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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の誘電体層を積層することによって形成され、一対の端面と前記端面同士を連結す
る四つの側面を有する素体と、
　前記素体の一端側を覆う第一端子電極と、
　前記素体の他端側を覆う第二端子電極と、
　前記素体の一端側と前記素体の他端側との間で延びるように前記素体の内部に形成され
、前記第一端子電極と電気的に接続された第一内部電極と、
　前記素体の一端側と前記素体の他端側との間で延びると共に前記第一内部電極との間で
前記誘電体層を挟むように前記素体の内部に形成され、前記第二端子電極と電気的に接続
された第二内部電極と、を備え、
　前記第一端子電極は、前記素体の一端側の前記端面を覆う第一端部と、四つの前記側面
における前記素体の一端側を覆う第一側部と、を有し、
　前記第二端子電極は、前記素体の他端側の前記端面を覆う第二端部と、四つの前記側面
における前記素体の他端側を覆う第二側部と、を有し、
　前記第一内部電極は、前記素体の他端側から前記素体の一端側へ向かって順番に第一主
面電極部及び第二主面電極部を有すると共に、前記第二主面電極部と前記第一端子電極の
第一側部とを接続する第一引出部を有し、
　前記第二内部電極は、前記素体の一端側から前記素体の他端側へ向かって順番に第三主
面電極部及び第四主面電極部を有すると共に、前記第四主面電極部と前記第二端子電極の
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第二側部とを接続する第二引出部を有し、
　前記第二主面電極部の外縁は、
　　前記素体の一端側における前記端面及び前記側面から離間しており、
　　前記第一内部電極及び前記第二内部電極の幅方向において、前記第一主面電極部の外
縁よりも外側に配置されると共に、
　　前記素体の積層方向から見て、前記第一内部電極及び前記第二内部電極の前記幅方向
及び長手方向において前記第三主面電極部の外縁よりも外側に配置されることで、前記第
三主面電極部の前記素体の一端側における先端部分を取り囲むように配置されており、
　前記第四主面電極部の外縁は、
　　前記素体の他端側における前記端面及び前記側面から離間しており、
　　前記幅方向において、前記第三主面電極部の外縁よりも外側に配置されると共に、
　　前記積層方向から見て、前記第一内部電極及び前記第二内部電極の前記幅方向及び前
記長手方向において前記第一主面電極部の外縁よりも外側に配置されることで、前記第一
主面電極部の前記素体の他端側における先端部分を取り囲むように配置されており、
　前記第一引出部は、前記幅方向における前記第二主面電極部の外縁の、前記素体の他端
側に接続され、
　前記第二引出部は、前記幅方向における前記第四主面電極部の外縁の、前記素体の一端
側に接続されていることを特徴とする積層型コンデンサ。
【請求項２】
　前記第一引出部は、前記幅方向における前記第二主面電極部の外縁の、前記素体の他端
側の端部に接続され、
　前記第二引出部は、前記幅方向における前記第四主面電極部の外縁の、前記素体の一端
側の端部に接続されていることを特徴とする請求項１記載の積層型コンデンサ。
【請求項３】
　前記第一内部電極及び前記第二内部電極の長手方向における前記第二主面電極部の外縁
と前記第三主面電極部の外縁との間の隙間は、前記幅方向における前記第二主面電極部の
外縁と前記第三主面電極部の外縁との間の隙間よりも小さく、
　前記長手方向における前記第四主面電極部の外縁と前記第一主面電極部の外縁との間の
隙間は、前記幅方向における前記第四主面電極部の外縁と前記第一主面電極部の外縁との
間の隙間よりも小さいことを特徴とする請求項１または２記載の積層型コンデンサ。
【請求項４】
　前記第一引出部は、前記第二主面電極部から前記幅方向へ延びる第一幅狭部を有すると
共に、前記第一端子電極の前記第一側部と接続される部分に、前記素体の一端側へ延びる
第一接続部を有し、
　前記第二引出部は、前記第四主面電極部から前記幅方向へ延びる第二幅狭部を有すると
共に、前記第二端子電極の前記第二側部と接続される部分に、前記素体の他端側へ延びる
第二接続部を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項記載の積層型コンデン
サ。
【請求項５】
　前記第二主面電極部は、四隅に傾斜部を有し、前記第四主面電極部は、四隅に傾斜部を
有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の積層型コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層型コンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、積層型コンデンサとして、複数の誘電体層を積層することによって形成された素
体と、素体の両端部に形成された一対の端子電極と、素体の一方の端面から延びるように
素体の内部に形成されて一方の端子電極に接続された第一内部電極と、素体の他方の端面
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から延びるように素体の内部に形成されて他方の端子電極に接続された第二内部電極とを
備えたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。この積層型コンデンサは、内部
電極が素体の長手方向の一方の端面及び短手方向の両端面まで引き出されて端子電極に接
続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－０５１４２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、誘電体層を積層して焼成することによって素体を形成する際、誘電体層と内部
電極との間の固定強度が不十分であり、上述の積層型コンデンサでは、内部電極が形成さ
れている誘電体層を複数積層して焼成させたときに、素体の各層同士の密着性を更に向上
