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(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積層体と、前記積層体に形成された複数の外部導体とを備
え、
　前記複数の外部導体は、互いに電気的に絶縁された第１～第４の端子導体、並びに第１
及び第２の外部接続導体を含み、
　前記積層体は、複数の第１の内部電極と複数の第２の内部電極とを有する第１の電極群
と、第３の内部電極と第４の内部電極とを有する第２の電極群とを含み、
　前記第１の電極群と前記第２の電極群とは、前記積層体内において前記複数の誘電体層
の積層方向と直交する方向に併置されており、
　前記複数の第１及び第２の内部電極は、少なくとも一層の前記誘電体層をそれぞれの間
に挟んで互いに対向するように位置し、
　前記第３及び第４の内部電極は、少なくとも一層の前記誘電体層を間に挟んで互いに対
向するように位置し、
　前記複数の第１及び第２の内部電極は何れも、前記積層方向から見て、第３及び第４の
内部電極とは重なる領域を有さず、
　前記各第１の内部電極は、引き出し導体を介して前記第１の外部接続導体に電気的に接
続され、
　前記各第２の内部電極は、引き出し導体を介して前記第２の外部接続導体に電気的に接
続され、
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　前記第３の内部電極は、引き出し導体を介して前記第３の端子導体に電気的に接続され
、
　前記第４の内部電極は、引き出し導体を介して前記第４の端子導体に電気的に接続され
、
　前記複数の第１の内部電極のうち、１つ以上当該第１の内部電極の総数よりも１つ少な
い数以下の第１の内部電極は、引き出し導体を介して、前記第１の外部接続導体と前記積
層体の同じ側面に当該第１の外部接続導体と隣接して形成された前記第１の端子導体に電
気的に接続され、
　前記複数の第２の内部電極のうち、１つ以上当該第２の内部電極の総数よりも１つ少な
い数以下の第２の内部電極は、引き出し導体を介して、前記第２の外部接続導体と前記積
層体の同じ側面に当該第２の外部接続導体と隣接して形成された前記第２の端子導体に電
気的に接続されることを特徴とする積層コンデンサアレイ。
【請求項２】
　前記複数の第１及び第２の内部電極はそれぞれ、四角形状の主電極を含み、
　前記第１の内部電極の主電極部は、前記積層方向において隣接する前記第２の内部電極
の主電極部と協働して静電容量を形成することを特徴とする請求項１に記載の積層コンデ
ンサアレイ。
【請求項３】
　前記複数の外部導体は、第３の外部接続導体及び第４の外部接続導体をさらに含み、
　前記第２の電極群は、前記第３及び第４の内部電極を複数有し、
　前記各第３の内部電極は、引き出し導体を介して前記第３の外部接続導体に電気的に接
続され、
　前記各第４の内部電極は、引き出し導体を介して前記第４の外部接続導体に電気的に接
続され、
　前記複数の第３の内部電極のうち、１つ以上当該第３の内部電極の総数よりも１つ少な
い数以下の第３の内部電極が、引き出し導体を介して前記第３の端子導体に電気的に接続
され、
　前記複数の第４の内部電極のうち、１つ以上当該第４の内部電極の総数よりも１つ少な
い数以下の第４の内部電極が、引き出し導体を介して前記第４の端子導体に電気的に接続
されることを特徴とする請求項１又は２記載の積層コンデンサアレイ。
【請求項４】
　前記複数の第１及び第２の内部電極と、前記複数の誘電体層とによって第１のコンデン
サが形成され、
　前記第３及び第４の内部電極と、前記複数の誘電体層とによって第２のコンデンサが形
成され、
　前記第１のコンデンサの等価直列抵抗と前記第２のコンデンサの等価直列抵抗とが異な
ることを特徴とする請求項１～３の何れか一項記載の積層コンデンサアレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層コンデンサアレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器等の小型化、薄型化にともなって、これらに搭載されるコンデンサの集積化が
望まれている。そこで、１つのチップ内に複数のコンデンサを含ませたコンデンサアレイ
が近年検討されている。例えば、複数の内部電極が並設された内部電極層と誘電体層とが
交互に積層された積層体と、当該積層体に形成された複数の端子導体とを備えたものが知
られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、デジタル電子機器に搭載されている中央処理装置（ＣＰＵ）に供給用の電源にお
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いては低電圧化が進む一方で負荷電流は増大している。従って、負荷電流の急激な変化に
対して電源電圧の変動を許容値内に抑えることが非常に困難になったため、デカップリン
グコンデンサと呼ばれる積層コンデンサが電源に接続されるようになった。そして、負荷
電流の過渡的な変動時にこの積層コンデンサからＣＰＵに電流を供給して、電源電圧の変
動を抑えるようにしている。
【０００４】
　近年、ＣＰＵの動作周波数の更なる高周波数化に伴って、負荷電流は高速でより大きな
ものとなっており、デカップリングコンデンサに用いられる積層コンデンサには、大容量
化と共に等価直列抵抗（ＥＳＲ）を大きくしたいという要求がある。
【特許文献１】特開平１１－２６２９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された積層コンデンサアレイでは、等価直列抵抗につ
いての検討は行っていない。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を解消するためになされたものであり、等価直列抵抗を制御する
ことが可能な積層コンデンサアレイを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ところで、一般的な積層コンデンサアレイにあっては、すべての内部電極が引き出し導
体を介して対応する端子導体に接続されている。このため、端子導体に接続される引き出
し導体が内部電極の数だけ存在することとなり、等価直列抵抗が小さくなってしまう。積
層コンデンサアレイの大容量化を図るために誘電体層及び内部電極の積層数を多くすると
、引き出し導体の数も多くなる。端子導体に接続される引き出し導体の抵抗成分は端子導
体に対して並列接続されることとなるため、端子導体に接続される引き出し導体の数が多
くなるに従い、積層コンデンサアレイの等価直列抵抗がさらに小さくなってしまう。例え
ば、特許文献１に記載の積層コンデンサアレイにおいても、すべての内部電極が端子導体
と直接接続されているため、大容量化に対応すべく積層数を増やして静電容量を大きくす
ると、等価直列抵抗が小さくなってしまう。このように、積層コンデンサアレイの大容量
化と、等価直列抵抗を大きくするということとは、相反する要求である。
【０００８】
　そこで、本発明者等は、大容量化と等価直列抵抗を大きくしたいとの要求を満たし得る
積層コンデンサアレイについて鋭意研究を行った。その結果、本発明者等は、誘電体層及
び内部電極の積層数を同じとしても、内部電極を積層体の表面に形成された外部接続導体
で接続し且つ引き出し導体の数を変えることができれば、等価直列抵抗を所望の値に調節
することが可能となるという新たな事実を見出すに至った。また、本発明者等は、内部電
極を積層体の表面に形成された外部接続導体で接続し且つ積層体の積層方向での引き出し
導体の位置を変えることができれば、等価直列抵抗を所望の値に調節することが可能とな
るという新たな事実を見出すに至った。特に、引き出し導体の数を内部電極の数よりも少
なくすれば、等価直列抵抗を大きくする方向での調整が可能となる。
【０００９】
　かかる研究結果を踏まえ、本発明に係る積層コンデンサアレイは、複数の誘電体層が積
層された積層体と、積層体に形成された複数の外部導体とを備え、複数の外部導体は、互
いに電気的に絶縁された第１～第４の端子導体、並びに第１及び第２の外部接続導体を含
み、積層体は、複数の第１の内部電極と複数の第２の内部電極とを有する第１の電極群と
、第３の内部電極と第４の内部電極とを有する第２の電極群とを含み、第１の電極群と第
２の電極群とは、積層体内において複数の誘電体層の積層方向と直交する方向に併置され
ており、複数の第１の内部電極のうち少なくとも一つの第１の内部電極と、複数の第２の
内部電極のうち少なくとも一つの第２の内部電極とは、少なくとも一層の誘電体層を間に
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挟んで互いに対向するように位置し、第３及び第４の内部電極は、少なくとも一層の誘電
体層を間に挟んで互いに対向するように位置し、各第１の内部電極は、引き出し導体を介
して第１の外部接続導体に電気的に接続され、各第２の内部電極は、引き出し導体を介し
て第２の外部接続導体に電気的に接続され、第３の内部電極は、引き出し導体を介して第
３の端子導体に電気的に接続され、第４の内部電極は、引き出し導体を介して第４の端子
導体に電気的に接続され、複数の第１の内部電極のうち、１つ以上当該第１の内部電極の
総数よりも１つ少ない数以下の第１の内部電極は、引き出し導体を介して第１の端子導体
に電気的に接続され、複数の第２の内部電極のうち、１つ以上当該第２の内部電極の総数
よりも１つ少ない数以下の第２の内部電極は、引き出し導体を介して第２の端子導体に電
気的に接続されることを特徴とする。
【００１０】
　上記の積層コンデンサアレイによれば、第１及び第２の内部電極の一部のみが端子導体
に引き出し導体を介して接続している。このように、端子導体に引き出し導体を介して接
続される第１及び第２の内部電極をすべてではなく一部のみとすることで、複数の第１及
び第２の内部電極と複数の誘電体層とによって形成されるコンデンサの等価直列抵抗を制
御することが可能となる。
【００１１】
　複数の第１及び第２の内部電極は、少なくとも一層の誘電体層をそれぞれの間に挟んで
互いに対向するように位置することが好ましい。この場合、複数の第１及び第２の内部電
極と複数の誘電体層とによって形成されるコンデンサの静電容量を大きくすることができ
る。
【００１２】
　複数の外部導体は、第３の外部接続導体及び第４の外部接続導体をさらに含み、第２の
電極群は、第３及び第４の内部電極を複数有し、各第３の内部電極は、引き出し導体を介
して第３の外部接続導体に電気的に接続され、各第４の内部電極は、引き出し導体を介し
て第４の外部接続導体に電気的に接続され、複数の第３の内部電極のうち、１つ以上当該
第３の内部電極の総数よりも１つ少ない数以下の第３の内部電極が、引き出し導体を介し
て第３の端子導体に電気的に接続され、複数の第４の内部電極のうち、１つ以上当該第４
の内部電極の総数よりも１つ少ない数以下の第４の内部電極が、引き出し導体を介して第
４の端子導体に電気的に接続されることが好ましい。
【００１３】
　この場合、複数の第３及び第４の内部電極の一部のみが端子導体に引き出し導体を介し
て接続される。このように、端子導体に引き出し導体を介して接続される第３及び第４の
内部電極をすべてではなく一部のみとすることで、複数の第３及び第４の内部電極と複数
の誘電体層とによって形成されるコンデンサの等価直列抵抗を制御することが可能となる
。この場合、複数の第３及び第４の内部電極は、少なくとも一層の誘電体層をそれぞれの
間に挟んで互いに対向するように位置することが特に好ましい。これにより、複数の第３
及び第４の内部電極と複数の誘電体層とによって形成されるコンデンサの静電容量を大き
くすることができる。
【００１４】
　複数の第１及び第２の内部電極と、複数の誘電体層とによって第１のコンデンサが形成
され、第３及び第４の内部電極と、複数の誘電体層とによって第２のコンデンサが形成さ
れ、第１のコンデンサの等価直列抵抗と第２のコンデンサの等価直列抵抗とが異なってい
てもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、等価直列抵抗を制御することが可能な積層コンデンサアレイを提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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　以下、添付図面を参照して、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。また、説明中、「左」及び「右」なる語を使用することがあるが、これは
各図の左右方向に対応したものである。
（第１実施形態）
【００１７】
　図１及び図２を参照して、第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１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アレイの斜視図である。図２
は、第１実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【００１８】
　第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１は、図１に示されるように、略直方体
形状である積層体Ｌ１と、積層体Ｌ１の側面上に形成された複数の外部導体１～８とを備
える。外部導体１～８は、例えば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
トを積層体の外表面の付与し、焼き付けることによって形成される。必要に応じて、焼き
付けられた外部導体の上にめっき層が形成されることもある。これらの複数の外部導体１
～８は、積層体Ｌ１の表面上においては互いに電気的に絶縁されて形成されている。
【００１９】
　複数の外部導体は、第１～第４の端子導体１～４、第１～第４の外部接続導体５～８を
含む。第１及び第３の端子導体１、３、並びに第１及び第３の外部接続導体５、７はいず
れも、後述する積層体Ｌ１の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ１ａ、すなわち積
層体Ｌ１の積層方向と直交する側面の長手方向に沿って伸びる側面である第１の側面Ｌ１
ａ上に位置する。第１及び第３の端子導体１、３、並びに第１及び第３の外部接続導体５
、７は、図１の左側から右側に向かって、第１の端子導体１、第１の外部接続導体５、第
３の外部接続導体７、第３の端子導体３の順で形成されている。
【００２０】
　第２及び第４の端子導体２、４、並びに第２及び第４の外部接続導体６、８はいずれも
、後述する積層体Ｌ１の積層方向と平行な側面のうち第２の側面Ｌ１ｂ、すなわち積層体
Ｌ１の積層方向と直交する側面の長手方向に沿って伸びる側面であって且つ第１の側面Ｌ
１ａと対向する第２の側面Ｌ１ｂ上に位置する。第２及び第４の端子導体２、４、並びに
第２及び第４の外部接続導体６、８は、図１の左側から右側に向かって、第２の端子導体
２、第２の外部接続導体６、第４の外部接続導体８、第４の端子導体４の順で形成されて
いる。
【００２１】
　積層体Ｌ１は、図２に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１１
～１９が積層されることによって構成される。各誘電体層１１～１９は、例えば誘電体セ
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。ここで、積層体Ｌ１
における誘電体層１１～１９の積層方向を、以下単に「積層方向」と称する。なお、実際
の積層コンデンサアレイＣＡ１では、誘電体層１１～１９の間の境界が視認できない程度
に一体化されている。
【００２２】
　積層体Ｌ１には、第１及び第２の電極群Ｅ１、Ｅ２が含まれている。第１の電極群Ｅ１
は、複数（本実施形態では、各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４
を有する。第２の電極群Ｅ２は、複数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４を有する。第１の電極群Ｅ１と第２の電極群Ｅ２とは、積層
体Ｌ１内において誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。各内
部電極２１～２４、４１～４４、６１～６４、８１～８４は、例えば、導電性ペーストの
焼結体から構成される。
【００２３】
　複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８
をそれぞれの間に挟んで互いに対向している。複数の第３及び第４の内部電極６１～６４
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、８１～８４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向している
。積層方向で見て、複数の第１の内部電極２１～２４は、第３及び第４の内部電極６１～
６４、８１～８４のいずれとも対向する領域を有していない。積層方向で見て、複数の第
２の内部電極４１～４４は、第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４のいずれと
も対向する領域を有していない。一方、積層方向で見て、複数の第３の内部電極６１～６
