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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体層を介在させて第１の電極層と第２の電極層とが積層された積層体と、前記積層
体の側面に形成された第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８の端子電極
と、を備えており、
　前記第１、第３、第５、及び第７の端子電極は、前記積層体の積層方向に平行な前記積
層体の第１の側面に位置し、
　前記第２、第４、第６、及び第８の端子電極は、前記第１の側面に対向する前記積層体
の第２の側面に位置し、
　前記第１の電極層は、第１及び第２の内部電極と、第１、第２、第３、及び第４の引き
出し導体とを含み、
　前記第２の電極層は、第３及び第４の内部電極と、第５、第６、第７、及び第８の引き
出し導体とを含み、
　前記第１の内部電極は、当該第１の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第１の引き出し導体を介して前記第１の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第１の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第２の引き
出し導体を介して前記第２の端子電極と電気的に接続され、
　前記第２の内部電極は、当該第２の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第３の引き出し導体を介して前記第３の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第２の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第４の引き
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出し導体を介して前記第４の端子電極と電気的に接続され、
　前記第３の内部電極は、当該第３の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第５の引き出し導体を介して前記第５の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第３の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第６の引き
出し導体を介して前記第６の端子電極と電気的に接続され、
　前記第４の内部電極は、当該第４の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第７の引き出し導体を介して前記第７の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第４の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第８の引き
出し導体を介して前記第８の端子電極と電気的に接続され、
　前記第１～第８の端子電極は何れも、前記積層方向に沿って対向する前記積層体の側面
の１つに配置される部分を有することを特徴とする貫通型積層コンデンサアレイ。
【請求項２】
　前記第１の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第３、第５、及び第７の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第３の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第１、第５、及び第７の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第５の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第１、第３、及び第７の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第７の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第１、第３、及び第５の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有することを特徴とする請求項１記載の貫通型積
層コンデンサアレイ。
【請求項３】
　前記第２の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第４、第６、及び第８の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第４の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第２、第６、及び第８の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第６の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第２、第４、及び第８の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第８の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第２、第４、及び第６の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有することを特徴とする請求項１又は請求項２記
載の貫通型積層コンデンサアレイ。
【請求項４】
　前記第１の電極層及び前記第２の電極層はいずれも複数で、
　前記積層体は、前記誘電体層を介在させて前記第１の電極層と前記第２の電極層とが交
互に積層されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項記載の貫通型積層コン
デンサアレイ。
【請求項５】
