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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＥＳＲが低い可変容量コンデンサを提供する。
【解決手段】コンデンサ本体１０の内部に設けられた第
１の内部電極１１と、前記第１の内部電極と誘電体部を
介して一の方向に対向している第２の内部電極１２と、
コンデンサ素子に交流電圧を入出力するＡＣ入力用外部
電極１５及びＡＣ出力用外部電極１６と、前記第１の内
部電極に電気的に接続された第１のＤＣ印加用外部電極
１３と、前記第２の内部電極に電気的に接続された第２
のＤＣ印加用外部電極１４と、を備え、前記第１のＤＣ
印加用外部電極と前記第２のＤＣ印加用外部電極との間
に直流電圧が印加される可変容量コンデンサであって、
前記第１の内部電極の一部と前記第２の内部電極の一部
とが前記一の方向に対向しており、前記一の方向から視
た際に、前記第１の内部電極と前記第２の内部電極とが
対向している対向領域Ａの、互いの端辺同士が交差して
いる部位に位置する角が鋭角である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体からなるコンデンサ本体と、
　前記コンデンサ本体の内部に設けられた第１の内部電極と、
　前記コンデンサ本体の内部に設けられており、前記第１の内部電極と誘電体部を介して
一の方向に対向している第２の内部電極と、
　前記第１の内部電極と前記第２の内部電極と前記誘電体部とにより構成されたコンデン
サ素子に交流電圧を入力するＡＣ入力用外部電極と、
　前記コンデンサ素子から前記交流電圧が出力されるＡＣ出力用外部電極と、
　前記第１の内部電極に電気的に接続された第１のＤＣ印加用外部電極と、
　前記第２の内部電極に電気的に接続された第２のＤＣ印加用外部電極と、
を備え、
　前記第１のＤＣ印加用外部電極と前記第２のＤＣ印加用外部電極との間に直流電圧が印
加される可変容量コンデンサであって、
　前記第１の内部電極の一部と前記第２の内部電極の一部とが前記一の方向に対向してお
り、
　前記一の方向から視た際に、前記第１の内部電極と前記第２の内部電極とが対向してい
る対向領域の、互いの端辺同士が交差している部位に位置する角が鋭角である、可変容量
コンデンサ。
【請求項２】
　前記第１の内部電極と前記第２の内部電極との配列方向における前記対向領域の長さよ
りも、前記配列方向及び前記一の方向に対して垂直な方向における前記対向領域の長さが
長い、請求項１に記載の可変容量コンデンサ。
【請求項３】
　前記対向領域が平行四辺形である、請求項１または２に記載の可変容量コンデンサ。
【請求項４】
　前記第１の内部電極は、一部が前記第２の内部電極と対向している第１の主部と、前記
第１の主部と前記第１のＤＣ印加用外部電極とを接続している第１の引き出し部とを有し
、
　前記第２の内部電極は、一部が前記第１の内部電極と対向している第２の主部と、前記
第２の主部と前記第２のＤＣ印加用外部電極とを接続している第２の引き出し部とを有し
、
　前記第１及び第２の主部が、それぞれ、六角形である、請求項３に記載の可変容量コン
デンサ。
【請求項５】
　前記一の方向から視た際に、前記第１の内部電極と前記第２の内部電極とが前記一の方
向に対して垂直な他の方向に沿って交互に複数ずつ設けられており、
　前記他の方向において隣り合う前記第１の内部電極の一部と前記第２の内部電極の一部
とが前記一の方向において対向しており、
　前記他の方向の最も一方側に位置する前記第１の内部電極に前記交流電圧が入力され、
前記他の方向の最も他方側に位置する前記第２の内部電極から前記交流電圧が出力される
ように前記ＡＣ入力用外部電極及び前記ＡＣ出力用外部電極が設けられており、
　前記複数の第１の内部電極のそれぞれに対して前記第１のＤＣ印加用外部電極が設けら
れており、
　前記複数の第２の内部電極のそれぞれに対して前記第２のＤＣ印加用外部電極が設けら
れている、請求項１～４のいずれか一項に記載の可変容量コンデンサ。
【請求項６】
