
JP 4737301 B2 2011.7.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の誘電体層が積層された素体と、
　前記素体の外表面に配置された第１及び第２の端子電極と、
　前記素体の外表面に配置された第１及び第２の外部接続導体と、
　前記素体の内部において互いに離間して同一の層に配置された第１及び第３の内部電極
と、
　前記素体の内部において互いに離間して同一の層に配置された第２及び第４の内部電極
と、を備え、
　前記第１の内部電極は、前記第１の端子電極と前記第１の外部接続導体とに接続され、
　前記第２の内部電極は、前記第２の端子電極と前記第２の外部接続導体とに接続され、
　前記第３の内部電極は、前記第１の外部接続導体に接続され、
　前記第４の内部電極は、前記第２の外部接続導体に接続され、
　前記誘電体層の積層方向から見て、前記第３及び第４の内部電極が少なくとも一部にお
いて互いに重なるように位置すると共に、前記第１の内部電極が前記第２及び前記第４の
内部電極に重ならないように位置し且つ前記第２の内部電極が前記第１及び前記第３の内
部電極に重ならないように位置することを特徴とする積層コンデンサ。
【請求項２】
　前記第１及び第２の外部接続導体のうち、少なくとも一方の外部接続導体の接続長さは
、前記第１及び第２の端子電極のうち、少なくとも一方の端子電極の接続長さよりも長い
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ことを特徴とする請求項１に記載の積層コンデンサ。
【請求項３】
　前記第１及び第２の外部接続導体のうち、少なくとも一方の外部接続導体は、外表面上
で互いに離間している第１及び第２の導体部を有し、
　前記第１及び第２の導体部は、前記素体の内部に配置された内部接続導体により接続さ
れることを特徴とする請求項１に記載の積層コンデンサ。
【請求項４】
　前記第１及び第２の外部接続導体それぞれは、外表面上で互いに離間している第１及び
第２の導体部を有し、
　前記第１及び第２の外部接続導体の第１の導体部それぞれが直方体形状からなる前記素
体の第１の側面に隣接して配置され、
　前記第１及び第２の外部接続導体の第２の導体部それぞれが前記第１の側面に対向する
第２の側面に隣接して配置されることを特徴とする請求項１に記載の積層コンデンサ。
【請求項５】
　前記素体の内部において前記第１及び第３の内部電極と互いに離間して前記第１及び第
３の内部電極が配置された層に配置され且つ前記第２の外部接続導体に接続される第５の
内部電極と、
　前記素体の内部において前記第２及び第４の内部電極と互いに離間して前記第２及び第
４の内部電極が配置された層に配置され且つ前記第１の外部接続導体に接続される第６の
内部電極とを備えたことを特徴とする請求項４に記載の積層コンデンサ。
【請求項６】
　前記第１及び第２の端子電極と前記第１及び第２の外部接続導体とをそれぞれ複数備え
ると共に、複数の前記第１及び第２の端子電極と複数の前記第１及び第２の外部接続導体
とに対応するように、前記第１及び第３の内部電極と前記第２及び第４の内部電極とをそ
れぞれ複数備えることを特徴とする請求項１に記載の積層コンデンサ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層コンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、積層コンデンサとして、直方体形状のコンデンサ素体の外表面に端子電極と外部
接続導体とを配置し、コンデンサ素体内に、端子電極及び外部接続導体の両方に接続され
る内部電極と外部接続導体のみに接続される別の内部電極とを各極性毎に配置したものが
知られている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に開示されている積層コンデンサ
では、各内部電極が誘電体層を介して異極性の電極が隣り合うように積層されると共に、
それぞれの内部電極が、近接する同極性の内部電極に流れる電流の向きと逆向きの電流が
流れる部分を有している。このように電流が逆向きに流れる部分を各内部電極が有するこ
とにより、特許文献１に開示されている積層コンデンサでは、磁界が相殺されて等価直列
インダクタンス（以下「ＥＳＬ」と記す）が低減されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３―１６８６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された積層コンデンサでは、電流が逆向きに流れる部
分を有することでＥＳＬを低減させることはできるものの、端子電極に接続されて等価直
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列抵抗（以下「ＥＳＲ」と記す）を構成する内部電極が異極性の内部電極と隣接して対向
配置されることから、両内部電極間において、予定していない静電容量（以下「寄生容量
」とも記す）Ｃｐが発生してしまうことがあった。発生した寄生容量Ｃｐは、図４に示さ
れるように、積層コンデンサの等価回路において、抵抗成分ＥＳＲに並列に接続され、そ
の結果、積層コンデンサの高周波帯域でのインピーダンスを低下させる畏れがあった（図
５の（ｂ）の点線参照）。
【０００５】
　本発明は、ＥＳＬを低減させつつ、高周波帯域でのインピーダンスの低下を抑制するこ
とが可能な積層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】
　本発明に係る積層コンデンサは、複数の誘電体層が積層された素体と、素体の外表面に
配置された第１及び第２の端子電極と、素体の外表面に配置された第１及び第２の外部接
続導体と、素体の内部において互いに離間して同一の層に配置された第１及び第３の内部
電極と、素体の内部において互いに離間して同一の層に配置された第２及び第４の内部電
極と、を備え、第１の内部電極は、第１の端子電極と第１の外部接続導体とに接続され、
第２の内部電極は、第２の端子電極と第２の外部接続導体とに接続され、第３の内部電極
は、第１の外部接続導体に接続され、第４の内部電極は、第２の外部接続導体に接続され
、誘電体層の積層方向から見て、第３及び第４の内部電極が少なくとも一部において互い
に重なるように位置すると共に、第１の内部電極が第２及び第４の内部電極に重ならない
ように位置し且つ第２の内部電極が第１及び第３の内部電極に重ならないように位置する
ことを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る積層コンデンサでは、第１及び第３の内部電極が第１の外部接続導体に接
続されると共に第２及び第４の内部電極が第２の外部接続導体に接続されている。このた
め、第１及び第３の内部電極それぞれは、電流が相互に逆向きに流れる部分を有し、また
、第２及び第４の内部電極それぞれも電流が相互に逆向きに流れる部分を有することとな
る。このように電流が逆向きに流れる部分を各内部電極が有することで磁界が相殺され、
ＥＳＬを低減させることが可能となる。さらに、本発明に係る積層コンデンサでは、誘電
体層の積層方向から見て、第３及び第４の内部電極が少なくとも一部において互いに重な
るように位置すると共に、第１の内部電極が第２及び第４の内部電極に重ならないように
位置し且つ第２の内部電極が第１及び第３の内部電極に重ならないように位置するように
している。このため、積層コンデンサに電流が流れた際、第３及び第４の内部電極の間で
予定していた容量成分が発生する一方、第１の内部電極と第２及び第４の内部電極との間
や第２の内部電極と第１及び第３の内部電極との間での寄生容量の発生が抑制される。そ
の結果、本発明に係る積層コンデンサでは、高周波帯域におけるインピーダンスの急峻な
低下といった寄生容量による影響が抑制され、フラットなインピーダンス特性とすること
が可能となる。
【０００８】
　本発明に係る積層コンデンサでは、第１及び第３の内部電極が第１の外部接続導体を介
して接続され、第２及び第４の内部電極が第２の外部接続導体を介して接続されている。
この場合、二つの内部電極を一つの接続導体を介して接続することから、外部接続導体に
接続される各内部電極の接続部分の幅が狭くなり、しかも、両内部電極を接続することで
電流経路が長くなることから、ＥＳＲを高くすることができる。さらに、本発明に係る積
層コンデンサでは、第１及び第３の内部電極が同一の層に、第２及び第４の内部電極が別
の同一の層にそれぞれ配置されていることから、二種類の内部電極層から積層コンデンサ
を構成することができる。このため、四種類の内部電極層から積層コンデンサを構成する
場合に比べて、積層コンデンサを容易に製造することができ、その結果、製造コストの低
減を図ることができる。
【０００９】
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　好ましくは、第１及び第２の外部接続導体のうち、少なくとも一方の外部接続導体の接
続長さが、第１及び第２の端子電極のうち、少なくとも一方の端子電極の接続長さよりも
長い。この場合、各内部電極と外部接続導体との接続を確実に行うことができ、接続不良
を防止できる。
【００１０】
　好ましくは、第１及び第２の外部接続導体のうち、少なくとも一方の外部接続導体は、
外表面上で互いに離間している第１及び第２の導体部を有し、第１及び第２の導体部は、
素体の内部に配置された内部接続導体により接続される。この場合、各内部電極だけでな
く、内部接続導体も電流が相互に逆向きに流れる部分を有することとなり、ＥＳＬを一層
、低減させることが可能となる。さらに、内部接続導体を介して内部電極同士が接続され
ることになるため、電流経路がより長くなり、ＥＳＲを一層、高めることが可能となる。
【００１１】
　好ましくは、第１及び第２の外部接続導体それぞれは、外表面上で互いに離間している
第１及び第２の導体部を有し、第１及び第２の外部接続導体の第１の導体部それぞれが直
方体形状からなる素体の第１の側面に隣接して配置され、第１及び第２の外部接続導体の
第２の導体部それぞれが第１の側面に対向する第２の側面に隣接して配置される。この場
合、隣接する外部接続導体間を流れる電流が逆向きとなり、ＥＳＬを一層、低減させるこ
とが可能となる。
【００１２】
　好ましくは、素体の内部において第１及び第３の内部電極と互いに離間して第1及び第
３の内部電極が配置された層に配置され且つ第２の外部接続導体に接続される第５の内部
電極と、素体の内部において第２及び第４の内部電極と互いに離間して第２及び第４の内
部電極が配置された層に配置され且つ第１の外部接続導体に接続される第６の内部電極と
を備える。この場合、外部接続導体のみに接続される内部電極を、同極性の内部電極と異
なる層に配置することで電流経路をより長くすることとなり、ＥＳＲをより一層、高める
