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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層された複数の誘電体層をもって構成される積層構造を有し、相対向する２つの主面
および前記主面間を連結する４つの側面を有するコンデンサ本体と、前記コンデンサ本体
の側面上にそれぞれ形成される第１の外部端子電極、第２の外部端子電極、第３の外部端
子電極および第４の外部端子電極とを備え、
　前記コンデンサ本体は、第１および第２のコンデンサ部を構成していて、
　前記第１および第２の外部端子電極は前記側面上において交互に配置され、
　前記第１のコンデンサ部は、静電容量を形成するように所定の前記誘電体層を介して互
いに対向する少なくとも１対の第１および第２の内部電極を含み、
　前記第２のコンデンサ部は、静電容量を形成するように所定の前記誘電体層を介して互
いに対向する少なくとも１対の第３および第４の内部電極を含み、
　前記第１および第２の内部電極は、それぞれ、前記コンデンサ本体の側面にまで引き出
されかつ前記第１および第２の外部端子電極に電気的に接続される第１および第２の引出
し部を有し、
　前記第３および第４の内部電極は、それぞれ、前記コンデンサ本体の側面にまで引き出
されかつ前記第３および第４の外部端子電極に電気的に接続される第３および第４の引出
し部を少なくとも１つずつ有し、
　前記第３および第４の引出し部の各々の数は、前記第１および第２の引出し部の各々の
数より少なく、
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　前記第２のコンデンサ部における前記第３および第４の内部電極の積層数は、前記第１
のコンデンサ部における前記第１および第２の内部電極の積層数より多く、
　前記第１のコンデンサ部の共振周波数は、前記第２のコンデンサ部の共振周波数より高
く、
　前記第２のコンデンサ部に含まれる１組の前記第３および第４の内部電極ならびにその
間の前記誘電体層により与えられる１層あたりの等価直列抵抗は、前記第１のコンデンサ
部に含まれる１組の前記第１および第２の内部電極ならびにその間の前記誘電体層により
与えられる１層あたりの等価直列抵抗より高くされ、かつ、
　前記第１のコンデンサ部に含まれるすべての前記第１および第２の内部電極ならびにそ
れらの各間の前記誘電体層により与えられる合成等価直列抵抗は、前記第２のコンデンサ
部に含まれるすべての前記第３および第４の内部電極ならびにそれらの各間の前記誘電体
層により与えられる合成等価直列抵抗より低くされている、
積層コンデンサ。
【請求項２】
　積層された複数の誘電体層をもって構成される積層構造を有し、相対向する２つの主面
および前記主面間を連結する４つの側面を有するコンデンサ本体と、前記コンデンサ本体
の側面上にそれぞれ形成される第１の外部端子電極、第２の外部端子電極、第３の外部端
子電極および第４の外部端子電極とを備え、
　前記コンデンサ本体は、第１および第２のコンデンサ部を構成していて、
　前記第１および第２の外部端子電極は前記側面上において交互に配置され、
　前記第１のコンデンサ部は、静電容量を形成するように所定の前記誘電体層を介して互
いに対向する少なくとも１対の第１および第２の内部電極を含み、
　前記第２のコンデンサ部は、静電容量を形成するように所定の前記誘電体層を介して互
いに対向する少なくとも１対の第３および第４の内部電極を含み、
　前記第１および第２の内部電極は、それぞれ、前記コンデンサ本体の側面にまで引き出
されかつ前記第１および第２の外部端子電極に電気的に接続される第１および第２の引出
し部を有し、
　前記第３および第４の内部電極は、それぞれ、前記コンデンサ本体の側面にまで引き出
されかつ前記第３および第４の外部端子電極に電気的に接続される第３および第４の引出
し部を少なくとも１つずつ有し、
　前記第３および第４の引出し部の各々の数は、前記第１および第２の引出し部の各々の
数より少なく、
　前記第２のコンデンサ部における前記第３および第４の内部電極の積層数は、前記第１
のコンデンサ部における前記第１および第２の内部電極の積層数より多く、
