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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】静電容量に寄与する導電体層に対するクラック
を抑制することで、コンデンサ機能の低下を抑制するこ
とができる３端子型コンデンサを提供する。
【解決手段】３端子型コンデンサは、コンデンサ素子１
０２を含む。コンデンサ素子の第１面の長さ方向におけ
る一方端部および他方端部には第２外部電極が設けられ
、２つの第２外部電極の間には第１外部電極が設けられ
る。コンデンサ素子は、第１導電体層１２０と第２導電
体層１２２との間に配設される内層用誘電体層１１０と
、内層用誘電体層を挟むように配設される２つの最外導
電体層１２４，１２６と、最外導電体層を挟むように配
設される外層用誘電体層１１２とを含む。一方の最外導
電体層は内層用導電体層を介して隣接する第１導電体層
と共通する第１外部電極に接続され、他方の最外導電体
層は内層用導電体層を介して隣接する第２導電体層と共
通する第２外部電極に接続される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長さ方向および幅方向に沿って延びる第１面および第２面と、幅方向および厚み方向に
沿って延びる第３面および第４面と、長さ方向および厚み方向に沿って延びる第５面およ
び第６面とを有するコンデンサ素子と、
　前記第１面の長さ方向における一方端部と、前記第３面、前記第５面、前記第６面とに
わたって設けられた第２外部電極と、
　前記第１面の長さ方向における他方端部と、前記第４面、前記第５面、前記第６面とに
わたって設けられた第２外部電極と、
　前記第１面の長さ方向において、２つの前記第２外部電極の間に位置する部分と、前記
第５面、前記第６面とにわたって設けられた第１外部電極と、
　前記コンデンサ素子の内部に設けられ、前記第１外部電極に第１引出部を介して電気的
に接続された複数の第１導電体層と、
　前記コンデンサ素子の内部に設けられ、前記第２外部電極に第２引出部を介して電気的
に接続された複数の第２導電体層と、を備えた３端子型コンデンサであって、
　前記コンデンサ素子は、
　前記第１導電体層と前記第２導電体層との間に配設される複数の内層用誘電体層と、
　複数の前記内層用誘電体層を挟むように配設される２つの最外導電体層と、
　前記最外導電体層を挟むように配設される外層用誘電体層と、
を含み、
　前記最外導電体層の一方は、前記内層用誘電体層を介して隣接する第１導電体層と共通
する前記第１外部電極に接続され、前記最外導電体層の他方は、前記内層用誘電体層を介
して隣接する第２導電体層と共通する前記第２外部電極に接続されること、
　を特徴とする、３端子型コンデンサ。
【請求項２】
　前記最外導電体層と前記外層用誘電体層の界面において、ＭｇおよびＭｎを含む境界層
が形成されること、
　を特徴とする、請求項１に記載の３端子型コンデンサ。
【請求項３】
　カバレッジを導電体粒子断面の長さの総和／導電体層断面の全長と定義したとき、
　前記最外導電体層のカバレッジは、幅方向について中央近傍に位置する前記第１導電体
層または前記第２導電体層のカバレッジより小さいこと、
　を特徴とする、請求項１または請求項２に記載の３端子型コンデンサ。
【請求項４】
　前記最外導電体層には欠損部が形成され、
　前記欠損部には、前記内層用誘電体層と前記外層用誘電体層とを結合し、Ｓｉ偏析物、
Ａｌ偏析物、ＢａＴｉＯ3のうちの少なくともいずれか１つを含む柱が形成されること、
　を特徴とする、請求項３に記載の３端子型コンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３端子型コンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１（図８～図１０）に示すように、等価直列インダクタンス（ＥＳＬ）を低く
するために、コンデンサ素子表面の中央部に設けられた第１外部電極と、コンデンサ素子
表面の両端部に第１外部電極を間に配置するようにそれぞれ設けられた第２外部電極と、
を備えた３端子型コンデンサが知られている。特許文献１に示される３端子型コンデンサ
は、コンデンサ素子に埋設される導電体層の積層方向が実装基板に沿う方向と一致するよ
うに、換言すれば、導電体層の面方向が、実装基板と直交するようにして、実装基板に実
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装される。このような実装形態を、以後、垂直実装と呼ぶ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－４６０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような３端子型コンデンサを垂直実装した場合、以下のような問題が生じうること
がわかった。
　すなわち、実装基板に垂直実装された３端子型コンデンサにおいて、幅方向の最も外側
に位置する導電体層と誘電体層との間で、クラックが生じる。このクラックが発生する要
因として、以下の要因が考えられる。
【０００５】
　第１の要因は、導電体層が多く積層された領域に比較して、導電体層が少なく積層され
た領域は、導電体層と誘電体層との間、あるいは誘電体層と誘電体層との間の密着力であ
る層間密着力が相対的に低いことである。したがって、積層方向に引張応力が過度にかか
ると、層間剥離であるクラックが生じる。近年の大容量化に伴って、導電体層の積層部（
有効部）の幅寸法が当該積層部の厚み寸法よりも大きくなるほどに、導電体層の積層枚数
が増大しており、層間密着力が低下する傾向にある。
　第２の要因は、３端子型コンデンサを垂直実装することにより、はんだなどの接合剤の
収縮力が３端子型コンデンサに積層方向（幅方向）の引張応力として作用することである
。この引張応力が、層間剥離であるクラックを生じさせる。
　特に、実装基板の断続的な使用により、３端子型コンデンサの温度の昇降が繰り返され
ることで、コンデンサ素子が劣化するとともに、積層方向の引張応力が繰り返しかかるの
で、クラックが生じやすくなる。
　上述のクラックは、主として、最外導電体層付近で発生しやすい。
【０００６】
　それゆえに、本発明の目的は、静電容量に寄与する導電体層に対するクラックを抑制す
ることで、コンデンサ機能の低下を抑制することができる３端子型コンデンサを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の３端子型コンデンサは、長さ方向および幅方向に沿って延びる第１面および第
２面と、幅方向および厚み方向に沿って延びる第３面および第４面と、長さ方向および厚
み方向に沿って延びる第５面および第６面とを有するコンデンサ素子と、第１面の長さ方
向における一方端部と、第３面、第５面、第６面とにわたって設けられた第２外部電極と
、第１面の長さ方向における他方端部と、第４面、第５面、第６面とにわたって設けられ
た第２外部電極と、第１面の長さ方向において、２つの第２外部電極の間に位置する部分
と、第５面、第６面とにわたって設けられた第１外部電極と、コンデンサ素子の内部に設
けられ、第１外部電極に第１引出部を介して電気的に接続された複数の第１導電体層と、
コンデンサ素子の内部に設けられ、第２外部電極に第２引出部を介して電気的に接続され
た複数の第２導電体層と、を備えた３端子型コンデンサであって、コンデンサ素子は、第
１導電体層と第２導電体層との間に配設される複数の内層用誘電体層と、複数の内層用誘
電体層を挟むように配設される２つの最外導電体層と、最外導電体層を挟むように配設さ
れる外層用誘電体層と、を含み、最外導電体層の一方は、内層用誘電体層を介して隣接す
る第１導電体層と共通する第１外部電極に接続され、最外導電体層の他方は、内層用誘電
体層を介して隣接する第２導電体層と共通する第２外部電極に接続されること、を特徴と
する、３端子型コンデンサである。
　また、本発明の３端子型コンデンサは、最外導電体層と外層用誘電体層の界面において
