
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
各々四辺形をなすかつ相対向する２つの主面、およびこれら主面間を連結する４つの側面
を有する、コンデンサ本体と、
前記コンデンサ本体の少なくとも１つの前記側面上に並んで形成される、少なくとも３つ
の外部端子電極と
を備え、
前記コンデンサ本体は、前記主面の延びる方向に延びる複数の誘電体層と、コンデンサユ
ニットを形成するように特定の前記誘電体層を介して互いに対向する少なくとも１対の第
１および第２の内部電極とを備え、
前記第１の内部電極は、前記外部端子電極のいずれかに電気的に接続される第１の引出電
極を形成しており、かつ、
前記第２の内部電極は、前記外部端子電極の残りのものに電気的に接続される第２の引出
電極を形成しており、
前記第１の引出電極に接続される前記外部端子電極と第２の引出電極に接続される前記外
部端子電極とは、前記側面上で交互に配置され、
前記側面上で両端に位置する端の前記外部端子電極に接続される端の前記引出電極を除く
中央の少なくとも１つの前記引出電極の幅方向寸法は、前記端の引出電極の幅方向寸法よ
り大きくされている、
積層コンデンサ。
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【請求項２】
前記中央の引出電極の幅方向寸法は、前記端の引出電極の幅方向寸法の３／２倍ないし９
倍に選ばれる、請求項１に記載の積層コンデンサ。
【請求項３】
前記中央の引出電極の幅方向寸法は、前記端の引出電極の幅方向寸法の７／３倍ないし４
倍に選ばれる、請求項１に記載の積層コンデンサ。
【請求項４】
前記端の引出電極の幅方向寸法は、０．１ｍｍ以上に選ばれる、請求項１ないし３のいず
れかに記載の積層コンデンサ。
【請求項５】
前記中央の引出電極のすべての幅方向寸法が、前記端の引出電極の幅方向寸法より大きく
されている、請求項１ないし４のいずれかに記載の積層コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、積層コンデンサに関するもので、特に、高周波回路において有利に適用され
得る積層コンデンサに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
この発明にとって興味ある従来の積層コンデンサとして、たとえば特開平２－２５６２１
６号公報に記載されたものがある。ここでは、図４に示すような積層コンデンサ１が開示
されている。図４（１）は、積層コンデンサ１の内部構造を第１の断面をもって示す平面
図であり、図４（２）は、積層コンデンサ１の内部構造を第１の断面とは異なる第２の断
面をもって示す平面図である。
【０００３】
積層コンデンサ１は、各々四辺形をなすかつ相対向する２つの主面ならびにこれら主面間
を連結する４つの側面２、３、４および５を有する、コンデンサ本体６を備えている。コ
ンデンサ本体６は、主面の延びる方向に延びる、たとえばセラミック誘電体からなる複数
の誘電体層７、ならびにコンデンサユニットを形成するように特定の誘電体層７を介して
互いに対向するかつ各々四辺形をなす、少なくとも１対の第１および第２の内部電極８お
よび９を備えている。ここで、コンデンサユニットとは、内部電極８および９の対によっ
て静電容量が形成される最小単位を言う。
【０００４】
第１の内部電極８が図４（１）に示されているように、図４（１）は、第１の内部電極８
が通る断面を示している。また、第２の内部電極９が図４（２）に示されているように、
図４（２）は、第２の内部電極９が通る断面を示している。
【０００５】
この積層コンデンサ１は、高周波域での使用に適するように、等価直列インダクタンス（
ＥＳＬ）の低減化が図られている。
【０００６】
そのため、第１の内部電極８は、相対向する２つの側面２および４の各々上にまでそれぞ
れ引き出される４つの第１の引出電極１０、１１、１２および１３を形成している。より
詳細には、引出電極１０および１１は、側面２上にまで引き出され、また、引出電極１２
および１３は、側面４上にまで引き出されている。