　前記複数の第１の電極層それぞれに含まれる前記第１の内部電極はいずれも、前記第１
の引き出し導体を介して同一の前記第１の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第２の引き出し導体を介して同一の前記第２の端子電極と電気的に接続され、
　前記複数の第１の電極層それぞれに含まれる前記第２の内部電極はいずれも、前記第３
の引き出し導体を介して同一の前記第３の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第４の引き出し導体を介して同一の前記第４の端子電極と電気的に接続され、
　前記複数の第２の電極層それぞれに含まれる前記第３の内部電極はいずれも、前記第５
の引き出し導体を介して同一の前記第５の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第６の引き出し導体を介して同一の前記第６の端子電極と電気的に接続され、
　前記複数の第２の電極層それぞれに含まれる前記第４の内部電極はいずれも、前記第７
の引き出し導体を介して同一の前記第７の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第８の引き出し導体を介して同一の前記第８の端子電極と電気的に接続されることを特徴
とする請求項４記載の貫通型積層コンデンサアレイ。
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【請求項６】
　誘電体層を介在させて第１の電極層と第２の電極層とが積層された積層体と、前記積層
体の側面に形成された第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８の端子電極
と、を備えた貫通型積層コンデンサアレイを基板に実装する実装構造であって、
　前記第１、第３、第５、及び第７の端子電極は、前記積層体の積層方向に平行な前記積
層体の第１の側面に位置し、
　前記第２、第４、第６、及び第８の端子電極は、前記第１の側面に対向する前記積層体
の第２の側面に位置し、
　前記第１の電極層は、第１及び第２の内部電極と、第１、第２、第３、及び第４の引き
出し導体とを含み、
　前記第２の電極層は、第３及び第４の内部電極と、第５、第６、第７、及び第８の引き
出し導体とを含み、
　前記第１の内部電極は、当該第１の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第１の引き出し導体を介して前記第１の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第１の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第２の引き
出し導体を介して前記第２の端子電極と電気的に接続され、
　前記第２の内部電極は、当該第２の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第３の引き出し導体を介して前記第３の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第２の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第４の引き
出し導体を介して前記第４の端子電極と電気的に接続され、
　前記第３の内部電極は、当該第３の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第５の引き出し導体を介して前記第５の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第３の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第６の引き
出し導体を介して前記第６の端子電極と電気的に接続され、
　前記第４の内部電極は、当該第４の内部電極から前記第１の側面に引き出されるように
伸びる前記第７の引き出し導体を介して前記第７の端子電極と電気的に接続されるととも
に、当該第４の内部電極から前記第２の側面に引き出されるように伸びる前記第８の引き
出し導体を介して前記第８の端子電極と電気的に接続され、
　前記第１～第８の端子電極は何れも、前記積層方向に沿って対向する前記積層体の側面
の１つに配置される部分を有し、
　前記第１～第８の端子電極それぞれの一部が配置される前記積層方向に沿って対向する
前記積層体の側面の１つと前記基板とが対向するように当該基板に実装ことを特徴とする
貫通型積層コンデンサアレイの実装構造。
【請求項７】
　前記第１～第４の端子電極がグランドに接続されることを特徴とする請求項６記載の貫
通型積層コンデンサアレイの実装構造。
【請求項８】
　前記第１の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第３、第５、及び第７の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第３の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第１、第５、及び第７の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第５の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第１、第３、及び第７の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第７の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第１、第３、及び第５の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有することを特徴とする請求項６又は７記載の貫
通型積層コンデンサアレイの実装構造。
【請求項９】