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、ＭｇおよびＭｎを含む境界層が形成されることが好ましい。
　さらに、本発明の３端子型コンデンサは、カバレッジを導電体粒子断面の長さの総和／
導電体層断面の全長と定義したとき、最外導電体層のカバレッジは、幅方向について中央
近傍に位置する第１導電体層または第２導電体層のカバレッジより小さいことが好ましい
。
　さらにまた、本発明の３端子型コンデンサは、最外導電体層には欠損部が形成され、欠
損部には、内層用誘電体層と外層用誘電体層とを結合し、Ｓｉ偏析物、Ａｌ偏析物、Ｂａ
ＴｉＯ3のうちの少なくともいずれか１つを含む柱が形成されることが好ましい。
【０００８】
　この発明にかかる３端子型コンデンサでは、最外導電体層の一方は、内層用誘電体層を
介して隣接する第１導電体層と共通する第１外部電極に接続され、最外導電体層の他方は
、内層用誘電体層を介して隣接する第２導電体層と共通する第２外部電極に接続されるこ
とから、最外導電体層は、実質的に静電容量には寄与しないため、この最外導電体層付近
においてクラックが生じても、コンデンサ機能の低下を防止することが可能となる。
　また、最外導電体層と外層用誘電体層の界面において、ＭｇおよびＭｎを含む境界層が
形成されると、境界層と誘電体層との接合力に優れる。その結果、クラックの発生を防ぎ
、コンデンサ機能の低下を抑制することができる。
　さらに、最外導電体層のカバレッジが、高さＴ方向における中央付近の導電体層のカバ
レッジより小さいと、最外導電体層の両側に隣接して積層された誘電体層が結びつきやす
くなることから、層間密着力を向上させることができる。
　また、最外導電体層に欠損部が形成され、この欠損部にＳｉ偏析物、Ａｌ偏析物、Ｂａ
ＴｉＯ3のうちの少なくともいずれか１つを含む柱が形成されると、最外導電体層の粒子
間において、最外導電体層の両側に隣接して積層された誘電体層がより結びつきやすくな
り、層間密着力が向上する。結果、よりクラックの発生を防ぎ、コンデンサ機能の低下を
抑制することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、静電容量に寄与する導電体層に対するクラックを抑制することで、コ
ンデンサ機能の低下を抑制することができる３端子型コンデンサを提供することができる
。
【００１０】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
発明を実施するための形態の説明から一層明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る３端子型コンデンサの第１の実施の形態を示す外観斜視図である。
【図２】図１に示したコンデンサ素子の斜視図である。
【図３】図２に示したコンデンサ素子の分解斜視図である。
【図４】本発明に係る３端子型コンデンサの変形例を示す外観斜視図である。
【図５】図２に示したコンデンサ素子の変形例の斜視図である。
【図６】図５に示したコンデンサ素子の実装面における内部電極の引出部を示す模式図で
ある。
【図７】図５に示したコンデンサ素子の第１内部電極および第１引出部を説明するための
説明図である。
【図８】図５に示したコンデンサ素子の第２内部電極および第２引出部を説明するための
説明図である。
【図９】図１に示す３端子型コンデンサのさらなる変形例における模式的断面図である。
【図１０】本発明に係る３端子型コンデンサのさらなる変形例における第５面の模式的正
面図である。
【図１１】（ａ）は、図１０の線ＩＶ－ＩＶにおける模式的断面図であり、（ｂ）は、図
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１０の線Ｖ－Ｖにおける模式的断面図である。
【図１２】境界層が形成された外層用誘電体層と最外導電体層との界面を示す図解図であ
る。
【図１３】本発明に係る３端子型コンデンサにおける模式的断面図である。
【図１４】本発明に係る３端子型コンデンサの第２の実施の形態を示す外観斜視図である
。
【図１５】図１４に示したコンデンサ素子の斜視図である。
【図１６】図１５に示したコンデンサ素子の分解斜視図である。
【図１７】図１４に示した３端子型コンデンサの変形例を示す外観斜視図である。
【図１８】図１５に示したコンデンサ素子の変形例の斜視図である。
【図１９】図１８に示したコンデンサ素子の第１内部電極および第１引出部を説明するた
めの説明図である。
【図２０】図１８に示したコンデンサ素子の第２内部電極および第２引出部を説明するた
めの説明図である。
【図２１】図１４に示す３端子型コンデンサのさらなる変形例における模式的断面図であ
る。
【図２２】本発明に係る３端子型コンデンサの製造方法の一実施の形態を示すフローチャ
ートである。
【図２３】稜線部のＲ量を算出する方法を説明するための説明図である。
【図２４】外部電極ペーストをコンデンサ素子に塗布するための塗布装置を示す概略構成
図である。
【図２５】１回目の外部電極ペーストを塗布する方法を説明するための模式図である。
【図２６】図２５に続く１回目の外部電極ペーストを塗布する方法を説明するための模式
図である。
【図２７】２回目の外部電極ペーストを塗布する方法を説明するための模式図である。
【図２８】図２７に続く２回目の外部電極ペーストを塗布する方法を説明するための模式
図である。
【図２９】（ａ）は、３端子型コンデンサをパターン１で用いる場合における信号および
ノイズが流れる経路を説明するための３端子型コンデンサを外部から見た概略図である。
（ｂ）は、３端子型コンデンサをパターン１で用いる場合における信号およびノイズが流
れる経路を説明するための第１導電体層の概略図である。（ｃ）は、３端子型コンデンサ
をパターン１で用いる場合における信号およびノイズが流れる経路を説明するための第２
導電体層の概略図である。
【図３０】（ａ）は、３端子型コンデンサをパターン２で用いる場合における信号および
ノイズが流れる経路を説明するための３端子型コンデンサを外部から見た概略図である。
（ｂ）は、３端子型コンデンサをパターン２で用いる場合における信号およびノイズが流
れる経路を説明するための第１導電体層の概略図である。（ｃ）は、３端子型コンデンサ
をパターン２で用いる場合における信号およびノイズが流れる経路を説明するための第２
導電体層の概略図である。
【図３１】３端子型コンデンサについて、パターン１とパターン２との挿入損失の周波数
特性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　１．３端子型コンデンサ
　（１）第１の実施の形態
　図１は、３端子型コンデンサ１００を示す外観斜視図である。図２は、図１に示したコ
ンデンサ素子１０２の斜視図である。図３は、図２に示したコンデンサ素子１０２の分解
斜視図である。
【００１３】
　３端子型コンデンサ１００は、略直方体のコンデンサ素子１０２と、コンデンサ素子１
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０２の表面の中央部に形成された第１外部電極１０４，１０５と、コンデンサ素子１０２
の表面の左右の端部に形成された第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９とを備え
ている。
【００１４】
　コンデンサ素子１０２は、上下の高さＴ方向に、第１面１０２ａと、第１面１０２ａに
対向する第２面１０２ｂとを有している。また、コンデンサ素子１０２は、左右の長さＬ
方向に、第３面１０２ｃと、第３面１０２ｃに対向する第４面１０２ｄとを有している。
さらに、コンデンサ素子１０２は、前後の幅Ｗ方向に、第５面１０２ｅと、第５面１０２
ｅに対向する第６面１０２ｆとを有している。
　３端子型コンデンサ１００は、例えば長さＬ方向の寸法が２．００ｍｍ以上２．１０ｍ
ｍ以下であることが好ましく、高さＴ方向の寸法が０．７ｍｍ以上１．０ｍｍ以下である
ことが好ましく、幅Ｗ方向の寸法が１．２０ｍｍ以上１．４０ｍｍ以下であることが好ま
しい。