させることが求められていた。更に、一般的に、積層型コンデンサは、微小なインダクタ
ンス成分であるＥＳＬ（等価直列インダクタンス）を有しており、このＥＳＬを低減する
ことも求められていた。また、積層時の内部電極同士の間の積層ずれによって、内部電極
同士の間で積層方向に重ならない領域が発生することで、静電容量にばらつきが生じるこ
とがあった。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、素体の各層同士の密着性を
向上させると共に、信頼性を向上させることのできる積層型コンデンサを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る積層型コンデンサは、複数の誘電体層を積層することによって形成され、
一対の端面と端面同士を連結する四つの側面を有する素体と、素体の一端側を覆う第一端
子電極と、素体の他端側を覆う第二端子電極と、素体の一端側と素体の他端側との間で延
びるように素体の内部に形成され、第一端子電極と電気的に接続された第一内部電極と、
素体の一端側と素体の他端側との間で延びると共に第一内部電極との間で誘電体層を挟む
ように素体の内部に形成され、第二端子電極と電気的に接続された第二内部電極と、を備
え、第一端子電極は、素体の一端側の端面を覆う第一端部と、四つの側面における素体の
一端側を覆う第一側部と、を有し、第二端子電極は、素体の他端側の端面を覆う第二端部
と、四つの側面における素体の他端側を覆う第二側部と、を有し、第一内部電極は、素体
の他端側から素体の一端側へ向かって順番に第一主面電極部及び第二主面電極部を有する
と共に、第二主面電極部と第一端子電極の第一側部とを接続する第一引出部を有し、第二
内部電極は、素体の一端側から素体の他端側へ向かって順番に第三主面電極部及び第四主
面電極部を有すると共に、第四主面電極部と第二端子電極の第二側部とを接続する第二引
出部を有し、第二主面電極部の外縁は、素体の一端側における端面及び側面から離間して
おり、第一内部電極及び第二内部電極の幅方向において、第一主面電極部の外縁よりも外
側に配置されると共に、素体の積層方向から見て、第三主面電極部の素体の一端側におけ
る先端部分を取り囲むように配置されており、第四主面電極部の外縁は、素体の他端側に
おける端面及び側面から離間しており、幅方向において、第三主面電極部の外縁よりも外
側に配置されると共に、積層方向から見て、第一主面電極部の素体の他端側における先端
部分を取り囲むように配置されており、第一引出部は、幅方向における第二主面電極部の
外縁の、素体の他端側に接続され、第二引出部は、幅方向における第四主面電極部の外縁
の、素体の一端側に接続されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る積層型コンデンサでは、第二主面電極部の外縁は、一端側における端面及
び側面から離間することで、第一内部電極が形成されている誘電体層の一端側に表面が露
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出する露出部が形成される。すなわち、第一内部電極が形成される誘電体層には、異極側
の第二端子電極側の露出部のみならず、同極側の第一端子電極側の露出部が形成される。
また、第四主面電極部の外縁は、他端側における端面及び側面から離間することで、第二
内部電極が形成されている誘電体層の他端側の表面が露出する露出部が形成される。すな
わち、第二内部電極が形成される誘電体層には、異極側の第一端子電極側の露出部のみな
らず、同極側の第二端子電極側の露出部が形成される。焼成時において、誘電体層と内部
電極とが固定される強度に比して、誘電体層と誘電体層とが固定される強度が大きい。従
って、第一内部電極が形成される誘電体層及び第二内部電極が形成される誘電体層は、一
端側及び他端側の両方において、一枚上側の誘電体層と焼成時に強固に固定される。素体
は、両端側において、各誘電体層同士が強固に固定され、密着性が向上する。特に、引出
部と同極の端子電極側は、異極側に比して誘電体層の露出部分が狭くなるため露出部の面
積を大きくすることが求められるが、第一引出部は、幅方向における第二主面電極部の外
縁の、他端側に接続されているため、第一内部電極が形成される誘電体層における一端側
の露出部を広くすることができる。第二引出部は、幅方向における第四主面電極部の外縁
の、一端側に接続されているため、第二内部電極が形成される誘電体層における他端側の
露出部を広くすることができる。従って、素体は、両端側において、各誘電体層同士が更
に強固に固定され、密着性が向上する。
【０００８】
また、第一引出部が第二主面電極部と第一端子電極の第一側部とを接続し、第二引出部が
第四主面電極部と第二端子電極の第二側部とを接続している。このように、異極性となる
第一引出部と第二引出部が、素体１の同一側面側に引き出され、各端子電極にも側面側に
側部が形成されている。従って、内部電極を単に素体の端面から引き出したものに比して
、異極性となる第一引出部と第二引出部との間の引出電極間距離が短くなる。すなわち、
電流経路が短くなり、ＥＳＬを低減することができる。また、例えば、内部電極を幅方向
において実装面側の端子電極の側部に移動させることでＥＳＬの低減をはかる場合、逆側
の側部を実装すると逆にＥＳＬが増加する。しかし、本発明に係る積層型コンデンサは、
各引出部が素体の側面に引き出されているため、いずれの側部を基板に実装しても、ＥＳ
Ｌを低減できる。従って、実装方向によるＥＳＬのばらつきを低減することができる。特
に、第一引出部は、幅方向における第二主面電極部の外縁の、他端側に接続され、第二引
出部は、幅方向における第四主面電極部の外縁の、一端側に接続されているため、電流経
路を更に短くすることができ、ＥＳＬを一層低減することができる。
【０００９】
　また、第一内部電極及び第二内部電極の幅方向において、第二主面電極部の外縁は、第
一主面電極部の外縁よりも外側に配置されると共に、積層方向から見て、第三主面電極部
の一端側における先端部分を取り囲むように配置されている。また、幅方向において、第
四主面電極部の外縁は、第三主面電極部の外縁よりも外側に配置されると共に、積層方向