　前記第１のコンデンサ部の共振周波数は、前記第２のコンデンサ部の共振周波数より高
く、
　前記第２のコンデンサ部に含まれる１組の前記第３および第４の内部電極ならびにその
間の前記誘電体層により与えられる１層あたりの等価直列抵抗は、前記第１のコンデンサ
部に含まれる１組の前記第１および第２の内部電極ならびにその間の前記誘電体層により
与えられる１層あたりの等価直列抵抗より高くされ、かつ、
　前記第２のコンデンサ部に含まれるすべての前記第３および第４の内部電極ならびにそ
れらの各間の前記誘電体層により与えられる合成等価直列抵抗は、前記第１のコンデンサ
部に含まれるすべての前記第１および第２の内部電極ならびにそれらの各間の前記誘電体
層により与えられる合成等価直列抵抗より低くされている、
積層コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、積層コンデンサに関するもので、特に、高周波回路において有利に適用さ
れる積層コンデンサに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　数ＧＨｚのような高周波領域において、ＭＰＵ（マイクロプロセッシングユニット）等
のための電源回路に用いられるデカップリングコンデンサとして、たとえば特開平１１－
１４４９９６号公報（特許文献１）に記載のような構造の積層コンデンサが知られている
。この積層コンデンサによれば、多端子構造にしながら、隣り合う端子を逆極性にするこ
とによって、正極から負極への電流の流れを短くし、電流の流れを多様にし、さらに、電
流の方向を互いに逆方向に向けるようにして磁束の相殺を行ない、それによって、ＥＳＬ
（等価直列インダクタンス）の低減が図られている。
【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の積層コンデンサによれば、ＥＳＬの低下に伴っ
て、ＥＳＲ（等価直列抵抗）も低下するため、周辺回路のインダクタンスによって共振現
象を引き起こしたとき、電圧降下、リンギング等の減衰現象を招きやすくなるという問題
を有している。
【０００４】
　他方、特開２００１－２８４１７０号公報（特許文献２）では、コンデンサ本体の内部
に静電容量を形成するために設けられる内部電極の各々について、コンデンサ本体の表面
にまで引き出されかつ外部端子電極に電気的に接続される引き出し部の数を単に１つとす
ることによって、積層コンデンサのＥＳＲを高めることが提案されている。
【０００５】
　しかしながら、特許文献２に記載の構造によれば、ＥＳＲを高くすることができるもの
の、それに伴って、ＥＳＬが高くなり、特許文献１に記載のものに比べて、高周波側の特
性が劣化して、帯域が狭くなるという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献１および２に記載の構造では、積層コンデンサの共振周波数を変化させ
るためには、材料や内部電極設計を変更する必要があり、静電容量を同程度に維持したま
ま、共振周波数を高周波側に設定したり、低周波側に設定したりすることが困難である。
【特許文献１】特開平１１－１４４９９６号公報
【特許文献２】特開２００１－２８４１７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、この発明の目的は、低ＥＳＬ化を図りながらも、高ＥＳＲ化を図ることができ
るとともに、共振周波数を高周波側に、あるいは低周波側に変化させることが容易である
、積層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】
【０００８】
　この発明に係る積層コンデンサは、積層された複数の誘電体層をもって構成される積層
構造を有し、相対向する２つの主面および主面間を連結する４つの側面を有するコンデン
サ本体と、コンデンサ本体の側面上にそれぞれ形成される第１の外部端子電極、第２の外
部端子電極、第３の外部端子電極および第４の外部端子電極とを備えている。この発明で
は、上述した技術的課題を解決するため、積層コンデンサが、次のように構成されること
を特徴としている。
【０００９】