ことが可能となる。
【００１３】
　好ましくは、第１及び第２の端子電極と第１及び第２の外部接続導体とをそれぞれ複数
備えると共に、複数の第１及び第２の端子電極と複数の第１及び第２の外部接続導体とに
対応するように、第１及び第３の内部電極と第２及び第４の内部電極とをそれぞれ複数備
える。この場合、ＥＳＬを低減させつつ、高周波帯域でのインピーダンスの低下を抑制し
得る積層コンデンサのアレイ化を図ることができる。
【００１４】
　本発明によれば、ＥＳＬを低減させつつ、高周波帯域でのインピーダンスの低下を抑制
することが可能な積層コンデンサを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態に係る積層コンデンサの斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る積層コンデンサに含まれる誘電体素体の分解斜視図である。
【図３】第１実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表
す図である。
【図４】積層コンデンサの等価回路図である。
【図５】第１実施形態に係る積層コンデンサ及び従来の積層コンデンサのインピーダンス
特性を示す図である。
【図６】第２実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表
す図である。
【図７】第３実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表
す図である。
【図８】第４実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表
す図である。
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【図９】第５実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表
す図である。
【図１０】第６実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を
表す図である。
【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１実施形態）
　図１～図５を参照して、本実施形態に係る積層コンデンサ１の構成について説明する。
図１は、第１実施形態に係る積層コンデンサの斜視図である。図２は、第１実施形態に係
る積層コンデンサに含まれる誘電体素体の分解斜視図である。図３は、第１実施形態に係
る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表す図である。図４は、積層
コンデンサの等価回路図である。図５は、第１実施形態に係る積層コンデンサ及び従来の
積層コンデンサのインピーダンス特性を示す図である。
【００１８】
　積層コンデンサ１は、図１及び図２に示されるように、誘電体素体１０、第１の端子電
極２０、第２の端子電極２１、第１の外部接続導体２２、第２の外部接続導体２３、第１
の内部電極層３０、及び第２の内部電極層３５を備えている。第１及び第２の内部電極層
３０，３５は、誘電体素体１０を構成する誘電体層１２を介在させて交互に積層され、誘
電体素体１０の内部に配置される。
【００１９】
　誘電体素体１０は、略長方体形状であり、互いに対向する第１及び第２の主面１０ａ，
１０ｂと、互いに対向する第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄと、互いに対向する第３及
び第４の側面１０ｅ，１０ｆとを有する。第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄは、長方形
状の第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂ間を連結するように第１及び第２の主面１０ａ，
１０ｂの長辺方向に伸びている。第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆは、第１及び第２の
主面１０ａ，１０ｂを連結するように第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂの短辺方向に伸
びている。誘電体素体１０は、通常、焼成後にバレル研磨されるため、誘電体素体１０の
稜部が所定の大きさの曲率を有する曲面状を呈した略直方体形状となっている。
【００２０】
　誘電体素体１０は、図２に示されるように、複数の誘電体層１２を有している。誘電体
素体１０は、複数の誘電体層１２が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂが対向する方向（
以下「積層方向」とも記す）に積層されることにより構成されており、誘電特性を有して
いる。複数の誘電体層１２のうち最上層の誘電体層１２の上面が第１の主面１０ａとなり
、最下層の誘電体層１２の下面が第２の主面１０ｂとなる。各誘電体層１２は、例えば誘
電体セラミック（ＢａＴｉＯ3系、Ｂａ（Ｔｉ，Ｚｒ）Ｏ3系、又は（Ｂａ，Ｃａ）ＴｉＯ

3系等の誘電体セラミック）を含むセラミックグリーンシートの焼結体から構成される。
実際の積層コンデンサ１では、各誘電体層１２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。
【００２１】
　第１及び第２の端子電極２０，２１は、積層コンデンサ１を実装する際、第１及び第２
の内部電極層３０，３５の内部電極を、所定の極性に接続させるための電極である。第１
及び第２の端子電極２０，２１は、導電性金属粉末及びガラスフリットを含む導電性ペー
ストを焼き付けることによって形成され、誘電体素体１０の外表面に配置される。
【００２２】
　第１の端子電極２０は、誘電体素体１０の外表面である第３の側面１０ｅに配置される
。第１の端子電極２０は、第３の側面１０ｅを覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ
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，１０ｂや第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに回り込むように形成されている。第２の
端子電極２１は、誘電体素体１０の外表面である第４の側面１０ｆに配置される。第２の
端子電極２１は、第４の側面１０ｆを覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂ
や第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに回り込むように形成されている。
【００２３】
　第１及び第２の外部接続導体２２，２３は、第１及び第２の内部電極層３０，３５のう
ち同一の極性となる内部電極同士を接続するための導体である。第１及び第２の外部接続
導体２２，２３自体は、所定の極性に接続されない。第１及び第２の外部接続導体２２，
２３は、第１及び第２の端子電極２０，２１と同様に導電性ペーストを焼き付けることに
よって形成され、誘電体素体１０の外表面に配置される。第１及び第２の外部接続導体２
２，２３を構成する導電性ペーストは、酸化ルテニウム等を含有する高抵抗の導電性ペー
ストであってもよい。
【００２４】
　第１の外部接続導体２２は、誘電体素体１０の外表面である第１の側面１０ｃに配置さ
れる。第１の外部接続導体２２は、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第
１の側面１０ｃの中央部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込
むように形成されている。第２の外部接続導体２３は、誘電体素体１０の外表面である第
２の側面１０ｄに配置される。第２の外部接続導体２３は、第３及び第４の側面１０ｅ，
１０ｆの対向方向での第２の側面１０ｄの中央部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面
１０ａ，１０ｂに回り込むように形成されている。
【００２５】
　第１の内部電極層３０は、図２及び図３に示されるように、第１の内部電極３１と第３
の内部電極３２とを含んでいる。第１の内部電極３１と第３の内部電極３２とは、誘電体
素体１０の同一の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態とな
っている。第１の内部電極３１は、第１の端子電極２０と第１の外部接続導体２２とに接
続されている。第３の内部電極３２は、第１の外部接続導体２２に接続されている。両内
部電極３１，３２は、積層型の電気素子の内部電極として通常用いられる導電性材料（例
えば卑金属であるＮｉ等）からなる。
【００２６】
　第１の内部電極３１は、Ｌ字形状を呈し、第１電極部３１ａと第２電極部３１ｂとを有
する。第１電極部３１ａは、Ｌ字形状の第１の内部電極３１において、第３及び第４の側
面１０ｅ，１０ｆの対向方向に伸びる部分である。第２電極部３１ｂは、Ｌ字形状の第１
の内部電極３１において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分で
ある。第１の内部電極３１は、第１電極部３１ａの一端が第３の側面１０ｅに引き出され
て露出すると共に第２電極部３１ｂの一端が第１の側面１０ｃに引き出されて露出するよ
うになっている。第１の内部電極３１は、第１電極部３１ａ及び第２電極部３１ｂの一端
が各側面１０ｅ，１０ｃにそれぞれ露出することで、第１の端子電極２０と第１の外部接
続導体２２とに物理的且つ電気的に接続される。
【００２７】
　第３の内部電極３２は、略Ｔ字形状を呈し、主電極部３２ａと引出部３２ｂとを有する
。主電極部３２ａは、誘電体層１２を介在させて対向する内部電極との間で容量成分Ｃを
形成する部分である。主電極部３２ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向
が長手方向となる矩形形状を呈し、誘電体層１２の略中央部分に配置される。引出部３２
ｂは、主電極部３２ａを外表面に引き出すための部分であり、第３の内部電極３２におい
て、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。引出部３２ｂは
、主電極部３２ａの長辺方向の中央部より第４の側面１０ｆ側の部分で主電極部３２ａに
接続するように形成されている。第３の内部電極３２は、引出部３２ｂの一端が第１の側
面１０ｃに引き出されて露出するようになっている。第３の内部電極３２は、引出部３２
ｂの一端が第１の側面１０ｃに露出することで、第１の外部接続導体２２と物理的且つ電