　なお、３端子型コンデンサ１００の長さＬ方向の寸法、高さＴ方向の寸法、幅Ｗ方向の
寸法は、ミツトヨ製のマイクロメーターＭＤＣ－２５ＭＸを用いて測定することができる
。
【００１５】
　第１外部電極１０４は、第１面１０２ａの長さ方向における中央部から、第５面１０２
ｅ、第６面１０２ｆにわたって形成されている。また、第１外部電極１０５は、第２面１
０２ｂの長さ方向における中央部から、第５面１０２ｅ、第６面１０２ｆにわたって形成
されている。
【００１６】
　第１外部電極１０４は、後述する第１導電体層１２０の第１引出部１３２と電気的に接
続される第１外部電極本体部１０４ａと、第１外部電極本体部１０４ａの両端に延在して
形成される第１折り返し部１０４ｂ，１０４ｂとを有する。したがって、第１外部電極本
体部１０４ａは、第１面１０２ａに形成されており、第１折り返し部１０４ｂ，１０４ｂ
は、第５面１０２ｅ、第６面１０２ｆにそれぞれ形成されている。
【００１７】
　同様に、第１外部電極１０５は、後述する第１導電体層１２０の第１引出部１３３と電
気的に接続される第１外部電極本体部１０５ａと、第１外部電極本体部１０５ａの両端に
延在して形成される第１折り返し部１０５ｂ，１０５ｂとを有する。したがって、第１外
部電極本体部１０５ａは、第２面１０２ｂに形成されており、第１折り返し部１０５ｂ，
１０５ｂは、第５面１０２ｅ、第６面１０２ｆにそれぞれ形成されている。
【００１８】
　第２外部電極１０６，１０８は、第１面１０２ａの左右の両端部に、第１外部電極１０
４を間に配置するように、それぞれ設けられている。
　より詳細に説明すると、第２外部電極１０６は、第１面１０２ａの長さ方向における一
方端から、第３面１０２ｃ、第５面１０２ｅ、第６面１０２ｆにわたって形成されている
。また、第２外部電極１０８は、第１面１０２ａの長さ方向における他方端から、第４面
１０２ｄ、第５面１０２ｅ、第６面１０２ｆにわたって形成されている。
【００１９】
　また、第２外部電極１０６は、後述する第２導電体層１２２の第２引出部１３４と電気
的に接続される第２外部電極本体部１０６ａと、第２外部電極本体部１０６ａの両端に延
在して形成される第２折り返し部１０６ｂ，１０６ｂと、第２外部電極本体部１０６ａの
一方側縁に延在して形成される第３折り返し部１０６ｃとを有する。したがって、第２外
部電極本体部１０６ａは、第１面１０２ａに形成されており、第２折り返し部１０６ｂ，
１０６ｂは、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆに形成され、第３折り返し部１０６ｃ
は、第３面１０２ｃに形成されている。
【００２０】
　同様に、第２外部電極１０８は、後述する第２導電体層１２２の第２引出部１３６と電



(7) JP 2015-79980 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

気的に接続される第２外部電極本体部１０８ａと、第２外部電極本体部１０８ａの両端に
延在して形成される第２折り返し部１０８ｂ，１０８ｂと、第２外部電極本体部１０８ａ
の他方側縁に延在して形成される第３折り返し部１０８ｃとを有する。したがって、第２
外部電極本体部１０８ａは、第１面１０２ａに形成されており、第２折り返し部１０８ｂ
，１０８ｂは、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆに形成され、第３折り返し部１０８
ｃは、第４面１０２ｄに形成されている。
【００２１】
　第２外部電極１０７，１０９は、第２面１０２ｂの左右の両端部に、第１外部電極１０
５を間に配置するように、それぞれ設けられている。
　より詳細に説明すると、第２外部電極１０７は、第２面１０２ｂの長さ方向における一
方端から、第３面１０２ｃ、第５面１０２ｅ、第６面１０２ｆにわたって形成されている
。また、第２外部電極１０９は、第２面１０２ｂの長さ方向における他方端から、第４面
１０２ｄ、第５面１０２ｅ、第６面１０２ｆにわたって形成されている。
【００２２】
　また、第２外部電極１０７は、後述する第２導電体層１２２の第２引出部１３５と電気
的に接続される第２外部電極本体部１０７ａと、第２外部電極本体部１０７ａの両端に延
在して形成される第２折り返し部１０７ｂ，１０７ｂと、第２外部電極本体部１０７ａの
一方側縁に延在して形成される第３折り返し部１０７ｃとを有する。したがって、第２外
部電極本体部１０７ａは、第２面１０２ｂに形成されており、第２折り返し部１０７ｂ，
１０７ｂは、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆに形成され、第３折り返し部１０７ｃ
は、第３面１０２ｃに形成されている。
【００２３】
　同様に、第２外部電極１０９は、後述する第２導電体層１２２の第２引出部１３７と電
気的に接続される第２外部電極本体部１０９ａと、第２外部電極本体部１０９ａの両端に
延在して形成される第２折り返し部１０９ｂ，１０９ｂと、第２外部電極本体部１０９の
他方側縁に延在して形成される第３折り返し部１０９ｃとを有する。したがって、第２外
部電極本体部１０９ａは、第２面１０２ｂに形成されており、第２折り返し部１０９ｂ，
１０９ｂは、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆに形成され、第３折り返し部１０９ｃ
は、第４面１０２ｄに形成されている。
【００２４】
　従って、第１面１０２ａおよび第２面１０２ｂのいずれか一方の面が、３端子型コンデ
ンサ１００の実装面となる。
【００２５】
　ここで、第１外部電極１０４，１０５の幅Ｂは、第２外部電極１０６，１０７，１０８
，１０９の幅Ａより大きく設定されている。より具体的には、第１外部電極１０４，１０
５の幅Ｂは、０．６３ｍｍ以上０．６７ｍｍ以下である。第２外部電極１０６，１０７，
１０８，１０９の幅Ａは、０．３５ｍｍ以上０．４５ｍｍ以下である。
　なお、第１の外部電極１０４，１０５、第２の外部電極１０６，１０７，１０８，１０
９の幅は、ＮＩＫＯＮ製の測定顕微鏡ＭＭ－６０にて２０倍の倍率で３端子型コンデンサ
１００の第１面１０２ａまたは第２面１０２ｂを投影して測定することができる。
【００２６】
　そして、第１外部電極１０４，１０５は、それぞれ外部電極ペーストを１回塗布するこ
とにより厚膜形成されている。また、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９は、
それぞれ外部電極ペーストを２回塗布することにより厚膜形成されている。これにより、
第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の電極厚は第１外部電極１０４，１０５の
電極厚より大きくなっている。
　なお、第１外部電極１０４，１０５、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の
厚みは、３端子型コンデンサ１００の第５面２ｅの表面から幅方向の中央に向かって研磨
することによって、第１外部電極１０４，１０５、第２外部電極１０６，１０７，１０８
，１０９の断面を露出させ、そして、研磨によるダレを除去した後に、第１外部電極１０
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４，１０５、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の断面に投影することによっ
て測定することができる。
【００２７】
　このように、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の電極厚みが、第１外部電
極１０４，１０５の電極厚みより大きくなるように形成されると、３端子型コンデンサ１
００が実装基板に対して略平行になるように実装することができる。この結果、３端子型
コンデンサ１００は、実装基板に実装後の見掛け上の高さを抑制することができる。
【００２８】
　ここで、図４は、本発明に係る３端子型コンデンサの変形例を示す外観斜視図である。
【００２９】