から見て、第一主面電極部の他端側における先端部分を取り囲むように配置されている。
例えば、積層方向から見て、第一内部電極の第二主面電極部と第二内部電極の第三主面電
極部の大きさが同一であった場合、誘電体層の積層時に積層ずれが生じたときに、第二主
面電極部と第三主面電極部との間に、重なり合わず容量成分を形成しない領域が発生する
。これによって、積層型コンデンサの静電容量のばらつきが生じる可能性がある。しかし
、本発明に係る積層型コンデンサでは、積層ずれが生じたとしても、第二主面電極部は、
第三主面電極部と重なった状態を維持することができ、第四主面電極部は、第一主面電極
部と重なった状態を維持することができる。従って、積層ずれによる静電容量のばらつき
を抑制することができる。以上によって、積層型コンデンサの信頼性を向上させることが
できる。
【００１０】
　また、本発明に係る積層型コンデンサにおいて、第一引出部は、幅方向における第二主
面電極部の外縁の、素体の他端側の端部に接続され、第二引出部は、幅方向における第四
主面電極部の外縁の、素体の一端側の端部に接続されていることが好ましい。このような
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構成により、第一引出部よりも素体の一端側において、誘電体層の表面が露出する露出部
の面積を大きくすることができる。また、第二引出部よりも素体の他端側において、誘電
体層の表面が露出する露出部の面積を大きくすることができる。従って、各誘電体層同士
が更に強固に固定され、素体の密着性が向上する。更に、第一引出部と第二引出部との間
の距離を短くすることによって、電流経路を更に短くすることができ、ＥＳＬを一層低減
することができる。
【００１１】
　また、本発明に係る積層型コンデンサにおいて、第一内部電極及び第二内部電極の長手
方向における第二主面電極部の外縁と第三主面電極部の外縁との間の隙間は、幅方向にお
ける第二主面電極部の外縁と第三主面電極部の外縁との間の隙間よりも小さく、長手方向
における第四主面電極部の外縁と第一主面電極部の外縁との間の隙間は、幅方向における
第四主面電極部の外縁と第一主面電極部の外縁との間の隙間よりも小さいことが好ましい
。このような構成とすることによって、素体の端面と第二主面電極部の一端側の外縁の間
の距離が大きくなり、素体の一端側で誘電体層の表面が露出する露出部の面積を大きくす
ることができる。また、素体の端面と第四主面電極部の他端側の外縁との間の距離が大き
くなり、素体の他端側で誘電体層の表面が露出する露出部の面積を大きくすることができ
る。これによって、素体の密着性を向上することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る積層型コンデンサにおいて、第一引出部は、第二主面電極部から幅
方向へ延びる第一幅狭部を有すると共に、第一端子電極の第一側部と接続される部分に、
素体の一端側へ延びる第一接続部を有し、第二引出部は、第四主面電極部から幅方向へ延
びる第二幅狭部を有すると共に、第二端子電極の第二側部と接続される部分に、素体の他
端側へ延びる第二接続部を有することが好ましい。このような構成とすることによって、
素体内側にそれぞれ配置される幅狭部で電流経路を短くすることができ、低ＥＳＬとしつ
つも、接続部を形成することによって、端子電極との接続性も確保することができる。更
に、幅狭部と接続部との間に形成されるスリットでは、誘電体層の表面が露出しているた
め、誘電体層の露出面積を広くすることができる。これによって、素体の密着性を向上す
ることができる。
【００１３】
　また、本発明に係る積層型コンデンサにおいて、第二主面電極部は、四隅に傾斜部を有
し、第四主面電極部は、四隅に傾斜部を有することが好ましい。第二主面電極部の四隅に
傾斜部を形成し、第四主面電極部の四隅に傾斜部を形成することによって、誘電体層の表
面が露出する露出部の面積を大きくすることができる。これによって、各誘電体層同士が
更に強固に固定され、素体の密着性が向上する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、素体の各層同士の密着性を向上させると共に、信頼性を向上させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第一実施形態に係る積層型コンデンサを示す斜視図である。
【図２】素体を誘電体層ごとに展開した展開図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極
を積層方向から見た図である。
【図４】従来の積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極を積層方向から見た図
である。
【図５】本発明の第二実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極
を積層方向から見た図である。
【図６】本発明の第三実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極
を積層方向から見た図である。
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【図７】本発明の第四実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極
を積層方向から見た図である。
【図８】本発明の第五実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極
を積層方向から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いることとし、重
複する説明は省略する。
【００１７】
　［第一実施形態］
　図１～図３を参照して、本発明の第一実施形態に係る積層型コンデンサＣ１の構成を説
明する。図１は、本発明の第一実施形態に係る積層型コンデンサＣ１を示す斜視図である
。図２は、素体を誘電体層ごとに展開した展開図である。図３は、第一内部電極及び第二