気的に接続される。
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【００２８】
　第２の内部電極層３５は、第２の内部電極３６と第４の内部電極３７とを含んでいる。
第２の内部電極３６と第４の内部電極３７とは、第１の内部電極層３０が配置される誘電
体層１２とは別の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態とな
っている。第２の内部電極３６は、第２の端子電極２１と第２の外部接続導体２３とに接
続されている。第４の内部電極３７は、第２の外部接続導体２３に接続されている。両内
部電極３６，３７は、積層型の電気素子の内部電極として通常用いられる導電性材料（例
えば卑金属であるＮｉ等）からなる。
【００２９】
　第２の内部電極３６は、Ｌ字形状を呈し、第１電極部３６ａと第２電極部３６ｂとを有
する。第１電極部３６ａは、Ｌ字形状の第２の内部電極３６において、第３及び第４の側
面１０ｅ，１０ｆの対向方向に伸びる部分である。第２電極部３６ｂは、Ｌ字形状の第２
の内部電極３６において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分で
ある。第２の内部電極３６は、第１電極部３６ａの一端が第４の側面１０ｆに引き出され
て露出すると共に第２電極部３６ｂの一端が第２の側面１０ｄに引き出されて露出するよ
うになっている。第２の内部電極３６は、第１電極部３６ａ及び第２電極部３６ｂの一端
が各側面１０ｆ，１０ｄにそれぞれ露出することで、第２の端子電極２１と第２の外部接
続導体２３とに物理的且つ電気的に接続される。
【００３０】
　第４の内部電極３７は、略Ｔ字形状を呈し、主電極部３７ａと引出部３７ｂとを有する
。主電極部３７ａは、誘電体層１２を介在させて対向する第３の内部電極３２の主電極部
３２ａとの間で容量成分Ｃを形成する部分である。主電極部３７ａは、第３及び第４の側
面１０ｅ，１０ｆの対向方向が長手方向となる矩形形状を呈し、誘電体層１２の略中央部
分に配置される。引出部３７ｂは、主電極部３７ａを外表面に引き出すための部分であり
、第４の内部電極３７において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる
部分である。引出部３７ｂは、主電極部３７ａの長辺方向の中央部より第３の側面１０ｅ
側の部分で主電極部３７ａに接続するように形成されている。第４の内部電極３７は、引
出部３７ｂの一端が第２の側面１０ｄに引き出されて露出するようになっている。第４の
内部電極３７は、引出部３７ｂの一端が第２の側面１０ｄに露出することで、第２の外部
接続導体２３と物理的且つ電気的に接続される。
【００３１】
　次に、上述した構成を備える積層コンデンサ１の製造方法について説明する。
【００３２】
　まず、粉末状の誘電体セラミック材料に、有機バインダ及び有機溶剤等を添加し、スラ
リーを得る。そして、このスラリーを、ドクターブレード法等の公知の方法により、誘電
体セラミックグリーンシートを作製する。
【００３３】
　続いて、所望の誘電体セラミックグリーンシートに、第１の内部電極層３０（第１の内
部電極３１及び第３の内部電極３２）を構成する導体パターンをそれぞれ複数（後述する
部分チップ数に対応する数）形成する。また、別の誘電体セラミックグリーンシートに、
第２の内部電極層３５（第２の内部電極３６及び第４の内部電極３７）を構成する導体パ
ターンをそれぞれ複数（後述する部分チップ数に対応する数）形成する。各導体パターン
は、例えば、Ｎｉを主成分とする導体ペーストをスクリーン印刷した後、乾燥することに
よって形成される。
【００３４】
　続いて、第１の内部電極層３０を構成する導体パターンが形成された誘電体セラミック
グリーンシートと、第２の内部電極層３５を構成する導体パターンが形成された誘電体セ
ラミックグリーンシートと、導体パターンが形成されていない誘電体セラミックグリーン
シートとを、図２に示されるような順序で積層して圧着し、複数の誘電体セラミックグリ
ーンシートからなる中間積層体を得る。そして、得られた中間積層体をチップ単位に切断
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した後、有機バインダを除去（脱バイ）して焼成する。これにより、素体１０の内部に第
１及び第２の内部電極層３０，３５が交互に積層された積層体が得られる。
【００３５】
　続いて、得られた積層体に第１及び第２の端子電極２０，２１と第１及び第２の外部接
続導体２２，２３とを形成する。各端子電極２０，２１や各外部接続導体２２，２３の形
成は、例えば、主としてＣｕを含む導電性ペーストを各側面にそれぞれ塗布した後、ペー
ストに対して加熱（焼き付け）処理を施すことにより行う。加熱処理後、各端子電極２０
，２１や各外部接続導体２２，２３の外側表面に、電解めっき等によりＮｉめっき層及び
Ｓｎめっき層を順次積層する。こうして、積層コンデンサ１が得られる。
【００３６】
　以上のように、本実施形態によれば、第１の内部電極層３０において、第１の内部電極
３１の第２電極部３１ｂの一端が第１の外部接続導体２２に接続されると共に、第３の内
部電極３２の引出部３２ｂの一端が第１の外部接続導体２２に接続され、一つの電流経路
を形成するようになっている。この電流経路では、図３（ａ）に示されるように、誘電体
素体１０の外表面に配置された第１の外部接続導体２２に第１及び第３の内部電極３１，
３２が接続されることから、第２電極部３１ｂを流れる電流の向きと引出部３２ｂを流れ
る電流の向きとが逆向きになっている。また、第２の内部電極層３５においても同様に、
第２の内部電極３６の第２電極部３６ｂの一端が第２の外部接続導体２３に接続されると
共に、第４の内部電極３７の引出部３７ｂの一端が第２の外部接続導体２３に接続され、
一つの電流経路を形成し、図３（ｂ）に示されるように、第２電極部３６ｂを流れる電流
の向きと引出部３７ｂを流れる電流の向きとが逆向きになっている。その結果、電流が逆
向きに流れる部分を各内部電極３１，３２，３６，３７が有することで磁界が相殺され、
積層コンデンサ１では、ＥＳＬが低減される。
【００３７】
　また、積層コンデンサ１では、上述したように、第１の内部電極層３０と第２の内部電
極層３５とが誘電体層１２を介して交互に積層されている。第１の内部電極層３０と第２
の内部電極層３５とを重ね合わせることにより、第３の内部電極３２の主電極部３２ａと
第４の内部電極３７の主電極部３７ａとは、互いに対向するように配置される。すなわち
、第３の内部電極３２の一部である主電極部３２ａと第４の内部電極３７の一部である主
電極部３７ａとは、積層方向からみて、ほぼ全面に渡って互いが重なるように位置するこ
ととなる。両内部電極３２，３７の対向配置により、図４に示される容量成分Ｃが形成さ
れる。その一方、積層コンデンサ１では、第１の内部電極層３０と第２の内部電極層３５
とを重ね合わせた場合でも、第１の内部電極層３０の第１の内部電極３１は、図３（ｂ）
に示されるように、積層方向からみて、異極性となる第２の内部電極層３５の第２の内部
電極３６及び第４の内部電極３７と重ならないように位置している。また、第２の内部電
極層３５の第２の内部電極３６は、図３（ａ）に示されるように、積層方向からみて、異
極性となる第１の内部電極層３０の第１の内部電極３１及び第３の内部電極３２と重なら
ないように位置している。異極性同士の内部電極が重ならないように位置していることに
より、積層コンデンサ１では、図４に示される寄生容量Ｃｐが形成されないこととなる。
このため、積層コンデンサ１に電流が流れた際、第３及び第４の内部電極３２，３７の間
で予定していた容量成分Ｃが形成される一方、第１の内部電極３１と第２及び第４の内部
電極３６，３７との間や第２の内部電極３６と第１及び第３の内部電極３１，３２との間
での寄生容量Ｃｐの発生が抑制される。その結果、積層コンデンサ１では、高周波帯域に
おけるインピーダンスの急峻な低下といった寄生容量Ｃｐによる影響が抑制され、図５の
（ａ）で示されるように、フラットなインピーダンス特性とすることが可能となる。
【００３８】
　（第２実施形態）
　次に、図６を参照して、第２実施形態に係る積層コンデンサについて説明する。図６は
、第２実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表す図で
ある。本実施形態に係る積層コンデンサ１ａは、図６に示されるように、第１実施形態に
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係る積層コンデンサ１の端子電極２０，２１、外部接続導体２２，２３、及び内部電極層
３０，３５に代えて、第１の端子電極２４、第２の端子電極２５、第１の外部接続導体２
６、第２の外部接続導体２７、第１の内部電極層４０、及び第２の内部電極層４５を備え
ている。積層コンデンサ１ａにおける各構成要件の機能や構成材料、積層順序、及び製造
方法等は、第１実施形態に係る積層コンデンサ１と同様であり、以下、相違する点を中心
して説明する。
【００３９】
　第１及び第２の端子電極２４，２５は、第１及び第２の内部電極層４０，４５の内部電
極を所定の極性に接続させるための電極であり、誘電体素体１０の外表面に配置される。
第１の端子電極２４は、誘電体素体１０の外表面である第３の側面１０ｅに配置される。
第１の端子電極２４は、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向での第３の側面１
０ｅの中央部分を接続長さＬ１で覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回
り込むように形成されている。接続長さＬ１は、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対
向方向に沿った長さである。第２の端子電極２５は、誘電体素体１０の外表面である第４
の側面１０ｆに配置される。第２の端子電極２５は、第１及び第３の側面１０ｃ，１０ｄ
の対向方向での第４の側面１０ｆの中央部分を接続長さＬ１で覆い且つ一部が第１及び第
２の主面１０ａ，１０ｂに回り込むように形成されている。
【００４０】
　第１及び第２の外部接続導体２６，２７は、第１及び第２の内部電極層４０，４５のう
ち同一の極性となる内部電極同士を接続するための導体である。第１及び第２の外部接続
導体２６，２７自体は、所定の極性に接続されない。第１及び第２の外部接続導体２６，
２７は、誘電体素体１０の外表面に配置される。第１の外部接続導体２６は、誘電体素体
１０の外表面である第１の側面１０ｃに配置される。第１の外部接続導体２６は、第３及
び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第１の側面１０ｃの縁部分を除く部分を接続