　図４に示すように、第１外部電極１０４，１０５の第１折り返し部１０４ｂ，１０５ｂ
の幅Ｂ’は、第１外部電極１０４，１０５の第１外部電極本体部１０４ａ，１０５ａの幅
Ｂよりも大きく形成されていてもよい。同様に、第２外部電極１０６，１０７，１０８，
１０９の第２折り返し部１０６ｂ，１０７ｂ，１０８ｂ，１０９ｂの幅Ａ’は、第２外部
電極１０６，１０７，１０８，１０９の第２外部電極本体部１０６ａ，１０７ａ，１０８
ａ，１０９ａの幅Ａよりも大きく形成されていてもよい。すなわち、第１外部電極１０４
，１０５の第１折り返し部１０４ｂ，１０５ｂの幅Ｂ’および第２外部電極１０６，１０
７，１０８，１０９の第２折り返し部１０６ｂ，１０７ｂ，１０８ｂ，１０９ｂの幅Ａ’
は、第１外部電極１０４，１０５の第１外部電極本体部１０４ａ，１０５ａの幅Ｂおよび
第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の第２外部電極本体部１０６ａ，１０７ａ
，１０８ａ，１０９ａの幅Ａに比べて、長さＬ方向に伸ばした形状である。
【００３０】
　このとき、第１外部電極１０４の第１折り返し部１０４ｂの幅Ｂ’は、第１面１０２ａ
と第５面１０２ｅとが交差する境界部１０３ａおよび第１面１０２ａと第６面１０２ｆと
が交差する境界部１０３ｂにおいて最も大きくなる。同様に、第２外部電極１０６，１０
８の第２折り返し部１０６ｂ，１０８ｂの幅Ａ’は、境界部１０３ａおよび境界部１０３
ｂにおいて最も大きくなる。
【００３１】
　また、第１外部電極１０５の第１折り返し部１０５ｂの幅Ｂ’は、第２面１０２ｂと第
５面１０２ｅとが交差する境界部１０３ｃおよび第２面１０２ｂと第６面１０２ｆとが交
差する境界部１０３ｄにおいて最も大きくなる。同様に、第２外部電極１０７，１０９の
第２折り返し部１０７ｂ，１０９ｂの幅Ａ’は、境界部１０３ｃおよび境界部１０３ｄに
おいて最も大きくなる。
【００３２】
　このように、第１外部電極１０４，１０５の第１折り返し部１０４ｂ，１０５ｂの幅Ｂ
’が、第１外部電極１０４，１０５の第１外部電極本体部１０４ａ，１０５ａの幅Ｂより
も大きく形成され、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の第２折り返し部１０
６ｂ，１０７ｂ，１０８ｂ，１０９ｂの幅Ａ’が、第２外部電極１０６，１０７，１０８
，１０９の第２外部電極本体部１０６ａ，１０７ａ，１０８ａ，１０９ａの幅Ａよりも大
きく形成されている場合は、第１外部電極１０４，１０５の第１折り返し部１０４ｂ，１
０５ｂおよび第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の第２折り返し部１０６ｂ，
１０７ｂ，１０８ｂ，１０９ｂに対して濡れ上がるはんだの量を、従来に比べ増加させる
ことできる。したがって、３端子型コンデンサ１００と実装基板との固着力を確保しつつ
、従来に比べ、実装基板のランドにおけるはんだのフィレットの面積を小さくすることが
できる。そのため、３端子型コンデンサ１００を実装基板に実装することにより、実装基
板のランド９２のパターンの面積を削減することができる。
【００３３】
　なお、第１面１０２ａの長さＬ方向における一方端部に設けられた第２外部電極１０６
は、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆの第２折り返し部１０６ｂ，１０６ｂのうち、
長さＬ方向の中央部の高さが高い方の高さをＨ２とし、第３面１０２ｃの第３折り返し部
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１０６ｃの幅Ｗ方向の中央部の高さをＨ３としたとき、条件式Ｈ２＞Ｈ３を満足している
。
【００３４】
　さらに、第１面１０２ａの長さＬ方向における他方端部に設けられた第２外部電極１０
８は、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆの第２折り返し部１０８ｂ，１０８ｂのうち
、長さＬ方向の中央部の高さが高い方の高さをＨ２’とし、第４面１０２ｄの第３折り返
し部１０８ｃの幅Ｗ方向の中央部の高さをＨ３’としたとき、条件式Ｈ２’＞Ｈ３’を満
足している。
【００３５】
　また、第２面１０２ｂの長さＬ方向における一方端部に設けられた第２外部電極１０７
は、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆの第２折り返し部１０７ｂ，１０７ｂのうち、
長さＬ方向の中央部の高さが高い方の高さをＨ２とし、第３面１０２ｃの第３折り返し部
１０７ｃの幅Ｗ方向の中央部の高さをＨ３としたとき、条件式Ｈ２＞Ｈ３を満足している
。
【００３６】
　さらに、第２面１０２ｂの長さＬ方向における他方端部に設けられた第２外部電極１０
９は、第５面１０２ｅおよび第６面１０２ｆの第２折り返し部１０９ｂ，１０９ｂのうち
、長さＬ方向の中央部の高さが高い方の高さをＨ２’とし、第４面１０２ｄの第３折り返
し部１０９ｃの幅Ｗ方向の中央部の高さをＨ３’としたとき、条件式Ｈ２’＞Ｈ３’を満
足している。
【００３７】
　このように、条件式Ｈ２＞Ｈ３および条件式Ｈ２’＞Ｈ３’を満足している３端子型コ
ンデンサ１００であるので、３端子型コンデンサ１００を、例えば第１面１０２ａを実装
面として実装基板に実装するときに、第２外部電極１０６，１０８の第２折り返し部１０
６ｂ，１０８ｂに濡れ上がるはんだの量が、第２外部電極１０６，１０８の第３折り返し
部１０６ｃ，１０８ｃに濡れ上がるはんだの量より多くなる。従って、３端子型コンデン
サ１００の位置ずれが抑制され、さらに、３端子型コンデンサ１００と実装基板との固着
力も確保できる。
【００３８】
　第１外部電極１０４，１０５および第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９は、
Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｐｄ、または、これら金属の合金などからなる。さらに、第１外部電
極１０４，１０５および第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９は、それぞれ、そ
の表面にめっき皮膜が形成されている。めっき皮膜は、第１外部電極１０４，１０５およ
び第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９を保護し、かつ、第１外部電極１０４，
１０５および第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９のはんだ付け性を良好にする
。
【００３９】
　また、第１外部電極１０４，１０５がグランド側電極で、第２外部電極１０６，１０７
，１０８，１０９が信号側電極であってもよいし、第１外部電極１０４，１０５が信号側
電極で、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９がグランド側電極であってもよい
。
【００４０】
　コンデンサ素子１０２は、幅Ｗ方向（積層方向）において、複数の内層用誘電体層１１
０と、複数の内層用誘電体層１１０同士の界面に配設された複数の第１導電体層１２０お
よび第２導電体層１２２と、複数の内層用誘電体層１１０を挟むように前後に最外導電体
層１２４，１２６が配設され、さらに、最外導電体層１２４，１２６を挟むように前後に
配設された外層用誘電体層１１２とで構成された積層体構造を有している。
【００４１】
　第１導電体層１２０は、第１対向部１２８と、第１対向部１２８の中央部から上下の高
さＴ方向にそれぞれ延在している第１引出部１３２，１３３とを有している。第１引出部
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１３２は、コンデンサ素子１０２の第１面１０２ａの中央部に引き出されて第１外部電極
１０４に電気的に接続されている。第１引出部１３３は、コンデンサ素子１０２の第２面
１０２ｂの中央部に引き出されて第１外部電極１０５に電気的に接続されている。