　前記第２の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第４、第６、及び第８の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第４の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第２、第６、及び第８の引き
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出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第６の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第２、第４、及び第８の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、
　前記第８の引き出し導体は、前記積層体の積層方向で前記第２、第４、及び第６の引き
出し導体のいずれとも重ならない部分を有することを特徴とする請求項６～８の何れか一
項記載の貫通型積層コンデンサアレイの実装構造。
【請求項１０】
　前記第１の電極層及び前記第２の電極層はいずれも複数で、
　前記積層体は、前記誘電体層を介在させて前記第１の電極層と前記第２の電極層とが交
互に積層されていることを特徴とする請求項６～９のいずれか一項記載の貫通型積層コン
デンサアレイの実装構造。
【請求項１１】
　前記複数の第１の電極層それぞれに含まれる前記第１の内部電極はいずれも、前記第１
の引き出し導体を介して同一の前記第１の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第２の引き出し導体を介して同一の前記第２の端子電極と電気的に接続され、
　前記複数の第１の電極層それぞれに含まれる前記第２の内部電極はいずれも、前記第３
の引き出し導体を介して同一の前記第３の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第４の引き出し導体を介して同一の前記第４の端子電極と電気的に接続され、
　前記複数の第２の電極層それぞれに含まれる前記第３の内部電極はいずれも、前記第５
の引き出し導体を介して同一の前記第５の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第６の引き出し導体を介して同一の前記第６の端子電極と電気的に接続され、
　前記複数の第２の電極層それぞれに含まれる前記第４の内部電極はいずれも、前記第７
の引き出し導体を介して同一の前記第７の端子電極と電気的に接続されるとともに、前記
第８の引き出し導体を介して同一の前記第８の端子電極と電気的に接続されることを特徴
とする請求項１０記載の貫通型積層コンデンサアレイの実装構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貫通型積層コンデンサアレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の貫通型積層コンデンサアレイとして、複数の内部電極と複数のグランド電極と
が誘電体層を介して積層されることにより、積層方向に沿って複数のコンデンサが形成さ
れるコンデンサアレイが知られている（例えば、特許文献１参照）。このような貫通型積
層コンデンサアレイでは、複数のグランド電極を同一の端子電極に接続し、この端子電極
を介してグランドに接続される。
【特許文献１】特開平１１－９７２９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１に記載された貫通型積層コンデンサアレイのように複数のグランド
電極を１つの端子電極に接続した場合には、この端子電極がコンデンサアレイに含まれる
他の回路（コンデンサ）のノイズを拾ってしまう。そのため、コンデンサ間においてクロ
ストークが発生してしまう。クロストークが発生すると、貫通型積層コンデンサアレイは
ノイズを十分に吸収することが困難となってしまう。
【０００４】
　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、クロストークを十分に抑
制することが可能な貫通型積層コンデンサアレイ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】
【０００５】
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　このような目的を達成するために、本発明による貫通型積層コンデンサアレイは、誘電
体層を介在させて第１の電極層と第２の電極層とが積層された積層体と、積層体の側面に
形成された第１、第２、第３、第４、第５、第６、第７、及び第８の端子電極と、を備え
ており、第１、第３、第５、及び第７の端子電極は、積層体の積層方向に平行な積層体の
第１の側面に位置し、第２、第４、第６、及び第８の端子電極は、第１の側面に対向する
積層体の第２の側面に位置し、第１の電極層は、第１及び第２の内部電極と、第１、第２
、第３、及び第４の引き出し導体とを含み、第２の電極層は、第３及び第４の内部電極と
、第５、第６、第７、及び第８の引き出し導体とを含み、第１の内部電極は、当該第１の
内部電極から第１の側面に引き出されるように伸びる第１の引き出し導体を介して第１の
端子電極と電気的に接続されるとともに、当該第１の内部電極から第２の側面に引き出さ
れるように伸びる第２の引き出し導体を介して第２の端子電極と電気的に接続され、第２
の内部電極は、当該第２の内部電極から第１の側面に引き出されるように伸びる第３の引
き出し導体を介して第３の端子電極と電気的に接続されるとともに、当該第２の内部電極
から第２の側面に引き出されるように伸びる第４の引き出し導体を介して第４の端子電極
と電気的に接続され、第３の内部電極は、当該第３の内部電極から第１の側面に引き出さ
れるように伸びる第５の引き出し導体を介して第５の端子電極と電気的に接続されるとと
もに、当該第３の内部電極から第２の側面に引き出されるように伸びる第６の引き出し導
体を介して第６の端子電極と電気的に接続され、第４の内部電極は、当該第４の内部電極
から第１の側面に引き出されるように伸びる第７の引き出し導体を介して第７の端子電極