長さＬ２で覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込むように形成され
ている。接続長さＬ２は、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向に沿った長さで
ある。第２の外部接続導体２７は、誘電体素体１０の外表面である第２の側面１０ｄに配
置される。第２の外部接続導体２７は、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向で
の第２の側面１０ｄの縁部分を除く部分を接続長さＬ２で覆い且つ一部が第１及び第２の
主面１０ａ，１０ｂに回り込むように形成されている。第１及び第２の外部接続導体２６
，２７の接続長さＬ２は、第１及び第２の端子電極２４，２５の接続長さＬ１よりも長い
。
【００４１】
　第１の内部電極層４０は、第１の内部電極４１と第３の内部電極４２とを含んでいる。
第１の内部電極４１と第３の内部電極４２とは、誘電体素体１０の同一の誘電体層１２に
互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態となっている。第１の内部電極４１は
、第１の端子電極２４と第１の外部接続導体２６とに接続される。第３の内部電極４２は
、第１の外部接続導体２６に接続される。
【００４２】
　第１の内部電極４１は、第１実施形態の第１の内部電極３１と同様にＬ字形状を呈し、
第１電極部４１ａと第２電極部４１ｂとを有する。第１の内部電極４１は、第１電極部４
１ａ及び第２電極部４１ｂの一端が各側面１０ｅ，１０ｃにそれぞれ露出することで、第
１の端子電極２４と第１の外部接続導体２６とに物理的且つ電気的に接続される。
【００４３】
　第３の内部電極４２は、矩形形状を呈し、主電極部４２ａと引出部４２ｂとを有する。
主電極部４２ａは、誘電体層１２を介在させて対向する内部電極との間で容量成分Ｃを形
成する部分である。主電極部４２ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向が
長辺方向となる矩形形状を呈し、誘電体層１２の略中央部分に配置される。引出部４２ｂ
は、主電極部４２ａを外表面に引き出すための部分であり、主電極部４２ａの長辺と略同
様の長さの長辺を有する矩形形状を呈している。主電極部４２ａと引出部４２ｂとは、互
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いに一方の長辺部分が接続するように形成されている。第３の内部電極４２は、引出部４
２ｂの一端である他方の長辺部分がそのまま第１の側面１０ｃに引き出されて露出するよ
うになっている。第３の内部電極４２は、引出部４２ｂの一端が第１の側面１０ｃに露出
することで、第１の外部接続導体２６と物理的且つ電気的に接続される。
【００４４】
　第２の内部電極層４５は、第２の内部電極４６と第４の内部電極４７とを含んでいる。
第２の内部電極４６と第４の内部電極４７とは、第１の内部電極層４０が配置される誘電
体層１２とは別の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態とな
っている。第２の内部電極４６は、第２の端子電極２５と第２の外部接続導体２７とに接
続されている。第４の内部電極４７は、第２の外部接続導体２７に接続されている。
【００４５】
　第２の内部電極４６は、第１実施形態の第２の内部電極３６と同様にＬ字形状を呈し、
第１電極部４６ａと第２電極部４６ｂとを有する。第２の内部電極４６は、第１電極部４
６ａ及び第２電極部４６ｂの一端が各側面１０ｆ，１０ｄにそれぞれ露出することで、第
２の端子電極２５と第２の外部接続導体２７とに物理的且つ電気的に接続される。
【００４６】
　第４の内部電極４７は、矩形形状を呈し、主電極部４７ａと引出部４７ｂとを有する。
主電極部４７ａは、誘電体層１２を介在させて対向する第３の内部電極４２の主電極部４
２ａとの間で容量成分Ｃを形成する部分である。主電極部４７ａは、第３及び第４の側面
１０ｅ，１０ｆの対向方向が長辺方向となる矩形形状を呈し、誘電体層１２の略中央部分
に配置される。引出部４７ｂは、主電極部４７ａを外表面に引き出すための部分であり、
主電極部４７ａの長辺方向と略同様の長さの長辺を有する矩形形状を呈している。主電極
部４７ａと引出部４７ｂとは、互いに一方の長辺部分が接続するように形成されている。
第４の内部電極４７は、引出部４７ｂの一端である他方の長辺部分がそのまま第２の側面
１０ｄに引き出されて露出するようになっている。第４の内部電極４７は、引出部４７ｂ
の一端が第２の側面１０ｄに露出することで、第２の外部接続導体２７と物理的且つ電気
的に接続される。
【００４７】
　以上のように、本実施形態によれば、第１実施形態と同様に、第１の内部電極層４０に
おいて、第２電極部４１ｂを流れる電流の向きと引出部４２ｂを流れる電流の向きとが逆
向きになっている。また、第２の内部電極層４５において、第２電極部４６ｂを流れる電
流の向きと引出部４７ｂを流れる電流の向きとが逆向きになっている。そのため、積層コ
ンデンサ１ａでは、ＥＳＬが低減される。
【００４８】
　本実施形態によれば、第１実施形態と同様に、主電極部４２ａと主電極部４７ａとは、
積層方向からみて、ほぼ全面に渡って互いが重なるように位置し、図４に示される容量成
分Ｃが形成される。その一方、第１の内部電極４１は、積層方向からみて、異極性となる
第２の内部電極４６及び第４の内部電極４７と重ならないように位置し、第２の内部電極
４６は、積層方向からみて、異極性となる第１の内部電極４１及び第３の内部電極４２と
重ならないように位置している。このため、積層コンデンサ１ａでは、図４に示される寄
生容量Ｃｐが形成されず、高周波帯域におけるインピーダンスの急峻な低下といった寄生
容量Ｃｐによる影響が抑制され、フラットなインピーダンス特性とすることが可能となる
。
【００４９】
　本実施形態によれば、上述した作用効果に加え、以下の作用効果を奏することができる
。すなわち、積層コンデンサ１ａでは、第１及び第２の外部接続導体２６，２７の接続長
さＬ２が、第１及び第２の端子電極２４，２５の接続長さＬ１よりも長くなっていること
から、各内部電極４１，４２，４６，４７と外部接続導体２６，２７との接続を確実に行
うことができ、その結果、接続不良を防止することができる。
【００５０】
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　（第３実施形態）
　次に、図７を参照して、第３実施形態に係る積層コンデンサについて説明する。図７は
、第３実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表す図で
ある。本実施形態に係る積層コンデンサ１ｂは、図７に示されるように、第１実施形態に
係る積層コンデンサ１の端子電極２０，２１、外部接続導体２２，２３、及び内部電極層
３０，３５に代えて、第１の端子電極５０、第２の端子電極５１、第１の外部接続導体５
２、第２の外部接続導体５３、第１の内部電極層６０、及び第２の内部電極層６５を備え
ている。積層コンデンサ１ｂにおける各構成要件の機能や構成材料、積層順序、及び製造
方法等は、第１実施形態に係る積層コンデンサ１と同様であり、以下、相違する点を中心
して説明する。
【００５１】
　第１及び第２の端子電極５０，５１は、第１及び第２の内部電極層６０，６５の内部電
極等を所定の極性に接続させるための電極であり、誘電体素体１０の外表面に配置される
。第１の端子電極５０は、誘電体素体１０の外表面である第３の側面１０ｅに配置される
。第１の端子電極５０は、第３の側面１０ｅを覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ
，１０ｂや第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに回り込むように形成されている。第２の
端子電極５１は、誘電体素体１０の外表面である第４の側面１０ｆに配置される。第２の
端子電極５１は、第４の側面１０ｆを覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂ
や第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに回り込むように形成されている。
【００５２】
　第１及び第２の外部接続導体５２，５３は、第１及び第２の内部電極層６０，６５のう
ち同一の極性となる内部電極同士を接続するための導体である。第１及び第２の外部接続
導体５２，５３自体は、所定の極性に接続されない。第１の外部接続導体５２は、第１及
び第２の導体部５２ａ，５２ｂを含み、第２の外部接続導体５３は、第１及び第２の導体
部５３ａ，５３ｂを含み、それぞれ、誘電体素体１０の外表面に配置される。
【００５３】
　第１の外部接続導体５２の第１及び第２の導体部５２ａ，５２ｂは、誘電体素体１０の
外表面である第１の側面１０ｃに互いに離間して配置される。第１及び第２の導体部５２
ａ，５２ｂは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第１の側面１０ｃの中
央部分から各側面１０ｅ，１０ｆに向かって所定距離離れた部分を覆い且つ一部が第１及
び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込むように形成されている。第２の外部接続導体５３
の第１及び第２の導体部５３ａ，５３ｂは、誘電体素体１０の外表面である第２の側面１
０ｄに互いに離間して配置される。第１及び第２の導体部５３ａ，５３ｂは、第３及び第
４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第２の側面１０ｄの中央部分から各側面１０ｅ，
１０ｆに向かって所定距離離れた部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０
ｂに回り込むように形成されている。
【００５４】
　第１の内部電極層６０は、第１の内部電極６１と第３の内部電極６２と内部接続導体６
３とを含んでいる。第１の内部電極６１と第３の内部電極６２と内部接続導体６３とは、
同極性であって、誘電体素体１０の同一の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気
的に絶縁された状態となっている。第１の内部電極６１は、第１の端子電極５０と第１の
外部接続導体５２の第１の導体部５２ａとに接続される。第３の内部電極６２は、第１の
外部接続導体５２の第２の導体部５２ｂに接続される。内部接続導体６３は、第１導体部
５２ａと第２導体部５２ｂとに接続される。
【００５５】