４は、第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４のいずれとも対向する領域を有し
ていない。積層方向で見て、複数の第４の内部電極８１～８４は、第１及び第２の内部電
極２１～２４、４１～４４のいずれとも対向する領域を有していない。
【００２４】
　積層コンデンサアレイＣＡ１では、第１及び第３の内部電極２１～２４、６１～６４は
それぞれ、積層方向で同層に位置する。したがって、第１及び第３の内部電極２１、６１
は誘電体層１１と誘電体層１２との間に位置する。第１及び第３の内部電極２２、６２は
誘電体層１３と誘電体層１４との間に位置する。第１及び第３の内部電極２３、６３は誘
電体層１５と誘電体層１６との間に位置する。第１及び第３の内部電極２４、６４は誘電
体層１７と誘電体層１８との間に位置する。
【００２５】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ１では、第２及び第４の内部電極４１～４４、８１～
８４もそれぞれ、積層方向で同層に位置する。したがって、第２及び第４の内部電極４１
、８１は誘電体層１２と誘電体層１３との間に位置する。第２及び第４の内部電極４２、
８２は誘電体層１４と誘電体層１５との間に位置する。第２及び第４の内部電極４３、８
３は誘電体層１６と誘電体層１７との間に位置する。第１及び第３の内部電極４４、８４
は誘電体層１８と誘電体層１９との間に位置する。
【００２６】
　第１及び第３の内部電極２１～２４、６１～６４はそれぞれ矩形状を呈する。矩形状の
第１及び第３の内部電極２１～２４、６１～６４は、図２の左側から右側に向かってこの
順で位置している。第１及び第３の内部電極２１～２４、６１～６４は、互いに接触しな
いように位置している。
【００２７】
　第２及び第４の内部電極４１～４４、８１～８４はそれぞれ矩形状を呈する。矩形状の
第２及び第４の内部電極４１～４４、８１～８４は、図２の左側から右側に向かってこの
順で位置している。第２及び第４の内部電極４１～４４、８１～８４は、互いに接触しな
いように位置している。
【００２８】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。各第１の内部電極２１～２４には、積層体Ｌ１の
第１の側面Ｌ１ａに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３２～３４が形成さ
れている。
【００２９】
　引き出し導体３１ａ、３１ｂは、第１の内部電極２１と一体に形成されており、積層体
Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに臨むように、第１の内部電極２１から伸びている。引き出し導
体３２は、第１の内部電極２２と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａ
に臨むように、第１の内部電極２２から伸びている。引き出し導体３３は、第１の内部電
極２３と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに臨むように、第１の内
部電極２３から伸びている。引き出し導体３４は、第１の内部電極２４と一体に形成され
ており、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに臨むように、第１の内部電極２４から伸びてい
る。
【００３０】
　第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介して第１
の外部接続導体５に電気的に接続される。これにより、第１の内部電極２１～２４は、第
１の外部接続導体５を介して互いに電気的に接続されることとなる。
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【００３１】
　４つの第１の内部電極２１～２４のうち、１つ以上当該第１の内部電極の総数である４
よりも１つ少ない数以下の第１の内部電極２１、すなわち１つの第１の内部電極２１は、
引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電気的に接続される。第１の内部電極２
１～２４は第１の外部接続導体５を介して互いに電気的に接続されているため、第１の内
部電極２２～２４も第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電気的に接続され
ることとなる。これにより、第１の内部電極２１～２４は並列接続されることとなる。
【００３２】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ１の
第２の側面Ｌ１ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【００３３】
　引き出し導体５１は、第２の内部電極４１と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第２
の側面Ｌ１ｂに臨むように、第２の内部電極４１から伸びている。引き出し導体５２は、
第２の内部電極４２と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに臨むよう
に、第２の内部電極４２から伸びている。引き出し導体５３は、第２の内部電極４３と一
体に形成されており、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに臨むように、第２の内部電極４３
から伸びている。引き出し導体５４ａ、５４ｂは、第２の内部電極４４と一体に形成され
ており、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに臨むように、第２の内部電極４４から伸びてい
る。
【００３４】
　第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介して第２
の外部接続導体６に電気的に接続される。これにより、第２の内部電極４１～４４は、第
２の外部接続導体６を介して互いに電気的に接続されることとなる。
【００３５】
　４つの第２の内部電極４１～４４のうち、１つ以上当該第２の内部電極の総数である４
よりも１つ少ない数以下の第２の内部電極４４、すなわち１つの第２の内部電極４４は、
引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続される。第２の内部電極４
１～４４は第２の外部接続導体６を介して互いに電気的に接続されているため、第２の内
部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的に接続され
ることとなる。これにより、第２の内部電極４１～４４は並列接続されることとなる。
【００３６】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａが形成されている。各第３の内部電極６１～６４には、積層体Ｌ１の
第１の側面Ｌ１ａに引き出されるように伸びる引き出し導体７１ｂ、７２～７４が形成さ
れている。
【００３７】
　引き出し導体７１ａ、７１ｂは、第３の内部電極６１と一体に形成されており、積層体
Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに臨むように、第３の内部電極６１から伸びている。引き出し導
体７２は、第３の内部電極６２と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａ
に臨むように、第３の内部電極４２から伸びている。引き出し導体７３は、第３の内部電
極６３と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに臨むように、第３の内
部電極６３から伸びている。引き出し導体７４は、第３の内部電極６４と一体に形成され
ており、積層体Ｌ１の第１の側面Ｌ１ａに臨むように、第３の内部電極６４から伸びてい
る。
【００３８】
　第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｂ、７２～７４を介して第３
の外部接続導体７に電気的に接続される。これにより、第３の内部電極６１～６４は、第
３の外部接続導体７を介して互いに電気的に接続されることとなる。
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【００３９】
　４つの第３の内部電極６１～６４のうち、１つ以上当該第３の内部電極の総数である４
よりも１つ少ない数以下の第３の内部電極６１、すなわち１つの第３の内部電極６１は、
引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続される。第３の内部電極６
１～６４は第３の外部接続導体７を介して互いに電気的に接続されているため、第３の内
部電極６２～６４も第３の外部接続導体７を介して第３の端子導体３に電気的に接続され
ることとなる。これにより、第３の内部電極６１～６４は並列接続されることとなる。
【００４０】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ１の
第２の側面Ｌ１ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体９１～９３、９４ｂが形成さ
れている。
【００４１】
　引き出し導体９１は、第４の内部電極８１と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第２
の側面Ｌ１ｂに臨むように、第４の内部電極８１から伸びている。引き出し導体９２は、
第４の内部電極８２と一体に形成されており、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに臨むよう
に、第４の内部電極４２から伸びている。引き出し導体９３は、第４の内部電極８３と一
体に形成されており、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに臨むように、第４の内部電極８３
から伸びている。引き出し導体９４ａ、９４ｂは、第４の内部電極８４と一体に形成され
ており、積層体Ｌ１の第２の側面Ｌ１ｂに臨むように、第４の内部電極８４から伸びてい
る。
【００４２】
　第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１～９３、９４ｂを介して第４
の外部接続導体８に電気的に接続される。これにより、第４の内部電極８１～８４は、第
４の外部接続導体８を介して互いに電気的に接続されることとなる。
【００４３】
　４つの第４の内部電極８１～８４のうち、１つ以上当該第４の内部電極の総数である４
よりも１つ少ない数以下の第４の内部電極８４、すなわち１つの第４の内部電極８４は、
引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続される。第４の内部電極８
１～８４は第４の外部接続導体８を介して互いに電気的に接続されているため、第４の内
部電極８１～８３も第４の外部接続導体８を介して第４の端子導体４に電気的に接続され
ることとなる。これにより、第４の内部電極８１～８４は並列接続されることとなる。
【００４４】
　以上より、積層コンデンサアレイＣＡ１では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２
４、４１～４４と複数の誘電体層１２～１８とによって、より具体的には複数の第１及び
第２の内部電極２１～２４、４１～４４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２
４、４１～４４の間それぞれに一層ずつ挟まれた誘電体層１２～１８とによって第１のコ
ンデンサＣ１が形成される。また、積層コンデンサアレイＣＡ１では、複数の第３及び第
４の内部電極６１～６４、８１～８４と複数の誘電体層１２～１８とによって、より具体
的には複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第
４の内部電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによ
って第２のコンデンサＣ２が形成される。
【００４５】
　積層コンデンサアレイＣＡ１の第１のコンデンサＣ１では、引き出し導体３１ａを介し
て第１の端子導体１に直接接続される第１の内部電極２１の数を１つとし、第１の内部電
極２１～２４の総数（本実施形態では、４つ）よりも少なくされている。また、引き出し
導体５４ａを介して第２の端子導体２に直接接続される第２の内部電極４４の数を１つと
し、第２の内部電極４１～４４の総数（本実施形態では、４つ）よりも少なくされている
。また、第１の端子導体１に着目すると、第１の外部接続導体５の抵抗成分は、第１の端
子導体１に対して直列接続されることとなる。また、第２の端子導体２に着目すると、第
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２の外部接続導体６の抵抗成分は、第２の端子導体２に対して直列接続されることとなる
。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応する端子導体に引き
出し導体を介して接続されている積層コンデンサアレイに含まれる従来のコンデンサに比
して、等価直列抵抗が大きくなる。また、等価直列抵抗が大きくなることによって、共振
周波数での急激なインピーダンスの低下が防げ、広帯域化が可能となる。
【００４６】
　さらに、積層コンデンサアレイＣＡ１の第２のコンデンサＣ２では、引き出し導体７１
ａを介して第３の端子導体３に直接接続される第３の内部電極６１の数を１つとし、第６
の内部電極６１～６４の総数（本実施形態では、４つ）よりも少なくされている。また、
引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に直接接続される第２の内部電極８４の数
を１つとし、第２の内部電極８１～８４の総数（本実施形態では、４つ）よりも少なくさ
れている。また、第３の端子導体３に着目すると、第３の外部接続導体７の抵抗成分は、
第３の端子導体３に対して直列接続されることとなる。また、第４の端子導体４に着目す
ると、第４の外部接続導体８の抵抗成分は、第４の端子導体４に対して直列接続されるこ
ととなる。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応する端子導
体に引き出し導体を介して接続されている積層コンデンサアレイに含まれる従来のコンデ
ンサに比して、等価直列抵抗が大きくなる。また、等価直列抵抗が大きくなることによっ
て、共振周波数での急激なインピーダンスの低下が防げ、広帯域化が可能となる。
【００４７】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ１では、当該積層コンデンサアレイＣＡ１に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【００４８】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ１では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【００４９】
　また、第１のコンデンサＣ１では、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電
気的に接続される第１の内部電極２１の数及び引き出し導体５４ａを介して第２の端子導
体２に電気的に接続される第２の内部電極４４の数の少なくとも一方の数を調整すること
により、等価直列抵抗を所望の値に設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、
引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続される第３の内部電極６１
の数及び引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続される第４の内部
電極８４の数の少なくとも一方の数を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に設
定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ１では、等価直列抵抗の制御
を容易に且つ精度良く行うことができる。
【００５０】
　また、第１のコンデンサＣ１では、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電
気的に接続される第１の内部電極２１の積層体Ｌ１の積層方向での位置及び引き出し導体
５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続される第２の内部電極４４の積層体Ｌ１
の積層方向での位置の少なくとも一方の位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望
の値に設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、引き出し導体５１ａを介して
第３の端子導体３に電気的に接続される第３の内部電極６１の積層体Ｌ１の積層方向での
位置及び引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続される第４の内部