【０００７】
また、上述の第１の引出電極１０～１３が引き出された側面２および４の各々上には、こ
れら第１の引出電極１０～１３に電気的に接続される第１の外部端子電極１４、１５、１
６および１７がそれぞれ設けられている。すなわち、外部端子電極１４および１５は、側
面２上において引出電極１０および１１にそれぞれ接続され、外部端子電極１６および１
７は、側面４上において引出電極１２および１３にそれぞれ接続されている。
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【０００８】
他方、第２の内部電極９は、相対向する２つの側面２および４の各々上にまでそれぞれ引
き出される４つの第２の引出電極１８、１９、２０および２１を形成している。より詳細
には、引出電極１８および１９は、側面２上であって上述した第１の引出電極１０および
１１が引き出された位置とは異なる位置にまで引き出され、また、引出電極２０および２
１は、側面４上であって上述した第１の引出電極１２および１３が引き出された位置とは
異なる位置にまで引き出されている。
【０００９】
また、上述の第２の引出電極１８～２１が引き出された側面２および４の各々上には、こ
れら第２の引出電極１８～２１に電気的に接続される第２の外部端子電極２２、２３、２
４および２５がそれぞれ設けられている。すなわち、外部端子電極２２および２３は、前
述した第１の外部端子電極１４および１５が設けられた位置とは異なる位置において側面
２上で引出電極１８および１９にそれぞれ接続され、外部端子電極２４および２５は、前
述した第１の外部端子電極１６および１７が設けられた位置とは異なる位置において側面
４上で引出電極２０および２１にそれぞれ接続されている。
【００１０】
このようにして、２つの側面２および４上にあっては、複数の第１の外部端子電極１４～
１７と複数の第２の外部端子電極２２～２５とが交互に並んで配置されている。
【００１１】
図４（１）には、この積層コンデンサ１において流れる電流の典型的な経路および方向が
矢印をもって図解的に示されている。
【００１２】
図４（１）において、電流は、図示した状態あるいは時点では、第１の外部端子電極１４
～１７の各々から第２の外部端子電極２２～２５の各々に向かって流れているものとする
。なお、当然のことながら、交流の場合には、逆に流れる時点もある。
【００１３】
このように電流が流れたときには、電流の方向によってその方向が決まる磁束が誘起され
、そのため自己インダクタンス成分が生じる。
【００１４】
図４（１）を参照して、内部電極８および９の中央部ならびに比較的中央側に位置する引
出電極１１、１３、１８および２０の各近傍では、電流は、略１８０度の広がりをもって
異なる複数の方向へ流れるので、磁束は相殺され、低ＥＳＬ化に寄与している。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、図４に示した構成は、低ＥＳＬ化を図るのに有効である。
【００１６】
しかしながら、低ＥＳＬ化に対する要望はさらに高まりつつあり、積層コンデンサの製造
業者にとっては、さらなる低ＥＳＬ化を図り得る対策を見出すことが急務となっている。
【００１７】
なお、より低ＥＳＬ化を図ろうとするための手段として、引出電極および外部端子電極の
数をさらに増やすことも考えられるが、積層コンデンサの寸法的な制約の中で外部端子電
極の数を増やすことが困難または不可能な場合もあるため、この対策は常に採用できるも
のではない。また、積層コンデンサの実装上の問題として、外部端子電極の数をさらに増
やした場合、このような外部端子電極の接続のための多数のランドを配線基板上に形成で
きないこともあり得る。
【００１８】
そこで、この発明の目的は、実装上の問題に遭遇することなく、低ＥＳＬ化をより効果的
に図り得るように改良された積層コンデンサを提供しようとすることである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