　第１の内部電極６１は、第１実施形態の第１の内部電極３１と同様にＬ字形状を呈し、
第１電極部６１ａと第２電極部６１ｂとを有する。第１の内部電極６１は、第１電極部６
１ａ及び第２電極部６１ｂの一端が各側面１０ｅ，１０ｃにそれぞれ露出することで、第
１の端子電極５０と第１の外部接続導体５２の第１の導体部５２ａとに物理的且つ電気的
に接続される。
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【００５６】
　第３の内部電極６２は、第１実施形態の第３の内部電極３２と同様に略Ｔ字形状を呈し
、主電極部６２ａと引出部６２ｂとを有する。主電極部６２ａは、誘電体層１２を介在さ
せて対向する内部電極との間で容量成分Ｃを形成する部分である。主電極部６２ａは、長
手方向となる矩形形状を呈し、誘電体層１２の略中央部分に配置される。引出部６２ｂは
、主電極部６２ａを外表面に引き出すための部分であり、第３の内部電極６２において、
第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。引出部６２ｂは、主
電極部６２ａの長辺方向の中央部より第４の側面１０ｆ側の部分で主電極部６２ａに接続
するように形成されている。第３の内部電極６２は、引出部６２ｂの一端が第１の側面１
０ｃに引き出されて露出し、第１の外部接続導体５２の第２の導体部５２ｂと物理的且つ
電気的に接続される。
【００５７】
　内部接続導体６３は、略Ｕ字形状を呈し、第１接続部６３ａと第２接続部６３ｂと第３
接続部６３ｃとを有する。第１接続部６３ａ及び第３接続部６３ｃは、内部接続導体６３
において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。第２接続
部６３ｂは、内部接続導体６３において、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向
に伸びる部分である。第１接続部６３ａ及び第３接続部６３ｃは、第２接続部６３ｂの両
端部に接続される。内部接続導体６３は、第１接続部６３ａの一端と第３接続部６３ｃの
一端とが第１の側面１０ｃに引き出されて露出するようになっている。内部接続導体６３
は、両接続部６３ａ，６３ｃの一端それぞれが第１の側面１０ｃに露出することで、第１
及び第２の導体部５２ａ，５２ｂそれぞれに物理的且つ電気的に接続される。これにより
、内部接続導体６３は、互いに離間する第１の外部接続導体５２の第１及び第２の導体部
５２ａ，５２ｂを、誘電体素体１０の内部において接続させる。
【００５８】
　第２の内部電極層６５は、第２の内部電極６６と第４の内部電極６７と内部接続導体６
８とを含んでいる。第２の内部電極６６と第４の内部電極６７と内部接続導体６８とは、
同極性であって、第１の内部電極層６０が配置された誘電体層１２とは別の誘電体層１２
に互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態となっている。第２の内部電極６６
は、第２の端子電極５１と第２の外部接続導体５３の第１の導体部５３ａとに接続される
。第４の内部電極６７は、第２の外部接続導体５３の第２の導体部５３ｂに接続される。
内部接続導体６８は、第１導体部５３ａと第２導体部５３ｂとに接続される。
【００５９】
　第２の内部電極６６は、第１実施形態の第２の内部電極３６と同様にＬ字形状を呈し、
第１電極部６６ａと第２電極部６６ｂとを有する。第１の内部電極６６は、第１電極部６
６ａ及び第２電極部６６ｂの一端が各側面１０ｆ，１０ｄにそれぞれ露出することで、第
２の端子電極５１と第２の外部接続導体５３の第１の導体部５３ａとに物理的且つ電気的
に接続される。
【００６０】
　第４の内部電極６７は、第１実施形態の第４の内部電極３７と同様に略Ｔ字形状を呈し
、主電極部６７ａと引出部６７ｂとを有する。主電極部６７ａは、誘電体層１２を介在さ
せて対向する第２の内部電極６２との間で容量成分Ｃを形成する部分である。主電極部６
７ａは、長手方向となる矩形形状を呈し、誘電体層１２の略中央部分に配置される。引出
部６７ｂは、主電極部６７ａを外表面に引き出すための部分であり、第４の内部電極６７
において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。引出部６
７ｂは、主電極部６７ａの長辺方向の中央部より第３の側面１０ｅ側の部分で主電極部６
７ａに接続するように形成されている。第４の内部電極６７は、引出部６７ｂの一端が第
２の側面１０ｄに引き出されて露出し、第２の外部接続導体５３の第２の導体部５３ｂと
物理的且つ電気的に接続される。
【００６１】
　内部接続導体６８は、略Ｕ字形状を呈し、第１接続部６８ａと第２接続部６８ｂと第３
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接続部６８ｃとを有する。第１接続部６８ａ及び第３接続部６８ｃは、内部接続導体６８
において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。第２接続
部６８ｂは、内部接続導体６８において、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向
に伸びる部分である。第１接続部６８ａ及び第３接続部６８ｃは、第２接続部６８ｂの両
端部に接続される。内部接続導体６８は、第１接続部６８ａの一端と第３接続部６８ｃの
一端とが第２の側面１０ｄに引き出されて露出するようになっている。内部接続導体６８
は、両接続部６８ａ，６８ｃの一端それぞれが第２の側面１０ｄに露出することで、第１
及び第２の導体部５３ａ，５３ｂそれぞれに物理的且つ電気的に接続される。これにより
、内部接続導体６８は、互いに離間する第２の外部接続導体５３の第１及び第２の導体部
５３ａ，５３ｂを、誘電体素体１０の内部において接続させる。
【００６２】
　以上のように、本実施形態によれば、第１実施形態及び第２実施形態と同様に、主電極
部６２ａと主電極部６７ａとは、積層方向からみて、ほぼ全面に渡って互いが重なるよう
に位置し、図４に示される容量成分Ｃが形成される。その一方、第１の内部電極６１は、
積層方向からみて、異極性となる第２の内部電極６６及び第４の内部電極６７と重ならな
いように位置し、第２の内部電極６６は、積層方向からみて、異極性となる第１の内部電
極６１及び第３の内部電極６２と重ならないように位置している。このため、積層コンデ
ンサ１ｂでは、図４に示される寄生容量Ｃｐが形成されず、高周波帯域におけるインピー
ダンスの急峻な低下といった寄生容量Ｃｐによる影響が抑制され、フラットなインピーダ
ンス特性とすることが可能となる。
【００６３】
　本実施形態によれば、第１の内部電極層６０において、第２電極部６１ｂを流れる電流
の向きと第１接続部６３ａを流れる電流の向きとが逆向きになると共に、第３接続部６３
ｃを流れる電流の向きと引出部６２ｂを流れる電流の向きとが逆向きになっている。また
、第２の内部電極層６５において、第２電極部６６ｂを流れる電流の向きと第１接続部６
８ａを流れる電流の向きとが逆向きになると共に、第３接続部６３ｃを流れる電流の向き
と引出部６７ｂを流れる電流の向きとが逆向きになっている。このため、本実施形態によ
れば、内部電極６１，６２，６６，６７だけでなく、内部接続導体６３，６８も電流が逆
向きに流れる部分を有することとなり、積層コンデンサ１ｂでは、ＥＳＬを一層、低減さ
せることができる。さらに、積層コンデンサ１ｂでは、内部接続導体６３，６８を介して
内部電極６１，６２，６６，６７がそれぞれ接続されることになるため、電流経路がより
長くなり、ＥＳＲを一層、高めることができる。
【００６４】
　（第４実施形態）
　次に、図８を参照して、第４実施形態に係る積層コンデンサについて説明する。図８は
、第４実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表す図で
ある。本実施形態に係る積層コンデンサ１ｃは、図８に示されるように、第１実施形態に
係る積層コンデンサ１の端子電極２０，２１、外部接続導体２２，２３、及び内部電極層
３０，３５に代えて、第１の端子電極５４、第２の端子電極５５、第１の外部接続導体５
６、第２の外部接続導体５７、第１の内部電極層７０、及び第２の内部電極層７５を備え
ている。積層コンデンサ１ｃにおける各構成要件の機能や構成材料、積層順序、及び製造
方法等は、第１実施形態に係る積層コンデンサ１と同様であり、以下、相違する点を中心
して説明する。
【００６５】
　第１及び第２の端子電極５４，５５は、第１及び第２の内部電極層７０，７５の内部電
極等を所定の極性に接続させるための電極であり、誘電体素体１０の外表面に配置される
。第１の端子電極５４は、誘電体素体１０の外表面である第３の側面１０ｅに配置される
。第１の端子電極５４は、第３の側面１０ｅを覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ
，１０ｂや第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに回り込むように形成されている。第２の
端子電極５５は、誘電体素体１０の外表面である第４の側面１０ｆに配置される。第２の
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端子電極５５は、第４の側面１０ｆを覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂ
や第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに回り込むように形成されている。
【００６６】
　第１及び第２の外部接続導体５６，５７は、第１及び第２の内部電極層７０，７５のう
ち同一の極性となる内部電極同士を接続するための導体である。第１及び第２の外部接続
導体５６，５７自体は、所定の極性に接続されない。第１の外部接続導体５６は、第１及
び第２の導体部５６ａ，５６ｂを含み、第２の外部接続導体５７は、第１及び第２の導体
部５７ａ，５７ｂを含み、それぞれ、誘電体素体１０の外表面に配置される。
【００６７】
　第１の外部接続導体５６の第１及び第２の導体部５６ａ，５６ｂは、誘電体素体１０の
外表面である第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄにそれぞれ配置される。第１及び第２の
導体部５６ａ，５６ｂは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第１又は第
２の側面１０ｃ，１０ｄそれぞれの中央部分から第３の側面１０ｅに向かって所定距離離
れた部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込むように形成され