電極８４の積層体Ｌ１の積層方向での位置の少なくとも一方の位置を調整することにより
、等価直列抵抗を所望の値に設定することができる。
【００５１】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ１では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。そのため、第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４と誘電体層１
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２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１の静電容量を大きくすることができ
る。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の誘電体層１
２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。そのため、第３及
び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と誘電体層１２～１８とによって形成される第
２のコンデンサＣ２の静電容量を大きくすることができる。これらにより、積層コンデン
サアレイＣＡ１に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量を大きくしつつ、等価
直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第２実施形態）
【００５２】
　図３及び図４を参照して、第２実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ２の構成につ
いて説明する。第２実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ２は、積層体上に形成され
た外部導体の配置の点で第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１と相違する。図
３は、第２実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図４は、第２実施形態
に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【００５３】
　第２実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ２は、図３に示されるように、略直方体
形状である積層体Ｌ２と、積層体Ｌ２の側面上に形成された複数の外部導体である第１～
第４の端子導体１～４、及び第１～第４の外部接続導体５～８とを備える。
【００５４】
　第１及び第４の端子導体１、４、並びに第１及び第４の外部接続導体５、８はいずれも
、積層体Ｌ２の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ２ａ上に位置する。第１及び第
４の端子導体１、４、並びに第１及び第４の外部接続導体５、８は、図３の左側から右側
に向かって、第１の端子導体１、第１の外部接続導体５、第４の外部接続導体８、第４の
端子導体４の順で形成されている。
【００５５】
　第２及び第３の端子導体２、３、並びに第２及び第３の外部接続導体６、７はいずれも
、積層体Ｌ２の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ２ａと対向する第２の側面Ｌ
２ｂ上に位置する。第２及び第３の端子導体２、３、並びに第２及び第３の外部接続導体
６、７は、図３の左側から右側に向かって、第２の端子導体２、第２の外部接続導体６、
第３の外部接続導体７、第３の端子導体３の順で形成されている。
【００５６】
　積層体Ｌ２は、図４に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１１
～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ２には、複数（本実施形態では、
各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、複
数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有す
る第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ２内にお
いて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【００５７】
　積層コンデンサアレイＣＡ２は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【００５８】
　積層コンデンサアレイＣＡ２では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
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【００５９】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ２の第１の側面Ｌ２ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。各第１の内部電極２１～２４には、積層体Ｌ２の
第１の側面Ｌ２ａに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３２～３４が形成さ
れている。
【００６０】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電気的に接続
される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介し
て第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２１のみでな
く第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電気
的に接続されることとなる。
【００６１】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ２の第２の側面Ｌ２ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ２の
第２の側面Ｌ２ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【００６２】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介し
て第２の外部接続導体６に電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでな
く第２の内部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的
に接続されることとなる。
【００６３】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ２の第２の側面Ｌ２ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａが形成されている。各第３の内部電極６１～６４には、積層体Ｌ２の
第２の側面Ｌ２ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体７１ｂ、７２～７４が形成さ
れている。
【００６４】
　第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続
される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｂ、７２～７４を介し
て第３の外部接続導体７に電気的に接続される。その結果、第３の内部電極６１のみでな
く第３の内部電極６２～６４も、第３の外部接続導体７を介して第３の端子導体３に電気
的に接続されることとなる。
【００６５】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ２の第１の側面Ｌ２ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ２の
第１の側面Ｌ２ａに引き出されるように伸びる引き出し導体９１～９３、９４ｂが形成さ
れている。
【００６６】
　第４の内部電極８４は、引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続
される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１～９３、９４ｂを介し
て第４の外部接続導体８に電気的に接続される。その結果、第４の内部電極８４のみでな
く第４の内部電極８１～８３も第４の外部接続導体８を介して第４の端子導体４に電気的
に接続されることとなる。
【００６７】
　積層コンデンサアレイＣＡ２の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１と第１の
内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介して電気的
に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２の内部電
極４１～４３とを、第２の外部接続導体６及び第２の内部電極４４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応する端子
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導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【００６８】
　積層コンデンサアレイＣＡ２の第２のコンデンサＣ２では、第３の端子導体３と第３の
内部電極６２～６４とを、第３の外部接続導体７及び第３の内部電極６１を介して電気的
に接続させている。また、第２のコンデンサＣ２では、第４の端子導体４と第４の内部電
極８１～８３とを、第４の外部接続導体８及び第４の内部電極８４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
部に比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【００６９】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ２では、当該積層コンデンサアレイＣＡ２に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【００７０】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ２では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【００７１】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、第３の内部電極６１及び第４の内部
電極８４の少なくとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵
抗を所望の値に設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ２では、等
価直列抵抗の制御を容易に且つ精度良く行うことができる。
【００７２】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ２では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の
誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。これら
により、積層コンデンサアレイＣＡ２に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量
を大きくしつつ、等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第３実施形態）
【００７３】
　図５及び図６を参照して、第３実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ３の構成につ
いて説明する。第３実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ３は、積層体上に形成され
た外部導体の配置の点で第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１と相違する。図
５は、第３実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図６は、第３実施形態
に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【００７４】
　第３実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ３は、図５に示されるように、略直方体
形状である積層体Ｌ３と、積層体Ｌ３の側面上に形成された複数の外部導体である第１～
第４の端子導体１～４、及び第１～第４の外部接続導体５～８とを備える。
【００７５】
　第１及び第３の端子導体１、３、並びに第１及び第３の外部接続導体５、７はいずれも
、積層体Ｌ３の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ３ａ上に位置する。第１及び第
３の端子導体１、３、並びに第１及び第３の外部接続導体５、７は、図５の左側から右側
に向かって、第１の外部接続導体５、第１の端子導体１、第３の端子導体３、第３の外部
接続導体７の順で形成されている。
【００７６】
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　第２及び第４の端子導体２、４、並びに第２及び第４の外部接続導体６、８はいずれも
、積層体Ｌ３の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ３ａと対向する第２の側面Ｌ
３ｂ上に位置する。第２及び第４の端子導体２、４、並びに第２及び第４の外部接続導体
６、８は、図５の左側から右側に向かって、第２の外部接続導体６、第２の端子導体２、
第４の端子導体４、第４の外部接続導体８の順で形成されている。
【００７７】
　積層体Ｌ３は、図６に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１１
～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ３には、複数（本実施形態では、
各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、複
数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有す
る第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ３内にお
いて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【００７８】
　積層コンデンサアレイＣＡ３は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【００７９】
　積層コンデンサアレイＣＡ３では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
【００８０】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ３の第１の側面Ｌ３ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。各第１の内部電極２１～２４には、積層体Ｌ３の
第１の側面Ｌ３ａに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３２～３４が形成さ
れている。
【００８１】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電気的に接続
される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介し
て第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２１のみでな
く第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電気
的に接続されることとなる。
【００８２】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ３の第２の側面Ｌ３ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ３の
第２の側面Ｌ３ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【００８３】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介し