【００４２】
　第２導電体層１２２は、第２対向部１３０と、第２対向部１３０の左側端部から上下の
高さＴ方向にそれぞれ延在している第２引出部１３４，１３５と、第２対向部１３０の右
側端部から上下の高さＴ方向にそれぞれ延在している第２引出部１３６，１３７とを有し
ている。第２引出部１３４は、コンデンサ素子１０２の第１面１０２ａの左側端部に引き
出されて第２外部電極１０６に電気的に接続されている。第２引出部１３５は、コンデン
サ素子１０２の第２面１０２ｂの左側端部に引き出されて第２外部電極１０７に電気的に
接続されている。第２引出部１３６は、コンデンサ素子１０２の第１面１０２ａの右側端
部に引き出されて第２外部電極１０８に電気的に接続されている。第２引出部１３７は、
コンデンサ素子１０２の第２面１０２ｂの右側端部に引き出されて第２外部電極１０９に
電気的に接続されている。
【００４３】
　ここで、図５は、図２に示したコンデンサ素子の変形例の斜視図である。図６は、図５
に示したコンデンサ素子の実装面における内部電極の引出部を示す模式図である。図７は
、図５に示したコンデンサ素子の第１内部電極および第１引出部を説明するための説明図
である。図８は、図５に示したコンデンサ素子の第２内部電極および第２引出部を説明す
るための説明図である。
【００４４】
　図７（Ｉ）は、図５（斜視図）および図６（正面図）のＩ－Ｉの位置（コンデンサ素子
１０２の最外層の近傍の位置）の第１導電体層１２０および第１引出部１３２，１３３を
示す。図７（ＩＩ）は、図５および図６のＩＩ－ＩＩの位置（コンデンサ素子１０２の最
外層から幅Ｗの１／４に配設された層（以下、１／４層と称する）の近傍の位置）の第１
導電体層１２０および第１引出部１３２，１３３を示す。図７（ＩＩＩ）は、図５および
図６のＩＩＩ－ＩＩＩの位置（コンデンサ素子１０２の最外層から幅Ｗの１／２に配設さ
れた層（以下、中央層と称する）の近傍の位置）の第１導電体層１２０および第１引出部
１３２，１３３を示す。
【００４５】
　コンデンサ素子１０２の中央層近傍に配設されている第１導電体層１２０の第１引出部
１３２，１３３の先端の幅Ｅは、コンデンサ素子１０２の最外層近傍に配設されている第
１導電体層１２０の第１引出部１３２，１３３の先端の幅Ｆより大きく設定されている。
そして、最外層近傍の位置から中央層近傍の位置に向かって、第１引出部１３２，１３３
の先端の幅が徐々に大きくなっている。
【００４６】
　図８（Ｉ）は、図５および図６のＩ－Ｉの位置の第２導電体層１２２および第２引出部
１３４，１３５，１３６，１３７を示す。図８（ＩＩ）は、図５および図６のＩＩ－ＩＩ
の位置の第２導電体層１２２および第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７を示す。
図８（ＩＩＩ）は、図５および図６のＩＩＩ－ＩＩＩの位置の第２導電体層１２２および
第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７を示す。
【００４７】
　コンデンサ素子１０２の中央層近傍に配設されている第２導電体層１２２の第２引出部
１３４，１３５，１３６，１３７の先端の幅Ｇは、コンデンサ素子１０２の最外層近傍に
配設されている第２導電体層１２２の第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７の先端
の幅Ｈより大きく設定されている。そして、最外層近傍の位置から中央層近傍の位置に向
かって、第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７の先端の幅が徐々に大きくなってい
る。
【００４８】
　さらに、図６に示すように、コンデンサ素子１０２の中央層近傍に配設されている第２
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導電体層１２２の第２引出部１３４，１３５の先端は、コンデンサ素子２の第３面（端面
）１０２ｃから距離Ｃを有している。同様に、コンデンサ素子１０２の中央層近傍に配設
されている第２導電体層１２２の第２引出部１３６，１３７の先端も、コンデンサ素子１
０２の第４面（端面）１０２ｄから距離Ｃを有している。また、コンデンサ素子１０２の
最外層近傍に配設されている第２導電体層１２２の第２引出部１３４，１３５の先端は、
コンデンサ素子１０２の第３面１０２ｃから距離Ｄを有している。同様に、コンデンサ素
子２の最外層近傍に配設されている第２導電体層１２２の第２引出部１３６，１３７の先
端も、コンデンサ素子１０２の第４面１０２ｄから距離Ｄを有している。そして、距離Ｄ
が距離Ｃより大きく設定されている。
【００４９】
　ここで、距離Ｄが距離Ｃより大きくなるようにするため、コンデンサ素子１０２の最外
層近傍に配設されている第２導電体層１２２の第２引出部１３４，１３５，１３６，１３
７は傾斜部１２９を有しており、先端の位置が中央寄りになっている。そして、最外層近
傍の位置から中央層近傍の位置に向かって、第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７
の傾斜部１２９の傾斜角度を大きくすることによって、先端の位置が徐々に外側になって
いる。
【００５０】
　表１は、Ｉ－Ｉの位置（最外層近傍の位置）、ＩＩ－ＩＩの位置およびＩＩＩ－ＩＩＩ
の位置（中央層近傍の位置）での、第２引出部１３４，１３５（第２引出部１３６，１３
７）の先端とコンデンサ素子１０２の第３面１０２ｃ（第４面１０２ｄ）との間の距離、
第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７の先端の幅および第１引出部１３２，１３３
の先端の幅の具体的数値の一例を示す。なお、表１中のαは、中央層近傍での第２引出部
１３４，１３５（第２引出部１３６，１３７）の先端とコンデンサ素子１０２の第３面１
０２ｃ（第４面１０２ｄ）との間の距離Ｃと等しい数値である。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　このように、距離Ｄが距離Ｃより大きく設定されている場合は、コンデンサ素子１０２
の最外層近傍にクラックが発生し難い３端子型コンデンサ１００を得ることができる。
【００５３】
　また、コンデンサ素子１０２の中央層近傍に配設されている第２導電体層１２２の第２
引出部１３４，１３５，１３６，１３７の先端の幅Ｇが、コンデンサ素子１０２の最外層
近傍に配設されている第２導電体層１２２の第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７
の先端の幅Ｈより大きく設定されている場合は、コンデンサ素子１０２の最外層近傍にク
ラックがより一層発生し難くなる。
【００５４】
　さらに、コンデンサ素子１０２の中央層近傍に配設されている第１導電体層１２０の第
１引出部１３２，１３３の先端の幅Ｅが、コンデンサ素子１０２の最外層近傍に配設され
ている第１導電体層１２０の第１引出部１３２，１３３の先端の幅Ｆより大きく設定され
る場合は、コンデンサ素子１０２の中央層近傍における第１外部電極１０４，１０５と第
２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９との間の電気的距離が短くなり、コンデンサ
素子１０２の最外層近傍における第１外部電極１０４，１０５と第２外部電極１０６，１
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０７，１０８，１０９との間の電気的距離とが略等しくなる。この結果、等価直列インダ
クタンス（ＥＳＬ）の均一化がなされると共に、等価直列インダクタンス（ＥＳＬ）が低
減される。
【００５５】
　また、図９は、図１に示す３端子型コンデンサのさらなる変形例における模式的断面図
である。
【００５６】
　図９（ａ）に示すように、第１引出部１３２は、第１対向部１２８側が第２引出部１３
４側および第２引出部１３６側の２方向に傾斜している両側傾斜部１７０ａを有し、第１