　すなわち、積層コンデンサに備えるコンデンサ本体は、第１および第２のコンデンサ部
を構成している。また、第１および第２の外部端子電極は上記側面上において交互に配置
される。
【００１０】
　第１のコンデンサ部は、静電容量を形成するように所定の誘電体層を介して互いに対向
する少なくとも１対の第１および第２の内部電極を含み、第２のコンデンサ部は、静電容
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量を形成するように所定の誘電体層を介して互いに対向する少なくとも１対の第３および
第４の内部電極を含む。
【００１１】
　第１および第２の内部電極は、それぞれ、コンデンサ本体の側面にまで引き出されかつ
第１および第２の外部端子電極に電気的に接続される第１および第２の引出し部を有し、
第３および第４の内部電極は、それぞれ、コンデンサ本体の側面にまで引き出されかつ第
３および第４の外部端子電極に電気的に接続される第３および第４の引出し部を少なくと
も１つずつ有している。
　第３および第４の引出し部の各々の数は、第１および第２の引出し部の各々の数より少
なくされる。また、第２のコンデンサ部における第３および第４の内部電極の積層数は、
第１のコンデンサ部における第１および第２の内部電極の積層数より多くされる。その結
果、第１のコンデンサ部の共振周波数は、第２のコンデンサ部の共振周波数より高くされ
、また、第２のコンデンサ部に含まれる１組の第３および第４の内部電極ならびにその間
の誘電体層により与えられる１層あたりの等価直列抵抗は、第１のコンデンサ部に含まれ
る１組の第１および第２の内部電極ならびにその間の誘電体層により与えられる１層あた
りの等価直列抵抗より高くされる。
【００１２】
　そして、第１のコンデンサ部に含まれるすべての第１および第２の内部電極ならびにそ
れらの各間の誘電体層により与えられる合成等価直列抵抗と、第２のコンデンサ部に含ま
れるすべての第３および第４の内部電極ならびにそれらの各間の誘電体層により与えられ
る合成等価直列抵抗との関係について、この発明の第１の局面では、前者が後者より低く
され、第２の局面では、後者が前者より低くされることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明に係る積層コンデンサによれば、第１のコンデンサ部の共振周波数を第２のコ
ンデンサ部の共振周波数より高くしているので、第１のコンデンサ部によって低ＥＳＬ化
を図ることができる。他方、第２のコンデンサ部の１層あたりのＥＳＲを第１のコンデン
サ部の１層あたりのＥＳＲよりも高くしているので、第２のコンデンサ部によって高ＥＳ
Ｒ化を図ることができる。
【００１４】
　これらのことから、積層コンデンサの特性は、第１のコンデンサ部による低ＥＳＬ特性
と第２のコンデンサ部による高ＥＳＲ特性とを複合した特性となり、その結果、低ＥＳＬ
化および高ＥＳＲ化の双方を満足させる積層コンデンサを得ることができる。
【００１５】
　また、第１のコンデンサ部と第２のコンデンサ部とで共振周波数が異なり、かつ、第１
のコンデンサ部により与えられる合成ＥＳＲと、第２のコンデンサ部により与えられる合
成ＥＳＲとの関係について、この発明の第１の局面では、前者が後者より低くされるので
、同程度の静電容量を維持したまま、共振周波数を高周波側に変化させた特性を得ること
ができ、第２の局面では、後者が前者より低くされるので、同程度の静電容量を維持した
まま、共振周波数を低周波側に変化させた特性を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１ないし図４は、この発明の一実施形態による積層コンデンサ１を示している。ここ
で、図１は、積層コンデンサ１の外観を示す斜視図であり、図２は、積層コンデンサ１の
内部構造を示す正面図である。なお、図２において、積層コンデンサ１は、後述する図３
および図４の線ＩＩ－ＩＩに沿う断面をもって示されている。
【００１７】
　積層コンデンサ１は、相対向する２つの主面２および３ならびにこれら主面２および３
間を連結する４つの側面４、５、６および７を有する直方体状のコンデンサ本体８を備え
ている。コンデンサ本体８は、主面２および３の方向に延びる、たとえば誘電体セラミッ