内部電極を積層方向から見た図である。なお、図３（ａ）は第一内部電極を実線で示し第
二内部電極を仮想線で示している。図３（ｂ）は第二内部電極を実線で示し、第一内部電
極を仮想線で示している。図１に示すように、積層型コンデンサＣ１は、複数の長方形板
状の誘電体層を積層して一体化することによって略直方体形状に構成された素体１と、第
一端子電極２及び第二端子電極３を備えている。積層型コンデンサＣ１は、長さ、幅、厚
さの寸法比率として長さ：幅：厚さ＝２：１：０．６程度であり、例えば、約１．０ｍｍ
×０．５ｍｍ×０．３ｍｍ、あるいは約０．６ｍｍ×０．３ｍｍ×０．２ｍｍである。
【００１８】
　素体１は、当該素体１の一端１Ａ側の端面１ａ及び他端１Ｂ側の端面１ｂを有している
。また、素体１は、端面１ａと端面１ｂとを連結する四つの側面１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ
を有している。
【００１９】
　第一端子電極２は、素体１の一端１Ａ側を覆う外部電極である。第一端子電極２は、素
体１の端面１ａを覆う第一端部２ａと、側面１ｃの一端１Ａ側を覆う第一側部２ｂと、側
面１ｄの一端１Ａ側を覆う第一側部２ｃと、側面１ｅの一端１Ａ側を覆う第一側部２ｄと
、側面１ｆの一端１Ａ側を覆う第一側部２ｅとを有している。第二端子電極３は、素体１
の他端１Ｂ側を覆う外部電極である。第二端子電極３は、素体１の端面１ｂを覆う第二端
部３ａと、側面１ｃの他端１Ｂ側を覆う第二側部３ｂと、側面１ｄの他端１Ｂ側を覆う第
二側部３ｃと、側面１ｅの他端１Ｂ側を覆う第二側部３ｄと、側面１ｆの他端１Ｂ側を覆
う第二側部３ｅとを有している。第一端子電極２及び第二端子電極３は、素体１の外面に
ＣｕやＮｉ、あるいはＡｇ、Ｐｄ等を主成分とする導電性ペーストをディップなどによっ
て付着させた後に所定温度（例えば、７００℃程度）にて焼き付け、更に電気メッキを施
すことにより、形成される。電気メッキには、Ｎｉ、Ｓｎ等を用いることができる。第一
端子電極２及び第二端子電極３の厚さは、１０～３０μｍに設定される。第一端子電極２
の側部２ｂ～２ｅの他端１Ｂ側への長さ、及び第二端子電極３の側部３ｂ～３ｅの一端１
Ａ側への長さは、素体１の長さに対して３０～４０％程度に設定される。
【００２０】
　素体１は、図２に示すように、複数の長方形板状の誘電体層６と、複数の第一内部電極
１０と、第二内部電極２０とが積層された積層体として構成されている。第一内部電極１
０と第二内部電極２０は、素体１内において誘電体層６の積層方向（以下、単に「積層方
向」と称する。）に沿ってそれぞれ一層ずつ配置されている。第一内部電極１０と第二内
部電極２０とは、少なくとも一層の誘電体層６を挟むように対向配置されている。実際の
積層型コンデンサＣ１では、複数の誘電体層６は、互いの間の境界が視認できない程度に
一体化されている。具体的には、素体１は、図２に示すように、電極パターンが形成され
ていないセラミックグリーンシートの間に、第一内部電極１０の電極パターンが形成され
たセラミックグリーンシートと、第二内部電極２０の電極パターンが形成されたセラミッ
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クグリーンシートとを積層させて、焼成することによって一体化されたものである。各セ
ラミックグリーンシートはＢａＴｉＯ３、CａZｒＯ３などを主成分として構成され、その
厚さ、すなわち焼成後の誘電体層６の厚さは、１～２μｍとされている。なお、第一内部
電極１０及び第二内部電極２０は、素体１内に複数枚形成されるが、図２においては、第
一内部電極１０が形成された誘電体層６と第二内部電極２０が形成された誘電体層６が、
それぞれ一枚ずつ示されている。
【００２１】
　第一内部電極１０は、素体１の一端１Ａ側と他端１Ｂ側との間で延びるように素体１の
内部に形成され、第一端子電極２と電気的に接続されている。第二内部電極２０は、素体
１の一端１Ａ側と他端１Ｂ側との間で延びると共に第一内部電極１０との間で誘電体層６
を挟むように素体１の内部に形成され、第二端子電極３と電気的に接続されている。第一
内部電極１０及び第二内部電極２０は、ＮｉやＮｉ合金などの導電材を含んでおり、当該
導電性材料を含む導電性ペーストの焼結体として構成される。焼結後の第一内部電極１０
及び第二内部電極２０の厚さは、０．８～１．５μｍとされている。なお、以下の説明に
おいては、第一内部電極１０及び第二内部電極２０が延びる方向を「長手方向」と称し、
長手方向に直交する第一内部電極１０及び第二内部電極２０の幅方向を「幅方向」と称す
る。
【００２２】
　第一内部電極１０は、素体１の他端１Ｂ側から一端１Ａ側へ向かって順番に第一主面電
極部１１、第二主面電極部１２を有すると共に、第二主面電極部１２と第一端子電極２の
第一側部２ｃ，２ｅとを接続する一対の第一引出部１４，１６を有している。図２中、第
一主面電極部１１、第二主面電極部１２、及び第一引出部１４，１６は、各領域同士を一
点鎖線で区切り、各領域内にハッチング及びドットを付すことによって区別している。
【００２３】
　第一主面電極部１１は、第一内部電極１０のうち、他端１Ｂ側に配置される矩形状の領
域である。第二主面電極部１２は、第一内部電極１０のうち、一端１Ａ側に配置される矩
形状の領域である。第二主面電極部１２の幅方向の大きさは、少なくとも第一主面電極部
１１の幅方向の大きさよりも大きい。幅方向における第二主面電極部１２の外縁１２ｃ，
１２ｄは、幅方向における第一主面電極部１１の外縁１１ｂ，１１ｃよりも外側に配置さ
れる。第二主面電極部１２の幅方向の大きさは、第一主面電極部１１の幅方向の大きさの
１２０～１４０％程度である。また、第一主面電極部１１の他端１Ｂ側の外縁１１ａと誘
電体層６の外縁６ｃとの間は離間している。幅方向における第一主面電極部１１の外縁１
１ｂと誘電体層６の外縁６ｂとの間、及び幅方向における第一主面電極部１１の外縁１１
ｃと誘電体層６の外縁６ｄとの間は離間している。幅方向における第二主面電極部１２の
外縁１２ｃと誘電体層６の外縁６ｂとの間、及び幅方向における第二主面電極部１２の外
縁１２ｄと誘電体層６の外縁６ｄとの間は離間している。第二主面電極部１２の一端１Ａ
