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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式が（Ｂａ1-h-i-mＣａhＳｒiＧｄm）k（Ｔｉ1-y-j-n-o-pＺｒyＨｆjＭｇnＺｎoＭ
ｎp）Ｏ3で表わされるぺロブスカイト化合物を主成分とし、
　０≦ｈ≦０．０３、
　０≦ｉ≦０．０３、
　０．０４２≦ｍ≦０．０７４、
　０．９４≦ｋ≦１．０７５、
　０≦（ｙ＋ｊ）≦０．０５、
　０．０１５≦ｎ≦０．０７、
　０≦ｏ≦０．０４、
　０≦ｐ≦０．０５、および
　１．０＜ｍ／（ｎ＋ｏ）＜４．３
を満足する、誘電体セラミック。
【請求項２】
　前記主成分１００モル部に対し、さらに、Ｍ（Ｍは、Ｖ、Ｃｒ、ＣｕおよびＮｉから選
ばれる少なくとも１種）を３．０モル部以下含み、かつ、Ｓｉを０．２～８モル部含む、
請求項１に記載の誘電体セラミック。
【請求項３】
　前記主成分１００モル部に対し、さらに、Ｒ（Ｒは、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、
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Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、ＹおよびＳｃから選ばれる少なくと
も１種）を２．０モル部以下含む、請求項１または２に記載の誘電体セラミック。
【請求項４】
　積層された複数の誘電体セラミック層および前記誘電体セラミック層間の特定の界面に
沿って形成された内部電極を含む積層体と、前記内部電極の特定のものに電気的に接続さ
れるように前記積層体の外表面上に形成された外部電極とを備え、
　前記誘電体セラミック層は請求項１ないし３のいずれかに記載の誘電体セラミックから
なる、積層セラミックコンデンサ。
【請求項５】
　前記内部電極の主成分がＮｉである、請求項４に記載の積層セラミックコンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、誘電体セラミックおよびそれを用いて構成される積層セラミックコンデン
サに関するもので、特に、比較的大きな電界下で使用する誘電体セラミックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　積層セラミックコンデンサは、以下のようにして製造されるのが一般的である。
【０００３】
　まず、その表面に、所望のパターンをもって内部電極となる導電材料を付与した、誘電
体セラミック原料粉末を含むセラミックグリーンシートが用意される。誘電体セラミック
としては、たとえば、ＢａＴｉＯ3を主成分とするものが用いられる。
【０００４】
　次に、上述した導電材料を付与したセラミックグリーンシートを含む複数のセラミック
グリーンシートが積層され、熱圧着され、それによって一体化された生の積層体が作製さ
れる。
【０００５】
　次に、この生の積層体は焼成され、それによって、焼結後の積層体が得られる。この積
層体の内部には、上述した導電材料をもって構成された内部電極が形成されている。
【０００６】
　次いで、積層体の外表面上に、内部電極の特定のものに電気的に接続されるように、外
部電極が形成される。外部電極は、たとえば、導電性金属粉末およびガラスフリットを含
む導電性ペーストを積層体の外表面上に付与し、焼き付けることによって形成される。
【０００７】
　このようにして、積層コンデンサが完成される。
【０００８】
　近年、積層セラミックコンデンサには、小型化・大容量化の要求から、誘電体セラミッ
ク層１層あたりの厚みを薄くすることが求められている。誘電体セラミック層の厚みが薄
くなると、誘電体セラミックにかかる電界強度は相対的に強くなるため、これまで以上に
強い電界強度における絶縁性・信頼性を確保する必要がある。
【０００９】
　たとえば、特許文献１には、温度１５０℃、電界強度が１０ｋＶ／ｍｍの高温負荷試験