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クからなる積層された複数の誘電体層９をもって構成される積層構造を有している。
【００１８】
　コンデンサ本体８は、図２に示すように、第１および第２のコンデンサ部１１および１
２を構成している。この実施形態では、第１のコンデンサ部１１と第２のコンデンサ部１
２とは、積層方向に並ぶように配置され、しかも、第２のコンデンサ部１２が２つの第１
のコンデンサ部１１によって積層方向に挟まれるように配置されている。その結果、第１
のコンデンサ部１１は、コンデンサ本体８における積層方向での両端に位置される。
【００１９】
　第１のコンデンサ部１１は、静電容量を形成するように所定の誘電体層９を介して互い
に対向する少なくとも１対の第１および第２の内部電極１３および１４を備えている。他
方、第２のコンデンサ部１２は、静電容量を形成するように所定の誘電体層９を介して互
いに対向する少なくとも１対の第３および第４の内部電極１５および１６を備えている。
【００２０】
　この実施形態では、より大きな静電容量を得るため、第１および第２の内部電極１３お
よび１４の対の数ならびに第３および第４の内部電極１５および１６の対の数は、複数と
される。また、第２のコンデンサ部１２における第３および第４の内部電極１５および１
６の積層数は、第１のコンデンサ部１１における第１および第２の内部電極１３および１
４の積層数より多くされる。
【００２１】
　図３は、第１のコンデンサ部１１の内部構造を示す平面図であり、（ａ）は、第１の内
部電極１３が通る断面を示し、（ｂ）は、第２の内部電極１４が通る断面を示している。
【００２２】
　図３（ａ）に示すように、第１の内部電極１３には、コンデンサ本体８の外表面、すな
わち側面４～７にまで引き出される複数、たとえば７つの第１の引出し部１７が形成され
ている。また、図３（ｂ）に示すように、第２の内部電極１４には、コンデンサ本体８の
外表面、すなわち側面４～７にまで引き出される複数、たとえば７つの第２の引出し部１
８が形成されている。
【００２３】
　コンデンサ本体８の側面４～７の各々上には、第１の引出し部１７にそれぞれ電気的に
接続される複数、たとえば７つの第１の外部端子電極１９、ならびに第２の引出し部１８
にそれぞれ電気的に接続される複数、たとえば７つの第２の外部端子電極２０が形成され
ている。第１および第２の外部端子電極１９および２０は、図１および図２に示されるよ
うに、側面４～７上から主面２および３の各々の一部上にまで延びるように形成されてい
る。
【００２４】
　第１の引出し部１７がそれぞれ引き出される側面４～７上での各位置は、第２の引出し
部１８がそれぞれ引き出される各位置と異なっており、したがって、第１の外部端子電極
１９が設けられる側面４～７上での各位置は、第２の外部端子電極２０の各位置と異なっ
ている。そして、第１の外部端子電極１９と第２の外部端子電極２０とは、側面４～７上
において、交互に配置されている。
【００２５】
　図４は、第２のコンデンサ部１２の内部構造を示す平面図であり、（ａ）は、第３の内
部電極１５が通る断面を示し、（ｂ）は、第４の内部電極１６が通る断面を示している。
【００２６】
　図４（ａ）に示すように、第３の内部電極１５には、コンデンサ本体８の外表面、すな
わち側面５および７にまで引き出される少なくとも１つ、たとえば２つの第３の引出し部
２１が形成されている。また、図４（ｂ）に示すように、第４の内部電極１６には、コン
デンサ本体８の外表面、すなわち側面５および７にまで引き出される少なくとも１つ、た
とえば２つの第４の引出し部２２が形成されている。
【００２７】
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　この実施形態では、第３の引出し部２１は、前述した第１の外部端子電極１９に電気的
に接続され、第４の引出し部２２は、前述した第２の外部端子電極２０に電気的に接続さ
れている。すなわち、第１の外部端子電極１９のいくつかは、第３の引出し部２１に電気
的に接続されるべき第３の外部端子電極と共通であり、第２の外部端子電極２０のいくつ