て第２の外部接続導体６に電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでな
く第２の内部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的
に接続されることとなる。
【００８４】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ３の第１の側面Ｌ３ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａが形成されている。各第３の内部電極６１～６４には、積層体Ｌ３の
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第１の側面Ｌ３ａに引き出されるように伸びる引き出し導体７１ｂ、７２～７４が形成さ
れている。
【００８５】
　第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続
される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｂ、７２～７４を介し
て第３の外部接続導体７に電気的に接続される。その結果、第３の内部電極６１のみでな
く第３の内部電極６２～６４も、第３の外部接続導体７を介して第３の端子導体３に電気
的に接続されることとなる。
【００８６】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ３の第２の側面Ｌ３ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ３の
第２の側面Ｌ３ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体９１～９３、９４ｂが形成さ
れている。
【００８７】
　第４の内部電極８４は、引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続
される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１～９３、９４ｂを介し
て第４の外部接続導体８に電気的に接続される。その結果、第４の内部電極８４のみでな
く第４の内部電極８１～８３も第４の外部接続導体８を介して第４の端子導体４に電気的
に接続されることとなる。
【００８８】
　積層コンデンサアレイＣＡ３の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１と第１の
内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介して電気的
に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２の内部電
極４１～４３とを、第２の外部接続導体６及び第２の内部電極４４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【００８９】
　積層コンデンサアレイＣＡ３の第２のコンデンサＣ２では、第３の端子導体３と第３の
内部電極６２～６４とを、第３の外部接続導体７及び第３の内部電極６１を介して電気的
に接続させている。また、第２のコンデンサＣ２では、第４の端子導体４と第４の内部電
極８１～８３とを、第４の外部接続導体８及び第４の内部電極８４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【００９０】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ３では、当該積層コンデンサアレイＣＡ３に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【００９１】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ３では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【００９２】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、第３の内部電極６１及び第４の内部
電極８４の少なくとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵
抗を所望の値に設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ３では、等
価直列抵抗の制御を容易に且つ精度良く行うことができる。
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【００９３】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ３では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の
誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。これら
により、積層コンデンサアレイＣＡ３に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量
を大きくしつつ、等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第４実施形態）
【００９４】
　図７及び図８を参照して、第４実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ４の構成につ
いて説明する。第４実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ４は、積層体上に形成され
た外部導体の配置の点で第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１と相違する。図
７は、第４実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図８は、第４実施形態
に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【００９５】
　第４実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ４は、図７に示されるように、略直方体
形状である積層体Ｌ４と、積層体Ｌ４の側面上に形成された複数の外部導体である第１～
第４の端子導体１～４、及び第１～第４の外部接続導体５～８とを備える。
【００９６】
　第１及び第３の端子導体１、３、並びに第２及び第４の外部接続導体６、８はいずれも
、積層体Ｌ４の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ４ａ上に位置する。第１及び第
３の端子導体１、３、並びに第２及び第４の外部接続導体６、８は、図７の左側から右側
に向かって、第２の外部接続導体６、第１の端子導体１、第３の端子導体３、第４の外部
接続導体８の順で形成されている。
【００９７】
　第２及び第４の端子導体２、４、並びに第１及び第３の外部接続導体５、７はいずれも
、積層体Ｌ４の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ４ａと対向する第２の側面Ｌ
４ｂ上に位置する。第２及び第４の端子導体２、４、並びに第１及び第３の外部接続導体
５、７は、図７の左側から右側に向かって、第１の外部接続導体５、第２の端子導体２、
第４の端子導体４、第３の外部接続導体７の順で形成されている。
【００９８】
　積層体Ｌ４は、図８に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１１
～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ４には、複数（本実施形態では、
各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、複
数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有す
る第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ４内にお
いて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【００９９】
　積層コンデンサアレイＣＡ４は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【０１００】
　積層コンデンサアレイＣＡ４では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
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【０１０１】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ４の第１の側面Ｌ４ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。各第１の内部電極２１～２４には、積層体Ｌ４の
第２の側面Ｌ４ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３２～３４が形成さ
れている。
【０１０２】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電気的に接続
される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介し
て第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２１のみでな
く第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電気
的に接続されることとなる。
【０１０３】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ４の第２の側面Ｌ４ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ４の
第１の側面Ｌ４ａに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【０１０４】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介し
て第２の外部接続導体６に電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでな
く第２の内部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的
に接続されることとなる。
【０１０５】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ４の第１の側面Ｌ４ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａが形成されている。各第３の内部電極６１～６４には、積層体Ｌ４の
第２の側面Ｌ４ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体７１ｂ、７２～７４が形成さ
れている。
【０１０６】
　第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続
される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｂ、７２～７４を介し
て第３の外部接続導体７に電気的に接続される。その結果、第３の内部電極６１のみでな
く第３の内部電極６２～６４も、第３の外部接続導体７を介して第３の端子導体３に電気
的に接続されることとなる。
【０１０７】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ４の第２の側面Ｌ４ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ４の
第１の側面Ｌ４ａに引き出されるように伸びる引き出し導体９１～９３、９４ｂが形成さ
れている。
【０１０８】
　第４の内部電極８４は、引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続
される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１～９３、９４ｂを介し
て第４の外部接続導体８に電気的に接続される。その結果、第４の内部電極８４のみでな
く第４の内部電極８１～８３も第４の外部接続導体８を介して第４の端子導体４に電気的
に接続されることとなる。
【０１０９】
　積層コンデンサアレイＣＡ４の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１と第１の
内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介して電気的
に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２の内部電
極４１～４３とを、第２の外部接続導体６及び第２の内部電極４４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応する端子
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導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０１１０】
　積層コンデンサアレイＣＡ４の第２のコンデンサＣ２では、第３の端子導体３と第３の
内部電極６２～６４とを、第３の外部接続導体７及び第３の内部電極６１を介して電気的
に接続させている。また、第２のコンデンサＣ２では、第４の端子導体４と第４の内部電
極８１～８３とを、第４の外部接続導体８及び第４の内部電極８４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０１１１】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ４では、当該積層コンデンサアレイＣＡ４に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【０１１２】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ４では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【０１１３】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、第３の内部電極６１及び第４の内部
電極８４の少なくとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵
抗を所望の値に設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ４では、等
価直列抵抗の制御を容易に且つ精度良く行うことができる。
【０１１４】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ４では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の
誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。これら
により、積層コンデンサアレイＣＡ４に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量
を大きくしつつ、等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第５実施形態）
【０１１５】
　図９及び図１０を参照して、第５実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ５の構成に
ついて説明する。第５実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ５は、積層体上に形成さ
れた外部導体の配置の点で第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１と相違する。
図９は、第５実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図１０は、第５実施
形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【０１１６】
　第５実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ５は、図９に示されるように、略直方体
形状である積層体Ｌ５と、積層体Ｌ５の側面上に形成された複数の外部導体である第１～
第４の端子導体１～４、及び第１～第４の外部接続導体５～８とを備える。
【０１１７】
　第１及び第３の端子導体１、３、並びに第２及び第４の外部接続導体６、８はいずれも
、積層体Ｌ５の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ５ａ上に位置する。第１及び第