において、高い寿命特性を示す誘電体セラミックが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＷＯ２００４／０６７４７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　しかしながら、特許文献１に記載の誘電体セラミックにおいては、１０ｋＶ／ｍｍを超
える電界強度を適用した際、高温負荷試験における寿命特性が若干低下するという問題が
あった。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、１５ｋＶ／ｍｍ程度の高い電界強度においても、十分な耐高
温負荷特性を示す誘電体セラミック、およびこの誘電体セラミックを用いて構成される積
層セラミックコンデンサを提供しようとすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した技術的課題を解決するため、本発明に係る誘電体セラミックは、一般式が（Ｂ
ａ1-h-i-mＣａhＳｒiＧｄm）k（Ｔｉ1-y-j-n-o-pＺｒyＨｆjＭｇnＺｎoＭｎp）Ｏ3で表わ
されるぺロブスカイト化合物を主成分とするものであって、０≦ｈ≦０．０３、０≦ｉ≦
０．０３、０．０４２≦ｍ≦０．０７４、０．９４≦ｋ≦１．０７５、０≦（ｙ＋ｊ）≦
０．０５、０．０１５≦ｎ≦０．０７、０≦ｏ≦０．０４、０≦ｐ≦０．０５、および１
．０＜ｍ／（ｎ＋ｏ）＜４．３を満足することを特徴としている。
【００１４】
　本発明に係る誘電体セラミックは、上記主成分１００モル部に対し、Ｍ（Ｍは、Ｖ、Ｃ
ｒ、ＣｕおよびＮｉから選ばれる少なくとも１種）を３．０モル部以下含み、かつ、Ｓｉ
を０．２～８モル部含むことが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係る誘電体セラミックは、上記主成分１００モル部に対し、Ｒ（Ｒは、
Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、Ｙ
およびＳｃから選ばれる少なくとも１種）を２．０モル部以下含むことも好ましい。
【００１６】
　また、本発明は、積層された複数の誘電体セラミック層および誘電体セラミック層間の
特定の界面に沿って形成された内部電極を含む積層体と、内部電極の特定のものに電気的
に接続されるように積層体の外表面上に形成された外部電極とを備える、積層セラミック
コンデンサにも向けられる。この発明に係る積層セラミックコンデンサは、上記誘電体セ
ラミック層が本発明に係る誘電体セラミックからなることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る誘電体セラミックによれば、ぺロブスカイトのＡサイトに固溶したＧｄと
、ぺロブスカイトのＢサイトに固溶したＭｇとの相互作用により、高い電界強度の下でも
優れた耐高温負荷特性を得ることができる。特に、Ｇｄの含有量が比較的多く、Ｍｇの含
有量に対して適切な含有比をなすため、１５ｋＶ／ｍｍ程度の大きな電界強度の下でも、
優れた耐高温負荷特性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明に係る誘電体セラミックを用いて構成される積層セラミックコンデンサ
１を図解的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１を参照して、この発明に係る誘電体セラミックが有利に適用される積層セラミック
コンデンサ１の構造について説明する。
【００２０】
　積層セラミックコンデンサ１は、積層体２を備えている。積層体２は、積層された複数
の誘電体セラミック層３と、複数の誘電体セラミック層３間の特定の複数の界面に沿って
それぞれ形成された複数の内部電極４および５とをもって構成されている。
【００２１】
　内部電極４および５は、好ましくは、Ｎｉを主成分としている。内部電極４および５は
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、積層体２の外表面にまで到達するように形成されるが、積層体２の一方の端面６にまで