と電気的に接続されるとともに、当該第４の内部電極から第２の側面に引き出されるよう
に伸びる第８の引き出し導体を介して第８の端子電極と電気的に接続されることを特徴と
する。
【０００６】
　上記の貫通型積層コンデンサアレイでは、第１の電極層に含まれる第１及び第２の内部
電極はいずれも、異なる端子電極に電気的に接続される。一方、第２の電極層に含まれる
第３及び第４の内部電極はいずれも、異なる端子電極に電気的に接続される。そのため、
第１の電極層に含まれる内部電極をグランド電極としても、あるいは第２の電極層に含ま
れる内部電極をグランド電極としても、何れの場合であっても、複数のコンデンサにおい
てグランド電極を共有することなく回路基板等に実装可能となる。したがって、上記のコ
ンデンサアレイではコンデンサ間において発生するクロストークを抑制することが可能と
なる。また、上記の貫通型積層コンデンサアレイでは、第１～第８の端子電極が積層体の
第１及び第２の側面に形成されている。このように、上記の貫通型積層コンデンサアレイ
では端子電極が積層体の２側面に形成されており、４側面に形成される場合と比べて製造
が容易となる。
【０００７】
　第１の引き出し導体は、積層体の積層方向で第３、第５、及び第７の引き出し導体のい
ずれとも重ならない部分を有し、第３の引き出し導体は、積層体の積層方向で第１、第５
、及び第７の引き出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、第５の引き出し導体は、
積層体の積層方向で第１、第３、及び第７の引き出し導体のいずれとも重ならない部分を
有し、第７の引き出し導体は、積層体の積層方向で第１、第３、及び第５の引き出し導体
のいずれとも重ならない部分を有することが好ましい。この場合、第１～第４の内部電極
をそれぞれ異なる端子電極に接続させるのに好適である。
【０００８】
　また、第２の引き出し導体は、積層体の積層方向で第４、第６、及び第８の引き出し導
体のいずれとも重ならない部分を有し、第４の引き出し導体は、積層体の積層方向で第２
、第６、及び第８の引き出し導体のいずれとも重ならない部分を有し、第６の引き出し導
体は、積層体の積層方向で第２、第４、及び第８の引き出し導体のいずれとも重ならない
部分を有し、第８の引き出し導体は、積層体の積層方向で第２、第４、及び第６の引き出
し導体のいずれとも重ならない部分を有することが好ましい。この場合、第１～第４の内
部電極をそれぞれ異なる端子電極に接続させるのに好適である。
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【０００９】
　第１の電極層及び第２の電極層はいずれも複数で、積層体は、誘電体層を介在させて第
１の電極層と第２の電極層とが交互に積層されていてもよい。この場合、各コンデンサの
静電容量を制御することができる。
【００１０】
　また、この場合、複数の第１の電極層それぞれに含まれる第１の内部電極はいずれも、
第１の引き出し導体を介して同一の第１の端子電極と電気的に接続されるとともに、第２
の引き出し導体を介して同一の第２の端子電極と電気的に接続され、複数の第１の電極層
それぞれに含まれる第２の内部電極はいずれも、第３の引き出し導体を介して同一の第３
の端子電極と電気的に接続されるとともに、第４の引き出し導体を介して同一の第４の端
子電極と電気的に接続され、複数の第２の電極層それぞれに含まれる第３の内部電極はい
ずれも、第５の引き出し導体を介して同一の第５の端子電極と電気的に接続されるととも
に、第６の引き出し導体を介して同一の第６の端子電極と電気的に接続され、複数の第２
の電極層それぞれに含まれる第４の内部電極はいずれも、第７の引き出し導体を介して同
一の第７の端子電極と電気的に接続されるとともに、第８の引き出し導体を介して同一の
第８の端子電極と電気的に接続されることが好ましい。この場合、各コンデンサの静電容
量を制御するのに好適である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、クロストークを十分に抑制することが可能な貫通型積層コンデンサア
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】
【００１２】
　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。
【００１３】
（第１実施形態）
　図１及び図２を参照して、第１実施形態に係る貫通型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実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイの斜視図
である。図２は、第１実施形態に係る貫通型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。
【００１４】
　貫通型積層コンデンサアレイＣＡ１は、図１に示すように、略直方体形状をした積層体
１０と、積層体１０に形成された第１～第８の端子電極１～８とを備える。第１～第８の
端子電極１～８は、積層体１０の積層方向に平行な、積層体１０の互いに対向する第１及
び第２の側面１０ａ、１０ｂ上に形成されている。
【００１５】
　第１、第３、第５、及び第７の端子電極１、３、５、７は、積層体１０の第１の側面１
０ａ上に形成される。第１、第３、第５、及び第７の端子電極１、３、５、７は、積層体
１０の積層方向に平行な、積層体１０の互いに対向する第３及び第４の側面１０ｃ、１０
ｄの対向方向に沿って、第３の側面１０ｃから第４の側面１０ｄに向かって、第１、第５
、第３、及び第７の端子電極１、５、３、７の順で位置する。
【００１６】
　第２、第４、第６、及び第８の端子電極２、４、６、８は、積層体１０の第２の側面１
０ｂ上に形成される。第２、第４、第６、及び第８の端子電極２、４、６、８は、積層体
１０の第３及び第４の側面１０ｃ、１０ｄの対向方向に沿って、第３の側面１０ｃから第
４の側面１０ｄに向かって、第２、第６、第４、及び第８の端子電極２、６、４、８の順
で位置する。