面１０２ａ側が直線部１７０ｂを有していてもよい。また、第１引出部１３３は、第１対
向部１２８側が第２引出部１３５側および第２引出部１３７側の２方向に傾斜している両
側傾斜部１７１ａを有し、第２面１０２ｂ側が直線部１７１ｂを有していてもよい。
【００５７】
　また、図９（ｂ）に示すように、第２引出部１３４は、第２対向部１３０側が第１引出
部１３２側の１方向に傾斜している片側傾斜部１７２ａを有し、第１面１０２ａ側が直線
部１７２ｂを有している。第２引出部１３５は、第２対向部１３０側が第１引出部１３３
側の１方向に傾斜している片側傾斜部１７３ａを有し、第２面１０２ｂ側が直線部１７３
ｂを有している。第２引出部１３６は、第２対向部１３０側が第１引出部１３２側の１方
向に傾斜している片側傾斜部１７４ａを有し、第１面１０２ａ側が直線部１７４ｂを有し
ている。第２引出部１３７は、第２対向部１３０側が第１引出部１３３側の１方向に傾斜
している片側傾斜部１７５ａを有し、第２面１０２ｂ側が直線部１７５ｂを有している。
【００５８】
　そうすると、第１引出部１３２，１３３および第２引出部１３４，１３５，１３６，１
３７の第１対向部１２８側および第２対向部１３０側が他方の引出部側に傾斜している傾
斜部１７０ａ～１７５ａを有しているので、第１外部電極１０４，１０５と第２外部電極
１０６，１０７，１０８，１０９との間の電気的距離（例えば、第１外部電極１０４→第
１引出部１３２→第１導電体層１２０→誘電体層１１０→第２導電体層１２２→第２引出
部１３６→第２外部電極１０８の距離）が短くなる。従って、等価直列インダクタンス（
ＥＳＬ）を低くすることができる。
【００５９】
　さらに、第１引出部１３２，１３３および第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７
が直線部１７０ｂ～１７５ｂを有しているので、外形をカットする際に、カット位置が高
さＴ方向にずれても、第１引出部１３２，１３３および第２引出部１３４，１３５，１３
６，１３７の先端の幅は変わらず、広くならない。従って、第１引出部１３２，１３３お
よび第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７の先端が、第１外部電極１３２，１３３
および第２外部電極１３４，１３５，１３６，１３７の電極厚の薄い部分に接続されるよ
うにはならない。その結果、第１外部電極１３２，１３３形成部分および第２外部電極１
３４，１３５，１３６，１３７形成部分で、水分が３端子型コンデンサ１００の内部に浸
入し難くなり、水分シール性が確保できる。
【００６０】
　第１導電体層１２０と第２導電体層１２２とは、幅Ｗ方向において、誘電体材料からな
る内層用誘電体層１１０を介して対向している。この第１導電体層１２０と第２導電体層
１２２とが、内層用誘電体層１１０を介して対向している部分（第１導電体層１２０の第
１対向部１２８と第２導電体層１２２の第２対向部１３０とが対向している部分）に静電
容量が形成されている。第１導電体層１２０および第２導電体層１２２は、Ａｇ、Ｃｕ、
Ｎｉ、Ｐｄ、または、これら金属の合金などからなる。また、内層用誘電体層１１０およ
び外層用誘電体層１１２は、チタン酸バリウム系材料、チタン酸ストロンチウム系材料な
どからなる。第１導電体層１２０および第２導電体層１２２の厚みは、平均で１．０ｍｍ
以下である。なお、電気的導通を確保するためには、第１導電体層１２０および第２導電
体層１２２の厚みは、平均で０．３ｍｍ以上である。
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【００６１】
　図１０は、本発明に係る３端子型コンデンサのさらなる変形例における第５面の模式的
正面図である。また、図１１（ａ）は、図１０の線ＩＶ－ＩＶにおける模式的断面図であ
り、図１１（ｂ）は、図１０の線Ｖ－Ｖにおける模式的断面図である。図１２は、境界層
が形成された外層用誘電体層と最外導電体層との界面を示す図解図である。
【００６２】
　最外導電体層１２４，１２６の厚みは、幅Ｗ方向について中央近傍に位置する第１導電
体層１２０あるいは第２導電体層１２２の厚みよりも小さい。最外導電体層１２４，１２
６の厚みは、中央部で０．８ｍｍ以下である。なお、電気的導通を確保するためには、最
外導電体層１２４，１２６の厚みは、平均で０．３ｍｍ以上である。
【００６３】
　最外導電体層１２４，１２６のカバレッジは、幅Ｗ方向の中央から両側面方向に向かっ
て徐々に薄くなる傾向を示す。なお、カバレッジは、導電体粒子断面の長さの総和／導電
体層断面の全長、によって定義される。
　好ましくは、最外導電体層１２４，１２６のカバレッジは、高さＴ方向における中央付
近の第１導電体層１２０あるいは第２導電体層１２２のカバレッジの０．４以上０．８５
以下である。すなわち、このように導体粒子が断続的に集合し、カバレッジが低下するの
で、図１１に示すように、欠損部１２６ａが形成される。高さＴ方向における中央付近の
第１導電体層１２０あるいは第２導電体層１２２のカバレッジ０．４より小さいと電気的
導通性の確保が困難となり、０．８５より大きいと層間密着力が十分に向上しない。
　なお、欠損部１２６ａには最外導電体層１２４，１２６を挟んで誘電体層１１０同士を
結合する柱が形成され、この柱は、Ｓｉ偏析物、Ａｌ偏析物、ＢａＴｉＯ3（チタン酸バ
リウム）のうちの少なくともいずれか１つが含まれる。
【００６４】
　なお、内層用誘電体層１１０同士の結合する柱の形成を促進するために、内層用誘電体
層１１０にＳｉＯ2を添加することが好ましい。内層用誘電体層１１０は、Ｔｉに対する
Ｓｉが１．３ｍｏｌ％以上が好ましく、コンデンサとしての機能を確保するために３．０
ｍｏｌ％以下が好ましい。誘電体層同士を結合する柱の形成を促進するために、誘電体層
にＡｌを添加することが好ましい。また、誘電体層同士を結合する柱の形成を促進するた
めに、導電体層に共材としてＢａＴｉＯ3（チタン酸バリウム）を添加することが好まし
い。
【００６５】
　また、最外導電体層１２４は、内層用誘電体層１１０を介して隣接する第１導電体層１
２０と共通する第１外部電極１０４，１０５に接続される。また、最外導電体層１２６は
、内層用誘電体層１１０を介して隣接する第２導電体層１２２と共通する第２外部電極１
０６，１０７，１０８，１０９に接続される。
【００６６】
　また、最外の誘電体層の最外導電体層１２４，１２６と隣接する境界層１２７にＭｇお
よびＭｎが偏析するようにして形成される、Ｍｇ－Ｍｎ－Ｎｉの共存領域を含む。
　好ましくは、外層用誘電体層１１２と最外導電体層１２４，１２６との境界の６９％以
上に境界層１２７が存在している。境界部の存在割合（％）＝（Ｍｇ、Ｍｎが存在する境
界層の長さの合計）／（導電体層の長さ）×１００により算出される。なお、式中の「導
電体層の長さ」は、ボイドやＳｉの偏析などで、導電体層が欠損している部分を除いた長
さである。
　Ｍｇ－Ｍｎ－Ｎｉ共存領域は、（Ｍｇ，Ｍｎ）／Ｎｉモル比が０．１以上となる面積比
率が３０％以上であることが好ましく、７０％以上であることが好ましい。
【００６７】
　図１３は、本発明に係る３端子型コンデンサにおける模式的断面図である。なお、第２
面１０２ｂ側に形成される第１外部電極１０５および第２外部電極１０７，１０９につい
ては、第１面１０２ａと同様であるので、省略する。
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【００６８】
　第２外部電極１０６の長さＬ方向における長さをＥ１、第１外部電極１０４の長さＬ方
向における長さをＥ２、第２外部電極１０８の長さＬ方向における長さをＥ３とする。第
２外部電極１０６と第１外部電極１０４との距離をＭＥ１とし、第１外部電極１０４と第
２外部電極１０８との距離をＭＥ２とする。第２引出部１３４の第３面１０２ｃ側におけ
る端縁から第３面２ｃまでの幅をＭ１Ｌとし、第２引出部１３４の第４面１０２ｄ側の端
縁から第１面１０２ａ上の第２外部電極１０６における端縁までの幅をＭ１Ｒとする。第
１引出部１３２の第３面１０２ｃ側の端縁から第１面１０２ａ上の第１外部電極１０４に