引き出される内部電極４と他方の端面７にまで引き出される内部電極５とが、積層体２の
内部において交互に配置されている。
【００２２】
　積層体２の外表面上であって、端面６および７上には、それぞれ、外部電極８および９
が形成されている。外部電極８および９は、たとえば、Ｃｕを主成分とする導電性ペース
トを塗布し、焼付けることによって形成される。一方の外部電極８は、端面６上において
、内部電極４と電気的に接続され、他方の外部電極９は、端面７上において、内部電極５
と電気的に接続される。
【００２３】
　外部電極８および９上には、はんだ付け性を良好にするため、必要に応じて、Ｎｉなど
からなる第１のめっき膜１０および１１、さらにその上に、Ｓｎなどからなる第２のめっ
き膜１２および１３がそれぞれ形成される。
【００２４】
　このような積層セラミックコンデンサ１において、誘電体セラミック層３が、本発明に
係る誘電体セラミックから構成される。本発明に係る誘電体セラミックは、一般式が（Ｂ
ａ1-h-i-mＣａhＳｒiＧｄm）k（Ｔｉ1-y-j-n-o-pＺｒyＨｆjＭｇnＺｎoＭｎp）Ｏ3で表わ
されるぺロブスカイト化合物を主成分とするものであって、０≦ｈ≦０．０３、０≦ｉ≦
０．０３、０．０４２≦ｍ≦０．０７４、０．９４≦ｋ≦１．０７５、０≦（ｙ＋ｊ）≦
０．０５、０．０１５≦ｎ≦０．０７、０≦ｏ≦０．０４、０≦ｐ≦０．０５、および１
．０＜ｍ／（ｎ＋ｏ）＜４．３を満足することを特徴としている。
【００２５】
　本発明に係る、ＢａＴｉＯ3系を主成分とする上記誘電体セラミックにおいては、Ｇｄ
がぺロブスカイトのＡサイトに固溶しており、かつ、ＭｇがＢサイトに固溶していること
が特徴的である。
【００２６】
　上記のような誘電体セラミックの微構造を観察した際、ＢａＴｉＯ3系を主成分とする
主結晶粒子には、ＧｄおよびＭｇがほぼ粒内に均一に存在している。このとき、Ｇｄの含
有量ｍとＭｇの含有量ｎとが本発明において規定される範囲を満足していれば、そのイオ
ン半径および電荷補償の観点より、ＧｄはＡサイトに存在し、ＭｇはＢサイトに存在する
。
【００２７】
　Ｇｄの含有量ｍが０．０４２～０．０７４であり、かつＭｇの含有量ｎが０．０１５～
０．０７であり、さらにＧｄの含有量のＭｇとＺｎの合計含有量に対する比ｍ／（ｎ＋ｏ
）が１超４．３未満であるとき、１５ｋＶ／ｍｍの電界下における高温負荷試験における
寿命特性が向上する。このとき、ＢサイトにおけるＺｎも寿命特性に寄与することがある
が、Ｍｇが適正量存在していれば、特にＺｎは存在しなくても構わない。
【００２８】
　同様に、Ａサイトには、Ｃａ、Ｓｒが存在していても構わない。また、Ｂサイトには、
Ｚｒ、Ｈｆ、Ｍｎが存在していても構わない。ただし、これらの上限値が本発明において
規定される範囲を超えた場合、耐高温負荷特性が低下する。
【００２９】
　また、上述のＢサイトにおいては、Ｍｎが固溶していることが好ましい。このとき、結
晶粒子中の酸素空孔が少なくなると考えられるため、耐高温負荷特性がさらに向上する。
【００３０】
　さらに、ぺロブスカイトのＡ／Ｂサイト比ｋは、０．９４～１．０７５である。ｋがこ
の範囲にあるとき、ＧｄおよびＭｇが所定のサイトに固溶しやすくなる。したがって、こ
の適正なｋの値が耐高温負荷特性の向上に寄与する。
【００３１】
　なお、前述のＧｄ、Ｍｇ、Ｍｎ等は、主として主結晶粒子内に存在するが、本発明の目
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的を損なわない範囲において、粒界や三重点に存在していても構わない。
【００３２】
　また、本発明の誘電体セラミックは、各種電気特性や信頼性を確保するために、必要に
応じて、各々適正量のＭ（Ｍは、Ｖ、Ｃｒ、ＣｕおよびＮｉから選ばれる少なくとも１種
）、Ｓｉ、Ｒ（Ｒは、Ｌａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、
Ｔｍ、Ｙｂ、Ｌｕ、ＹおよびＳｃから選ばれる少なくとも１種）を含むことがある。これ
らのＭ、Ｓｉ、Ｒの存在位置は特に問われない。