３の端子導体１、３、並びに第２及び第４の外部接続導体６、８は、図９の左側から右側
に向かって、第１の端子導体１、第２の外部接続導体６、第３の端子導体３、第４の外部
接続導体８の順で形成されている。
【０１１８】
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　第２及び第４の端子導体２、４、並びに第１及び第３の外部接続導体５、７はいずれも
、積層体Ｌ５の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ５ａと対向する第２の側面Ｌ
５ｂ上に位置する。第２及び第４の端子導体２、４、並びに第１及び第３の外部接続導体
５、７は、図９の左側から右側に向かって、第１の外部接続導体５、第２の端子導体２、
第３の外部接続導体７、第４の端子導体４の順で形成されている。
【０１１９】
　積層体Ｌ５は、図１０に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１
１～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ５には、複数（本実施形態では
、各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、
複数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有
する第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ５内に
おいて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【０１２０】
　積層コンデンサアレイＣＡ５は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【０１２１】
　積層コンデンサアレイＣＡ５では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
【０１２２】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ５の第１の側面Ｌ５ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。各第１の内部電極２１～２４には、積層体Ｌ５の
第２の側面Ｌ５ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３２～３４が形成さ
れている。
【０１２３】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電気的に接続
される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介し
て第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２１のみでな
く第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電気
的に接続されることとなる。
【０１２４】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ５の第２の側面Ｌ５ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ５の
第１の側面Ｌ５ａに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【０１２５】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介し
て第２の外部接続導体６に電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでな
く第２の内部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的
に接続されることとなる。
【０１２６】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ５の第１の側面Ｌ５ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａが形成されている。各第３の内部電極６１～６４には、積層体Ｌ５の
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第２の側面Ｌ５ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体７１ｂ、７２～７４が形成さ
れている。
【０１２７】
　第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続
される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｂ、７２～７４を介し
て第３の外部接続導体７に電気的に接続される。その結果、第３の内部電極６１のみでな
く第３の内部電極６２～６４も、第３の外部接続導体７を介して第３の端子導体３に電気
的に接続されることとなる。
【０１２８】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ５の第２の側面Ｌ５ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ５の
第１の側面Ｌ５ａに引き出されるように伸びる引き出し導体９１～９３、９４ｂが形成さ
れている。
【０１２９】
　第４の内部電極８４は、引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続
される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１～９３、９４ｂを介し
て第４の外部接続導体８に電気的に接続される。その結果、第４の内部電極８４のみでな
く第４の内部電極８１～８３も第４の外部接続導体８を介して第４の端子導体４に電気的
に接続されることとなる。
【０１３０】
　積層コンデンサアレイＣＡ５の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１と第１の
内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介して電気的
に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２の内部電
極４１～４３とを、第２の外部接続導体６及び第２の内部電極４４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０１３１】
　積層コンデンサアレイＣＡ５の第２のコンデンサＣ２では、第３の端子導体３と第３の
内部電極６２～６４とを、第３の外部接続導体７及び第３の内部電極６１を介して電気的
に接続させている。また、第２のコンデンサＣ２では、第４の端子導体４と第４の内部電
極８１～８３とを、第４の外部接続導体８及び第４の内部電極８４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０１３２】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ５では、当該積層コンデンサアレイＣＡ５に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【０１３３】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ５では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【０１３４】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、第３の内部電極６１及び第４の内部
電極８４の少なくとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵
抗を所望の値に設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ５では、等
価直列抵抗の制御を容易に且つ精度良く行うことができる。
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【０１３５】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ５では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の
誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。これら
により、積層コンデンサアレイＣＡ５に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量
を大きくしつつ、等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第６実施形態）
【０１３６】
　図１１及び図１２を参照して、第６実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ６の構成
について説明する。第６実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ６は、積層体上に形成
された外部導体の配置の点で第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１と相違する
。図１１は、第６実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図１２は、第６
実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【０１３７】
　第６実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ６は、図１１に示されるように、略直方
体形状である積層体Ｌ６と、積層体Ｌ６の側面上に形成された複数の外部導体である第１
～第４の端子導体１、２、３Ａ、３Ｂ、４Ａ、４Ｂ、並びに第１及び第２の外部接続導体
５、６とを備える。
【０１３８】
　第１及び第４の端子導体１、４Ａ、４Ｂ、並びに第１の外部接続導体５はいずれも、積
層体Ｌ６の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ６ａ上に位置する。第１及び第４の
端子導体１、４Ａ、４Ｂ、並びに第１の外部接続導体５は、図１１の左側から右側に向か
って、第１の端子導体１、第１の外部接続導体５、第４の端子導体４Ａ、第４の端子導体
４Ｂの順で形成されている。
【０１３９】
　第２及び第３の端子導体２、３Ａ、３Ｂ、並びに第２の外部接続導体６はいずれも、積
層体Ｌ６の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ６ａと対向する第２の側面Ｌ６ｂ
上に位置する。第２及び第３の端子導体２、３Ａ、３Ｂ、並びに第２の外部接続導体６は
、図１１の左側から右側に向かって、第２の端子導体２、第２の外部接続導体６、第３の
端子導体３Ａ、第３の端子導体３Ｂの順で形成されている。
【０１４０】
　積層体Ｌ６は、図１２に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１
１～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ６には、複数（本実施形態では
、各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、
複数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有
する第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ６内に
おいて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【０１４１】
　積層コンデンサアレイＣＡ６は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【０１４２】
　積層コンデンサアレイＣＡ６では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
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及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
【０１４３】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ６の第１の側面Ｌ６ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。各第１の内部電極２１～２４には、積層体Ｌ６の
第１の側面Ｌ６ａに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３２～３４が形成さ
れている。
【０１４４】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電気的に接続
される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介し
て第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２１のみでな
く第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電気
的に接続されることとなる。
【０１４５】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ６の第２の側面Ｌ６ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ６の
第２の側面Ｌ６ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【０１４６】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介し
て第２の外部接続導体６に電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでな
く第２の内部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的
に接続されることとなる。
【０１４７】
　各第３の内部電極６１～６４には、積層体Ｌ６の第２の側面Ｌ６ｂに引き出されるよう
に伸びる引き出し導体７１ａ～７４ａ、７１ｂ～７４ｂが形成されている。
【０１４８】
　第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、対応する引き出し導体７１ａ～７４ａを介して
第３の端子導体３Ａに電気的に接続される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、対応
する引き出し導体７１ｂ～７４ｂを介して第３の端子導体３Ｂに電気的に接続される。
【０１４９】
　第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ６の第１の側面Ｌ６ａに引き出されるように
伸びる引き出し導体９１ａ～９４ａ、９１ｂ～９４ｂが形成されている。
【０１５０】
　第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、対応する引き出し導体９１ａ～９４ａを介して
第４の端子導体４Ａに電気的に接続される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、対応
する引き出し導体９１ｂ～９４ｂを介して第４の端子導体４Ｂに電気的に接続される。
【０１５１】
　積層コンデンサアレイＣＡ６の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１と第１の
内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介して電気的
に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２の内部電
極４１～４３とを、第２の外部接続導体６及び第２の内部電極４４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０１５２】
　積層コンデンサアレイＣＡ６では、当該積層コンデンサアレイＣＡ６に含まれる第１の
コンデンサＣ１において、すべての内部電極が対応する端子導体に引き出し導体を介して
接続されている従来のコンデンサに比して等価直列抵抗を大きくする一方、第２のコンデ
ンサＣ２において、すべての内部電極が対応する端子導体に引き出し導体を介して直接接
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続されている。したがって、積層コンデンサアレイＣＡ６は、等価直列抵抗が大きい第１
のコンデンサＣ１と等価直列抵抗が大きくなるように設定されていない第２のコンデンサ
Ｃ２とを含むことができる。