おける第３面１０２ｃ側の端縁までの幅をＭ２Ｌとし、第１引出部１３２の第４面１０２
ｄ側の端縁から第１面１０２ａ上の第１外部電極１０４における第４面１０２ｄ側の端縁
までの幅をＭ２Ｒとする。第２引出部１３６の第３面１０２ｃ側の端縁から第１面１０２
ａ上の第２外部電極１０８における端縁までの幅をＭ３Ｌとし、第２引出部１３６の第４
面１０２ｄ側における端縁から第４面１０２ｄまでの幅をＭ３Ｒとする。
【００６９】
　このとき、３端子型コンデンサ１００は、Ｅ１＋ＭＥ１＋Ｅ２＋ＭＥ２＋Ｅ３＞コンデ
ンサ素子の長さＬ方向の寸法（以下、Ｌ寸という）であり、第２外部電極１０６は、第３
面１０２ｃに第３折り返し部１０６ｃが形成され、第２外部電極１０８は、第４面１０２
ｄに第３折り返し部１０８ｃが形成され、｜ＭＥ１－ＭＥ２｜＜５０μｍを満たし、さら
に、Ｍ２Ｌ＜Ｍ２Ｒ、かつ、Ｍ１Ｒ＞Ｍ１Ｌ、もしくは、Ｍ２Ｌ＞Ｍ２Ｒ、かつ、Ｍ１Ｒ
＜Ｍ１Ｌ、を満たす。
【００７０】
　また、Ｍ１Ｒ／Ｌ寸、Ｍ２Ｌ／Ｌ寸、Ｍ２Ｒ／Ｌ寸、Ｍ３Ｌ／Ｌ寸は、１．５％以上で
あることが好ましい。
【００７１】
　なお、Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、ＭＥ１、ＭＥ２、Ｍ１Ｌ、Ｍ１Ｒ、Ｍ２Ｌ、Ｍ２Ｒ、Ｍ３Ｌ
、Ｍ３Ｒのそれぞれの寸法は、次のようにして測定する。まず、３端子型コンデンサ１０
０における長さＬ方向および高さＴ方向とで囲まれた側面（ＬＴ面）が露出するような態
様で、３端子型コンデンサ１００の周囲を固める。そして、研磨機により、３端子型コン
デンサ１００を幅Ｗ方向に沿って、１／２の深さまで研磨を行い、第１導電体層１２０お
よび第２導電体層１２２を露出させる。そして、研磨による第１導電体層１２０および第
２導電体層１２２のダレをなくすように研磨表面を加工し、その断面を、光学顕微鏡を用
いて３端子型コンデンサ１００の第５面１０２ｅ側から観察し、各寸法を測定することが
できる。
【００７２】
　このように、Ｅ１＋ＭＥ１＋Ｅ２＋ＭＥ２＋Ｅ３＞コンデンサ素子の長さＬ方向の寸法
であり、第２外部電極１０６は、第３面１０２ｃに第３折り返し部１０６ｃが形成され、
第２外部電極１０８は、第４面１０２ｄに第３折り返し部１０８ｃが形成され、｜ＭＥ１
－ＭＥ２｜＜５０μｍを満たし、さらに、Ｍ２Ｌ＜Ｍ２Ｒ、かつ、Ｍ１Ｒ＞Ｍ１Ｌ、もし
くは、Ｍ２Ｌ＞Ｍ２Ｒ、かつ、Ｍ１Ｒ＜Ｍ１Ｌ、を満たす場合は、第１外部電極１０４お
よび第２外部電極１０６，１０８のずれが、常に一定端面側に偏っており、外部電極間の
ショートを防止することができる。
【００７３】
　また、この３端子型コンデンサ１００では、Ｍ１Ｒ／コンデンサ素子の長さＬ方向の寸
法、Ｍ２Ｌ／コンデンサ素子の長さＬ方向の寸法、Ｍ２Ｒ／コンデンサ素子の長さＬ方向
の寸法、Ｍ３Ｌ／コンデンサ素子の長さＬ方向の寸法は、１．５％以上であると、より確
実に、第１引出部１３２および第１３４，１３６を第１外部電極１０４および第２外部電
極１０６，１０８により確実に覆うことができるので、より外部電極間のショートを防止
することができる。
【００７４】
　以上の構成からなる３端子型コンデンサ１００では、第１導電体層１２０および第２導
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電体層１２２が３端子型コンデンサ１００の第１面１０２ａまたは第２面１０２ｂ（言い
換えると、実装面）に垂直に配置されており、積層方向が第１面１０２ａまたは第２面１
０２ｂ（言い換えると、実装面）に対して平行である。
【００７５】
　（２）第２の実施の形態
　図１４は、積層セラミック電子部品である３端子型コンデンサ２００を示す外観斜視図
である。図１５は、図１４に示したコンデンサ素子２０２の斜視図である。図１６は、図
１５に示したコンデンサ素子２０２の分解斜視図である。
【００７６】
　３端子型コンデンサ２００は、前記第１の実施の形態の３端子型コンデンサ１００にお
いて、第１導電体層１２０の第１引出部１３３および第２導電体層１２２の第２引出部１
３５，１３７を省略したものと同様のものである。したがって、３端子型コンデンサ２０
０は、３端子型コンデンサ１００において、第１外部電極１０５および第２外部電極１０
７，１０９を省略したものと同様のものである。
【００７７】
　３端子型コンデンサ２００は、略直方体のコンデンサ素子２０２と、コンデンサ素子２
０２の表面の中央部に形成された第１外部電極２０４と、コンデンサ素子２０２の表面の
左右の端部に形成された第２外部電極２０６，２０８とを備えている。
【００７８】
　コンデンサ素子２０２は、上下の高さＴ方向に、第１面２０２ａと、第１面２０２ａに
対向する第２面２０２ｂとを有している。また、コンデンサ素子２０２は、左右の長さＬ
方向に、第３面２０２ｃと、第３面２０２ｃに対向する第４面２０２ｄとを有している。
さらに、コンデンサ素子２０２は、前後の幅Ｗ方向に、第５面２０２ｅと、第５面２０２
ｅに対向する第６面２０２ｆとを有している。
　３端子型コンデンサ２００は、例えば長さＬ方向の寸法が２．００ｍｍ以上２．１０ｍ
ｍ以下であることが好ましく、高さＴ方向の寸法が０．７ｍｍ以上１．０ｍｍ以下である
ことが好ましく、幅Ｗ方向の寸法が１．２０ｍｍ以上１．４０ｍｍ以下であることが好ま
しい。
　なお、３端子型コンデンサ２００の長さＬ方向の寸法、高さＴ方向の寸法、幅Ｗ方向の
寸法は、ミツトヨ製のマイクロメーターＭＤＣ－２５ＭＸを用いて測定することができる
。
【００７９】
　第１外部電極２０４は、第１面２０２ａの長さ方向における中央部と、第５面２０２ｅ
、第６面２０２ｆとにわたって形成されている。
【００８０】
　第１外部電極２０４は、後述する第１導電体層２２０の第１引出部２３２と電気的に接
続される第１外部電極本体部２０４ａと、第１外部電極本体部２０４ａの両端に延在して
形成される第１折り返し部２０４ｂ，２０４ｂとを有する。したがって、第１外部電極本
体部２０４ａは、第１面２０２ａに形成されており、第１折り返し部２０４ｂ，２０４ｂ
は、第５面２０２ｅ、第６面２０２ｆにそれぞれに形成されている。
【００８１】
　第２外部電極２０６，２０８は、第１面２０２ａの左右の両端部に、第１外部電極２０
４を間に配置するように、それぞれ設けられている。
　より詳細に説明すると、第２外部電極２０６は、第１面２０２ａの長さ方向における一
方端から、第３面２０２ｃ、第５面２０２ｅ、第６面２０２ｆにわたって形成されている
。また、第２外部電極２０８は、第１面２０２ａの長さ方向における他方端から、第４面
２０２ｄ、第５面２０２ｅ、第６面２０２ｆにわたって形成されている。
【００８２】
　また、第２外部電極２０６は、後述する第２導電体層２２２の第２引出部２３４と電気
的に接続される第２外部電極本体部２０６ａと、第２外部電極本体部２０６ａの両端に延
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在して形成される第２折り返し部２０６ｂ，２０６ｂと、第２外部電極本体部２０６ａの
一方側縁に延在して形成される第３折り返し部２０６ｃとを有する。したがって、第２外
部電極本体部２０６ａは、第１面２０２ａに形成されており、第２折り返し部２０６ｂ，
２０６ｂは、第５面２０２ｅおよび第６面２０２ｆに形成され、第３折り返し部２０６ｃ
は、第３面２０２ｃに形成されている。
【００８３】
　同様に、第２外部電極２０８は、後述する第２導電体層２２２の第２引出部２３６と電
気的に接続される第２外部電極本体部２０８ａと、第２外部電極本体部２０８ａの両端に
延在して形成される第２折り返し部２０８ｂ，２０８ｂと、第２外部電極本体部２０８ａ
の他方側縁に延在して形成される第３折り返し部２０８ｃとを有する。したがって、第２
外部電極本体部２０８ａは、第１面２０２ａに形成されており、第２折り返し部２０８ｂ
，２０８ｂは、第５面２０２ｅおよび第６面２０２ｆに形成され、第３折り返し部２０８
ｃは、第４面２０２ｄに形成されている。
【００８４】
　従って、第１面２０２ａが、３端子型コンデンサ２００の実装面となる。
【００８５】