【００３３】
　なお、上記Ｍは、主成分１００モル部に対し、３．０モル部以下含むことがこのましい
。上記Ｓｉは、主成分１００モル部に対し、０．２～８モル部含むことが好ましい。上記
Ｒは、主成分１００モル部に対し、２．０モル部以下含むことも好ましい。
【００３４】
　次に、本発明に係る誘電体セラミックの製造方法について説明する。
【００３５】
　本発明に係る誘電体セラミックを製造するにあたって、たとえばセラミック原料を固相
合成法により作製する場合、Ｇｄ、Ｍｇ、Ｍｎなどを確実に固溶させるために、ＢａＴｉ
Ｏ3の出発原料であるＢａＣＯ3およびＴｉＯ2とともに、Ｇｄ2Ｏ3、ＭｇＣＯ3およびＭｎ
ＣＯ3を同時に混合し、熱処理合成することが好ましい。このようにしてＧｄ、Ｍｇ、Ｍ
ｎ等で変性されたＢａＴｉＯ3系粉末が得られる。
【００３６】
　次に、Ｍ、Ｓｉ、Ｒなどの各化合物が、上述の変性されたＢａＴｉＯ3系粉末に添加さ
れ、混合される。このとき、Ａ／Ｂ比を調整するために、ＢａＣＯ3、ＣａＣＯ3，ＳｒＣ
Ｏ3等が添加されてもよい。この混合、乾燥の後にセラミック原料粉末が得られる。
【００３７】
　また、Ｓｉの出発原料としてはＳｉＯ2粉末が用いられるが、このＳｉＯ2粉末がＢａＴ
ｉＯ3の出発原料であるＢａＣＯ3およびＴｉＯ2とともに混合されるのは好ましくない。
このような場合、Ｓｉが、熱処理合成時にＧｄと結び付いて、ＧｄのＡサイトへの固溶を
妨げる場合があり、Ｇｄの固溶制御が煩雑になるためである。
【００３８】
　セラミック原料粉末が得られた後の、当該セラミック原料粉末を用いて実施される積層
セラミックコンデンサの製造については、従来と同様の方法が採用され得る。
【実施例】
【００３９】
　次に、この発明による効果を確認するために実施した実験例について説明する。
【００４０】
　［実験例１］
　誘電体セラミックの出発原料として、各々純度９９．８％以上のＢａＣＯ3、ＣａＣＯ3

、ＳｒＣＯ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、ＨｆＯ2、Ｇｄ2Ｏ3、ＭｇＣＯ3、ＺｎＯ、およびＭｎ
ＣＯ3の各粉末を準備した。
【００４１】
　次に、（Ｂａ1-h-i-mＣａhＳｒiＧｄm）k（Ｔｉ1-y-j-n-o-pＺｒyＨｆjＭｇnＺｎoＭｎ

p）Ｏ3で示される主成分粉末を得るため、上記出発原料の特定のものを、表１に示した組
成をもって水中にてボールミルにて混合し、大気中において１１５０℃にて仮焼し、粉砕
した。このようにして、主成分粉末を得た。
【００４２】
　次に、各々純度９９．８％以上のＶ2Ｏ3、ＮｉＯ、ＣｕＯ、Ｃｒ2Ｏ3、およびＳｉＯ2

の各粉末を用意し、上記主成分１００モル部に対し、ＭとＳｉの含有モル部が表１に示す
ａ、ｂとなるように秤量し、水中にてボールミルにて混合した。これを乾燥して、セラミ
ック原料粉末とした。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
　次いで、得られたセラミック原料粉末に、ポリビニルブチラール系バインダおよびエタ
ノール等の有機溶剤を加えて、ボールミルにより混合し、セラミックスラリーを得た。こ
のセラミックスラリーをドクターブレード法によってシート成形し、セラミックグリーン
シートを得た。
【００４５】
　次に、上記セラミックグリーンシート上に、Ｎｉを主成分とする導電性ペーストをスク
リーン印刷し、内部電極となるべき導電性ペースト膜を形成した。そして、この導電性ペ
ースト膜が形成されたセラミックグリーンシートを、導電性ペースト膜が引き出される側
が互い違いになるように積層し、生の積層体を得た。
【００４６】
　次に、生の積層体を、窒素雰囲気中において３５０℃の温度に加熱し、バインダを燃焼
させた後、酸素分圧がＮｉ／ＮｉＯ平衡酸素分圧より１桁低くなる状態の、Ｈ2－Ｎ2－Ｈ
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2Ｏガスからなる還元性雰囲気中において、１１５０～１３００℃において２時間焼成し
、焼結した積層体を得た。この積層体は、セラミックグリーンシートが焼結して得られた
