた誘電体ペーストおよび内部電極用ペーストを使用して、積層
セラミックコンデンササンプルを製造し、脱バインダ後のクラック発生率（脱バイクラッ
ク率）、焼成後のクラック発生率（焼成クラック率）、および内部電極層の電極被覆率を
それぞれ評価した。なお、積層セラミックコンデンササンプルは、以下の方法により製造
した。
【００９８】
　すなわち、まず、上記にて得られた誘電体ペーストを使用して、図２（Ａ）に示すグリ
ーンシート１０ａを形成した。次いで、図２（Ｂ）に示すように、印刷法により焼成前電
極膜１２ａと、この焼成前電極膜１２ａと同じ厚みを有する余白パターン層２２と、をそ
れぞれ形成した。なお、焼成前電極膜１２ａは、上記にて得られた混練条件のそれぞれ異
なる内部電極用ペーストを使用して形成した。また、余白パターン層２２は、上記にて得
られた誘電体ペーストを使用して形成した。
【００９９】
　次いで、図２（Ｂ）に示す焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２上に、さらに
別のグリーンシート１０ａを形成し、次いでこのグリーンシート１０ａ上に、さらに別の
焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２上を形成し、これらを次々に形成していく
ことにより、積層体を得た。なお、本実施例では、グリーンシート１０ａの厚みを２．６
μｍ、焼成前電極膜１２ａおよび余白パターン層２２の厚みを１．３μｍとした。
【０１００】
　次いで、得られた積層体の上面および下面に、外層用のグリーンシートを積層し、その
後、この積層体をプレスし、プレス後の積層体を得た。プレス時の条件としては、プレス
温度：１２０℃、プレス圧力：１ｔ／ｃｍ２、プレス時間：１０分の条件とした。
【０１０１】
　次いで、得られたプレス後の積層体を所定サイズに切断し、脱バインダ処理、焼成およ
びアニール（熱処理）を行って、チップ形状の焼結体を作製した。
【０１０２】
　脱バインダは、昇温速度：１５～５０℃／時間、保持温度：６００℃、保持時間：２時
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間、雰囲気ガス：加湿したＮ２　とＨ２　の混合ガス（ＰＯ２　＝１０－１９Ｐａ）、で
行った。焼成は、昇温速度：２００～３００℃／時間、保持温度：１２００℃、保持時間
：２時間、冷却速度：３００℃／時間、雰囲気ガス：加湿したＮ２　とＨ２　の混合ガス
、酸素分圧：１０－７Ｐａ、で行った。アニール（再酸化）は、昇温速度：２００～３０
０℃／時間、保持温度：１０５０℃、保持時間：２時間、冷却速度：３００℃／時間、雰
囲気ガス：加湿したＮ２　ガス、酸素分圧：１０－１Ｐａ、で行った。なお、脱バインダ
、焼成およびアニール時の雰囲気ガスの加湿には、ウェッターを用いた。
【０１０３】
　次いで、チップ形状の焼結体の端面をサンドブラストにて研磨した後、外部電極用ペー
ストを端面に転写し、加湿したＮ２　＋Ｈ２　雰囲気中において、８００℃にて１０分間
焼成して外部電極を形成し、図１に示す構成の積層セラミックコンデンササンプルを得た
。なお、本実施例においては、上記にて作製した混練条件のそれぞれ異なる内部電極ペー
ストを使用し、表１に示す試料１～７の各コンデンササンプルを製造した。
【０１０４】
　このようにして得られた各サンプルのサイズは、２．０ｍｍ×１．２ｍｍ×０．９ｍｍ
であり、内部電極層に挟まれた誘電体層の数は２５０、その厚さは１．８μｍであり、内
部電極層の厚さは１．０μｍであった。
【０１０５】
　次いで、得られた各コンデンササンプルについて、脱バインダ時のクラック発生率（脱
バイクラック率）、焼成時のクラック発生率（焼成クラック率）、および内部電極層の電
極被覆率をそれぞれ評価した。
【０１０６】
　脱バインダ時に発生するクラック（脱バイクラック）は、図６（Ａ）に示すに、積層体
の積層面に沿って大きく入ることが特徴である。そのため、このようなクラックが発生し
た場合を、脱バイクラックとし、各サンプルの脱バイクラック発生率（脱バイクラック率
）を算出した。脱バイクラック率は、低いほうが好ましい。結果を表１に示す。
【０１０７】
　一方、焼成時に発生するクラック（焼成クラック）は、内部電極層と誘電体層との間の
焼結挙動の差によって生じるため、図６（Ｂ）に示すように、電極端部に近いところに発
生し、しかも、脱バイクラックに比べると比較的に小さく入ることが特徴である。そのた
め、このようなクラックが発生した場合を、焼成クラックとし、各サンプルの焼成クラッ
ク発生率（焼成クラック率）を算出した。焼成クラック率は、低いほうが好ましい。結果
を表１に示す。
【０１０８】
　内部電極層の被覆率は、コンデンサ素子の切断面について、金属顕微鏡画像の測定を行
うことにより、測定した。
　まず、各コンデンササンプルを積層方向に垂直な面で切断し、その切断面を研磨した。
そして、その研磨面の金属顕微鏡写真から内部電極層の電極被覆率を求めた。図７に示す
ように、積層方向に垂直な面で切断した場合、内部電極は線分状に観察され、電極面の穴
は線分の途切れとして観察される。電極線分の実際の長さを測定し、視野長さに対する電
極線分の長さの比率を電極被覆率（％）とした。具体的には、図７に示す電極線分の長さ
の合計（すなわち、視野長さから途切れ部分を除いた長さ）を求め、視野長さに対する、
電極線分の長さの合計の割合を求める算出することにより、求めた。なお、電極被覆率は
、金属顕微鏡写真４枚を使用し、視野長さ１７０μｍ、電極線分１０本（合計４０本）に
ついて測定を行うことにより求めた。結果を表１に示す。
【０１０９】
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【表１】