ている。第２の外部接続導体５７の第１及び第２の導体部５７ａ，５７ｂは、誘電体素体
１０の外表面である第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄにそれぞれ配置される。第１及び
第２の導体部５７ａ，５７ｂは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第１
又は第２の側面１０ｃ，１０ｄそれぞれの中央部分から第４の側面１０ｆに向かって所定
距離離れた部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込むように形
成されている。第１の外部接続導体５６と第２の外部接続導体５７は、上記の構成により
、第１の導体部５６ａと第１の導体部５７ａとが第１の側面１０ｃに所定距離を介して隣
接して配置されると共に、第２の導体部５６ｂと第２の導体部５７ｂとが第２の側面１０
ｄに所定距離を介して隣接して配置される。
【００６８】
　第１の内部電極層７０は、第１の内部電極７１と第３の内部電極７２とを含んでいる。
第１の内部電極７１と第３の内部電極７２とは、同極性であって、誘電体素体１０の同一
の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態となっている。第１
の内部電極７１は、第１の端子電極５４と第１の外部接続導体５６とに接続される。第３
の内部電極７２は、第１の外部接続導体５６に接続される。
【００６９】
　第１の内部電極７１は、第１電極部７１ａと第２電極部７１ｂと第３電極部７１ｃとを
有する。第１電極部７１ａは、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる略
矩形形状を呈する。第２電極部７１ｂは、第１実施形態の第１の内部電極３１と略同様な
Ｌ字形状を呈する。第３電極部７１ｃは、第１の内部電極層７０における第３及び第４の
側面１０ｅ，１０ｆの対向方向に沿った中心線を基準として、第２電極部７１ｂと線対称
なＬ字形状を呈する。第２電極部７１ｂは、第１電極部７１ａの第１の側面１０ｃ側の端
部に接続され、第３電極部７１ｃは、第１電極部７１ａの第２の側面１０ｄ側の端部に接
続される。第１の内部電極７１は、第１電極部７１ａの長手方向に沿った一方の側端が第
３の側面１０ｅに引き出されて露出すると共に、第２電極部７１ｂの一端と第３電極部７
１ｃの一端とがそれぞれ第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに引き出されて露出するよう
になっている。第１の内部電極７１は、各電極部７１ａ、７１ｂ、７１ｃの一端が各側面
１０ｅ，１０ｃ，１０ｄにそれぞれ露出することで、第１の端子電極５４と第１の外部接
続導体５６とに物理的且つ電気的に接続される。
【００７０】
　第３の内部電極７２は、主電極部７２ａと引出部７２ｂ，７２ｃとを有する。主電極部
７２ａは、誘電体層１２を介在させて対向する内部電極との間で容量成分Ｃを形成する部
分である。主電極部７２ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向に伸びる略
矩形形状を呈する。主電極部７２ａは、誘電体層１２の略中央部分に配置される。引出部
７２ｂ，７２ｃは、主電極部７２ａを外表面に引き出すための部分であり、第３の内部電
極７２において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。引
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出部７２ｂ，７２ｃは、主電極部７２ａの長手方向の中央部より第３の側面１０ｅ側の部
分で主電極部７２ａにそれぞれ接続される。第３の内部電極７２は、引出部７２ｂ，７２
ｃの一端が第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに引き出されて露出し、第１の外部接続導
体５６の第１の導体部５６ａと第２の導体部５６ｂとに物理的且つ電気的に接続される。
【００７１】
　第２の内部電極層７５は、第２の内部電極７６と第４の内部電極７７とを含んでいる。
第２の内部電極７６と第４の内部電極７７とは、同極性であって、第１の内部電極層７０
が配置される誘電体層１２とは別の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶
縁された状態となっている。第２の内部電極７６は、第２の端子電極５５と第２の外部接
続導体５７とに接続される。第４の内部電極７７は、第２の外部接続導体５７に接続され
る。
【００７２】
　第２の内部電極７６は、第１電極部７６ａと第２電極部７６ｂと第３電極部７６ｃとを
有する。第１電極部７６ａは、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる矩
形形状を呈する。第２電極部７６ｂは、第１実施形態の第２の内部電極３６と略同様なＬ
字形状を呈する。第３電極部７６ｃは、第２の内部電極層７５における第３及び第４の側
面１０ｅ，１０ｆの対向方向に沿った中心線を基準として、第２電極部７６ｂと線対称な
Ｌ字形状を呈する。第２電極部７６ｂは、第１電極部７６ａの第２の側面１０ｄ側の端部
に接続され、第３電極部７６ｃは、第１電極部７６ａの第１の側面１０ｃ側の端部に接続
される。第２の内部電極７６は、第１電極部７６ａの長手方向に沿った一方の側端が第４
の側面１０ｆに引き出されて露出すると共に第２電極部７６ｂの一端と第３電極部７６ｃ
の一端とがそれぞれ第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに引き出されて露出するようにな
っている。第２の内部電極７６は、各電極部７６ａ、７６ｂ、７６ｃの一端が各側面１０
ｆ，１０ｃ，１０ｄにそれぞれ露出することで、第２の端子電極５５と第２の外部接続導
体５７とに物理的且つ電気的に接続される。
【００７３】
　第４の内部電極７７は、主電極部７７ａと引出部７７ｂ，７７ｃとを有する。主電極部
７７ａは、誘電体層１２を介在させて対向する第３の内部電極７２の主電極部７２ａとの
間で容量成分Ｃを形成する部分である。主電極部７７ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，
１０ｆの対向方向に伸びる矩形形状を呈する。主電極部７７ａは、誘電体層１２の略中央
部分に配置される。引出部７７ｂ，７７ｃは、主電極部７７ａを外表面に引き出すための
部分であり、第４の内部電極７７において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方
向に伸びる部分である。引出部７７ｂ，７７ｃは、主電極部７７ａの長手方向の中央部よ
り第４の側面１０ｆ側の部分で主電極部７７ａにそれぞれ接続される。第４の内部電極７
７は、引出部７７ｂ，７７ｃの一端が第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄに引き出されて
露出し、第２の外部接続導体５７の第１の導体部５７ａと第２の導体部５７ｂとに物理的
且つ電気的に接続される。
【００７４】
　以上のように、本実施形態によれば、第１実施形態及び第２実施形態と同様に、主電極
部７２ａと主電極部７７ａとは、積層方向からみて、ほぼ全面に渡って互いが重なるよう
に位置し、図４に示される容量成分Ｃが形成される。その一方、第１の内部電極７１は、
積層方向からみて、異極性となる第２の内部電極７６及び第４の内部電極７７と重ならな
いように位置し、第２の内部電極７６は、積層方向からみて、異極性となる第１の内部電
極７１及び第３の内部電極７２と重ならないように位置している。このため、積層コンデ
ンサ１ｃでは、図４に示される寄生容量Ｃｐが形成されず、高周波帯域におけるインピー
ダンスの急峻な低下といった寄生容量Ｃｐによる影響が抑制され、フラットなインピーダ
ンス特性とすることが可能となる。
【００７５】
　本実施形態によれば、第１の内部電極層７０において、第２電極部７１ｂを流れる電流
の向きと引出部７２ｂを流れる電流の向きとが逆向きになると共に、第３電極部７１ｃを



(16) JP 4737301 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

流れる電流の向きと引出部７２ｃを流れる電流の向きとが逆向きになっている。また、第
２の内部電極層７５において、第２電極部７６ｂを流れる電流の向きと引出部７７ｃを流
れる電流の向きとが逆向きになると共に、第３電極部７６ｃを流れる電流の向きと引出部
７７ｂを流れる電流の向きとが逆向きになっている。このため、本実施形態によれば、各
内部電極７１，７２，７６，７７は、電流が逆向きに流れる部分をそれぞれ二つ有するこ
ととなり、積層コンデンサ１ｃでは、ＥＳＬを一層、低減させることができる。さらに、
積層コンデンサ１ｃでは、異極性の外部接続導体５６，５７を同一の側面１０ｃ，１０ｄ
に隣接して配置しているため、隣接する外部接続導体５６，５７を流れる電流が逆向きと
なり、ＥＳＬをより一層、低減させることができる。
【００７６】
　（第５実施形態）
　次に、図９を参照して、第５実施形態に係る積層コンデンサについて説明する。図９は
、第５実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表す図で
ある。本実施形態に係る積層コンデンサ１ｄは、図９に示されるように、第４実施形態に
係る積層コンデンサ１の内部電極層７０，７５に代えて、第１の内部電極層８０、及び第
２の内部電極層８５を備えている。積層コンデンサ１ｄにおける各構成要件の機能や構成
材料、積層順序、及び製造方法等は、第１実施形態に係る積層コンデンサ１と同様であり
、また、各端子電極５４，５５や各外部接続導体５６，５７は、第４実施形態に係る積層
コンデンサ１ｃと同様であり、以下、相違する点を中心して説明する。
【００７７】
　第１の内部電極層８０は、第１の内部電極８１と第３の内部電極８２と第５の内部電極
８３とを含んでいる。第１の内部電極８１と第３の内部電極８２とは、同極性である一方
、第５の内部電極８３は、第１及び第３の内部電極８１，８２と異極性であり、誘電体素
体１０の同一の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態となっ
ている。第１の内部電極８１は、第１の端子電極５４と第１の外部接続導体５６とに接続
される。第３の内部電極８２は、第１の外部接続導体５６に接続される。第５の内部電極
８３は、第２の外部接続導体５７に接続される。
【００７８】
　第１の内部電極８１は、第１電極部８１ａと第２電極部８１ｂと第３電極部８１ｃとを
有する。第１電極部８１ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向に伸びる矩