【００１７】
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　積層体１０は、図２に示されるように、複数（本実施形態では、５層）の誘電体層１１
を介して複数（本実施形態では、各２層）の第１及び第２の電極層２０、３０が交互に積
層されることにより構成される。実際の貫通型積層コンデンサアレイＣＡ１では、誘電体
層１１の間の境界が視認できない程度に一体化されている。
【００１８】
　第１の電極層２０は、図２に示されるように、第１の内部電極２１と第２の内部電極２
２とを含む。第１の電極層２０はさらに、第１の内部電極２１から第１の側面１０ａに引
き出されるように伸びる第１の引き出し導体２３と、第１の内部電極２１から第２の側面
１０ｂに引き出されるように伸びる第２の引き出し導体２４とを含む。第１の電極層２０
はさらに、第２の内部電極２２から第１の側面１０ａに引き出されるように伸びる第３の
引き出し導体２５と、第２の内部電極２２から第２の側面１０ｂに引き出されるように伸
びる第４の引き出し導体２６とを含む。
【００１９】
　第１及び第２の内部電極２１，２２はそれぞれ、矩形状を呈する。矩形状の第１及び第
２の内部電極２１、２２は、積層体１０の第３の側面１０ｃから第４の側面１０ｄに向う
方向にこの順で位置している。第１及び第２の内部電極２１，２２は、互いに接触しない
ように位置している。
【００２０】
　第１の内部電極２１は、第１の引き出し導体２３を介して第１の端子電極１と電気的に
接続される。第１の内部電極２１は、第２の引き出し導体２４を介して第２の端子電極２
と電気的に接続される。
【００２１】
　第２の内部電極２２は、第３の引き出し導体２５を介して第３の端子電極３と電気的に
接続される。第２の内部電極２２は、第４の引き出し導体２６を介して第４の端子電極４
と電気的に接続される。
【００２２】
　複数の第１の電極層２０それぞれに含まれる第１の内部電極２１はいずれも、第１の引
き出し導体２３を介して同一の第１の端子電極１と電気的に接続される。複数の第１の電
極層２０それぞれに含まれる第１の内部電極２１はいずれも、第２の引き出し導体２４を
介して同一の第２の端子電極２と電気的に接続される。
【００２３】
　複数の第１の電極層２０それぞれに含まれる第２の内部電極２２はいずれも、第３の引
き出し導体２５を介して同一の第３の端子電極３と電気的に接続される。複数の第１の電
極層２０それぞれに含まれる第２の内部電極２２はいずれも、第４の引き出し導体２６を
介して同一の第４の端子電極４と電気的に接続される。
【００２４】
　第１の内部電極２１は、第１及び第２の引き出し導体２３、２４とともに、積層体１０
の第１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡る領域を連続して覆う。したがって、第１
及び第２の引き出し導体２３、２４を伴う第１の内部電極２１は、積層体１０の内部を第
１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡って貫通する。
【００２５】
　第２の内部電極２２は、第３及び第４の引き出し導体２５、２６とともに、積層体１０
の第１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡る領域を連続して覆う。したがって、第３
及び第４の引き出し導体２５、２６を伴う第２の内部電極２２は、積層体１０の内部を第
１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡って貫通する。
【００２６】
　第２の電極層３０は、図２に示されるように、第３の内部電極３１と第４の内部電極３
２とを含む。第２の電極層３０はさらに、第３の内部電極３１から第１の側面１０ａに引
き出されるように伸びる第５の引き出し導体３３と、第３の内部電極３１から第２の側面
１０ｂに引き出されるように伸びる第６の引き出し導体３４とを含む。第２の電極層３０
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はさらに、第４の内部電極３２から第１の側面１０ａに引き出されるように伸びる第７の
引き出し導体３５と、第４の内部電極３２から第２の側面１０ｂに引き出されるように伸
びる第８の引き出し導体３６とを含む。
【００２７】
　第３及び第４の内部電極３１，３２はそれぞれ、矩形状を呈する。矩形状の第３及び第
４の内部電極３１、３２は、積層体１０の第３の側面１０ｃから第４の側面１０ｄに向う
方向にこの順で位置している。第３及び第４の内部電極３１，３２は、互いに接触しない
ように位置している。
【００２８】
　第３の内部電極３１は、第５の引き出し導体３３を介して第５の端子電極５と電気的に
接続される。第３の内部電極３１は、第６の引き出し導体３４を介して第６の端子電極６
と電気的に接続される。
【００２９】
　第４の内部電極３２は、第７の引き出し導体３５を介して第７の端子電極７と電気的に
接続される。第４の内部電極３２は、第８の引き出し導体３６を介して第８の端子電極８
と電気的に接続される。
【００３０】
　複数の第２の電極層３０それぞれに含まれる第３の内部電極３１はいずれも、第５の引
き出し導体３３を介して同一の第５の端子電極５と電気的に接続される。複数の第２の電
極層３０それぞれに含まれる第３の内部電極３１はいずれも、第６の引き出し導体３４を
介して同一の第６の端子電極６と電気的に接続される。
【００３１】
　複数の第２の電極層３０それぞれに含まれる第４の内部電極３２はいずれも、第７の引
き出し導体３５を介して同一の第７の端子電極７と電気的に接続される。複数の第２の電
極層３０それぞれに含まれる第４の内部電極３２はいずれも、第８の引き出し導体３６を
介して同一の第８の端子電極８と電気的に接続される。
【００３２】
　第３の内部電極３１は、第５及び第６の引き出し導体３３、３４とともに、積層体１０
の第１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡る領域を連続して覆う。したがって、第５