【０１１０】
　表１に、３本ロールへのパス回数をそれぞれ変更することにより得られた混練状態の異
なる内部電極用ペーストを使用して、それぞれ製造した焼成前電極膜サンプルおよびコン
デンササンプルの評価結果を示す。
【０１１１】
　表１より、塗布・乾燥後の空隙率を５～２５％、プレス後の密度向上率を３～２０％、
プレス後の空隙率を２～２０％、脱バインダ後の空隙率を５～２０％とした試料２～５は
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、いずれも脱バイクラック率および焼成クラック率が、０ｐｐｍとなり、また、内部電極
層の電極被覆率も８０％を超え、良好な結果となった。また、これら実施例の試料２～５
は、いずれも塗布・乾燥後の焼成前電極膜の光沢度が１００％以上となり、表面の平滑性
に優れていることも確認できた。
【０１１２】
　一方、塗布・乾燥後の空隙率を３０％と高くした比較例１の試料は、プレス後の空隙率
についても２１％、脱バインダ後の空隙率についても２６％と高くなり、結果として、焼
成後の内部電極層の電極被覆率が６０％と低くなってしまい、コンデンサとしての容量が
不十分となる結果となった。さらに、この試料１は塗布・乾燥後の光沢度も低くなる結果
となった。
【０１１３】
　また、塗布・乾燥後の空隙率をそれぞれ４％、１％と低くした比較例の試料６，７は、
プレス後の空隙率も１．８％、１％と低くなり、脱バイクラック率および焼成クラック率
が悪化する傾向にあった。なお、これらの試料において、脱バイクラック率が悪化した原
因としては、プレス後の空隙率を低くしたため、脱バインダ処理時に発生したバインダ分
解ガスの抜け道を確保できなかったことにより、クラックが起こったと考えられる。また
、焼成クラック率が悪化した原因としては、焼成前電極膜中において、Ｎｉの充填が進ん
だため、共材がＮｉの間から外へ出てしまい、Ｎｉ同士が接触することから、電極の焼結
温度が低温化したことに起因すると考えられる。さらに、これらの試料６，７においては
、塗布・乾燥後の光沢度も低くなる結果となった。
【０１１４】
　なお、図８（Ａ）に、実施例のサンプル（試料３）のプレス後の焼成前電極膜の断面写
真を、図８（Ｂ）に、比較例のサンプル（試料７）のプレス後の焼成前電極膜の断面写真
を、それぞれ示す。図８（Ａ）より、実施例のサンプルにおいては、複数の空隙が存在し
、Ｎｉ粉体と共材が均一に分散していることが確認できる。また、図８（Ｂ）より、比較
例のサンプルにおいては、共材がＮｉ粉体の間から外に出てしまい、焼成前電極膜とグリ
ーンシートとの界面付近に、凝集した状態で分布していることが確認できる。
【０１１５】
　図９（Ａ）に、実施例のサンプル（試料４）の焼成後の素子本体の断面写真を、図９（
Ｂ）に、比較例のサンプル（試料１）の焼成後の素子本体の断面写真を、それぞれ示す。
図９（Ａ）より、実施例のサンプルにおいては、内部電極層が良好なライン性を有してい
るのに対し、比較例のサンプルは、電極途切れが多数発生し、ライン性に乏しいことが確
認できる。
【０１１６】
　なお、本実施例においては、塗布・乾燥後の焼成前電極の空隙率を調製する方法の一例
として、内部電極用ペーストを製造する際における３本ロールのパス回数を変更する方法
を例示したが、その他の方法、たとえば、内部電極用ペーストの配合比や、分散剤の量な
どを変更することによっても空隙率を調整することも、可能である。
【０１１７】
　実施例２
　プレス条件を表２に示す各条件に変更した以外は、実施例１の試料２と同様にして、試
料８～１２に係る焼成前電極膜サンプルおよび積層セラミックコンデンササンプルを、実
施例１の試料５と同様にして、試料１３に係る焼成前電極膜サンプルおよび積層セラミッ
クコンデンササンプルを、それぞれ製造した。
【０１１８】