　前記他の方向の最も一方側に位置する前記第１の内部電極と誘電体部を介して対向して
おり、前記ＡＣ入力用外部電極に接続された第３の内部電極と、
　前記他の方向の最も他方側に位置する前記第２の内部電極と誘電体部を介して対向して
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おり、前記ＡＣ出力用外部電極に接続された第４の内部電極と、
をさらに備える、請求項１～５のいずれか一項に記載の可変容量コンデンサ。
【請求項７】
　前記コンデンサ本体は、
　長さ方向及び幅方向に沿って延びる第１及び第２の主面と、
　前記一の方向である厚み方向及び長さ方向に沿って延びる第１及び第２の側面と、
　厚み方向及び幅方向に沿って延びる第１及び第２の端面と、
を有し、
　前記ＡＣ入力用外部電極は、前記第１の端面上に配されており、
　前記ＡＣ出力用外部電極は、前記第２の端面上に配されており、
　前記第１のＤＣ印加用外部電極は、前記第１の側面上に配されており、
　前記第２のＤＣ印加用外部電極は、前記第２の側面上に配されている、請求項１～６の
いずれか一項に記載の可変容量コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可変容量コンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器においては、ＬＣ共振回路の共振周波数を合わせるために、コンデンサの容量
（Ｃ）やインダクタのインダクタンス（Ｌ）を変化させて調整することが求められる。
【０００３】
　従来、例えば、容量が変化可能な可変容量コンデンサが知られている。例えば特許文献
１には、その一例として、ＡＣ（交流電圧）入力端子とＡＣ出力端子の間に、ＤＣ（直流
電圧）制御端子を設け、ＤＣ出力を調整することでコンデンサの容量を変化させる可変容
量コンデンサが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１６６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　帯域幅の狭い共振を実現するために、可変容量コンデンサには、等価直列抵抗（Ｅｑｕ
ｉｖａｌｅｎｔ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ：ＥＳＲ）を低減したいという要
望がある。
【０００６】
　本発明の主な目的は、ＥＳＲが低い可変容量コンデンサを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る可変容量コンデンサは、コンデンサ本体と、第１の内部電極と、第２の内
部電極と、ＡＣ入力用外部電極と、ＡＣ出力用外部電極と、第１のＤＣ印加用外部電極と
、第２のＤＣ印加用外部電極とを備える。コンデンサ本体は、誘電体からなる。第１の内
部電極は、コンデンサ本体の内部に設けられている。第２の内部電極は、コンデンサ本体
の内部に設けられている。第２の内部電極は、第１の内部電極と誘電体部を介して一の方
向に対向している。ＡＣ入力用外部電極は、第１の内部電極と第２の内部電極と誘電体部
とにより構成されたコンデンサ素子に交流電圧を入力する。ＡＣ出力用外部電極にはコン
デンサ素子から交流電圧が出力される。第１のＤＣ印加用外部電極は、第１の内部電極に
電気的に接続されている。第２のＤＣ印加用外部電極は、第２の内部電極に電気的に接続
されている。第１のＤＣ印加用外部電極と第２のＤＣ印加用外部電極との間に直流電圧が
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印加される。第１の内部電極の一部と第２の内部電極の一部とが一の方向に対向している
。一の方向から視た際に、第１の内部電極と第２の内部電極とが対向している対向領域の
、互いの端辺同士が交差している部位に位置する角が鋭角である。
【０００８】
　本発明に係る可変容量コンデンサのある特定の局面では、第１の内部電極と第２の内部
電極との配列方向における対向領域の長さよりも、配列方向及び一の方向に対して垂直な