及び第６の引き出し導体３３、３４を伴う第３の内部電極３１は、積層体１０の内部を第
１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡って貫通する。
【００３３】
　第４の内部電極３２は、第７及び第８の引き出し導体３５、３６とともに、積層体１０
の第１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡る領域を連続して覆う。したがって、第７
及び第８の引き出し導体３５、３６を伴う第４の内部電極３２は、積層体１０の内部を第
１の側面１０ａから第２の側面１０ｂに渡って貫通する。
【００３４】
　第１の引き出し導体２３は、積層体１０の積層方向で第３、第５、及び第７の引き出し
導体２５、３３、３５のいずれとも重ならない。すなわち、第１の引き出し導体２３は、
積層体１０の積層方向で第３、第５、及び第７の引き出し導体のいずれとも重ならない部
分を有する。
【００３５】
　第３の引き出し導体２５は、積層体１０の積層方向で第１、第５、及び第７の引き出し
導体２３、３３、３５のいずれとも重ならない。すなわち、第３の引き出し導体２５は、
積層体の積層方向で少なくとも第１、第５、及び第７の引き出し導体２３、３３、３５の
いずれとも重ならない部分を有する。
【００３６】
　第５の引き出し導体３３は、積層体１０の積層方向で第１、第３、及び第７の引き出し
導体２３、２５、３５のいずれとも重ならない。すなわち、第５の引き出し導体３３は、
積層体１０の積層方向で第１、第３、及び第７の引き出し導体２３、２５、３５のいずれ
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とも重ならない部分を有する。
【００３７】
　第７の引き出し導体３５は、積層体１０の積層方向で第１、第３、及び第５の引き出し
導体２３、２５、３３のいずれとも重ならない。すなわち、第７の引き出し導体３５は、
積層体１０の積層方向で第１、第３、及び第５の引き出し導体２３、２５、３３のいずれ
とも重ならない部分を有する。
【００３８】
　図３に、積層体１０の第１の側面１０ａの平面図を示す。図３から、第１、第３、第５
、及び第７の引き出し導体が第１の側面１０ａに引き出されるように伸びていることが理
解される。また、図３から、積層体１０の積層方向で第１、第３、第５、及び第７の引き
出し導体２３、２５、３３、３５はそれぞれ、他の引き出し導体と重ならないことが理解
される。
【００３９】
　第２の引き出し導体２４は、積層体１０の積層方向で第４、第６、及び第８の引き出し
導体２６、３４、３６のいずれとも重ならない。すなわち、第２の引き出し導体２４は、
積層体１０の積層方向で第４、第６、及び第８の引き出し導体２６、３４、３６のいずれ
とも重ならない部分を有する。
【００４０】
　第４の引き出し導体２６は、積層体１０の積層方向で第２、第６、及び第８の引き出し
導体２４、３４、３６のいずれとも重ならない。すなわち、第４の引き出し導体２６は、
積層体１０の積層方向で第２、第６、及び第８の引き出し導体２４、３４、３６のいずれ
とも重ならない部分を有する。
【００４１】
　第６の引き出し導体３４は、積層体１０の積層方向で第２、第４、及び第８の引き出し
導体２４、２６、３６のいずれとも重ならない。すなわち、第６の引き出し導体３４は、
積層体１０の積層方向で第２、第４、及び第８の引き出し導体２４、２６、３６のいずれ
とも重ならない部分を有する。
【００４２】
　第８の引き出し導体３６は、積層体１０の積層方向で第２、第４、及び第６の引き出し
導体２４、２６、３４のいずれとも重ならない。すなわち、第８の引き出し導体３６は、
積層体１０の積層方向で第２、第４、及び第６の引き出し導体２４、２６、３４のいずれ
とも重ならない部分を有する。
【００４３】
　図４に、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ１の等価回路図を示す。貫通型積層コンデン
サアレイＣＡ１では、第１の内部電極２１と第３の内部電極３１とでコンデンサＣ１を、
第２の内部電極２２と第４の内部電極３２とでコンデンサＣ２を形成している。
【００４４】
　第１の電極層２０に含まれる第１の内部電極２１は第１及び第２の端子電極１、２に電
気的に接続される。第１の電極層２０に含まれる第２の内部電極２２は第３及び第４の端
子電極３、４に電気的に接続される。一方、第２の電極層３０に含まれる第３の内部電極
３１は第５及び第６の端子電極５、６に電気的に接続される。第２の電極層３０に含まれ
る第４の内部電極３２は第７及び第８の端子電極７、８に電気的に接続される。
【００４５】
　このように、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ１では、第１の電極層２０に含まれる第
１及び第２の内部電極２１、２２はいずれも、異なる端子電極に電気的に接続される。一
方、第２の電極層３０に含まれる第３及び第４の内部電極３１、３２はいずれも、異なる
端子電極に電気的に接続される。そのため、第１の電極層２０に含まれる第１及び第２の
内部電極２１、２２をグランド電極として第１～第４の端子電極１～４をグランドに接続
したとしても、あるいは第２の電極層３０に含まれる第３及び第４の内部電極３１、３２
をグランド電極として第５～第８の端子電極５～８をグランドに接続したとしても、何れ
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の場合であっても、複数のコンデンサＣ１、Ｃ２がグランド電極を共有することなく回路
基板等に実装可能となる。したがって、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ１ではコンデン
サＣ１、Ｃ２間において発生するクロストークを抑制することが可能となる。
【００４６】
　また、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ１では、第１～第８の端子電極１～８は積層体
１０の２つの側面、すなわち第１及び第２の側面１０ａ、１０ｂに形成されている。した