誘電体層および導電性ペースト膜が焼結して得られた内部電極を備えていた。
【００４７】
　焼成後の積層体の両端面にＢ2Ｏ3-ＳｉＯ2-ＢａＯ系のガラスフリットを含有する銀ペ
ーストを塗布し、窒素雰囲気中において８００℃の温度で焼き付け、内部電極と電気的に
接続された外部電極を形成した。
【００４８】
　このようにして得られた積層セラミックコンデンサの外形寸法は、長さ３．２ｍｍ、幅
１．６ｍｍおよび厚さ０．７ｍｍであり、内部電極間に介在する誘電体セラミック層の厚
みは３μｍであった。また、静電容量形成に有効な誘電体セラミック層の数は１００であ
り、誘電体セラミック層１層あたりの対向電極面積は２．１ｍｍ2であった。
【００４９】
　上記の各試料に係る積層セラミックコンデンサにおける誘電体セラミック層を構成する
誘電体セラミックの誘電率εを、２５℃、１ｋＨｚ、１Ｖrmsの条件下で測定した。結果
を表２に示す。
【００５０】
　また、電圧０．０５Ｖrmsの条件下において誘電率εを測定し、上述の１Ｖrmsの条件下
における誘電率εに対する比（％）を求め、表２に「ＡＣ変化率（％）」として示した。
このＡＣ変化率の絶対値が低いほど、電圧依存性の小さい良好な誘電体材料といえる。
【００５１】
　さらに、積層セラミックコンデンサの試料１００個について、温度１２５℃、および誘
電体セラミック層の１層あたり１５ｋＶ／ｍｍの電界強度といった条件下において、高温
負荷試験を行なった。試験中に絶縁抵抗値が１００ｋΩとなった試料を不良と見なし、１
０００時間経過時、および２０００時間経過時における、不良個数を計数し、表２に示し
た。
【００５２】
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【表２】

【００５３】
　表１および表２において、＊印を付していない試料番号の試料は、本発明の範囲内の試
料である。
【００５４】
　表２からわかるように、本発明の範囲内の試料によれば、非常に高い耐高温負荷特性を
得ることができ、また、１０００以上の高い誘電率と変化率－２０％以内という優れたＡ
Ｃ電圧依存性（ＡＣ変化率）とを示した。
【００５５】
　これらに対し、試料３および７のように、Ｓｒ、Ｃａ、ＺｒおよびＨｆのいずれかの含
有量が本発明の範囲内の量より多いと、誘電率が１０００以下に低下し、また、耐高温負
荷特性が大きく低下した。
【００５６】
　試料８および９のように、Ｇｄが本発明の範囲内の量より少ない場合、耐高温負荷特性
が大きく低下した。また、キュリー点の高温化により強誘電性が強まった影響でＡＣ変化
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率が非常に大きくなった。一方、試料１４のように、Ｇｄ量ｍが０．０７４より多くなる
と、Ｇｄを含む異相の影響が大きくなったため、耐高温負荷特性が低下した。
【００５７】
　試料１５のように、Ｇｄ／（Ｍｇ＋Ｚｎ）比が４．３よりも大きいと、電荷バランスが
ドナー過剰となったためか、Ｇｄを含む異相が増加し、耐高温負荷特性が低下した。一方
で、試料２０のように、Ｇｄ／（Ｍｇ＋Ｚｎ）比すなわちｍ／（ｎ＋ｏ）が１よりも小さ
いと、電荷バランスがアクセプター過剰となったためか、Ｍｇを含む異相が増加し、耐高
温負荷特性が低下した。また、誘電率が１０００未満と小さくなった。
【００５８】
　試料２４のように、Ｍｇ量が本発明の範囲内の量より少ないと、耐高温負荷特性が低く
なった。
【００５９】
　なお、本発明の範囲内であるが、試料２５のように、ＢサイトにおけるＭｎ量が少ない
と、２０００時間の高温負荷試験においては不良が発生した。ただ、１０００時間の高温
負荷試験においては不良は発生せず、実用上問題ないレベルではあるといえる。
【００６０】
　一方で、試料２８のように、Ｍｎ量が本発明の範囲内の量より多い場合、Ｍｎを含む異
相が増加し、耐高温負荷特性が低下した。
【００６１】
　本発明の範囲内であるが、試料２９のように、ペロブスカイト結晶合成後に加えるＭの
含有量が少ないと、わずかに信頼性が低下した。粒界の酸素空孔量を十分に低減できなか