側の外縁１２ａと誘電体層６の外縁６ａとの間は離間している。
【００２４】
　第一引出部１４は、第二主面電極部１２の外縁１２ｃから幅方向に延びており、誘電体
層６の外縁６ｂまで達している。第一引出部１６は、第二主面電極部１２の外縁１２ｄか
ら幅方向に延びており、誘電体層６の外縁６ｄまで達している。第一引出部１４，１６の
長手方向における位置は、第一端子電極２の第一側部２ｃ，２ｅに接続できる位置であっ
て、第二主面電極部１２の外縁１２ｃ，１２ｄの他端１Ｂ側に配置されている。すなわち
、第一内部電極１０の長手方向における第一引出部１４，１６の中心軸線ＣＬ１が、第二
主面電極部１２の中心軸線よりも、他端１Ｂ側に配置されている。
【００２５】
　第一実施形態に係る積層型コンデンサＣ１においては、第二主面電極部１２の他端１Ｂ
側の外縁１２ｂは、素体１の長手方向の中央位置よりも一端１Ａ側に配置されている。一
方、第二主面電極部１２の一端１Ａ側の外縁１２ａは、素体１の端面１ａから離間して配
置されている。また、第一引出部１４，１６は、第二主面電極部１２の中心軸線と、他端
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１Ｂ側の外縁１２ｂとの間に配置されている。第二主面電極部１２の幅方向の大きさは、
第一主面電極部１１の幅方向の大きさよりも大きくなっている。なお、第一内部電極１０
は、誘電体層６の幅方向における中心軸線を基準として、線対称な形状となっている。
【００２６】
　本実施形態では、第一引出部１４，１６よりも一端１Ａ側には、誘電体層６の表面が露
出する露出部３１が形成される。露出部３１は、外縁６ａと第二主面電極部１２の外縁１
２ａとの間の辺部３１ａと、外縁６ｂと第二主面電極部１２の外縁１２ｃとの間の辺部３
１ｂと、外縁６ｄと第二主面電極部１２の外縁１２ｄとの間の辺部３１ｃとを有している
。第一引出部１４，１６よりも他端１Ｂ側には、誘電体層６の表面が露出する露出部３２
が形成される。露出部３２は、外縁６ｃと第一主面電極部１１の外縁１１ａとの間の辺部
３２ａと、外縁６ｂと第一主面電極部１１の外縁１１ｂ及び第二主面電極部１２の外縁１
２ｃとの間の辺部３２ｂと、外縁６ｄと第一主面電極部１１の外縁１１ｃ及び第二主面電
極部１２の外縁１２ｄとの間の辺部３２ｃとを有している。
【００２７】
　第二内部電極２０は、素体１の一端１Ａ側から他端１Ｂ側へ向かって順番に第三主面電
極部２１、第四主面電極部２２を有すると共に、第四主面電極部２２と第二端子電極３の
第二側部３ｃ，３ｅとを接続する一対の第二引出部２４，２６を有している。図２中、第
三主面電極部２１、第四主面電極部２２、及び第二引出部２４，２６は、各領域同士を一
点鎖線で区切り、各領域内にハッチング及びドットを付すことによって区別している。
【００２８】
　第三主面電極部２１は、第二内部電極２０のうち、一端１Ａ側に配置される矩形状の領
域である。第四主面電極部２２は、第二内部電極２０のうち、他端１B側に配置される矩
形状の領域である。第四主面電極部２２の幅方向の大きさは、少なくとも第三主面電極部
２１の幅方向の大きさよりも大きい。幅方向における第四主面電極部２２の外縁２２ｃ，
２２ｄは、幅方向における第三主面電極部２１の外縁２１ｂ，２１ｃよりも外側に配置さ
れる。第四主面電極部２２の幅方向の大きさは、第三主面電極部２１の幅方向の大きさの
１２０～１４０％程度である。また、第三主面電極部２１の一端１A側の外縁２１ａと誘
電体層６の外縁６ａとの間は離間している。幅方向における第三主面電極部２１の外縁２
１ｂと誘電体層６の外縁６ｂとの間、及び幅方向における第三主面電極部２１の外縁２１
ｃと誘電体層６の外縁６ｄとの間は離間している。幅方向における第四主面電極部２２の
外縁２２ｃと誘電体層６の外縁６ｂとの間、及び幅方向における第四主面電極部２２の外
縁２２ｄと誘電体層６の外縁６ｄとの間は離間している。第四主面電極部２２の他端１Ｂ
側の外縁２２ａと誘電体層６の外縁６ｃとの間は離間している。
【００２９】
　第二引出部２４は、第四主面電極部２２の外縁２２ｃから幅方向に延びており、誘電体
層６の外縁６ｂまで達している。第二引出部２６は、第四主面電極部２２の外縁２２ｄか
ら幅方向に延びており、誘電体層６の外縁６ｄまで達している。第二引出部２４，２６の
長手方向における位置は、第二端子電極３の第二側部３ｃ，３ｅに接続できる位置であっ
て、第四主面電極部２２の外縁２２ｃ，２２ｄの一端１Ａ側に配置されている。すなわち
、第二内部電極２０の長手方向における第二引出部２４，２６の中心軸線ＣＬ２が、第四
主面電極部２２の中心軸線よりも、一端１Ａ側に配置されている。
【００３０】
　第一実施形態に係る積層型コンデンサＣ１においては、第四主面電極部２２の一端１Ａ
側の外縁２２ｂは、素体１の長手方向の中央位置よりも他端１Ｂ側に配置されている。一
方、第四主面電極部２２の他端１Ｂ側の外縁２２ａは、素体１の端面１ｂから離間して配
置されている。また、第二引出部２４，２６は、第四主面電極部２２の中心軸線と、一端
１Ａ側の外縁２２ｂとの間に配置されている。第四主面電極部２２の幅方向の大きさは、
第三主面電極部２１の幅方向の大きさよりも大きくなっている。なお、第二内部電極２０
は、誘電体層６の幅方向における中心軸線を基準として、線対称な形状となっている。
【００３１】
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　本実施形態では、第二引出部２４，２６よりも他端１Ｂ側には、誘電体層６の表面が露
出する露出部４１が形成される。露出部４１は、外縁６ｃと第四主面電極部２２の外縁２
２ａとの間の辺部４１ａと、外縁６ｂと第四主面電極部２２の外縁２２ｃとの間の辺部４
１ｂと、外縁６ｄと第四主面電極部２２の外縁２２ｄとの間の辺部４１ｃとを有している
。第二引出部２４，２６よりも一端１Ａ側には、誘電体層６の表面が露出する露出部４２
が形成される。露出部４２は、外縁６ａと第三主面電極部２１の外縁２１ａとの間の辺部
４２ａと、外縁６ｂと第三主面電極部２１の外縁２１ｂ及び第四主面電極部２２の外縁２
２ｃとの間の辺部４２ｂと、外縁６ｄと第三主面電極部２１の外縁２１ｃ及び第四主面電