方向における対向領域の長さが長い。
【０００９】
　本発明に係る可変容量コンデンサの別の特定の局面では、対向領域が平行四辺形である
。
【００１０】
　本発明に係る可変容量コンデンサの他の特定の局面では、第１の内部電極は、一部が第
２の内部電極と対向している第１の主部と、第１の主部と第１のＤＣ印加用外部電極とを
接続している第１の引き出し部とを有する。第２の内部電極は、一部が第１の内部電極と
対向している第２の主部と、第２の主部と第２のＤＣ印加用外部電極とを接続している第
２の引き出し部とを有する。第１及び第２の主部が、それぞれ、六角形である。
【００１１】
　本発明に係る可変容量コンデンサのさらに他の特定の局面では、一の方向から視た際に
、第１の内部電極と第２の内部電極とが一の方向に対して垂直な他の方向に沿って交互に
複数ずつ設けられている。他の方向において隣り合う第１の内部電極の一部と第２の内部
電極の一部とが一の方向において対向している。他の方向の最も一方側に位置する第１の
内部電極に交流電圧が入力され、他の方向の最も他方側に位置する第２の内部電極から交
流電圧が出力されるようにＡＣ入力用外部電極及びＡＣ出力用外部電極が設けられている
。複数の第１の内部電極のそれぞれに対して第１のＤＣ印加用外部電極が設けられている
。複数の第２の内部電極のそれぞれに対して第２のＤＣ印加用外部電極が設けられている
。
【００１２】
　本発明に係る可変容量コンデンサのさらに別の特定の局面では、可変容量コンデンサは
、第３の内部電極と、第４の内部電極とをさらに備える。第３の内部電極は、他の方向の
最も一方側に位置する第１の内部電極と誘電体部を介して対向している。第３の内部電極
は、ＡＣ入力用外部電極に接続されている。第４の内部電極は、他の方向の最も他方側に
位置する第２の内部電極と誘電体部を介して対向している。第４の内部電極は、ＡＣ出力
用外部電極に接続されている。
【００１３】
　本発明に係る可変容量コンデンサのまた他の特定の局面では、コンデンサ本体は、第１
及び第２の主面と、第１及び第２の側面と、第１及び第２の端面とを有する。第１及び第
２の主面は、長さ方向及び幅方向に沿って延びる。第１及び第２の側面は、一の方向であ
る厚み方向及び長さ方向に沿って延びる。第１及び第２の端面は、厚み方向及び幅方向に
沿って延びる。ＡＣ入力用外部電極は、第１の端面上に配されている。ＡＣ出力用外部電
極は、第２の端面上に配されている。第１のＤＣ印加用外部電極は、第１の側面上に配さ
れている。第２のＤＣ印加用外部電極は、第２の側面上に配されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ＥＳＲが低い可変容量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】本発明の一実施形態に係る可変容量コンデンサの略図的斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態における第１及び第２の内部電極の略図的平面図である。
【図３】図１の線ＩＩＩ－ＩＩＩにおける略図的断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る可変容量コンデンサの略図的回路図である。
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【図５】第１の変形例における第１及び第２の内部電極のそれぞれの主部の形状を説明す
るための略図的平面図である。
【図６】第２の変形例における第１及び第２の内部電極のそれぞれの主部の形状を説明す
るための略図的平面図である。
【図７】第３の変形例における第１及び第２の内部電極のそれぞれの主部の形状を説明す
るための略図的平面図である。
【図８】第４の変形例における第１及び第２の内部電極のそれぞれの主部の形状を説明す
るための略図的平面図である。
【図９】第５の変形例における第１及び第２の内部電極のそれぞれの主部の形状を説明す
るための略図的平面図である。
【図１０】比較例における第１及び第２の内部電極のそれぞれの主部の形状を説明するた