ったためと考えられる。なお、これは実用上問題ないレベルである。
【００６２】
　試料３６のように、ＭおよびＳｉ量が本発明の範囲内の量より多いと、ＭおよびＳｉを
含む異相が生成し、耐高温負荷特性が低下した。
【００６３】
　［実験例２］
　誘電体セラミックの出発原料として、各々純度９９．８％以上のＢａＣＯ3、ＳｒＣＯ3

、ＴｉＯ2、Ｇｄ2Ｏ3、Ｓｍ2Ｏ3、Ｅｕ2Ｏ3、Ｔｂ2Ｏ3、ＤｙＣＯ3、Ｙ2Ｏ3、Ｈｏ2Ｏ3、
およびＭｎＣＯ3の各粉末を準備した。
【００６４】
　次に、（Ｂａ0.935Ｓｒ0.005Ｌｎ0.06）1.005（Ｔｉ0.93Ｍｇ0.04Ｍｎ0.03）Ｏ3（ここ
でのＬｎは、Ｇｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、ＹおよびＨｏから選ばれる少なくとも１種
であって、その含有比ｍは０．０６であるが、表３の「ｍ」の欄に示した元素を用い、当
該元素の含有比を同欄に示したとおりとした。）で示される主成分粉末を得るため、上記
出発原料の特定のものを秤量して水中にてボールミルにて混合し、大気中において１１５
０℃にて仮焼し、粉砕した。このようにして、主成分粉末を得た。
【００６５】
　次に、各々純度９９．８％以上の、Ｖ2Ｏ3およびＳｉＯ2の各粉末、ならびに、Ｒの出
発原料としてのＳｍ2Ｏ3、Ｅｕ2Ｏ3、Ｔｂ2Ｏ3、ＤｙＣＯ3、Ｙ2Ｏ3、Ｈｏ2Ｏ3、Ｅｒ2Ｏ

3、Ｔｍ2Ｏ3、Ｐｒ2Ｏ3、Ｎｄ2Ｏ3およびＳｃ2Ｏ3の各粉末を用意した。上記主成分１０
０モル部に対するＶおよびＳｉの各々の含有モル部が、それぞれ、０．５モル部および２
．５モル部となり、かつ、Ｒの含有モル部が表３のｃの値になるよう秤量し、主成分粉末
と水中にてボールミルにて混合した。これを乾燥して、セラミック原料粉末とした。
【００６６】
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【表３】

【００６７】
　次に、このセラミック原料粉末を用いて、実験例１と同じ方法にて、試料３７～６６に
係る積層セラミックコンデンサを得た。
【００６８】
　次いで、試料３７～６６の各々に係る積層セラミックコンデンサについて、実験例１の
場合と同じ方法にて、誘電率、誘電率のＡＣ変化率、および高温負荷試験における不良個
数を求めた。結果を表４に示す。
【００６９】
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【表４】

【００７０】
　表３および表４において、＊印を付していない試料番号の試料は、本発明の範囲内かつ
Ｒの含有量に関して好ましい範囲内の試料である。
【００７１】
　表４からわかるように、本発明の範囲内かつ好ましい範囲内の試料によれば、非常に高
い耐高温負荷特性を得ることができた。
【００７２】
　これらに対して、試料３７～４３のように、ペロブスカイト結晶中に含まれる希土類元
素として、Ｇｄ以外の元素を使用した場合には、大きく耐高温負荷特性が低下した。
【００７３】
　試料４４のように、結晶中にＧｄが存在しても、含有量ｍが０．０４２未満であると、
耐高温負荷特性の向上の効果は得られなかった。一方で、試料４５～５５および５７～６
２のように、他の希土類元素とともに存在しても、含有量ｍが０．０４２以上であれば、
耐高温負荷特性の向上の効果が得られた。
【００７４】
　試料５４、５５および５７～６６のように、主相のペロブスカイト合成後にＲを加えて
も、高い耐高温負荷特性が得られた。一方で、試料５６のように、Ｒの添加量ｃが、２．
０モル部以下といった好ましい範囲から外れると、異相が増加したため、耐高温負荷特性
が低下した。
【符号の説明】
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【００７５】
　１　積層セラミックコンデンサ
　２　積層体
　３　誘電体セラミック層
　４，５　内部電極
　８，９　外部電極

【図１】
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