極部２２の外縁２２ｄとの間の辺部４２ｃとを有している。
【００３２】
　このように形成された第一内部電極１０と第二内部電極２０とが、積層方向から見てど
のように重なりあうかについて説明する。第一内部電極１０の第一主面電極部１１と第二
内部電極２０の第三主面電極部２１の幅方向の大きさは同一である。また、第一内部電極
１０の第二主面電極部１２と第二内部電極２０の第四主面電極部２２の幅方向の大きさは
同一である。積層方向から見て、素体１の中央位置付近では、第一主面電極部１１の一部
と第三主面電極部２１の一部とが重なり合う。当該位置では、第一主面電極部１１の幅方
向の外縁１１ｂ，１１ｃと第三主面電極部２１の幅方向の外縁２１ｂ，２１ｃとは、積層
方向から見て一致する。積層方向から見て、素体１の一端１Ａ側では、第二主面電極部１
２の一部と第三主面電極部２１の一端１Ａ側における先端部分とが重なり合う。当該位置
では、第二主面電極部１２の外縁１２ａ，１２ｃ，１２ｄは、積層方向から見て、第三主
面電極部２１の一端１Ａ側における先端部分を取り囲むように配置されている。積層方向
から見て、素体１の他端１Ｂ側では、第四主面電極部２２の一部と第一主面電極部１１の
他端１Ｂ側における先端部分とが重なり合う。当該位置では、第四主面電極部２２の外縁
２２ａ，２２ｃ，２２ｄは、積層方向から見て、第一主面電極部１１の他端１Ｂ側におけ
る先端部分を取り囲むように配置されている。重なり合う部分においてコンデンサの容量
成分が形成される。
【００３３】
　次に、図３及び図４を参照して、本実施形態に係る積層型コンデンサＣ１の作用・効果
について説明する。図４は、従来の積層型コンデンサにおける内部電極を積層方向から見
た図である。図４に示すように、従来の積層型コンデンサは、第二主面電極部１１２が一
端１Ａ側全面に形成されており、第一端子電極２の第一端部２ａ、第一側部２ｃ，２ｅに
接続されている。また、第四主面電極部１２２が他端１Ｂ側全面に形成されており、第二
端子電極３の第二端部３ａ、第二側部３ｃ，３ｅに接続されている。ここで、素体１の積
層時、誘電体層と内部電極とを当接させて焼成した場合、当該部分は固定強度が不十分と
なる場合がある。一方、内部電極が形成されておらず誘電体層が露出している部分は、一
枚上側の誘電体層の裏面と誘電体同士で当接される。誘電体層同士が当接している部分は
、焼成時、強固に密着される。従来の積層型コンデンサは、第一内部電極１１０の他端１
Ｂ側には露出部１３２が形成されているため強固に密着することができるが、第二主面電
極部１１２は一端１Ａ側の誘電体層６表面全体を覆っているため、一端１Ａ側での固定強
度が不十分となる。また、第二内部電極１２０の一端１Ａ側には露出部１４２が形成され
ているため強固に密着することができるが、第四主面電極部１２２は他端１Ｂ側の誘電体
層６表面全体を覆っているため、他端１Ｂ側での固定強度が不十分となる。
【００３４】
　本実施形態に係る積層型コンデンサＣ１では、第二主面電極部１２の外縁１２ａ，１２
ｃ，１２ｄは、一端１Ａ側における端面１ａ及び側面１ｅ，１ｆから離間することで、第
一内部電極１０が形成されている誘電体層６の一端１Ａ側に誘電体層６の表面が露出する
露出部３１が形成される。すなわち、第一内部電極１０が形成される誘電体層６には、異
極側の第二端子電極３側の露出部３２のみならず、同極側の第一端子電極２側の露出部３
１が形成される。また、第四主面電極部２２の外縁２２ａ，２２ｃ，２２ｄは、他端１Ｂ
側における端面１ｂ及び側面１ｅ，１ｆから離間することで、第二内部電極２０が形成さ
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れている誘電体層６の他端１Ｂ側に誘電体層６の表面が露出する露出部４１が形成される
。すなわち、第二内部電極２０が形成される誘電体層６には、異極側の第一端子電極２側
の露出部４２のみならず、同極側の第二端子電極３側の露出部４１が形成される。これに
よって、第一内部電極１０が形成される誘電体層６及び第二内部電極２０が形成される誘
電体層６は、一端１Ａ側及び他端１Ｂ側の両方において、一枚上側の誘電体層６と強固に
固定される。素体１は、両端側において、各誘電体層６同士が強固に固定され、密着性が
向上する。特に、引出部と同極の端子電極側は、異極側に比して誘電体層の露出部分が狭
くなるため露出部の面積を大きくすることが求められるが、第一引出部１４，１６は、幅
方向における第二主面電極部１２の外縁１２ｃ，１２ｄの、他端１Ｂ側に接続されている
ため、第一内部電極１０が形成される誘電体層６における一端１Ａ側の露出部３１を広く
することができる。第二引出部２４，２６は、幅方向における第四主面電極部２２の外縁
２２ｃ，２２ｄの、一端１Ａ側に接続されているため、第二内部電極２０が形成される誘
電体層６における他端１Ｂ側の露出部４１を広くすることができる。従って、素体１は、
両端側において、各誘電体層６同士が更に強固に固定され、密着性が向上する。
【００３５】
　また、第一引出部１４が第二主面電極部１２と第一端子電極２の第一側部２ｃとを接続
し、第二引出部２４が第四主面電極部２２と第二端子電極３の第二側部３ｃとを接続して
いる。また、第一引出部１６が第二主面電極部１２と第一端子電極２の第一側部２ｅとを
接続し、第二引出部２６が第四主面電極部２２と第二端子電極３の第二側部３ｅとを接続
している。このように、異極性となる第一引出部１４と第二引出部２４が、素体１の同一
側面１ｅ側に引き出され、各端子電極２，３にも側面１ｅ側に側部２ｃ，３ｃが形成され
ている。また、異極性となる第一引出部１６と第二引出部２６が、素体１の同一側面１ｆ
側に引き出され、各端子電極２，３にも側面１ｆ側に側部２ｅ，３ｅが形成されている。
従って、内部電極を単に素体１の端面１ａや端面１ｂから引き出したものに比して、異極
性となる第一引出部１４，１６と第二引出部２４，２６との間の引出電極間距離が短くな
る。すなわち、電流経路ＥＬ１，ＥＬ２が短くなり、ＥＳＬを低減することができる。ま
た、例えば、内部電極を幅方向において実装面側の端子電極の側部に移動させることでＥ
ＳＬの低減をはかる場合、逆側の側部を実装すると逆にＥＳＬが増加する。しかし、本実