かは、第４の引出し部２２に電気的に接続されるべき第４の外部端子電極と共通である。
【００２８】
　上述のように、第３および第４の引出し部２１および２２が、それぞれ、第１および第
２の引出し部１７および１８と共通する第１および第２の外部端子電極１９および２０に
電気的に接続されていると、積層コンデンサ１自身において、第１のコンデンサ部１１と
第２のコンデンサ部１２とを並列に接続した状態とすることができる。
【００２９】
　なお、第３および第４の引出し部２１および２２にそれぞれ接続されるべき第３および
第４の外部端子電極を、第１および第２の外部端子電極とは別に設けてもよい。
【００３０】
　以上説明した実施形態では、各々１つの第３および第４の内部電極１５および１６につ
いての第３および第４の引出し部２１および２２の各々の数は、各々１つの第１および第
２の内部電極１３および１４についての第１および第２の引出し部１７および１８の各々
の数より少ない。すなわち、前者が２つであり、後者が７つである。そのため、内部電極
１３～１６の材料等の他の条件が同じであれば、第１のコンデンサ部１１のＥＳＬを、第
２のコンデンサ部１２のＥＳＬよりも低くすることができ、その結果、第１のコンデンサ
部１１の共振周波数を、第２のコンデンサ部１２の共振周波数よりも高くすることができ
る。
【００３１】
　他方、前述したように、第３および第４の引出し部２１および２２の各々の数が、第１
および第２の引出し部１７および１８の各々の数より少ないため、内部電極１３～１６あ
るいは引出し部１７、１８、２１および２２がＥＳＲに及ぼす影響が第１のコンデンサ部
１１と第２のコンデンサ部１２とで変わらないとすれば、第２のコンデンサ部１２に含ま
れる１組の第３および第４の内部電極１５および１６ならびにその間の誘電体層９により
与えられる１層あたりのＥＳＲを、第１のコンデンサ部１１に含まれる１組の第１および
第２の内部電極１３および１４ならびにその間の誘電体層９により与えられる１層あたり
のＥＳＲより高くすることができる。
【００３２】
　以上のようなことから、積層コンデンサ１の特性は、第１のコンデンサ部１１による低
ＥＳＬ特性が有効に働くとともに、第１のコンデンサ部１１のＥＳＲ特性と第２のコンデ
ンサ部１２のＥＳＲ特性とが反映された高ＥＳＲ特性となる。したがって、積層コンデン
サ１によれば、低ＥＳＬ化および高ＥＳＲ化の双方を実現することができる。
【００３３】
　また、積層コンデンサ１において、前述したように、第１のコンデンサ部１１の共振周
波数は、第２のコンデンサ部１２の共振周波数より高く、かつ、第１のコンデンサ部１１
に含まれるすべての第１および第２の内部電極１３および１４ならびにそれらの各間の誘
電体層９により与えられる合成ＥＳＲは、第２のコンデンサ部１２に含まれるすべての第
３および第４の内部電極１５および１６ならびにそれらの各間の前記誘電体層９により与
えられる合成ＥＳＲとは異ならされている。
【００３４】
　そのため、この積層コンデンサ１全体の特性としては、第１および第２のコンデンサ部
１１および１２の両者の特性が合成され、合成ＥＳＲがより低い側のコンデンサ部の共振
点近傍で特にインピーダンスを低くするような特性を得ることができる。より具体的には
、図５において、第１のコンデンサ部１１の合成ＥＳＲの方が小さい場合には、実線Ａで
示した特性が得られ、第２のコンデンサ部１２の合成ＥＳＲの方が小さい場合には、破線
Ｂで示した特性が得られる。なお、図５では、周波数およびインピーダンスをそれぞれ示
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す各軸の目盛および数値は省略しているが、図５は、周波数‐インピーダンス特性の一般
的な傾向を示していると理解すればよい。
【００３５】
　以上、この発明を図示した実施形態に関連して説明したが、この発明の範囲内において
、その他種々の変形例が可能である。
【００３６】
　たとえば、内部電極に形成される引出し部の位置や数あるいは外部端子電極の位置や数
については、種々に変更することができる。
【００３７】
　また、図示の実施形態では、第１および第２の内部電極１３および１４が第１のコンデ