めの略図的平面図である。
【図１１】実施例及び比較例に係る可変容量コンデンサのＥＳＲを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、下記の実施形態
は、単なる例示である。本発明は、下記の実施形態に何ら限定されない。
【００１７】
　また、実施形態等において参照する各図面において、実質的に同一の機能を有する部材
は同一の符号で参照することとする。また、実施形態等において参照する図面は、模式的
に記載されたものである。図面に描画された物体の寸法の比率などは、現実の物体の寸法
の比率などとは異なる場合がある。図面相互間においても、物体の寸法比率等が異なる場
合がある。具体的な物体の寸法比率等は、以下の説明を参酌して判断されるべきである。
【００１８】
　図１は、本実施形態に係る可変容量コンデンサの略図的斜視図である。図２は、本実施
形態における第１及び第２の内部電極の略図的平面図である。図３は、図１の線ＩＩＩ－
ＩＩＩにおける略図的断面図である。
【００１９】
　図１及び図３に示されるように、可変容量コンデンサ１は、コンデンサ本体１０を備え
ている。コンデンサ本体１０は、略直方体状に設けられている。なお、略直方体状には、
稜線部や角部が丸められた直方体状が含まれるものとする。
【００２０】
　コンデンサ本体１０は、第１及び第２の主面１０ａ、１０ｂと、第１及び第２の側面１
０ｃ、１０ｄと、第１及び第２の端面１０ｅ、１０ｆとを備えている。第１及び第２の主
面１０ａ、１０ｂは、それぞれ、長さ方向Ｌ及び幅方向Ｗに沿って延びている。第１及び
第２の側面１０ｃ、１０ｄは、それぞれ、長さ方向Ｌ及び厚み方向Ｔに沿って延びている
。第１及び第２の端面１０ｅ、１０ｆは、それぞれ、幅方向Ｗ及び厚み方向Ｔに沿って延
びている。
【００２１】
　コンデンサ本体１０は、誘電体からなる。コンデンサ本体１０は、例えば、ＢａＴｉＯ

３、ＣａＴｉＯ３、ＳｒＴｉＯ３、ＣａＺｒＯ３などの主成分からなる誘電体セラミック
スや樹脂により構成されていることが好ましい。なお、誘電体セラミックスには、Ｍｎ化
合物、Ｍｇ化合物、Ｓｉ化合物、Ｃｏ化合物、Ｎｉ化合物、希土類化合物などの副成分が
添加されていてもよい。
【００２２】
　図２及び図３に示されるように、コンデンサ本体１０の内部には、第１の内部電極１１
と、第２の内部電極１２とが設けられている。可変容量コンデンサ１では、第１及び第２
の内部電極１１，１２は、それぞれ複数設けられている。もっとも、本発明において、第
１及び第２の内部電極の対が一対のみ設けられていてもよい。
【００２３】
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　図３に示されるように、複数の第１の内部電極１１は、厚み方向Ｔにおいて実質的に同
じ位置に設けられている。複数の第２の内部電極１２は、厚み方向Ｔにおいて実質的に同
じ位置に設けられている。第１の内部電極１１と、第２の内部電極１２とは、厚み方向Ｔ
において異なる位置に設けられている。
【００２４】
　第１の内部電極１１は、略六角形状の第１の主部１１ａと、第１の引き出し部１１ｂと
を有する。第１の引き出し部１１ｂの一端は、第１の主部１１ａに接続されている。第１
の引き出し部１１ｂの他端は、第１の側面１０ｃに引き出されている。第２の内部電極１
２は、略六角形状の第２の主部１２ａと、第２の引き出し部１２ｂとを有する。第２の引
き出し部１２ｂの一端は、第２の主部１２ａに接続されている。第２の引き出し部１２ｂ
の他端は、第２の側面１０ｄに引き出されている。
【００２５】
　複数の第１の主部１１ａは、長さ方向Ｌに沿って相互に間隔をおいて配列されている。
複数の第２の主部１２ａは、長さ方向Ｌに沿って相互に間隔をおいて配列されている。厚
み方向Ｔから視た際に、第１の主部１１ａと、第２の主部１２ａとは、長さ方向Ｌに沿っ
て交互に設けられている。長さ方向Ｌにおいて隣り合う第１の主部１１ａの一部と第２の
主部１２ａの一部とは、厚み方向Ｔにおいて、誘電体部１０ｇ（図３を参照）を介して対