施形態に係る積層型コンデンサＣ１は、各引出部が素体１の側面に引き出されることによ
って、実装方向によるＥＳＬのばらつきを低減することができる。特に、第一引出部１４
，１６は、幅方向における第二主面電極部１２の外縁１２ｃ，１２ｄの、他端１Ｂ側に接
続され、第二引出部２４，２６は、幅方向における第四主面電極部２２の外縁２２ｃ，２
２ｄの、一端１Ａ側に接続されているため、電流経路ＥＬ１，ＥＬ２を更に短くすること
ができ、ＥＳＬを一層低減することができる。
【００３６】
　また、第一内部電極１０及び第二内部電極２０の幅方向において、第二主面電極部１２
の外縁１２ｃ，１２ｄは、第一主面電極部１１の外縁１１ｂ，１１ｃよりも外側に配置さ
れると共に、第二主面電極部１２の外縁１２ａ，１２ｃ，１２ｄは、積層方向から見て、
第三主面電極部２１の一端１Ａ側における先端部分を取り囲むように配置されている。ま
た、幅方向において、第四主面電極部２２の外縁２２ｃ，２２ｄは、第三主面電極部２１
の外縁２１ｂ，２１ｃよりも外側に配置されると共に、第四主面電極部２２の外縁２２ａ
，２２ｃ，２２ｄは、積層方向から見て、第一主面電極部１１の他端１Ｂ側における先端
部分を取り囲むように配置されている。例えば、積層方向から見て、第一内部電極の第二
主面電極部と第二内部電極の第三主面電極部の大きさが同一であった場合、誘電体層６の
積層時に積層ずれが生じたときに、第二主面電極部と第三主面電極部との間に、重なり合
わず容量成分を形成しない領域が発生する。これによって、積層型コンデンサの静電容量
のばらつきが生じる可能性がある。しかし、本実施形態に係る積層型コンデンサＣ１では
、積層ずれが生じたとしても、第二主面電極部１２は、第三主面電極部２１と重なった状
態を維持することができ、第四主面電極部２２は、第一主面電極部１１と重なった状態を
維持することができる。従って、積層ずれによる静電容量のばらつきを抑制することがで
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きる。以上によって、積層型コンデンサＣ１の信頼性を向上させることができる。
【００３７】
　［第二実施形態］
　本発明の第二実施形態に係る積層型コンデンサについて、図５を参照して説明する。図
５は、第二実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極を積層方向
から見た図である。第二実施形態に係る積層型コンデンサは、第一内部電極２１０の第一
引出部２１４，２１６及び第二内部電極２２０の第二引出部２２４，２２６の位置が異な
る点で、第一実施形態に係る積層型コンデンサと主に相違している。
【００３８】
　具体的には、第一引出部２１４は、幅方向における第二主面電極部１２の外縁１２ｃの
、他端１Ｂ側の端部に接続されている。すなわち、第一引出部２１４の他端１Ｂ側の外縁
が、第二主面電極部１２の他端１Ｂ側の外縁１２ｂと一致している。第一引出部２１６は
、幅方向における第二主面電極部１２の外縁１２ｄの、他端１Ｂ側の端部に接続されてい
る。すなわち、第一引出部２１６の他端１Ｂ側の外縁が、第二主面電極部１２の他端１Ｂ
側の外縁１２ｂと一致している。また、第二引出部２２４は、幅方向における第四主面電
極部２２の外縁２２ｃの、一端１Ａ側の端部に接続されている。すなわち、第二引出部２
２４の一端１Ａ側の外縁が、第四主面電極部２２の一端１Ａ側の外縁２２ｂと一致してい
る。第二引出部２２６は、幅方向における第四主面電極部２２の外縁２２ｄの、一端１Ａ
側の端部に接続されている。すなわち、第二引出部２２６の一端１Ａ側の外縁が、第四主
面電極部２２の一端１Ａ側の外縁２２ｂと一致している。
【００３９】
　第二実施形態に係る積層型コンデンサによれば、第一引出部２１４，２１６よりも一端
１Ａ側において、誘電体層６の表面が露出する露出部３１の面積を大きくすることができ
る。また、第二引出部２２４，２２６よりも他端１Ｂ側において、誘電体層６の表面が露
出する露出部４１の面積を大きくすることができる。従って、各誘電体層６同士が更に強
固に固定され、素体１の密着性が向上する。更に、第一引出部２１４，２１６と第二引出
部２２４，２２６との間の距離を短くすることによって、電流経路ＥＬ１，ＥＬ２を更に
短くすることができ、ＥＳＬを一層低減することができる。
【００４０】
　［第三実施形態］
　本発明の第三実施形態に係る積層型コンデンサについて、図６を参照して説明する。図
６は、第三実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極を積層方向
から見た図である。第三実施形態に係る積層型コンデンサは、第二主面電極部３１２及び
第四主面電極部３２２の四隅に傾斜部が形成されている点で、第一実施形態に係る積層型
コンデンサと相違する。
【００４１】
　具体的に、第二主面電極部３１２の幅方向の外縁において、第一引出部１４，１６より
も一端１Ａ側には、一端１Ａ側へ向かって内側に傾斜する傾斜部３１２ｂ，３１２ｄが形
成され、第一引出部１４，１６よりも他端１Ｂ側には、他端１Ｂ側へ向かって内側に傾斜
する傾斜部３１２ｃ，３１２ｅが形成される。また、第四主面電極部３２２の幅方向の外
縁において、第二引出部２４，２６よりも他端１Ｂ側には、他端１Ｂ側へ向かって内側に
傾斜する傾斜部３２２ｂ，３２２ｄが形成され、第二引出部２４，２６よりも一端１Ａ側
には、一端１Ａ側へ向かって内側に傾斜する傾斜部３２２ｃ，３２２ｅが形成される。な
お、傾斜部を形成した場合であっても、積層方向から見て、第二主面電極部３１２の外縁
は第三主面電極部２１の一端１Ａ側の先端部分を取り囲み、第四主面電極部３２２の外縁
は第一主面電極部１１の他端１Ｂ側の先端部分を取り囲む。
【００４２】
　第三実施形態に係る積層型コンデンサによれば、第二主面電極部３１２の四隅に傾斜部
３１２ｂ，３１２ｃ，３１２ｄ，３１２ｅを形成し、第四主面電極部３２２の四隅に傾斜
部３２２ｂ，３２２ｃ，３２２ｄ，３２２ｅを形成することによって、誘電体層６の表面
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が露出する露出部の面積を大きくすることができる。これによって、各誘電体層６同士が