ンサ部１１を構成するためだけに設けられ、かつ第３および第４の内部電極１５および１
６が第２のコンデンサ部１２を構成するためだけに設けられたが、第１のコンデンサ部と
第２のコンデンサ部との境界部に位置する内部電極が、第１および第２のコンデンサ部の
双方のための内部電極として、すなわち、第１または第２の内部電極と第３または第４の
内部電極とを兼ねる内部電極として設けられてもよい。
【００３８】
　また、第１のコンデンサ部１１の共振周波数を第２のコンデンサ部１２の共振周波数よ
り高くするため、前述した実施形態では、第１および第２の引出し部１７および１８の数
（あるいは対の数）を第３および第４の引出し部２１および２２の数（あるいは対の数）
より多くしたが、このような方法に加えて、内部電極１３～１６の材料、パターンおよび
／または積層数の変更による方法を採用してもよい。
【００３９】
　また、前述した実施形態では、第２のコンデンサ部１２における１層あたりのＥＳＲを
第１のコンデンサ部１１における１層あたりのＥＳＲより高くするため、第３および第４
の引出し部２１および２２の数を第１および第２の引出し部１７および１８の数より少な
くしたが、このような方法に加えて、第３および／または第４の内部電極１５および／ま
たは１６の材料を比抵抗のより高いものにしたり、第３および／または第４の内部電極１
５および／または１６の厚みをより薄くしたり、第３および／または第４の引出し部２１
および／または２２の幅または厚みを小さくしたりする方法を採用してもよい。
【００４０】
　また、コンデンサ本体における第１および第２のコンデンサ部の配置については、以下
に、いくつかの例を示すように、種々に変更することができる。
【００４１】
　図６は、コンデンサ本体において採用され得る第１のコンデンサ部と第２のコンデンサ
部の積層配置状態についてのいくつかの例を図解的に示す図である。図６において、図２
に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、重複する説明は省略する。
【００４２】
　なお、図６において、参照符号「４１」を付した部分は、いずれの内部電極も形成され
ない外層部を示している。また、図６において、（ａ）～（ｄ）の各図面の下側に配線基
板等によって与えられる実装面が位置しているものとする。
【００４３】
　図６（ａ）～（ｄ）に示した各例では、共通して、コンデンサ本体８において、第１の
コンデンサ部１１と第２のコンデンサ部１２とは積層方向に並ぶように配置されている。
【００４４】
　図６（ａ）に示した例では、２つの第１のコンデンサ部１１が１つの第２のコンデンサ
部１２を積層方向に挟むように配置されている。なお、この積層配置状態は、図２に示し
た実施形態の場合と同様である。
【００４５】
　図６（ｂ）に示した例では、２つの第２のコンデンサ部１２が１つの第１のコンデンサ
部１１を積層方向に挟むように配置されている。
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　図６（ｃ）に示した例では、第１のコンデンサ部１１が実装面側に位置され、その上に
第２のコンデンサ部１２が配置されている。
【００４７】
　図６（ｄ）に示した例では、第２のコンデンサ部１２が実装面側に位置され、その上に
第１のコンデンサ部１１が配置されている。
【００４８】
　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。
【００４９】
　この実験例では、周知のように、複数のセラミックグリーンシートを用意し、特定のセ
ラミックグリーンシート上に、引出し部を有する内部電極を導電性ペーストの印刷によっ
て形成し、内部電極が形成され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
ーンシートを積層し、得られた積層体を焼成してコンデンサ本体を得、このコンデンサ本
体の外表面上に外部端子電極を導電性ペーストの焼付けによって形成するという各工程を
経て、表１に示した各試料に係る積層コンデンサを作製した。
【００５０】
　各試料に係る積層コンデンサについて、コンデンサ本体の寸法は２．０ｍｍ×１．２５