形形状を呈する。第２電極部８１ｂと第３電極部８１ｃとは、第１及び第２の側面１０ｃ
，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。第２電極部８１ｂと第３電極部８１ｃとは、第
１電極部８１ａの第４の側面１０ｆ側の端部にそれぞれ接続される。第１の内部電極８１
は、第１電極部８１ａの一端が第３の側面１０ｅに引き出されて露出すると共に、第２電
極部８１ｂの一端と第３電極部８１ｃの一端とがそれぞれ第１及び第２の側面１０ｃ，１
０ｄに引き出されて露出するようになっている。第１の内部電極８１は、各電極部８１ａ
、８１ｂ、８１ｃの一端が各側面１０ｅ，１０ｃ，１０ｄにそれぞれ露出することで、第
１の端子電極５４と第１の外部接続導体５６とに物理的且つ電気的に接続される。
【００７９】
　第３の内部電極８２は、主電極部８２ａと引出部８２ｂとを有する。主電極部８２ａは
、誘電体層１２を介在させて対向する内部電極との間で容量成分Ｃを形成する部分である
。主電極部８２ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向が長手方向となる矩
形形状を呈する。主電極部８２ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向の略
中央部分であって、且つ、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向における第１の
側面１０ｃ側の部分に配置される。引出部８２ｂは、主電極部８２ａを外表面に引き出す
ための部分であり、第３の内部電極８２において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの
対向方向に伸びる部分である。引出部８２ｂは、主電極部８２ａの第３の側面１０ｅ側の
部分で主電極部８２ａに接続するように形成されている。第３の内部電極８２は、引出部
８２ｂの一端が第１の側面１０ｃに引き出されて露出し、第１の外部接続導体５６の第１
の導体部５６ａに物理的且つ電気的に接続される。
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【００８０】
　第５の内部電極８３は、主電極部８３ａと引出部８３ｂとを有する。主電極部８３ａは
、誘電体層１２を介在させて対向する内部電極との間で容量成分Ｃを形成する部分である
。主電極部８３ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向が長手方向となる矩
形形状を呈する。主電極部８３ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向の略
中央部分であって、且つ、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向における第２の
側面１０ｄ側の部分に配置される。引出部８３ｂは、主電極部８３ａを外表面に引き出す
ための部分であり、第５の内部電極８３において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの
対向方向に伸びる部分である。引出部８３ｂは、主電極部８３ａの第４の側面１０ｆ側の
部分で主電極部８３ａに接続するように形成されている。第５の内部電極８３は、引出部
８３ｂの一端が第２の側面１０ｄに引き出されて露出し、第２の外部接続導体５７の第２
の導体部５７ｂに物理的且つ電気的に接続される。
【００８１】
　第２の内部電極層８５は、第２の内部電極８６と第４の内部電極８７と第６の内部電極
８８とを含んでいる。第２の内部電極８６と第４の内部電極８７とは、同極性である一方
、第６の内部電極８８は、第２及び第４の内部電極８６，８７と異極性である。第２、第
４及び第６の内部電極８６，８７，８８は、第１の内部電極層８０が配置された誘電体層
１２とは別の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶縁された状態となって
いる。第２の内部電極８６は、第２の端子電極５５と第２の外部接続導体５７とに接続さ
れる。第４の内部電極８７は、第２の外部接続導体５７に接続される。第６の内部電極８
８は、第１の外部接続導体５６に接続される。なお、外部接続導体５６，５７での接続に
より、第２及び第４の内部電極８６，８７は、第１の内部電極層８０に含まれる第５の内
部電極層８３と同極性となり、第６の内部電極８８は、第１の内部電極層８０に含まれる
第１及び第３の内部電極８１，８２と同極性となっている。
【００８２】
　第２の内部電極８６は、第１電極部８６ａと第２電極部８６ｂと第３電極部８６ｃとを
有する。第２の内部電極８６は、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に沿った
中心線を基準として、第１の内部電極８１と線対称な形状を呈する。第２の内部電極８６
は、各電極部８６ａ、８６ｂ、８６ｃの一端が各側面１０ｆ，１０ｃ，１０ｄにそれぞれ
露出することで、第２の端子電極５５と第２の外部接続導体５７とに物理的且つ電気的に
接続される。
【００８３】
　第４の内部電極８７は、主電極部８７ａと引出部８７ｂとを有する。主電極部８７ａは
、誘電体層１２を介在させて対向する第３の内部電極８２の主電極部８２ａとの間で容量
成分Ｃを形成する部分である。第４の内部電極８７は、第１及び第２の側面１０ｃ，１０
ｄの対向方向に沿った中心線を基準として、第３の内部電極８２と線対称な形状を呈する
。主電極部８７ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向の略中央部分であっ
て、且つ、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向における第１の側面１０ｃ側の
部分に配置される。第４の内部電極８７は、引出部８７ｂの一端が第１の側面１０ｃに引
き出されて露出し、第２の外部接続導体５７の第１の導体部５７ａに物理的且つ電気的に
接続される。
【００８４】
　第６の内部電極８８は、主電極部８８ａと引出部８８ｂとを有する。主電極部８８ａは
、誘電体層１２を介在させて対向する第５の内部電極８３の主電極部８３ａとの間で容量
成分Ｃを形成する部分である。第５の内部電極８８は、第１及び第２の側面１０ｃ，１０
ｄの対向方向に沿った中心線を基準として、第５の内部電極８３と線対称な形状を呈する
。主電極部８８ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向の略中央部分であっ
て、且つ、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向における第２の側面１０ｄ側の
部分に配置される。第６の内部電極８８は、引出部８８ｂの一端が第２の側面１０ｄに引
き出されて露出し、第１の外部接続導体５６の第２の導体部５６ｂに物理的且つ電気的に
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接続される。
【００８５】
　以上のように、本実施形態によれば、主電極部８２ａと主電極部８７ａとは、積層方向
からみて、ほぼ全面に渡って互いが重なるように位置し、また、主電極部８３ａと主電極
部８８ａとも、ほぼ全面に渡って互いが重なるように位置し、図４に示される容量成分Ｃ
が形成される。その一方、第１の内部電極８１は、積層方向からみて、異極性となる第２
の内部電極８６及び第４の内部電極８７と重ならないように位置し、第２の内部電極８６
は、積層方向からみて、異極性となる第１の内部電極８１及び第３の内部電極８２と重な
らないように位置している。このため、積層コンデンサ１ｄでは、図４に示される寄生容
量Ｃｐが形成されず、高周波帯域におけるインピーダンスの急峻な低下といった寄生容量
Ｃｐによる影響が抑制され、フラットなインピーダンス特性とすることが可能となる。
【００８６】
　本実施形態によれば、第１の内部電極層８０において、第２電極部８１ｂを流れる電流
の向きと引出部８２ｂを流れる電流の向きとが逆向きになっている。また、第２の内部電
極層８５において、第２電極部８６ｂを流れる電流の向きと引出部８７ｂを流れる電流の
向きとが逆向きになっている。このため、本実施形態によれば、各内部電極８１，８２，
８６，８７は、電流が逆向きに流れる部分を有することとなり、積層コンデンサ１ｄでは
、ＥＳＬを一層、低減させることができる。さらに、積層コンデンサ１ｄでは、異極性の
外部接続導体５６，５７を同一の側面１０ｃ，１０ｄに隣接して配置しているため、隣接
する外部接続導体５６，５７を流れる電流が逆向きとなり、ＥＳＬをより一層、低減させ
ることができる。
【００８７】
　本実施形態によれば、外部接続導体５６，５７のみに接続される内部電極８３，８８を
、同極性の内部電極８７，８２と異なる誘電体層１２に配置することで電流経路をより長
くしている。その結果、積層コンデンサ１ｄによれば、ＥＳＲをより一層、高めることが
可能となる。
【００８８】
　（第６実施形態）
　次に、図１０を参照して、第６実施形態に係る積層コンデンサについて説明する。図１
０は、第６実施形態に係る積層コンデンサの内部に配置される内部電極の平面構成を表す
図である。本実施形態に係る積層コンデンサ１ｅは、図１０に示されるように、第１実施
形態に係る積層コンデンサ１の端子電極２０，２１、外部接続導体２２，２３、及び内部
電極層３０，３５に代えて、第１の端子電極９０，９１、第２の端子電極９２，９３、第
１の外部接続導体９４，９５、第２の外部接続導体９６，９７、第１の内部電極層１００
、及び第２の内部電極層１０５を備えている。積層コンデンサ１ｅにおける各構成要件の
機能や構成材料、積層順序、及び製造方法等は、第１実施形態に係る積層コンデンサ１と
同様であり、以下、相違する点を中心して説明する。
【００８９】
　第１の端子電極９０，９１及び第２の端子電極９２，９３は、第１及び第２の内部電極
層１００，１０５の内部電極等を所定の極性に接続させるための電極であり、誘電体素体
１０の外表面に配置される。第１の端子電極９０，９１は、誘電体素体１０の外表面であ
る第１の側面１０ｃに配置される。第１の端子電極９０，９１は、第１の側面１０ｃにお
いて、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第３の側面１０ｅ側の部分又は
第４の側面１０ｆ側の部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込
むように形成されている。第２の端子電極９２，９３は、誘電体素体１０の外表面である
第２の側面１０ｄに配置される。第２の端子電極９２，９３は、第２の側面１０ｄにおい