向している。この誘電体部１０ｇと、誘電体部１０ｇを介して対向している第１の主部１
１ａの一部と第２の主部１２ａの一部とがひとつのコンデンサ素子Ｃを構成している。複
数のコンデンサ素子Ｃは、後述するＡＣ入力用外部電極１５とＡＣ出力用外部電極１６と
の間において直列に接続されている。複数のコンデンサ素子Ｃが直列に接続されていると
、電圧が分散されて、１つのコンデンサ素子Ｃの耐電圧が上がるため、全体としてより大
きな交流電圧を印加することが可能になる。なお、誘電体部１０ｇの厚みは、例えば、０
．５μｍ～１０μｍ程度であることが好ましい。
【００２６】
　第１及び第２の内部電極１１，１２は、それぞれ、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｐｄ、
Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｕなどにより構成することができる。第１及び第２の内部電極１１，
１２の厚みは、それぞれ、例えば、０．３μｍ～２μｍ程度であることが好ましい。
【００２７】
　第１の側面１０ｃの上には、第１のＤＣ印加用外部電極１３が複数設けられている。第
１のＤＣ印加用外部電極１３の数は、第１の引き出し部１１ｂの数と等しい。複数の第１
の引き出し部１１ｂは、それぞれ異なる第１のＤＣ印加用外部電極１３に接続されている
。すなわち、複数の第１の主部１１ａのそれぞれに対して第１のＤＣ印加用外部電極１３
が設けられている。一方、第２の側面１０ｄの上には、第２のＤＣ印加用外部電極１４が
複数設けられている。第２のＤＣ印加用外部電極１４の数は、第２の引き出し部１２ｂの
数と等しい。複数の第２の引き出し部１２ｂは、それぞれ異なる第２のＤＣ印加用外部電
極１４に接続されている。すなわち、複数の第２の主部１２ａのそれぞれに対して第２の
ＤＣ印加用外部電極１４が設けられている。可変容量コンデンサ１では、第１のＤＣ印加
用外部電極１３と第２のＤＣ印加用外部電極１４との間に直流電圧が印加される。
【００２８】
　第１の端面１０ｅの上には、ＡＣ入力用外部電極１５が設けられている。第２の端面１
０ｆの上には、ＡＣ出力用外部電極１６が設けられている。可変容量コンデンサ１では、
ＡＣ入力用外部電極１５から、複数のコンデンサ素子Ｃに交流電圧が入力される。入力さ
れた交流電圧は、複数のコンデンサ素子ＣからＡＣ出力用外部電極１６に出力される。
【００２９】
　具体的には、ＡＣ入力用外部電極１５は、第３の内部電極１７に接続されている。第３
の内部電極１７の一部は、長さ方向Ｌの最もＬ１側に位置する第１の内部電極１１の一部
と誘電体部１０ｇを介して対向している。交流電圧は、ＡＣ出力用外部電極１６から、こ
の第３の内部電極１７を経由して、長さ方向Ｌの最もＬ１側に位置する第１の内部電極１
１に入力される。
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【００３０】
　ＡＣ出力用外部電極１６は、第４の内部電極１８に接続されている。第４の内部電極１
８の一部は、長さ方向Ｌの最もＬ２側に位置する第２の内部電極１２の一部と誘電体部１
０ｇを介して対向している。交流電圧は、長さ方向Ｌの最もＬ２側に位置する第２の内部
電極１２から、第４の内部電極１８を経由してＡＣ出力用外部電極１６に出力される。
【００３１】
　なお、第３及び第４の内部電極１７，１８は、それぞれ、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、
Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｕなどにより構成することができる。第３及び第４の内部電極
１７，１８の厚みは、それぞれ、例えば、０．３μｍ～２μｍ程度であることが好ましい
。
【００３２】
　ＡＣ入力用外部電極１５、ＡＣ出力用外部電極１６、第１のＤＣ印加用外部電極１３及
び第２のＤＣ印加用外部電極１４は、それぞれ、適宜の導電材料により構成することがで
きる。ＡＣ入力用外部電極１５、ＡＣ出力用外部電極１６、第１のＤＣ印加用外部電極１