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この発明に係る積層コンデンサは、各々四辺形をなすかつ相対向する２つの主面、および
これら主面間を連結する４つの側面を有する、コンデンサ本体を備えるとともに、コンデ
ンサ本体の少なくとも１つの側面上に並んで形成される、少なくとも３つの外部端子電極
を少なくとも備えている。
【００２０】
上述のコンデンサ本体は、その主面の延びる方向に延びる複数の誘電体層と、コンデンサ
ユニットを形成するように特定の誘電体層を介して互いに対向する少なくとも１対の第１
および第２の内部電極を備えている。
【００２１】
また、第１の内部電極は、外部端子電極のいずれかに電気的に接続される第１の引出電極
を形成しており、かつ、第２の内部電極は、外部端子電極の残りのものに電気的に接続さ
れる第２の引出電極を形成しており、第１の引出電極に接続される外部端子電極と第２の
引出電極に接続される外部端子電極とは、側面上で交互に配置されている。
【００２２】
このような積層コンデンサにおいて、この発明は、上述した技術的課題を解決するため、
コンデンサ本体の側面上で両端に位置する端の外部端子電極に接続される端の引出電極を
除く中央の少なくとも１つの引出電極の幅方向寸法は、端の引出電極の幅方向寸法より大
きくされていることを特徴としている。
【００２３】
この発明において、好ましくは、中央の引出電極の幅方向寸法は、端の引出電極の幅方向
寸法の３／２倍ないし９倍に選ばれ、より好ましくは、端の引出電極の幅方向寸法の７／
３倍ないし４倍に選ばれる。
【００２４】
また、この発明において、好ましくは、端の引出電極の幅方向寸法は、０．１ｍｍ以上に
選ばれる。
【００２５】
また、この発明において、中央の引出電極のすべての幅方向寸法が、端の引出電極の幅方
向寸法より大きくされていることが好ましい。
【００２６】
【発明の実施の形態】
図１および図２は、この発明の一実施形態による積層コンデンサ３１を示している。ここ
で、図１（１）は、積層コンデンサ３１の内部構造を第１の断面をもって示す平面図であ
り、図１（２）は、積層コンデンサ３１の内部構造を第１の断面とは異なる第２の断面を
もって示す平面図であり、図２は、積層コンデンサ３１の外観を示す斜視図である。
【００２７】
積層コンデンサ３１は、相対向する２つの主面３２および３３、ならびにこれら主面３２
および３３間を連結する４つの側面３４、３５、３６および３７を有する、コンデンサ本
体３８を備えている。コンデンサ本体３８は、主面３２および３３の延びる方向に延びる
、たとえばセラミック誘電体からなる複数の誘電体層３９、ならびにコンデンサユニット
を形成するように特定の誘電体層３９を介して互いに対向するかつ各々四辺形をなす、少
なくとも１対の第１および第２の内部電極４０および４１を備えている。
【００２８】
図１（１）は、第１の内部電極４０が通る断面を示し、また、図１（２）は、第２の内部
電極４１が通る断面を示している。
【００２９】
コンデンサ本体３８の長手方向に延びる側面３４上には、たとえば４つの外部端子電極４
２、４３、４４および４５が並んで形成され、側面３４に対向する側面３６上には、同様
に、４つの外部端子電極４６、４７、４８および４９が並んで形成されている。
【００３０】
第１の内部電極４０は、図１（１）に示すように、外部端子電極４２、４４、４６および
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４８にそれぞれ電気的に接続される第１の引出電極５０、５１、５２および５３を形成し
ている。
【００３１】
また、第２の内部電極４１は、図１（２）に示すように、残りの外部端子電極４３、４５
、４７および４９にそれぞれ電気的に接続される第２の引出電極５４、５５、５６および
５７を形成している。
【００３２】
このようにして、側面３４上において、第１の引出電極５０および５１に接続される外部
端子電極４２および４４と第２の引出電極５４および５５に接続される外部端子電極４３
および４５とは交互に配置され、また、側面３６上にあっては、第１の引出電極５２およ