【０１５３】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ６では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【０１５４】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ６では、等価直列抵抗の制
御を容易に且つ精度良く行うことができる。
【０１５５】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ６では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。これにより、積層コンデンサアレイＣＡ６に形成されたコンデンサＣ１で
は、静電容量を大きくしつつ等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第７実施形態）
【０１５６】
　図１３及び図１４を参照して、第７実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ７の構成
について説明する。第７実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ７は、第１のコンデン
サの等価直列抵抗の大きさの点で第２実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ２と相違
する。図１３は、第７実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図１４は、
第７実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【０１５７】
　第７実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ７は、図１３に示されるように、略直方
体形状である積層体Ｌ７と、積層体Ｌ７の側面上に形成された複数の外部導体である第１
～第４の端子導体１～４、及び第１～第４の外部接続導体５～８とを備える。
【０１５８】
　第１及び第４の端子導体１、４、並びに第１及び第４の外部接続導体５、８はいずれも
、積層体Ｌ７の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ７ａ上に位置する。第１及び第
４の端子導体１、４、並びに第１及び第４の外部接続導体５、８は、図１３の左側から右
側に向かって、第１の端子導体１、第１の外部接続導体５、第４の外部接続導体８、第４
の端子導体４の順で形成されている。
【０１５９】
　第２及び第３の端子導体２、３、並びに第２及び第３の外部接続導体６、７はいずれも
、積層体Ｌ７の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ７ａと対向する第２の側面Ｌ
７ｂ上に位置する。第２及び第３の端子導体２、３、並びに第２及び第３の外部接続導体
６、７は、図１３の左側から右側に向かって、第２の端子導体２、第２の外部接続導体６
、第３の外部接続導体７、第３の端子導体３の順で形成されている。
【０１６０】
　積層体Ｌ７は、図１４に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１
１～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ７には、複数（本実施形態では
、各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、
複数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有
する第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ７内に
おいて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【０１６１】
　積層コンデンサアレイＣＡ７は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
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数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【０１６２】
　すなわち、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４はそれぞれ、誘電体
層１２～１８を間に挟んで積層方向で対向する領域を有する。複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４はそれぞれ、誘電体層１２～１８を間に挟んで積層方向で対
向する領域を有する。ただし、第１の内部電極２１の面積は、同層に積層された第３の内
部電極６１の面積に比べて小さい。第２の内部電極４４の面積は、同層に積層された第４
の内部電極８４の面積に比べて小さい。これにより、第１及び第２の内部電極２１、４１
が積層方向で対向する領域は第３及び第４の内部電極６１、８１が積層方向で対向する領
域に比べて小さい。第１及び第２の内部電極２４、４４が積層方向で対向する領域は第３
及び第４の内部電極６４、８４が積層方向で対向する領域に比べて小さい。
【０１６３】
　積層コンデンサアレイＣＡ７では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
【０１６４】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ７の第１の側面Ｌ７ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。各第１の内部電極２１～２４には、積層体Ｌ７の
第１の側面Ｌ７ａに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３２～３４が形成さ
れている。
【０１６５】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１に電気的に接続
される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介し
て第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２１のみでな
く第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電気
的に接続されることとなる。
【０１６６】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ７の第２の側面Ｌ７ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ７の
第２の側面Ｌ７ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【０１６７】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介し
て第２の外部接続導体６に電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでな
く第２の内部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的
に接続されることとなる。
【０１６８】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ７の第２の側面Ｌ７ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａが形成されている。各第３の内部電極６１～６４には、積層体Ｌ７の
第２の側面Ｌ７ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体７１ｂ、７２～７４が形成さ
れている。
【０１６９】
　第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続
される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｂ、７２～７４を介し
て第３の外部接続導体７に電気的に接続される。その結果、第３の内部電極６１のみでな
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く第３の内部電極６２～６４も、第３の外部接続導体７を介して第３の端子導体３に電気
的に接続されることとなる。
【０１７０】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ７の第１の側面Ｌ７ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ７の
第１の側面Ｌ７ａに引き出されるように伸びる引き出し導体９１～９３、９４ｂが形成さ
れている。
【０１７１】
　第４の内部電極８４は、引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続
される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１～９３、９４ｂを介し
て第４の外部接続導体８に電気的に接続される。その結果、第４の内部電極８４のみでな
く第４の内部電極８１～８３も第４の外部接続導体８を介して第４の端子導体４に電気的
に接続されることとなる。
【０１７２】
　積層コンデンサアレイＣＡ７の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１と第１の
内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介して電気的
に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２の内部電
極４１～４３とを、第２の外部接続導体６及び第２の内部電極４４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０１７３】
　積層コンデンサアレイＣＡ７の第２のコンデンサＣ２では、第３の端子導体３と第３の
内部電極６２～６４とを、第３の外部接続導体７及び第３の内部電極６１を介して電気的
に接続させている。また、第２のコンデンサＣ２では、第４の端子導体４と第４の内部電
極８１～８３とを、第４の外部接続導体８及び第４の内部電極８４を介して電気的に接続
させている。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応する端子
導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイのコンデン
サに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０１７４】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ７では、当該積層コンデンサアレイＣＡ７に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【０１７５】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ７では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【０１７６】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ７では、第１の内部電極２１の面積は、同層に積層さ
れた第３の内部電極６１の面積に比べて小さい。第２の内部電極４４の面積は、同層に積
層された第４の内部電極８４の面積に比べて小さい。そのため、第１のコンデンサＣ１の
等価直列抵抗は、第２のコンデンサＣ２の等価直列抵抗に比べて大きくなる。このように
、積層コンデンサアレイＣＡ７では、等価直列抵抗の異なるコンデンサを含むことができ
る。
【０１７７】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、第３の内部電極６１及び第４の内部
電極８４の少なくとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵
抗を所望の値に設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ７では、等
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価直列抵抗の制御を容易に且つ精度良く行うことができる。
【０１７８】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ７では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の
誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。これら
により、積層コンデンサアレイＣＡ７に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量
を大きくしつつ、等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第８実施形態）
【０１７９】
　図１５及び図１６を参照して、第８実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ８の構成
について説明する。第８実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ８は、積層体上に形成
された外部導体の数及びその配置の点で第１実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ１
と相違する。図１５は、第８実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図１
６は、第８実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である。
【０１８０】
　第８実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ８は、図１５に示されるように、略直方
体形状である積層体Ｌ８と、積層体Ｌ８の側面上に形成された複数の外部導体である第１
～第４の端子導体１Ａ、１Ｂ、２Ａ、２Ｂ、３、４、及び第１～第４の外部接続導体５～
８とを備える。
【０１８１】
　第１及び第３の端子導体１Ａ、３Ａ、並びに第２及び第３の外部接続導体６、７はいず
れも、積層体Ｌ８の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ８ａ上に位置する。第１及
び第３の端子導体１Ａ、３Ａ、並びに第２及び第３の外部接続導体６、７は、図１５の左
側から右側に向かって、第１の端子導体１Ａ、第２の外部接続導体６、第３の外部接続導
体７、第３の端子導体３Ａの順で形成されている。
【０１８２】
　第１及び第３の端子導体１Ｂ、３Ｂ、並びに第１及び第４の外部接続導体５、８はいず
れも、積層体Ｌ８の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ８ａと対向する第２の側
面Ｌ８ｂ上に位置する。第１及び第３の端子導体１Ｂ、３Ｂ、並びに第１及び第４の外部
接続導体５、８は、図１５の左側から右側に向かって、第１の端子導体１Ｂ、第１の外部
接続導体５、第４の外部接続導体８、第３の端子導体３Ｂの順で形成されている。
【０１８３】
　第２の端子導体２は、積層体Ｌ８の積層方向と平行な側面のうち第３の側面Ｌ８ｃ、す
なわち積層体Ｌ８の積層方向と直交する側面の短手方向に沿って伸びる側面である第３の
側面Ｌ８ｃ上に位置する。第４の端子導体４は、積層体Ｌ８の積層方向と平行な側面のう
ち第４の側面Ｌ８ｄ、すなわち積層体Ｌ８の積層方向と直交する側面の短手方向に沿って
伸びる側面であって且つ第３の側面Ｌ８ｃと対向する第４の側面Ｌ８ｄ上に位置する。
【０１８４】
　積層体Ｌ８は、図１６に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１
１～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ８には、複数（本実施形態では
、各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、
複数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有
する第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ８内に
おいて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【０１８５】
　積層コンデンサアレイＣＡ８は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
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電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【０１８６】
　積層コンデンサアレイＣＡ８では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