ｍｍ×０．５ｍｍとし、内部電極の総積層数を６４とし、静電容量の設計値を０．６８μ
Ｆとし、図１等に示した実施形態の場合と同様、外部端子電極の数を１４とし、第１のコ
ンデンサ部における各１つの第１および第２の内部電極についての第１および第２の引出
し部の各々の数を７とし、第２のコンデンサ部における各１つの第３および第４の内部電
極についての第３および第４の引出し部の各々の数を２とした。また、内部電極の厚みを
１μｍとし、引出し部の厚みを１μｍとし、引出し部の幅を１００μｍとした。
【００５１】
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【表１】

【００５２】
　表１において、「第１のコンデンサ部」および「第２のコンデンサ部」の各欄には、「
積層数」、「共振周波数」、「１層あたりＥＳＲ」および「全体合成ＥＳＲ」が示されて
いる。
【００５３】
　ここで、「全体合成ＥＳＲ」は、第１のコンデンサ部については、そこに含まれるすべ
ての第１および第２の内部電極ならびにそれらの各間の誘電体層により与えられる合成Ｅ
ＳＲであり、第２のコンデンサ部については、そこに含まれるすべての第３および第４の
内部電極ならびにそれらの各間の誘電体層により与えられる合成ＥＳＲである。
【００５４】
　「１層あたりＥＳＲ」は、次のように求めたものである。コンデンサのＥＳＲは、電極
１層あたりの抵抗をＲ、積層数をＮとしたとき、以下の式で表すことができる。
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コンデンサのＥＳＲ＝Ｒ（４Ｎ－２）／Ｎ2　

たとえば、第１のコンデンサ部では、第１のコンデンサ部全体のＥＳＲをコンデンサのＥ
ＳＲとして逆算して、電極１層あたりの抵抗Ｒを算出し、このＲの値を上記数式に代入し
、かつＮ＝２（コンデンサ１層は内部電極２枚が対向して形成される。）を上記数式に代
入することにより、「１層あたりＥＳＲ」を算出している。
【００５５】
　また、「積層コンデンサの共振周波数」は、第１および第２のコンデンサ部を含めた積
層コンデンサ全体としての共振周波数を示している。
【００５６】
　「積層コンデンサの静電容量」は、静電容量の実測値を示している。
【００５７】
　なお、表１において、試料１および９は、比較例である。ここで、試料１は、引出し部
の数が７とされた第１のコンデンサ部のみを備えるもので、前述した特許文献１に記載の
構造に対応している。他方、試料９は、引出し部の数が２とされた第２のコンデンサ部の
みを備えるもので、前述した特許文献２に記載の構造に対応している。
【００５８】
　試料２～８については、「第１のコンデンサ部」の「共振周波数」が、「第２のコンデ
ンサ部」の「共振周波数」より高いという条件と、「第２のコンデンサ部」の「１層あた
りＥＳＲ」が、「第１のコンデンサ部」の「１層あたりのＥＳＲ」より高いという条件と
を満たしている。なお、試料２は、「第２のコンデンサ部」の「積層数」が「第１のコン
デンサ部」の「積層数」より少なく、この点で、この発明の範囲外の参考例となるもので
ある。
【００５９】
　また、「積層コンデンサの静電容量」の欄を参照すればわかるように、試料２～８と試
料１および９との間において、静電容量は同等か近似している。
【００６０】
　このような状況の下、試料２～５では、「第１コンデンサ部」の「全体合成ＥＳＲ」は
、「第２のコンデンサ部」の「全体合成ＥＳＲ」より低くなっており、その結果、「積層
コンデンサの共振周波数」は、「全体合成ＥＳＲ」の低い側のコンデンサ部、すなわち「
第１のコンデンサ部」の「共振周波数」と比較的近似した値となり、「第１のコンデンサ
部」のみを備える試料１に比べて、「積層コンデンサの共振周波数」を高周波側へ変化さ
せることができる。
【００６１】
　他方、試料６～８では、「第２のコンデンサ部」の「全体合成ＥＳＲ」が、「第１のコ
ンデンサ部」の「全体合成ＥＳＲ」より低くなっている。その結果、「積層コンデンサの
共振周波数」は、「全体合成ＥＳＲ」の低い側のコンデンサ部、すなわち「第２のコンデ
ンサ部」の「共振周波数」と比較的近似した値となり、「第１のコンデンサ部」のみを備
える試料１に比べて、「積層コンデンサの共振周波数」を低周波側へと変化させ、「第２