がって、端子電極１～８が４側面に形成される場合と比べて、貫通型積層コンデンサアレ
イＣＡ１の製造は容易となる。
【００４７】
　また、図３に示すように、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ１では、積層体１０の積層
方向で同じ位置にある引き出し導体はいずれも、積層体１０の第３の側面１０ｃと第４の
側面１０ｄとの対向方向で隣り合わない。すなわち、積層体１０の積層方向で同じ位置に
ある引き出し導体はいずれも、積層体１０の第３の側面１０ｃと第４の側面１０ｄとの対
向方向で積層方向で異なる位置にある引き出し導体を間に挟む。そのため、引き出し導体
間のクロストークが好適に抑制される。
【００４８】
（第２実施形態）
　図５及び図６を参照して、第２実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイＣＡ２の構
成について説明する。第２実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイＣＡ２は、第３、
第４、第７、及び第８の端子電極の配置の点で第１実施形態に係る貫通型積層コンデンサ
アレイＣＡ１と相違する。図５は、第２実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイの斜
視図である。図６は、第２実施形態に係る貫通型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。
【００４９】
　貫通型積層コンデンサアレイＣＡ２は、図５に示すように、略直方体形状をした積層体
６０と、積層体６０に形成された第１～第８の端子電極５１～５８とを備える。
【００５０】
　第１、第３、第５、及び第７の端子電極５１、５３、５５、５７は、積層体６０の積層
方向に平行な積層体６０の第１の側面６０ａ上に形成される。第１、第３、第５、及び第
７の端子電極５１、５３、５５、５７は、積層体６０の積層方向に平行な積層体６０の互
いに対向する第３及び第４の側面６０ｃ、６０ｄの対向方向に沿って、第３の側面６０ｃ
から第４の側面６０ｄに向かって、第１、第５、第７、及び第３の端子電極５１、５５、
５７、５３の順で位置する。
【００５１】
　第２、第４、第６、及び第８の端子電極５２、５４、５６、５８は、第１の側面６０ａ
に対向する積層体６０の第２の側面６０ｂ上に形成される。第２、第４、第６、及び第８
の端子電極５２、５４、５６、５８は、積層体６０の第３及び第４の側面６０ｃ、６０ｄ
の対向方向に沿って、第３の側面６０ｃから第４の側面６０ｄに向かって、第２、第６、
第８、及び第４の端子電極５２、５６、５８、５４の順で位置する。
【００５２】
　積層体６０は、図６に示されるように、複数（本実施形態では、５層）の誘電体層６１
と、複数（本実施形態では、各２層）の第１及び第２の電極層７０、８０とが交互に積層
されることにより構成される。実際の貫通型積層コンデンサアレイＣＡ２では、誘電体層
６１の間の境界が視認できない程度に一体化されている。
【００５３】
　第１の電極層７０は、図６に示されるように、第１の内部電極７１と第２の内部電極７
２とを含む。第１の電極層７０はさらに、第１の内部電極７１から、第１の側面６０ａに
引き出されるように伸びる第１の引き出し導体７３と、第２の側面６０ｂに引き出される
ように伸びる第２の引き出し導体７４とを含む。第１の電極層７０はさらに、第２の内部
電極７２から、第１の側面６０ａに引き出されるように伸びる第３の引き出し導体７５と
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、第２の側面６０ｂに引き出されるように伸びる第４の引き出し導体７６とを含む。
【００５４】
　矩形状である第１及び第２の内部電極７１、７２は、積層体６０の第３の側面６０ｃか
ら第４の側面６０ｄに向う方向にこの順で位置している。
【００５５】
　第１の内部電極７１は、第１の引き出し導体７３を介して第１の端子電極５１と、第２
の引き出し導体７４を介して第２の端子電極５２とそれぞれ電気的に接続される。第２の
内部電極７２は、第３の引き出し導体７５を介して第３の端子電極５３と、第４の引き出
し導体７６を介して第４の端子電極５４とそれぞれ電気的に接続される。
【００５６】
　複数の第１の電極層７０それぞれに含まれる第１の内部電極７１はいずれも、第１の引
き出し導体７３を介して同一の第１の端子電極５１と、さらに第２の引き出し導体７４を
介して同一の第２の端子電極５２と電気的に接続される。第１及び第２の引き出し導体７
３、７４を伴う第１の内部電極７１は、積層体６０の内部を第１の側面６０ａから第２の
側面６０ｂに渡って貫通する。
【００５７】
　複数の第１の電極層７０それぞれに含まれる第２の内部電極７２はいずれも、第３の引
き出し導体７５を介して同一の第３の端子電極５３と、さらに第４の引き出し導体７６を
介して同一の第４の端子電極５４と電気的に接続される。第３及び第４の引き出し導体７
５、７６を伴う第２の内部電極７２は、積層体６０の内部を第１の側面６０ａから第２の
側面６０ｂに渡って貫通する。
【００５８】
　第２の電極層８０は、図６に示されるように、第３の内部電極８１と第４の内部電極８
２とを含む。第２の電極層８０はさらに、第３の内部電極８１から、第１の側面６０ａに
引き出されるように伸びる第５の引き出し導体８３と、第２の側面６０ｂに引き出される
ように伸びる第６の引き出し導体８４とを含む。第２の電極層８０はさらに、第４の内部
電極８２から、第１の側面６０ａに引き出されるように伸びる第７の引き出し導体８５と
、第２の側面６０ｂに引き出されるように伸びる第８の引き出し導体８６とを含む。
【００５９】
　矩形状である第３及び第４の内部電極８１、８２は、積層体６０の第３の側面６０ｃか
ら第４の側面６０ｄに向う方向にこの順で位置している。
【００６０】
　第３の内部電極８１は、第５の引き出し導体８３を介して第５の端子電極５５と、第６
の引き出し導体８４を介して第６の端子電極５６とそれぞれ電気的に接続される。第４の
内部電極８２は、第７の引き出し導体８５を介して第７の端子電極５７と、第８の引き出