【０１８７】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａが形成されている。第１の内部電極２１にはさらに、積層体Ｌ８の第
２の側面Ｌ８ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体３１ｂ、３１ｃが形成されてい
る。各第１の内部電極２２～２４には、積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに引き出されるよ
うに伸びる引き出し導体３２～３４が形成されている。
【０１８８】
　引き出し導体３１ａは積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａに臨むように、引き出し導体３１
ｂ、３１ｃは積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに臨むように、それぞれ第１の内部電極２１
から伸びている。引き出し導体３２は、積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに臨むように、第
１の内部電極２２から伸びている。引き出し導体３３は、積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂ
に臨むように、第１の内部電極２３から伸びている。引き出し導体３４は、積層体Ｌ８の
第２の側面Ｌ８ｂに臨むように、第１の内部電極２４から伸びている。
【０１８９】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１Ａに電気的に接
続される。第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ｂを介して第１の端子導体１Ｂに電
気的に接続される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｃ、３２～
３４を介して第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２
１のみでなく第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導
体１Ａ、１Ｂに電気的に接続されることとなる。
【０１９０】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ８の第３の側面Ｌ８ｃに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４４には、積層体Ｌ８の
第１の側面Ｌ８ａに引き出されるように伸びる引き出し導体５１～５３、５４ｂが形成さ
れている。
【０１９１】
　引き出し導体５１は、積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａに臨むように、第２の内部電極４
１から伸びている。引き出し導体５２は、積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａに臨むように、
第２の内部電極４２から伸びている。引き出し導体５３は、積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８
ａに臨むように、第２の内部電極４３から伸びている。引き出し導体５４ａは積層体Ｌ８
の第３の側面Ｌ８ｃに臨むように、引き出し導体５４ｂは積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａ
に臨むように、それぞれ第２の内部電極４４から伸びている。
【０１９２】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１～５３、５４ｂを介し
て第２の外部接続導体６に電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでな
く第２の内部電極４１～４３も第２の外部接続導体６を介して第２の端子導体２に電気的
に接続されることとなる。
【０１９３】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａ、７１ｃが形成されている。第３の内部電極６１にはさらに、積層体
Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体７１ｂが形成されてい
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る。各第３の内部電極６２～６４には、積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに引き出されるよ
うに伸びる引き出し導体７２～７４が形成されている。
【０１９４】
　引き出し導体７１ａ、７１ｃは積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａに臨むように、引き出し
導体７１ｂは積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに臨むように、それぞれ第３の内部電極６１
から伸びている。引き出し導体７２は、積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａに臨むように、第
３の内部電極４２から伸びている。引き出し導体７３は、積層体Ｌ８の第１の側面Ｌ８ａ
に臨むように、第３の内部電極６３から伸びている。引き出し導体７４は、積層体Ｌ８の
第１の側面Ｌ８ａに臨むように、第３の内部電極６４から伸びている。
【０１９５】
　第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３Ａに電気的に接
続される。第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ｂを介して第３の端子導体３Ｂに電
気的に接続される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｃ、７２～
７４を介して第３の外部接続導体７に電気的に接続される。その結果、第３の内部電極６
１のみでなく第３の内部電極６２～６４も、第３の外部接続導体７を介してを介して第３
の端子導体３Ａ、３Ｂに電気的に接続されることとなる。
【０１９６】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ８の第４の側面Ｌ８ｄに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８４には、積層体Ｌ８の
第２の側面Ｌ８ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体９１～９３、９４ｂが形成さ
れている。
【０１９７】
　引き出し導体９１は、積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに臨むように、第４の内部電極８
１から伸びている。引き出し導体９２は、積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂに臨むように、
第４の内部電極４２から伸びている。引き出し導体９３は、積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８
ｂに臨むように、第４の内部電極８３から伸びている。引き出し導体９４ａは積層体Ｌ８
の第４の側面Ｌ８ｄに臨むように、引き出し導体９４ｂは積層体Ｌ８の第２の側面Ｌ８ｂ
に臨むように、それぞれ第４の内部電極８４から伸びている。
【０１９８】
　第４の内部電極８４は、引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続
される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１～９３、９４ｂを介し
て第４の外部接続導体８に電気的に接続される。その結果、第４の内部電極８４のみでな
く第４の内部電極８１～８３も第４の外部接続導体８を介して第４の端子導体４に電気的
に接続されることとなる。
【０１９９】
　積層コンデンサアレイＣＡ８の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１Ａ、１Ｂ
と第１の内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介し
て電気的に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２
の内部電極４１～４３とを、第２の外部接続導体６及び第２の内部電極４４を介して電気
的に接続させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応
する端子導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイの
コンデンサに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０２００】
　積層コンデンサアレイＣＡ８の第２のコンデンサＣ２では、第３の端子導体３Ａ、３Ｂ
と第３の内部電極６２～６４とを、第３の外部接続導体７及び第３の内部電極６１を介し
て電気的に接続させている。また、第２のコンデンサＣ２では、第４の端子導体４と第４
の内部電極８１～８３とを、第４の外部接続導体８及び第４の内部電極８４を介して電気
的に接続させている。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応
する端子導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイの
コンデンサに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
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【０２０１】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ８では、当該積層コンデンサアレイＣＡ８に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【０２０２】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ８では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【０２０３】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、第３の内部電極６１及び第４の内部
電極８４の少なくとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵
抗を所望の値に設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ８では、等
価直列抵抗の制御を容易に且つ精度良く行うことができる。
【０２０４】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ８では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の
誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。これら
により、積層コンデンサアレイＣＡ８に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量
を大きくしつつ、等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
（第９実施形態）
【０２０５】
　図１７及び図１８を参照して、第９実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ９の構成
について説明する。第９実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ９は、積層体上に形成
された外部導体の構成及びその配置の点で第８実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ
８と相違する。図１７は、第９実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。図
１８は、第９実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である
。
【０２０６】
　第９実施形態に係る積層コンデンサアレイＣＡ９は、図１７に示されるように、略直方
体形状である積層体Ｌ９と、積層体Ｌ９の側面上に形成された複数の外部導体である第１
～第４の端子導体１～４、及び第１～第４の外部接続導体５、６Ａ、６Ｂ、７、８Ａ、８
Ｂとを備える。
【０２０７】
　第１及び第３の端子導体１、３、並びに第１及び第３の外部接続導体５、７はいずれも
、積層体Ｌ９の積層方向と平行な側面のうち第１の側面Ｌ９ａ上に位置する。第１及び第
３の端子導体１、３、並びに第１及び第３の外部接続導体５、７は、図１７の左側から右
側に向かって、第１の端子導体１、第１の外部接続導体５、第３の外部接続導体７、第３
の端子導体３の順で形成されている。
【０２０８】
　第２及び第４の端子導体２、４、並びに第２及び第４の外部接続導体６Ｂ、８Ｂはいず
れも、積層体Ｌ９の積層方向と平行な側面のうち、第１の側面Ｌ９ａと対向する第２の側
面Ｌ９ｂ上に位置する。第２及び第４の端子導体２、４、並びに第２及び第４の外部接続
導体６Ｂ、８Ｂは、図１７の左側から右側に向かって、第２の端子導体２、第２の外部接
続導体６Ｂ、第４の外部接続導体８Ｂ、第４の端子導体４の順で形成されている。
【０２０９】
　第２の外部接続導体６Ａは、積層体Ｌ９の積層方向と平行な側面のうち第３の側面Ｌ９
ｃ上に位置する。第４の外部接続導体８Ａは、積層体Ｌ９の積層方向と平行な側面のうち
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第３の側面Ｌ９ｃと対向する第４の側面Ｌ９ｄ上に位置する。
【０２１０】
　積層体Ｌ９は、図１８に示されるように、複数（本実施形態では、９層）の誘電体層１
１～１９が積層されることによって構成される。積層体Ｌ９には、複数（本実施形態では
、各４層）の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４を有する第１の電極群と、
複数（本実施形態では、各４層）の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４を有
する第２の電極群とが含まれている。第１の電極群と第２の電極群とは、積層体Ｌ９内に
おいて誘電体層１１～１９の積層方向と直交する方向に併置されている。
【０２１１】
　積層コンデンサアレイＣＡ９は、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４
４と、当該複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４の間それぞれに一層ず
つ挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成される第１のコンデンサＣ１と、さらに複
数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４と、当該複数の第３及び第４の内部
電極６１～６４、８１～８４の間それぞれに挟まれた誘電体層１２～１８とによって形成
される第２のコンデンサＣ２とを含む。
【０２１２】
　積層コンデンサアレイＣＡ９では、第１及び第３の内部電極２１、６１、第１及び第３
の内部電極２２、６２、第１及び第３の内部電極２３、６３、並びに第１及び第３の内部
電極２４、６４はそれぞれ、積層方向で同層に位置する。また、第２及び第４の内部電極
４１、８１、第２及び第４の内部電極４２、８２、第２及び第４の内部電極４３、８３、
及び第２及び第４の内部電極４４、８４も、それぞれ積層方向で同層に位置する。
【０２１３】
　第１の内部電極２１には、積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体３１ａ、３１ｂが形成されている。各第１の内部電極２２～２４には、積層
体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに引き出されるように伸びる引き出し導体３２～３４が形成さ
れている。
【０２１４】
　引き出し導体３１ａ、３１ｂは積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに臨むように、それぞれ
第１の内部電極２１から伸びている。引き出し導体３２は、積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９
ａに臨むように、第１の内部電極２２から伸びている。引き出し導体３３は、積層体Ｌ９
の第１の側面Ｌ９ａに臨むように、第１の内部電極２３から伸びている。引き出し導体３
４は、積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに臨むように、第１の内部電極２４から伸びている