(19) JP 4735071 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

【表２】

【０１１９】
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　表２に、プレス工程におけるプレス条件を変化させた場合における焼成前電極膜サンプ
ルおよびコンデンササンプルの評価結果を示す。なお、表２中、試料２、５は、実施例１
の試料２、５と同じ試料である。
【０１２０】
　表２より、プレス条件を変化させて、プレス後の密度向上率およびプレス後の空隙率を
変化させた場合においても、プレス後の密度向上率を３～２０％、プレス後の空隙率を２
～２０％とした実施例の試料２，９，１０は、いずれも脱バイクラック率および焼成クラ
ック率が、０ｐｐｍとなり、また、内部電極層の電極被覆率も８０％を超え、良好な結果
となった。
【０１２１】
　一方で、プレス後の密度向上率を３％未満、プレス後の空隙率を２０％超とした参考例
の試料８，１１，１２は、いずれも焼成後の内部電極層の電極被覆率が低くなってしまい
、コンデンサとしての容量が不十分となる結果となった。
【０１２２】
　また、プレス後の空隙率を１％と低くした参考例の試料１３は、脱バイクラック率が悪
化してしまう結果となった。
【０１２３】
　実施例３
　内部電極用ペーストを調製する際に、不揮発性有機成分の含有量を、表３に示す含有量
とした以外は、実施例１の試料５と同様にして、試料１４、１５に係る焼成前電極膜サン
プルおよび積層セラミックコンデンササンプルを、それぞれ製造した。
【０１２４】
　すなわち、試料１４においては、共材としてのセラミック粉末（ＢａＴｉＯ３　）を２
０重量部、バインダとしてのエチルセルロース樹脂を２．５重量部、分散剤としての脂肪
族エステル系分散剤を１．０重量部に、試料１５においては、共材としてのセラミック粉
末（ＢａＴｉＯ３　）を５重量部、バインダとしてのエチルセルロース樹脂を５重量部、
可塑剤としてのフタル酸ジオクチル（ＤＯＰ）を５重量部、分散剤としての脂肪族エステ
ル系分散剤を１．０重量部に、それぞれ変更した。
【０１２５】
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【表３】

【０１２６】
　表３に、不揮発有機成分の含有量を変化させた場合における焼成前電極膜サンプルおよ
びコンデンササンプルの評価結果を示す。なお、表３中、試料５は、実施例１の試料５と
同じ試料である。
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【０１２７】
　表３より、不揮発性有機成分の含有量を２．８重量％に変化させた試料１４の結果より
、不揮発性有機成分の含有量を変化させることにより、各工程における空隙率を調整した
場合においても、本発明の効果が奏されることが確認できる。
【０１２８】
　同様に、試料１５の結果より、不揮発性有機成分の含有量を９．５重量％とすることに
より、塗布・乾燥後の空隙率を本発明の範囲外にした場合においても、同様の傾向となる
ことが確認できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【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）は本発明の一実施形態に係るグリーンシート、焼成前電
極膜および余白パターン層の形成方法を示す要部断面図である。
【図３】図３（Ａ）は本発明の焼成前電極膜の微細構造を模式的に表した模式図、図３（
Ｂ）は従来の焼成前電極膜の微細構造を模式的に表した模式図である。
【図４】図４（Ａ）～図４（Ｃ）は本発明のその他の実施形態に係るグリーンシート、焼
成前電極膜および余白層の形成方法を示す要部断面図である。
【図５】図５（Ａ）～図５（Ｃ）は図４の続きの工程を示す要部断面図である。
【図６】図６（Ａ）は脱バイクラックの一例を示す断面写真、図６（Ｂ）は焼成クラック
の一例を示す断面写真である。
【図７】図７は電極被覆率の測定方法を説明するための図である。
【図８】図８（Ａ）は本発明の実施例に係る焼成前電極膜の断面写真、図８（Ｂ）は比較
例に係る焼成前電極膜の断面写真である。
【図９】図９（Ａ）は本発明の実施例に係る焼成後の素子本体の断面写真、図９（Ｂ）は
比較例に係る焼成後の素子本体の断面写真である。
【符号の説明】
【０１３０】
　　２…　積層セラミックコンデンサ
　　４…　コンデンサ素体
　　６，８…　端子電極
　１０…　誘電体層
　　１０ａ…　グリーンシート
　１２…　内部電極層
　　１２ａ…　焼成前電極膜
　　　１２０…　導電体粉末
　　　１２２…　誘電体粉末（共材）
　　　１２４…　不揮発有機成分
　　　１２６…　空隙
　２０…　キャリアシート（第１支持シート）
　２２…　余白パターン層
　２４…　キャリアシート（第２支持シート）
　２６…　剥離層
　２８…　キャリアシート（第３支持シート）
　３０…　接着層
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