更に強固に固定され、素体１の密着性が向上する。
【００４３】
　［第四実施形態］
　本発明の第四実施形態に係る積層型コンデンサについて、図７を参照して説明する。図
７は、第四実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極を積層方向
から見た図である。第四実施形態に係る積層型コンデンサは、第一内部電極４１０の第一
引出部４１４，４１６、及び第二内部電極４２０の第二引出部４２４，４２６の形状が、
第一実施形態に係る積層型コンデンサと相違する。
【００４４】
　具体的に、第一内部電極４１０の第一引出部４１４，４１６は、第二主面電極部１２か
ら幅方向へそれぞれ延びる第一幅狭部４１４ａ，４１６ａを有すると共に、第一端子電極
２の第一側部２ｃ，２ｅと接続される部分に、一端１Ａ側へ延びる第一接続部４１４ｂ，
４１６ｂを有している。また、第二内部電極４２０の第二引出部４２４，４２６は、第四
主面電極部２２から幅方向へそれぞれ延びる第二幅狭部４２４ａ，４２６ａを有すると共
に、第二端子電極３の第二側部３ｃ，３ｅと接続される部分に、他端１Ｂ側へ延びる第二
接続部４２４ｂ，４２６ｂを有する。第一引出部４１４，４１６は、第一実施形態に係る
第一引出部１４，１６に対して、一端１Ａ側から他端１Ｂ側へ延びるスリット４１４ｃ，
４１６ｃが形成された形状である。また、第二引出部４２４，４２６は、第一実施形態に
係る第二引出部２４，２６に対して、他端１Ｂ側から一端１Ａ側へ延びるスリット４２４
ｃ，４２６ｃが形成された形状である。スリット４１４ｃ，４１６ｃ，４２４ｃ，４２６
ｃの長手方向において引出部１４，１６，２４，２６に対してスリットの占める割合は５
０～７０％であり、幅方向において引出部１４，１６，２４，２６に対してスリットの占
める割合は３０～５０％である。このような構成とすることによって、素体１内側にそれ
ぞれ配置される幅狭部４１４ａ，４１６ａ，４２４ａ，４２６ａで電流経路ＥＬ１，ＥＬ
２を短くすることができ、低ＥＳＬとしつつも、接続部４１４ｂ，４１６ｂ，４２４ｂ，
４２６ｂを形成することによって、端子電極２，３との接続性も確保することができる。
更に、幅狭部４１４ａ，４１６ａ，４２４ａ，４２６ａと接続部４１４ｂ，４１６ｂ，４
２４ｂ，４２６ｂとの間のスリット４１４ｃ，４１６ｃ，４２４ｃ，４２６ｃでは、誘電
体層６の表面が露出しているため、各露出部３１，３２，４１，４２の露出面積を広くす
ることができる。これによって、素体１の密着性を向上することができる。
【００４５】
　［第五実施形態］
　本発明の第五実施形態に係る積層型コンデンサについて、図８を参照して説明する。図
８は、第五実施形態に係る積層型コンデンサの第一内部電極及び第二内部電極を積層方向
から見た図である。第五実施形態に係る積層型コンデンサは、第一内部電極５１０の第二
主面電極部５１２の長手方向における長さ、及び第二内部電極５２０の第四主面電極部５
２２の長手方向における長さがことなる点で、第一実施形態に係る積層型コンデンサと相
違する。
【００４６】
　具体的に、第一内部電極５１０及び第二内部電極５２０の長手方向における第二主面電
極部５１２の外縁５１２ａと第三主面電極部２１の外縁２１ａとの間の隙間は、幅方向に
おける第二主面電極部５１２の外縁５１２ｃ，５１２ｄと第三主面電極部２１の外縁２１
ｂ，２１ｃとの間の隙間よりも小さく、第四主面電極部５２２の外縁５２２ａと第一主面
電極部１１の外縁１１ａとの間の隙間は、幅方向における第四主面電極部５２２の外縁５
２２ｃ，５２２ｄと第一主面電極部１１の外縁１１ｂ，１１ｃとの間の隙間よりも小さい
。このような構成とすることによって、素体１の端面１ａと第二主面電極部５１２の一端
１Ａ側の外縁５１２ａとの間の距離が大きくなり、一端１Ａ側で誘電体層６の表面が露出
する露出部３１の辺部３１ａの面積を大きくすることができる。また、素体１の端面１ｂ
と第四主面電極部５２２の他端１Ｂ側の外縁５２２ａとの間の距離が大きくなり、他端１
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Ｂ側で誘電体層６の表面が露出する露出部４１の辺部４１ａの面積を大きくすることがで
きる。これによって、素体１の密着性を向上することができる。
【００４７】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。例えば、図１に示す積層型コ
ンデンサＣ１では、端子電極２，３は、四つの側面を覆っていたが、少なくとも側面１ｄ
，１ｆが覆われていればよく、側面１ｃ，１ｅが覆われていなくてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１…素体、１ａ，１ｂ…端面、１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ…側面、１Ａ…素体の一端、１
Ｂ…素体の他端、２…第一端子電極、２ａ…第一端部、２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ…第一側
部、３…第二端子電極、３ａ…第二端部、３ｂ，３ｃ，３ｄ，３ｅ…第二側部、６…誘電
体層、１０，２１０，３１０，４１０，５１０…第一内部電極、１１…第一主面電極部、
１１ｂ，１１ｃ…外縁、１２，３１２，５１２…第二主面電極部、１２ａ，１２ｃ，１２
ｄ，３１２ａ，３１２ｃ，３１２ｄ，５１２ａ，５１２ｃ，５１２ｄ…外縁、１４，１６
，２１４，２１６，４１４，４１６…第一引出部、４１４ａ，４１６ａ…第一幅狭部、４
１４ｂ，４１６ｂ…第一接続部、２０，２１０，３２０，４２０，５２０…第二内部電極
、２１…第三主面電極部、２１ｂ，２１ｃ…外縁、２２，３２２，５２２…第四主面電極
部、２２ａ，２２ｃ，２２ｄ，３２２ａ，３２２ｃ，３２２ｄ，５２２ａ，５２２ｃ，５
２２ｄ…外縁、２４，２６，２２４，２２６，４２４，４２６…第二引出部、４２４ａ，
４２６ａ…第二幅狭部、４２４ｂ，４２６ｂ…第二接続部。

【図１】 【図２】
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