３及び第２のＤＣ印加用外部電極１４は、それぞれ、下地層と、下地層の上に設けられた
めっき層とにより構成されていてもよい。下地層は、例えば、ガラスと焼結金属とを含む
焼結金属膜、導電性樹脂層等により構成することができる。焼結金属膜に含まれる金属の
好ましい例としては、例えば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｕなどが挙
げられる。下地層の厚みは、１０μｍ～５０μｍ程度であることが好ましい。めっき層は
、例えば、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｕ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｐｄ、Ｂｉ、
Ｚｎなどにより構成することができる。めっき層は、複数のめっき層の積層体により構成
されていてもよい。例えば、めっき層は、Ｎｉめっき層と、Ｓｎめっき層との積層体によ
り構成されていてもよい。各めっき層の厚みは、例えば、１μｍ～１０μｍ程度であるこ
とが好ましい。下地層とめっき層との間に、応力緩和用の導電性樹脂層が形成されていて
もよい。また、ＡＣ入力用外部電極１５、ＡＣ出力用外部電極１６、第１のＤＣ印加用外
部電極１３及び第２のＤＣ印加用外部電極１４は、それぞれ、下地層を有さず、複数のめ
っき層の積層体により構成されていてもよい。
【００３３】
　図４に、可変容量コンデンサ１の略図的回路図を示す。可変容量コンデンサ１では、Ａ
Ｃ入力用外部電極１５とＡＣ出力用外部電極１６との間に、第１の内部電極１１と第２の
内部電極１２とにより構成された複数のコンデンサ素子Ｃが直列に接続されている。各コ
ンデンサ素子Ｃは、第１のＤＣ印加用外部電極１３と第２のＤＣ印加用外部電極１４とに
接続されている。
【００３４】
　複数のコンデンサ素子ＣとＡＣ入力用外部電極１５との間には、第１の内部電極１１と
第３の内部電極１７とにより構成されたコンデンサ素子Ｃ１が接続されている。複数のコ
ンデンサ素子ＣとＡＣ出力用外部電極１６との間には、第２の内部電極１２と第４の内部
電極１８とにより構成されたコンデンサ素子Ｃ２が接続されている。
【００３５】
　可変容量コンデンサ１では、第１のＤＣ印加用外部電極１３と第２のＤＣ印加用外部電
極１４との間に印加する電圧を変化させると、各コンデンサ素子Ｃの容量が変化する。こ
れにより、ＡＣ入力用外部電極１５とＡＣ出力用外部電極１６との間に形成される総容量
も変化する。なお、第１のＤＣ印加用外部電極１３と第２のＤＣ印加用外部電極１４との
間に電圧が印加されても、コンデンサ素子Ｃ１，Ｃ２の容量は変化しない。
【００３６】
　ところで、可変容量コンデンサのＥＳＲは、ＡＣ入力用外部電極とＡＣ出力用外部電極
との間の電流の流れやすさに左右される。ＡＣ入力用外部電極とＡＣ出力用外部電極との
間を電流が流れにくくなると可変容量コンデンサのＥＳＲが増大し、流れやすくなると可
変容量コンデンサのＥＳＲが減少する傾向にある。
【００３７】



(8) JP 2014-146676 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

　ここで、可変容量コンデンサ１では、図２に示されるように、厚み方向Ｔから視た際に
、第１の内部電極１１の第１の主部１１ａと、第２の内部電極１２の第２の主部１２ａと
が対向している対向領域Ａの互いの短辺同士が交差している部位に位置する角ＡＮ１，Ａ
Ｎ２がそれぞれ鋭角である。すなわち、角ＡＮ１，ＡＮ２の大きさが９０°未満である。
このため、例えば角ＡＮ１，ＡＮ２が直角である場合と比較して、対向領域Ａの面積が略
同じであるものの、ＡＣ入力用外部電極とＡＣ出力用外部電極の間に電流が流れる方向に
おける対向領域Ａの幅を大きくすることができる。よって、第１の内部電極１１と第２の
内部電極１２との間を電流が流れやすいため、ＡＣ入力用外部電極１５とＡＣ出力用外部
電極１６との間を電流が流れやすい。従って、可変容量コンデンサ１は、低いＥＳＲを有
する。さらに、可変容量コンデンサ１では、第１の内部電極１１と第２の内部電極１２と