し導体８６を介して第８の端子電極５８とそれぞれ電気的に接続される。
【００６１】
　複数の第２の電極層８０それぞれに含まれる第３の内部電極８１はいずれも、第５の引
き出し導体８３を介して同一の第５の端子電極５５と、さらに第６の引き出し導体８４を
介して同一の第６の端子電極５６と電気的に接続される。第５及び第６の引き出し導体８
３、８４を伴う第３の内部電極８１は、積層体６０の内部を第１の側面６０ａから第２の
側面６０ｂに渡って貫通する。
【００６２】
　複数の第２の電極層８０それぞれに含まれる第４の内部電極８２はいずれも、第７の引
き出し導体８５を介して同一の第７の端子電極５７と、さらに第８の引き出し導体８６を
介して同一の第８の端子電極５８と電気的に接続される。第７及び第８の引き出し導体８
５、８６を伴う第４の内部電極８２は、積層体６０の内部を第１の側面６０ａから第２の
側面６０ｂに渡って貫通する。
【００６３】
　第１、第３、第５、及び第７の引き出し導体７３、７５、８３、８５はいずれも、積層
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体６０の積層方向で他の端子電極と重ならない。第２、第４、第６、及び第８の引き出し
導体７４、７６、８４、８６はいずれも、積層体６０の積層方向で他の端子電極と重なら
ない。
【００６４】
　このように、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ２では、第１の電極層７０に含まれる第
１及び第２の内部電極７１、７２はいずれも、異なる端子電極に電気的に接続される。一
方、第２の電極層８０に含まれる第３及び第４の内部電極８１、８２はいずれも、異なる
端子電極に電気的に接続される。そのため、第１の電極層７０に含まれる第１及び第２の
内部電極７１、７２をグランド電極としても、あるいは第２の電極層８０に含まれる第３
及び第４の内部電極８１、８２をグランド電極としても、何れの場合であっても、複数の
コンデンサにおいてグランド電極を共有することなく回路基板等に実装可能となる。した
がって、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ２ではコンデンサ間において発生するクロスト
ークを抑制することが可能となる。
【００６５】
　また、貫通型積層コンデンサアレイＣＡ２では、第１～第８の端子電極５１～５８が積
層体６０の２つの側面、すなわち第１及び第２の側面６０ａ、６０ｂに形成されている。
したがって、端子電極５１～５８が４側面に形成される場合と比べて、貫通型積層コンデ
ンサアレイＣＡ２の製造は容易となる。
【００６６】
　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及び
変形例に限定されるものではない。例えば、誘電体層１１、６１の積層数並びに第１及び
第２の電極層２０、７０、３０、８０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、積層体に含まれる第１及び第２の電極層は、例えば各１層であっ
ても、あるいは各３層以上であってもよい。
【００６７】
　また、第１の電極層に含まれる第１及び第２の内部電極の数は上述した実施形態に記載
された数に限られない。第２の電極層に含まれる第３及び第４の内部電極の数は、上述し
た実施形態に記載された数に限られない。
【００６８】
　また、第１の電極層に含まれる第１の内部電極の数と第２の内部電極の数とは、異なっ
ていてもよい。第２の電極層に含まれる第３の内部電極の数と第４の内部電極の数とは、
異なっていてもよい。また、第１～第４の内部電極の形状は、上述した実施形態に記載さ
れた矩形状に限られない。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】第１実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図２】第１実施形態に係る貫通型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１実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイに含まれる積層体の第１の側面
の平面図を示す。
【図４】第１実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイの等価回路図を示す。
【図５】第２実施形態に係る貫通型積層コンデンサアレイの斜視図である。
【図６】第２実施形態に係る貫通型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。
【符号の説明】
【００７０】
　ＣＡ１、ＣＡ２…貫通型積層コンデンサアレイ、１、５１…第１の端子電極、２、５２
…第２の端子電極、３、５３…第３の端子電極、４、５４…第４の端子電極、１０、６０
…積層体、１１、６１…誘電体層、２０、７０…第１の電極層、２１、７１…第１の内部
電極、２２、７２…第２の内部電極、２３、７３…第１の引き出し導体、２４、７４…第
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２の引き出し導体、２５、７５…第３の引き出し導体、２６、７６…第４の引き出し導体
、３０、８０…第２の電極層、３１、８１…第３の内部電極、３２、８２…第４の内部電
極、３３、８３…第５の引き出し導体、３４、８４…第６の引き出し導体、３５、８５…
第７の引き出し導体、３６、８６…第８の引き出し導体

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP 4276649 B2 2009.6.10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－０５７０６６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｇ　　　４／００　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