び５３に接続される外部端子電極４６および４８と第２の引出電極５６および５７に接続
される外部端子電極４７および４９とは交互に配置されることになる。
【００３３】
このような積層コンデンサ３１において、この発明の特徴となる構成は次のように実現さ
れている。
【００３４】
コンデンサ本体３８の側面３４上で両端に位置する端の外部端子電極４２および４５に接
続される端の引出電極５０および５５を除く中央の引出電極５１および５４の幅方向寸法
Ａは、端の引出電極５０および５５の幅方向寸法Ｂより大きくされている。また、側面３
６上で両端に位置する端の外部端子電極４６および４９に接続される端の引出電極５２お
よび５７を除く中央の引出電極５３および５６の幅方向寸法Ａは、端の引出電極５２およ
び５７の幅方向寸法Ｂより大きくされている。
【００３５】
図１（１）には、この積層コンデンサ３１において流れる電流の典型的な経路および方向
が矢印をもって図解的に示されている。
【００３６】
図１（１）において、電流は、図示した状態あるいは時点では、第１の内部電極４０に接
続される外部端子電極４２、４４、４６および４８から第２の内部電極４１に接続される
外部端子電極４３、４５、４７および４９に向かって流れているものとする。
【００３７】
図１（１）からわかるように、内部電極４０および４１の中央部ならびに中央の引出電極
５１、５３、５４および５６の各近傍では、電流は、略１８０度の広がりをもって異なる
複数の方向へ流れるので、磁束は相殺され、低ＥＳＬ化に寄与している。このことは、前
述の図４に示した積層コンデンサ１の場合と実質的に同様である。
【００３８】
この実施形態に係る積層コンデンサ３１では、前述したように、中央の引出電極５１、５
３、５４および５６の各々の幅方向寸法Ａが端の引出電極５０、５２、５５および５７の
各々の幅方向寸法Ｂより大きくされているので、図１（１）において矢印Ｃで示した電流
の経路が、図４に示したように、中央の引出電極１１、１３、１８および１９が端の引出
電極１０、１２、１９および２１と等しくされている場合に比べて、より短くされること
ができ、このことも、低ＥＳＬ化に対して効果を発揮している。
【００３９】
この実施形態では、中央の引出電極５１、５３、５４および５６のすべての幅方向寸法Ａ
が、端の引出電極５０、５２、５５および５７の幅方向寸法Ｂより大きくされているので
、中央の引出電極５１および５４の間ならびに中央の引出電極５３および５６の間で流れ
る矢印Ｄで示す電流の経路もより短くすることができ、このことも、低ＥＳＬ化に対して
効果を発揮することになる。
【００４０】
なお、幅方向寸法を広くすることを、上述のように、端の引出電極５０、５２、５５およ
び５７においてではなく、中央の引出電極５１、５３、５４および５６において行なった
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のは、次の理由による。すなわち、中央の引出電極５１、５３、５４および５６は、各々
の両側に必ず引出電極を位置させており、したがって、その幅方向寸法を大きくすれば、
各々の両側にある引出電極の双方に対して電流の経路を短くすることが可能となり、幅方
向寸法を大きくしたことがより効果的に作用するためである。
【００４１】
以上説明した実施形態に関連して、低ＥＳＬ化の効果を確認するため、幅方向寸法Ａの、
幅方向寸法Ｂに対する比率を種々に変えた試料を作製し、各々の試料についてＥＳＬを評
価した。
【００４２】
ここで、試料として、外径平面寸法が３．２ｍｍ×１．６ｍｍであり、誘電体層を構成す
る誘電体の比誘電率が３３００であり、各誘電体層の厚みが０．１ｍｍであり、合計で６
層の内部電極を積層したものを用意した。また、各試料において、外部端子電極の形成態
様は互いに同一とした。
【００４３】
このような試料において、以下の表１に示すように、中央の引出電極の幅方向寸法Ａおよ
び端の引出電極の幅方向寸法Ｂをそれぞれ種々に変更し、その結果、幅方向寸法ＡとＢと
の比率すなわちＡ：Ｂを種々に変えることを行ない、各試料について、共振周波数および