て、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第３の側面１０ｅ側の部分又は第
４の側面１０ｆ側の部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込む
ように形成されている。
【００９０】
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　第１の外部接続導体９４，９５及び第２の外部接続導体９６，９７は、第１及び第２の
内部電極層１００，１０５のうち同一の極性となる内部電極同士を接続するための導体で
あり、誘電体素体１０の外表面に配置される。第１及び第２の外部接続導体９４～９７自
体は、所定の極性に接続されない。第１の外部接続導体９４，９５は、第３及び第４の側
面１０ｅ，１０ｆの対向方向での第１の側面１０ｃの中央部分から各側面１０ｅ，１０ｆ
に向かって所定距離離れた部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回
り込むように形成されている。第２の外部接続導体９６，９７は、第３及び第４の側面１
０ｅ，１０ｆの対向方向での第２の側面１０ｄの中央部分から各側面１０ｅ，１０ｆに向
かって所定距離離れた部分を覆い且つ一部が第１及び第２の主面１０ａ，１０ｂに回り込
むように形成されている。
【００９１】
　第１の内部電極層１００は、第１の内部電極１０１，１０３と第３の内部電極１０２，
１０４とを含んでいる。第１の内部電極１０１，１０３と第３の内部電極１０２，１０４
とは、誘電体素体１０の同一の誘電体層１２に互いに離間して配置され、電気的に絶縁さ
れた状態となっている。第１の内部電極１０１は、第１の端子電極９０と第１の外部接続
導体９４とに接続され、第１の内部電極１０３は、第１の端子電極９１と第１の外部接続
導体９５とに接続されている。第３の内部電極１０２は、第１の外部接続導体９４に接続
され、第３の内部電極１０４は、第１の外部接続導体９５に接続されている。
【００９２】
　第１の内部電極１０１は、略Ｕ字形状を呈し、第１電極部１０１ａと第２電極部１０１
ｂと第３電極部１０１ｃとを有する。第１電極部１０１ａ及び第３電極部１０１ｃは、第
１の内部電極１０１において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部
分である。第２電極部１０１ｂは、第１の内部電極１０１において、第３及び第４の側面
１０ｅ，１０ｆの対向方向に伸びる部分である。第１電極部１０１ａ及び第３電極部１０
１ｃは、第２電極部１０１ｂの両端部に接続される。第１の内部電極１０１は、第１電極
部１０１ａの一端と第３電極部１０１ｃの一端とが第１の側面１０ｃに引き出されて露出
するようになっている。第１の内部電極１０１は、両電極部１０１ａ，１０１ｃの一端そ
れぞれが第１の側面１０ｃに露出することで、第１の端子電極９０と第１の外部接続導体
９４とに物理的且つ電気的に接続される。
【００９３】
　第３の内部電極１０２は、主電極部１０２ａと引出部１０２ｂとを有する。主電極部１
０２ａは、誘電体層１２を介在させて対向する内部電極との間で容量成分Ｃを形成する部
分である。主電極部１０２ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向が長手方
向となる矩形形状を呈する。主電極部１０２ａは、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの
対向方向での略中央部分であって、且つ、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向
における第３の側面１０ｅ側の部分に配置される。引出部１０２ｂは、主電極部１０２ａ
を外表面に引き出すための部分であり、第３の内部電極１０２において、第１及び第２の
側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。引出部１０２ｂは、主電極部１０２
ａの第４の側面１０ｆ側の部分で主電極部１０２ａに接続するように形成されている。第
３の内部電極１０２は、引出部１０２ｂの一端が第１の側面１０ｃに引き出されて露出し
、第１の外部接続導体９４と物理的且つ電気的に接続される。
【００９４】
　第１の内部電極１０３は、第１の内部電極層１００における第１及び第２の側面１０ｃ
，１０ｄの対向方向に沿った中心線を基準として、第１の内部電極１０１と線対称な形状
を呈すると共に線対称な位置に配置される。また、第３の内部電極１０４も、同様の中心
線を基準として、第３の内部電極１０２と線対称な形状を呈すると共に線対称な位置に配
置される。
【００９５】
　第２の内部電極１０６は、略Ｕ字形状を呈し、第１電極部１０６ａと第２電極部１０６
ｂと第３電極部１０６ｃとを有する。第１電極部１０６ａ及び第３電極部１０６ｃは、第
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２の内部電極１０６において、第１及び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部
分である。第２電極部１０６ｂは、第２の内部電極１０６において、第３及び第４の側面
１０ｅ，１０ｆの対向方向に伸びる部分である。第１電極部１０６ａ及び第３電極部１０
６ｃは、第２電極部１０６ｂの両端部に接続される。第２の内部電極１０６は、第１電極
部１０６ａの一端と第３電極部１０６ｃの一端とが第２の側面１０ｄに引き出されて露出
するようになっている。第２の内部電極１０６は、両電極部１０６ａ，１０６ｃの一端そ
れぞれが第２の側面１０ｄに露出することで、第２の端子電極９２と第２の外部接続導体
９６とに物理的且つ電気的に接続される。
【００９６】
　第４の内部電極１０７は、主電極部１０７ａと引出部１０７ｂとを有する。主電極部１
０７ａは、誘電体層１２を介在させて対向する主電極部１０２ａとの間で容量成分Ｃを形
成する部分である。主電極部１０７ａは、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの対向方向
が長手方向となる矩形形状を呈する。主電極部１０７ａは、第１及び第２の側面１０ｃ，
１０ｄの対向方向での略中央部分であって、且つ、第３及び第４の側面１０ｅ，１０ｆの
対向方向における第３の側面１０ｅ側の部分に配置される。引出部１０７ｂは、主電極部
１０７ａを外表面に引き出すための部分であり、第４の内部電極１０７において、第１及
び第２の側面１０ｃ，１０ｄの対向方向に伸びる部分である。引出部１０７ｂは、主電極
部１０７ａの第４の側面１０ｆ側の部分で主電極部１０７ａに接続するように形成されて
いる。第４の内部電極１０７は、引出部１０７ｂの一端が第２の側面１０ｄに引き出され
て露出し、第２の外部接続導体９６と物理的且つ電気的に接続される。
【００９７】
　第２の内部電極１０８は、第２の内部電極層１０５における第１及び第２の側面１０ｃ
，１０ｄの対向方向に沿った中心線を基準として、第２の内部電極１０６と線対称な形状
を呈すると共に線対称な位置に配置される。また、第４の内部電極１０９も、同様の中心
線を基準として、第４の内部電極１０７と線対称な形状を呈すると共に線対称な位置に配
置される。
【００９８】
　以上のように、本実施形態によれば、主電極部１０２ａと主電極部１０７ａとは、積層
方向からみて、ほぼ全面に渡って互いが重なるように位置し、また、第３の内部電極１０
４の主電極部と第４の内部電極１０９の主電極部とも、ほぼ全面に渡って互いが重なるよ
うに位置し、図４に示される容量成分Ｃが形成される。その一方、第１の内部電極１０１
，１０３は、積層方向からみて、異極性となる第２の内部電極１０６，１０８及び第４の
内部電極１０７，１０９と重ならないように位置し、第２の内部電極１０６，１０８は、
積層方向からみて、異極性となる第１の内部電極１０１，１０３及び第３の内部電極１０
２，１０４と重ならないように位置している。このため、積層コンデンサ１ｅでは、図４
に示される寄生容量Ｃｐが形成されず、高周波帯域におけるインピーダンスの急峻な低下
といった寄生容量Ｃｐによる影響が抑制され、フラットなインピーダンス特性である積層
コンデンサのアレイ化を図ることができる。
【００９９】
　本実施形態によれば、第１の内部電極層１００において、第３電極部１０１ｃを流れる
電流の向きと引出部１０２ｂを流れる電流の向きとが逆向きになり、第１の内部電極１０
３及び第３の内部電極１０４においても同様である。また、第２の内部電極層１０５にお
いて、第３電極部１０６ｃを流れる電流の向きと引出部１０７ｂを流れる電流の向きとが
逆向きになり、第２の内部電極１０８及び第４の内部電極１０９においても同様である。
このため、本実施形態によれば、各内部電極１０１～１０４及び１０６～１０９は、電流
が逆向きに流れる部分を有することとなり、積層コンデンサ１ｅでは、ＥＳＬを一層、低
減させることができる。
【０１００】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、外部接続導体５２，５３を第
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１及び第２の導体部５２ａ，５２ｂ，５３ａ，５３ｂに分けた第３実施形態において、更
に第３や第４の導体部を設け、各導体部を内部接続導体で互いに接続するようにしてもよ
い。この場合、電流経路が更に長くなり一層、ＥＳＲを高めることができる。また、第６
実施形態において、それぞれの内部電極を２個設けた実施形態について説明したが、各内
部電極を３個以上設けた構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１０１】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ…積層コンデンサ、２０，２４，５０，５４，９０
，９１…第１の端子電極、２１，２５，５１，５５，９２，９３…第２の端子電極、２２
，２６，５２，５６，９４，９５…第１の外部接続導体、２３，２７，５３，５７，９６
，９７…第２の外部接続導体、３０，４０，６０，７０，８０，１００…第１の内部電極
層、３１，４１，６１，７１，８１，１０１，１０３…第１の内部電極、３２，４２，６
２，７２，８２，１０２，１０４…第３の内部電極、３５，４５，６５，７５，８５，１
０５…第２の内部電極層、３６，４６，６６，７６，８６，１０６，１０８…第２の内部
電極、３７，４７，６７，７７，８７，１０７，１０９…第４の内部電極、５２ａ，５３
ａ，５６ａ，５７ａ…第１の導体部、５２ｂ，５３ｂ，５６ｂ，５７ｂ…第２の導体部、
６３，６８…内部接続導体、８３…第５の内部電極、８８…第６の内部電極。
 

【図１】 【図２】
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