が長さ方向Ｌに沿って直線状に配列されているため、ＡＣ入力用外部電極１５とＡＣ出力
用外部電極１６との間をより電流が流れやすい。従って、可変容量コンデンサ１では、Ｅ
ＳＲがさらに低減されている。
【００３８】
　ＥＳＲをより低減する観点からは、第１の内部電極１１と第２の内部電極１２との配列
方向（本実施形態では、長さ方向Ｌ）における対向領域Ａの長さよりも、配列方向に対し
て垂直な方向（本実施形態では、幅方向Ｗ）における対向領域Ａの長さが長いことが好ま
しい。対向領域Ａは、平行四辺形であることが好ましい。対向領域Ａは、菱形であっても
よい。
【００３９】
　以下、本発明の好ましい実施形態の変形例について説明する。以下の説明において、上
記実施形態と実質的に共通の機能を有する部材を共通の符号で参照し、説明を省略する。
【００４０】
　上記実施形態では、対向領域Ａが隣り合う２辺の長さが異なる平行四辺形である例につ
いて説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。例えば、図５及び図８に示さ
れるように、対向領域Ａは、菱形であってもよい。その場合、主部１１ａ、１２ａは、図
５に示されるように、六角形であってもよいし、図８に示されるように、菱形であっても
よい。図６に示されるように、対向領域Ａは、六角形であってもよい。図７に示されるよ
うに、第１及び第２の主部１１ａ、１２ａのそれぞれが楕円形であってもよい。図９に示
されるように、対向領域Ａは、台形であってもよい。
【００４１】
　（実施例）
　上記実施形態において説明した可変容量コンデンサ１と実質的に同様の構成を有する可
変容量コンデンサを、以下の条件で作製した。
【００４２】
　条件：長さ２．０×幅１．２ｍｍ×高さ０．５ｍｍの積層セラミックコンデンサにおい
て、図２のようにコンデンサ素子Ｃを１１個直列に配置した。図３とは異なり、厚み方向
には電極を９６枚積層した。各電極間の厚みは１μｍとなるよう設計した。
【００４３】
　コンデンサ素子Ｃを構成する対向領域Ａは、平行四辺形とし、平行四辺形の底辺の長さ
は２００μｍ、長さ方向Ｌに沿った長さ、すなわち平行四辺形の高さ方向の長さは５０μ
ｍとした。対向領域Ａの対角の鋭角の角度は４５°とした。
【００４４】
　（比較例）
　図１０に示されるように、第１及び第２の主部１１ａ、１２ａを、それぞれ矩形とし、
対向領域Ａを矩形としたこと以外は、実施例と同様にして可変容量コンデンサを作製した
。なお、実施例に係る可変容量コンデンサと比較例に係る可変容量コンデンサとでは、対
向領域Ａの底辺の長さ及び長さ方向Ｌに沿った長さは同じである。
【００４５】
　（ＥＳＲの測定）
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　実施例及び比較例のそれぞれにおいて作製した可変容量コンデンサのＥＳＲを測定した
。ＥＳＲの測定は、アジレントテクノロジー製のインピーダンスアナライザ４２９４Ａを
用いて、ＡＣ電圧は５００ｍＶで、周波数１ＭＨｚ～１０００ＭＨｚを測定した。結果を
図１１に示す。図１１に示す結果から、厚み方向Ｔから視た際に、第１の内部電極と、第
２の内部電極とが対向している対向領域の互いの短辺同士が交差している部位に位置する
角を鋭角とすることにより可変容量コンデンサのＥＳＲを低減できることが分かる。
【符号の説明】
【００４６】
１…可変容量コンデンサ
１０…コンデンサ本体
１０ａ…第１の主面
１０ｂ…第２の主面
１０ｃ…第１の側面
１０ｄ…第２の側面
１０ｅ…第１の端面
１０ｆ…第２の端面
１０ｇ…誘電体部
１１…第１の内部電極
１１ａ…第１の主部
１１ｂ…第１の引き出し部
１２…第２の内部電極
１２ａ…第２の主部
１２ｂ…第２の引き出し部
１３…第１のＤＣ印加用外部電極
１４…第２のＤＣ印加用外部電極
１５…ＡＣ入力用外部電極
１６…ＡＣ出力用外部電極
１７…第３の内部電極
１８…第４の内部電極
Ｃ，Ｃ１，Ｃ２…コンデンサ素子
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