静電容量を測定し、これら共振周波数および静電容量から、ＥＳＬを共振法によって求め
た。共振法とは、試料となる積層コンデンサについてインピーダンスの周波数特性を測定
し、極小点（コンデンサの静電容量ＣとＥＳＬとの間の直列共振点）の周波数ｆ o  から、
ＥＳＬ＝１／［（２πｆ o  ）

2  ×Ｃ］
によって、ＥＳＬを求めようとする方法である。
【００４４】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
表１から、中央の引出電極の幅方向寸法Ａが大きくなるほど、ＥＳＬが低くなる傾向が一
般的に現れているが、試料２～５のように、Ａ：Ｂが６：４～９：１に選ばれること、す
なわち幅方向寸法Ａが幅方向寸法Ｂの３／２倍ないし９倍に選ばれることが、低ＥＳＬ化
にとって好ましい。また、さらなる低ＥＳＬ化のためには、試料３および４のように、Ａ
：Ｂが７：３～８：２、すなわち幅方向寸法Ａが幅方向寸法Ｂの７／３倍ないし４倍に選
ばれることがより好ましい。
【００４６】
なお、試料６のように、幅方向寸法Ａが０．９５ｍｍというように大きくされても、幅方
向寸法Ｂが０．０５ｍｍというように小さくされた場合には、幅方向寸法ＡとＢとが互い
に等しい試料１に比べて、ＥＳＬがむしろ高くなっているので、端の引出電極の幅方向寸
法Ｂは、０．１ｍｍ以上であることが好ましい。
【００４７】
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図３は、この発明の他の実施形態による積層コンデンサ６１を示す、図１に相当する図で
ある。
【００４８】
積層コンデンサ６１は、４つの側面６２、６３、６４および６５を有するコンデンサ本体
６６を備えている。コンデンサ本体６６は、複数の誘電体層６７、ならびにコンデンサユ
ニットを形成するように特定の誘電体層６７を介して互いに対向する少なくとも１対の第
１および第２の内部電極６８および６９を備えている。
【００４９】
コンデンサ本体６６の長手方向に延びる側面６２上には、３つの外部端子電極７０、７１
および７２が並んで形成され、側面６２に対向する側面６４上には、３つの外部端子電極
７３、７４および７５が並んで形成されている。
【００５０】
第１の内部電極６８は、外部端子電極７１、７３および７５にそれぞれ電気的に接続され
る第１の引出電極７６、７７および７８を形成している。第２の内部電極６９は、残りの
外部端子電極７０、７２および７４にそれぞれ電気的に接続される第２の引出電極７９、
８０および８１を形成している。
【００５１】
このようにして、側面６２上では、第１の引出電極７６に接続される外部端子電極７１と
第２の引出電極７９および８０に接続される外部端子電極７０および７２とが交互に配置
され、側面６４上では、第１の引出電極７７および７８に接続される外部端子電極７３お
よび７５と第２の引出電極８１に接続される外部端子電極７４とが交互に配置されるよう
になる。
【００５２】
このような実施形態において、前述した実施形態と同様、中央の引出電極７６および８１
の各々の幅方向寸法Ａは、端の引出電極７７～８０の各々の幅方向寸法Ｂより大きくされ
ている。
【００５３】
このように、中央の引出電極７６および８１の幅方向寸法Ａを大きくすることにより、前
述した実施形態の場合と同様の効果が奏される。これに関連して、各側面上に並んで形成
される外部端子電極の数およびそれに接続される引出電極の数は、３以上であれば、どの
ような実施形態についても、同様の効果が奏される。
【００５４】
また、少なくとも３つの外部端子電極が並んで形成されるのは、コンデンサ本体の単に１
つの側面上だけであってもよく、あるいは、３つまたは４つの側面上であってもよい。
【００５５】
また、端の引出電極の幅方向寸法より大きくされるのは、中央の引出電極のすべてでなく
てもよく、中央の引出電極の一部のみであってもよい。これに関連して、たとえ中央の引
出電極のすべての幅方向寸法が大きくされる場合であっても、各中央の引出電極の幅方向
寸法は必ずしも互いに同じでなくてもよい。