のコンデンサ部」のみを備える試料９の「積層コンデンサの共振周波数」へと近づけるこ
とができる。
【００６２】
　図７～図１５には、試料１～９の各々についての周波数‐インピーダンス特性がそれぞ
れ示されている。なお、図７～図１５に示したグラフにおいて、横軸の周波数および縦軸
のインピーダンスは、ともに対数目盛で示されている。また、図７～図１５の各々に表示
された各目盛によって表される数値は、図７～図１５の間で互いに同じである。
【００６３】
　まず、図７と図８～図１１とを比較してインピーダンスの極小点について見ると、図７
に示した試料１に比べて、図８に示した試料２、図９に示した試料３、図１０に示した試
料４、図１１に示した試料５の順で、より高周波側へシフトしていることがわかる。
【００６４】
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　他方、図１２～図１４と図１５とを比較すれば、図１２に示した試料６、図１３に示し
た試料７、図１４に示した試料８の順で、インピーダンスの極小点が、わずかずつではあ
るが、より低周波側へシフトし、図１５に示した試料９へとより近づいていることがわか
る。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】この発明の一実施形態による積層コンデンサ１の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示した積層コンデンサ１の内部構造を示す正面図であり、図３および図４
の線ＩＩ－ＩＩに沿う断面をもって示している。
【図３】図２に示した第１のコンデンサ部１１の内部構造を示す平面図であり、（ａ）は
、第１の内部電極１３が通る断面を示し、（ｂ）は、第２の内部電極１４が通る断面を示
している。
【図４】図２に示した第２のコンデンサ部１２の内部構造を示す平面図であり、（ａ）は
、第３の内部電極１５が通る断面を示し、（ｂ）は、第４の内部電極１６が通る断面を示
している。
【図５】この発明に従って変化される積層コンデンサの共振周波数を図解する、周波数‐
インピーダンス特性図である。
【図６】この発明に係る積層コンデンサに備えるコンデンサ本体８における第１のコンデ
ンサ部１１と第２のコンデンサ部１２との積層配置状態についてのいくつかの例を示す図
である。
【図７】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おいて作製した試料１に
ついての周波数‐インピーダンス特性を示す図である。
【図８】上記実験例において作製した試料２についての周波数‐インピーダンス特性を示
す図である。
【図９】上記実験例において作製した試料３についての周波数‐インピーダンス特性を示
す図である。
【図１０】上記実験例において作製した試料４についての周波数‐インピーダンス特性を
示す図である。
【図１１】上記実験例において作製した試料５についての周波数‐インピーダンス特性を
示す図である。
【図１２】上記実験例において作製した試料６についての周波数‐インピーダンス特性を
示す図である。
【図１３】上記実験例において作製した試料７についての周波数‐インピーダンス特性を
示す図である。
【図１４】上記実験例において作製した試料８についての周波数‐インピーダンス特性を
示す図である。
【図１５】上記実験例において作製した試料９についての周波数‐インピーダンス特性を
示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　積層コンデンサ
　２，３　主面
　４～７　側面
　８　コンデンサ本体
　９　誘電体層
　１１　第１のコンデンサ部
　１２　第２のコンデンサ部
　１３　第１の内部電極
　１４　第２の内部電極
　１５　第３の内部電極
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　１６　第４の内部電極

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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