。
【０２１５】
　第１の内部電極２１は、引き出し導体３１ａを介して第１の端子導体１Ａに電気的に接
続される。第１の内部電極２１～２４はそれぞれ、引き出し導体３１ｂ、３２～３４を介
して第１の外部接続導体５に電気的に接続される。その結果、第１の内部電極２１のみで
なく第１の内部電極２２～２４も、第１の外部接続導体５を介して第１の端子導体１に電
気的に接続されることとなる。
【０２１６】
　第２の内部電極４４には、積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体５４ａ、５４ｃが形成されている。第２の内部電極４４にはさらに、積層体
Ｌ９の第３の側面Ｌ９ｃに引き出されるように伸びる引き出し導体５４ｂが形成されてい
る。各第２の内部電極４１～４３には、積層体Ｌ９の第３の側面Ｌ９ｃに引き出されるよ
うに伸びる引き出し導体５１ａ～５３ａが形成されている。各第２の内部電極４１～４３
には、積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体５１ｂ～
５３ｂが形成されている。
【０２１７】
　引き出し導体５１ａは積層体Ｌ９の第３の側面Ｌ９ｃに臨むように、引き出し導体５１
ｂは積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨むように、第２の内部電極４１から伸びている。
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引き出し導体５２ａは積層体Ｌ９の第３の側面Ｌ９ｃに臨むように、引き出し導体５２ｂ
は積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨むように、第２の内部電極４２から伸びている。引
き出し導体５３ａは積層体Ｌ９の第３の側面Ｌ９ｃに臨むように、引き出し導体５３ｂは
積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨むように、第２の内部電極４３から伸びている。引き
出し導体５４ａは積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨むように、引き出し導体５４ｂは積
層体Ｌ９の第３の側面Ｌ９ｃに臨むように、引き出し導体５４ｃは積層体Ｌ９の第２の側
面Ｌ９ｂに臨むように、それぞれ第２の内部電極４４から伸びている。
【０２１８】
　第２の内部電極４４は、引き出し導体５４ａを介して第２の端子導体２に電気的に接続
される。第２の内部電極４１～４４はそれぞれ、引き出し導体５１ａ～５３ａ、５４ｂを
介して第２の外部接続導体６Ａに電気的に接続される。さらに、第２の内部電極４１～４
４はそれぞれ、引き出し導体５１ｂ～５３ｂ、５４ｃを介して第２の外部接続導体６Ｂに
電気的に接続される。その結果、第２の内部電極４４のみでなく第２の内部電極４１～４
３も第２の外部接続導体６Ａ、６Ｂを介して第２の端子導体２に電気的に接続されること
となる。
【０２１９】
　第３の内部電極６１には、積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに引き出されるように伸びる
引き出し導体７１ａ、７１ｂが形成されている。各第３の内部電極６２～６４には、積層
体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに引き出されるように伸びる引き出し導体７２～７４が形成さ
れている。
【０２２０】
　引き出し導体７１ａ、７１ｂは積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに臨むように、それぞれ
第３の内部電極６１から伸びている。引き出し導体７２は、積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９
ａに臨むように、第３の内部電極４２から伸びている。引き出し導体７３は、積層体Ｌ９
の第１の側面Ｌ９ａに臨むように、第３の内部電極６３から伸びている。引き出し導体７
４は、積層体Ｌ９の第１の側面Ｌ９ａに臨むように、第３の内部電極６４から伸びている
。
【０２２１】
　第３の内部電極６１は、引き出し導体７１ａを介して第３の端子導体３に電気的に接続
される。第３の内部電極６１～６４はそれぞれ、引き出し導体７１ｂ、７２～７４を介し
て第３の外部接続導体７に電気的に接続される。その結果、第３の内部電極６１のみでな
く第３の内部電極６２～６４も、第３の外部接続導体７を介して第３の端子導体３に電気
的に接続されることとなる。
【０２２２】
　第４の内部電極８４には、積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに引き出されるように伸びる
引き出し導体９４ａ、９４ｃが形成されている。第４の内部電極８４にはさらに、積層体
Ｌ９の第４の側面Ｌ９ｄに引き出されるように伸びる引き出し導体９４ｂが形成されてい
る。各第４の内部電極８１～８３には、積層体Ｌ９の第４の側面Ｌ９ｄに引き出されるよ
うに伸びる引き出し導体９１ａ～９３ａが形成されている。各第４の内部電極８１～８３
には、積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに引き出されるように伸びる引き出し導体９１ｂ～
９３ｂが形成されている。
【０２２３】
　引き出し導体９１ａは積層体Ｌ９の第４の側面Ｌ９ｄに臨むように、引き出し導体９１
ｂは積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨むように、それぞれ第４の内部電極８１から伸び
ている。引き出し導体９２ａは積層体Ｌ９の第４の側面Ｌ９ｄに臨むように、引き出し導
体９２ｂは積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨むように、それぞれ第４の内部電極４２か
ら伸びている。引き出し導体９３ａは積層体Ｌ９の第４の側面Ｌ９ｄに臨むように、引き
出し導体９３ｂは積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨むように、それぞれ第４の内部電極
８３から伸びている。引き出し導体９４ａ、９４ｃは積層体Ｌ９の第２の側面Ｌ９ｂに臨
むように、引き出し導体９４ｂは積層体Ｌ９の第４の側面Ｌ９ｄに臨むように、それぞれ
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第４の内部電極８４から伸びている。
【０２２４】
　第４の内部電極８４は、引き出し導体９４ａを介して第４の端子導体４に電気的に接続
される。第４の内部電極８１～８４はそれぞれ、引き出し導体９１ａ～９３ａ、９４ｂを
介して第４の外部接続導体８Ａに電気的に接続される。さらに、第４の内部電極８１～８
４はそれぞれ、引き出し導体９１ｂ～９３ｂ、９４ｃを介して第４の外部接続導体８Ｂに
電気的に接続される。その結果、第４の内部電極８４のみでなく第４の内部電極８１～８
３も第４の外部接続導体８Ａ、８Ｂを介して第４の端子導体４に電気的に接続されること
となる。
【０２２５】
　積層コンデンサアレイＣＡ９の第１のコンデンサＣ１では、第１の端子導体１と第１の
内部電極２２～２４とを、第１の外部接続導体５及び第１の内部電極２１を介して電気的
に接続させている。また、第１のコンデンサＣ１では、第２の端子導体２と第２の内部電
極４１～４３とを、第２の外部接続導体６Ａ、６Ｂ及び第２の内部電極４４を介して電気
的に接続させている。これらにより、第１のコンデンサＣ１は、すべての内部電極が対応
する端子導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイの
コンデンサに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０２２６】
　積層コンデンサアレイＣＡ９の第２のコンデンサＣ２では、第３の端子導体３と第３の
内部電極６２～６４とを、第３の外部接続導体７及び第３の内部電極６１を介して電気的
に接続させている。また、第２のコンデンサＣ２では、第４の端子導体４と第４の内部電
極８１～８３とを、第４の外部接続導体８Ａ、８Ｂ及び第４の内部電極８４を介して電気
的に接続させている。これらにより、第２のコンデンサＣ２は、すべての内部電極が対応
する端子導体に引き出し導体を介して直接接続されている従来の積層コンデンサアレイの
コンデンサに比して、等価直列抵抗が大きくなる。
【０２２７】
　このように、積層コンデンサアレイＣＡ９では、当該積層コンデンサアレイＣＡ９に含
まれる第１及び第２のコンデンサＣ１、Ｃ２の双方について、すべての内部電極が対応す
る端子導体に引き出し導体を介して接続されている従来のコンデンサに比して、等価直列
抵抗を大きくすることが可能となる。
【０２２８】
　以上述べたように、積層コンデンサアレイＣＡ９では、等価直列抵抗を制御することが
可能である。
【０２２９】
　また、第１のコンデンサＣ１では、第１の内部電極２１及び第２の内部電極４４の少な
くとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵抗を所望の値に
設定することができる。第２のコンデンサＣ２では、第３の内部電極６１及び第４の内部
電極８４の少なくとも一方の数又は積層方向での位置を調整することにより、等価直列抵
抗を所望の値に設定することができる。そのため、積層コンデンサアレイＣＡ９では、等
価直列抵抗の制御を容易に且つ精度良く行うことができる。
【０２３０】
　また、積層コンデンサアレイＣＡ９では、複数の第１及び第２の内部電極２１～２４、
４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように
位置している。一方、複数の第３及び第４の内部電極６１～６４、８１～８４は、一層の
誘電体層１２～１８をそれぞれの間に挟んで互いに対向するように位置している。これら
により、積層コンデンサアレイＣＡ９に形成されたコンデンサＣ１、Ｃ２では、静電容量
を大きくしつつ、等価直列抵抗を大きくするよう制御することが可能となる。
【０２３１】
　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い。例えば、積層コンデンサアレイに含まれるコンデンサの数は、上
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述した実施形態に記載された数に限られず、例えば３つ以上であってもよい。また、誘電
体層１１～１９の積層数及び第１～第４の内部電極２１～２４、４１～４４、６１～６４
、８１～８４それぞれの積層数は、上述した実施形態に記載された数に限られない。した
がって、例えば、第１及び第２の内部電極をそれぞれ２層以上、第３及び第４の内部電極
をそれぞれ１層以上含んでいればよい。
【０２３２】
　また、複数の第１の内部電極２１～２４のうち少なくとも一つの第１の内部電極と、複
数の第２の内部電極４１～４４のうち少なくとも一つの第２の内部電極とが、少なくとも
一層の誘電体層を間に挟んで互いに対向するように位置すればよい。一方、複数の第３の
内部電極６１～６４のうち少なくとも一つの第３の内部電極と、複数の第４の内部電極８
１～８４のうち少なくとも一つの第４の内部電極とが、少なくとも一層の誘電体層を間に
挟んで互いに対向するように位置すればよい。したがって、例えば図１９、２０、２１に
示すように、第３の内部電極６１と第３の内部電極６２とが誘電体層１２を間に挟んで対
向するように位置し、第４の内部電極８３と第４の内部電極８４とが誘電体層１８を間に
挟んで対向するように位置してもよい。図１９は第２実施形態の変形例を、図２０は第６
実施形態の変形例を、図２１は第７実施形態の変形例をそれぞれ表す。これらの場合、複
数の第１及び第２の内部電極２１～２４、４１～４４は、一層の誘電体層１２～１８をそ
れぞれの間に挟んで互いに対向している。複数の第３及び第４の内部電極６２～６４、８
１～８３は、一層の誘電体層１３～１７をそれぞれの間に挟んで互いに対向している。
【０２３３】
　また、第１及び第３の内部電極２１～２４、６１～６４は、同層に位置していなくても
よい。第２及び第４の内部電極４１～４４、８１～８４は、同層に位置していなくてもよ
い。第１～第４の内部電極２２～２４、４１～４３、６２～６４、８１～８３の形状は、
上記実施形態に記載された形状に限らず、対応する外部接続導体と電気的に接続されてい
ればよい。第１～第４の内部電極２１、４４、６１、８４の形状は、上記実施形態に記載
された形状に限らず、対応する端子導体及び外部接続導体に電気的に接続されていればよ
い。
【０２３４】
　また、端子導体１、１Ａ、１Ｂ、２、３、３Ａ、３Ｂ、４の数も、上述した実施形態に
記載された数に限られない。また、外部接続導体５、６、６Ａ、６Ｂ、７、８、８Ａ、８
Ｂの数も、上述した実施形態に記載された数に限られない。第１～第４の端子導体１、１
Ａ、１Ｂ、２、３、３Ａ、３Ｂ、４は、それぞれ異なる数であってもよい。第１～第４の
外部接続導体５、６、６Ａ、６Ｂ、７、８、８Ａ、８Ｂは、それぞれ異なる数であっても
よい。
【０２３５】
　また、引き出し導体を介して端子導体１、１Ａ、１Ｂ、２、３、３Ａ、３Ｂ、４に直接
接続される内部電極の数及び積層方向での位置は、上述した実施形態に記載された数及び
位置に限られない。
【０２３６】
　また、積層コンデンサアレイに含まれるコンデンサごとに内部電極の積層数が異なって
いてもよい。第１及び第３の内部電極２１～２４、６１～６４は、積層方向で同層に位置
していなくてもよい。第２及び第４の内部電極４１～４４、８１～８４は、積層方向で同
層に位置していなくてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２３７】
【図１】第１実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である
。
【図３】第２実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図４】第２実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である
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【図５】第３実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図６】第３実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である
。
【図７】第４実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図８】第４実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図である
。
【図９】第５実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図１０】第５実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図であ
る。
【図１１】第６実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図１２】第６実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図であ
る。
【図１３】第７実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図１４】第７実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図であ
る。
【図１５】第８実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図１６】第８実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図であ
る。
【図１７】第９実施形態に係る積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図１８】第９実施形態に係る積層コンデンサアレイに含まれる積層体の分解斜視図であ
る。
【図１９】第２実施形態に係る積層コンデンサアレイの変形例に含まれる積層体の分解斜
視図である。
【図２０】第６実施形態に係る積層コンデンサアレイの変形例に含まれる積層体の分解斜
視図である。
【図２１】第７実施形態に係る積層コンデンサアレイの変形例に含まれる積層体の分解斜
視図である。
【符号の説明】
【０２３８】
ＣＡ1～ＣＡ９…積層コンデンサアレイ、Ｌ１～Ｌ９…積層体、Ｃ１…第１のコンデンサ
、Ｃ２…第２のコンデンサ、１、１Ａ、１Ｂ…第１の端子導体、２…第２の端子導体、３
、３Ａ、３Ｂ…第３の端子導体、４、４Ａ、４Ｂ…第４の端子導体、５…第１の外部接続
導体、６、６Ａ、６Ｂ…第２の外部接続導体、７…第３の外部接続導体、８、８Ａ、８Ｂ
…第４の外部接続導体、１１～１９…誘電体層、２１～２４…第１の内部電極、４１～４
４…第２の内部電極、６１～６４…第３の内部電極、８１～８４…第４の内部電極、３１
ａ～３１ｃ、３２～３４、５１～５３、５１ａ～５４ａ、５１ｂ～５４ｂ、５４ｃ、７１
ａ～７１ｃ、７２～７４、９１～９３、９１ａ～９４ａ、９１ｂ～９４ｂ、９４ｃ…引き
出し導体。
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