【００５６】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、第１の内部電極に第１の引出電極を介して接続される
外部端子電極と、第１の内部電極に対向する第２の内部電極に第２の引出電極を介して接
続される外部端子電極とが、コンデンサ本体の側面上で交互に配置されているので、磁束
の相殺に基づく低ＥＳＬ化を図ることができるばかりでなく、コンデンサ本体の側面上で
両端に位置する端の外部端子電極に接続される端の引出電極を除く中央の少なくとも１つ
の引出電極の幅方向寸法が、端の引出電極の幅方向寸法より大きくされているので、この
幅方向寸法が大きくされた中央の引出電極とその両側に位置する引出電極との間での電流
の経路が短くなり、このことによっても低ＥＳＬ化を図ることができる。
【００５７】
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したがって、積層コンデンサの共振周波数を高周波化することができる。このことは、コ
ンデンサとして機能する周波数域が高周波化することを意味し、そのため、この発明に係
る積層コンデンサは、電子回路の高周波化に十分対応することができ、たとえば、高周波
回路におけるバイパスコンデンサやデカップリングコンデンサとして有利に用いることが
できる。
【００５８】
また、ＭＰＵ（マイクロプロッセシングユニット）に関連して使用されるデカップリング
コンデンサにあっては、クイックパワーサプライとしての機能（立ち上がり時の電力が急
に必要な時に、コンデンサに充電された電気量から電力を供給する機能）が要求されるが
、この発明に係る積層コンデンサは、低ＥＳＬ化が図られているので、このような用途に
向けられたとき、高速動作に十分対応することができる。
【００５９】
上述したような低ＥＳＬ化の効果は、この発明に係る積層コンデンサが次のように構成さ
れたとき、より向上され、あるいはより確実に達成される。
【００６０】
すなわち、前述のように大きくされた中央の引出電極の幅方向寸法が、端の引出電極の幅
方向寸法の３／２倍ないし９倍に選ばれ、より好ましくは、７／３倍ないし４倍に選ばれ
るとき、また、端の引出電極の幅方向寸法が、０．１ｍｍ以上に選ばれるとき、また、中
央の引出電極のすべての幅方向寸法が、端の引出電極の幅方向寸法より大きくされるとき
、この発明による低ＥＳＬ化の効果がより向上され、あるいはより確実に達成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態による積層コンデンサ３１を示すもので、（１）は積層コ
ンデンサ３１の内部構造を第１の内部電極４０が通る断面をもって示す平面図であり、（
２）は積層コンデンサ３１の内部構造を第２の内部電極４１が通る断面をもって示す平面
図である。
【図２】図１に示した積層コンデンサ３１の外観を示す斜視図である。
【図３】この発明の他の実施形態による積層コンデンサ６１を示すもので、（１）は積層
コンデンサ６１の内部構造を第１の内部電極６８が通る断面をもって示す平面図であり、
（２）は積層コンデンサ６１の内部構造を第２の内部電極６９が通る断面をもって示す平
面図である。
【図４】この発明にとって興味ある従来の積層コンデンサ１を示すもので、（１）は積層
コンデンサ１の内部構造を第１の内部電極８が通る断面をもって示す平面図であり、（２
）は積層コンデンサ１の内部構造を第２の内部電極９が通る断面をもって示す平面図であ
る。
【符号の説明】
３１，６１　積層コンデンサ
３２，３３　主面
３４～３７，６２～６５　側面
３８，６６　コンデンサ本体
３９，６７　誘電体層
４０，６８　第１の内部電極
４１，６９　第２の内部電極
４２～４９，７０～７５　外部端子電極
５０～５７，７６～８１　引出電極
Ａ　中央の引出電極の幅方向寸法
Ｂ　端の引出電極の幅方向寸法
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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