　ここで、第１外部電極２０４の幅Ｂは、第２外部電極２０６，２０８の幅Ａより大きく
設定されている。
【００８６】
　そして、第１外部電極２０４は、外部電極ペーストを１回塗布することにより形成され
ている。また、第２外部電極２０６，２０８は、それぞれ外部電極ペーストを２回塗布す
ることにより形成されている。これにより、第２外部電極２０６，２０８の電極厚は第１
外部電極２０４の電極厚より大きくなっている。
【００８７】
　第１外部電極２０４および第２外部電極２０６，２０８は、それぞれ、その表面にめっ
き皮膜が形成されている。
【００８８】
　ここで、図１７は、図１４に示した３端子型コンデンサの変形例を示す外観斜視図であ
る。
　図１７に示す３端子型コンデンサ２００の上面である第２面２０２ｂは、長さＬ方向の
稜線部２０３ａ，２０３ｂの角部がＲ形状に研磨され、そのＲ量が７０μｍ以下であって
もよい。そして、より好ましくは、Ｒ量は３０μｍ以上７０μｍ以下であってもよい。
【００８９】
　このように、３端子型コンデンサ２００の上面（第２面２０２ｂ）の長さＬ方向の稜線
部２０３ａ，２０３ｂのＲ量が７０μｍ以下である場合は、吸着ノズルによる吸着に必要
な吸着面積が上面（第２面２０２ｂ）に確実に確保される。この結果、実装基板への実装
時などに、吸着ノズルが３端子型コンデンサ２００の上面（第２面２０２ｂ）を吸着し易
く、吸着ノズルによる吸着ミスを低減することができる。
【００９０】
　また、３端子型コンデンサ２００の上面（第２面２０２ｂ）の長さＬ方向の稜線部２０
３ａ，２０３ｂのＲ量を３０μｍ以上である場合は、稜線部２０３ａ，２０３ｂが角張ら
ず、機械的衝撃が稜線部２０３ａ，２０３ｂに加わっても、稜線部２０３ａ，２０３ｂが
欠けるなどの不具合が生じ難くすることができる。
【００９１】
　コンデンサ素子２０２は、幅Ｗ方向（積層方向）において、複数の内層用誘電体層２１
０と、複数の内層用誘電体層２１０同士の界面に配設された複数の第１導電体層２２０お
よび第２導電体層２２２と、複数の内層用誘電体層２１０を挟むように前後に最外導電体
層２２４，２２６が配設され、さらに、最外導電体層２２４，２２６を挟むように前後に
配設された外層用誘電体層２１２とで構成された積層体構造を有している。
【００９２】
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　第１導電体層２２０は、第１対向部２２８と、第１対向部２２８の中央部から高さＴ方
向の下方に延在している第１引出部２３２とを有している。第１引出部２３２は、コンデ
ンサ素子２０２の第１面１０２ａの中央部に引き出されて第１外部電極２０４に電気的に
接続されている。
【００９３】
　第２導電体層２２２は、第２対向部２３０と、第２対向部２３０の左側端部から高さＴ
方向の下方に延在している第２引出部２３４と、第２対向部２３０の右側端部から高さＴ
方向の下方に延在している第２引出部２３６とを有している。第２引出部２３４は、コン
デンサ素子２０２の第１面２０２ａの左側端部に引き出されて第２外部電極２０６に電気
的に接続されている。第２引出部２３６は、コンデンサ素子２０２の第１面２０２ａの右
側端部に引き出されて第２外部電極２０８に電気的に接続されている。
【００９４】
　ここで、図１８は、図１５に示したコンデンサ素子の変形例の斜視図である。図１９は
、図１８に示したコンデンサ素子の第１内部電極および第１引出部を説明するための説明
図である。図２０は、図１８に示したコンデンサ素子の第２内部電極および第２引出部を
説明するための説明図である。
【００９５】
　図１９（Ｉ）は、図１８のＩ－Ｉの位置（コンデンサ素子２０２の最外層の近傍の位置
）の第１導電体層２２０および第１引出部２３２を示す。図１９（ＩＩ）は、図１８のＩ
Ｉ－ＩＩの位置（コンデンサ素子２０２の１／４層の近傍の位置）の第１導電体層２２０
および第１引出部２３２を示す。図１９（ＩＩＩ）は、図１８のＩＩＩ－ＩＩＩの位置（
コンデンサ素子２０２の中央層の近傍の位置）の第１導電体層２２０および第１引出部２
３２を示す。
【００９６】
　コンデンサ素子２０２の中央層近傍に配設されている第１導電体層２２０の第１引出部
２３２の先端の幅Ｅは、コンデンサ素子２０２の最外層近傍に配設されている第１導電体
層２２０の第１引出部２３２の先端の幅Ｆより大きく設定されている。そして、最外層近
傍の位置から中央層近傍の位置に向かって、第１引出部２３２の先端の幅が徐々に大きく
なっている。
【００９７】
　図２０（Ｉ）は、図１８のＩ－Ｉの位置の第２導電体層２２２および第２引出部２３４
，２３６を示す。図２０（ＩＩ）は、図１８のＩＩ－ＩＩの位置の第２導電体層２２２お
よび第２引出部２３４，２３６を示す。図２０（ＩＩＩ）は、図１８のＩＩＩ－ＩＩＩの
位置の第２導電体層２２２および第２引出部２３４，２３６を示す。
【００９８】
　コンデンサ素子２０２の中央層近傍に配設されている第２導電体層２２２の第２引出部
２３４，２３６の先端の幅Ｇは、コンデンサ素子２０２の最外層近傍に配設されている第
２導電体層２２２の第２引出部２３４，２３６の先端の幅Ｂより大きく設定されている。
そして、最外層近傍の位置から中央層近傍の位置に向かって、第２引出部２３４，２３６
の先端の幅が徐々に大きくなっている。
【００９９】
　さらに、前記第１実施の形態の図６を流用して説明する。コンデンサ素子２０２の中央
層近傍に配設されている第２導電体層２２２の第２引出部２３４の先端は、コンデンサ素
子２０２の第３面（端面）２０２ｃから距離Ｃを有している。同様に、コンデンサ素子２
０２の中央層近傍に配設されている第２導電体層２２２の第２引出部２３６の先端も、コ
ンデンサ素子２０２の第４面（端面）２ｄから距離Ｃを有している。また、コンデンサ素
子２の最外層近傍に配設されている第２導電体層２２２の第２引出部２３４の先端は、コ
ンデンサ素子２０２の第３面２０２ｃから距離Ｄを有している。同様に、コンデンサ素子
２０２の最外層近傍に配設されている第２導電体層２２２の第２引出部２３６の先端も、
コンデンサ素子２０２の第４面２０２ｄから距離Ｄを有している。そして、距離Ｄが距離
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Ｃより大きく設定されている。
【０１００】
　ここで、距離Ｄが距離Ｃより大きくなるようにするため、コンデンサ素子２０２の最外
層近傍に配設されている第２導電体２２２の第２引出部２３４，２３６は傾斜部２２９を
有しており、先端の位置が中央寄りになっている。そして、最外層近傍の位置から中央層
近傍の位置に向かって、第２引出部２３４，２３６の傾斜部２２９の傾斜角度を大きくす
ることによって、先端の位置が徐々に外側になっている。
【０１０１】
　図２１は、図１４に示す３端子型コンデンサのさらなる変形例における模式的断面図で
ある。
【０１０２】
　図２１（ａ）に示すように、第１引出部２３２は、第１対向部２２８側が第２引出部２
３４側および第２引出部２３６側の２方向に傾斜している両側傾斜部２７０ａを有し、第
１面２０２ａ側が直線部２７０ｂを有していてもよい。
【０１０３】
　また、図２１（ｂ）に示すように、第２引出部２３４は、第２対向部２３０側が第１引
出部２３２側の１方向に傾斜している片側傾斜部２７２ａを有し、第１面２０２ａ側が直
線部２７２ｂを有していてもよい。第２引出部２３６は、第２対向部２３０側が第１引出
部２３２側の１方向に傾斜している片側傾斜部２７４ａを有し、第１面２０２ａ側が直線
部２７４ｂを有していてもよい。
【０１０４】
　第１導電体層２２０と第２導電体層２２２とは、幅Ｗ方向において、誘電体材料からな
る内層用誘電体層２１０を介して対向している。この第１導電体層２２０と第２導電体層
２２２とが、内層用誘電体層２１０を介して対向している部分（第１導電体層２２０の第
１対向部２２８と第２導電体層２２２の第２対向部２３０とが対向している部分）に静電
容量が形成されている。
【０１０５】
　最外導電体層２２４，２２６の厚みは、幅方向について中央近傍に位置する第１導電体
層２２０あるいは第２導電体層２２２の厚みよりも小さい。最外導電体層２２４，２２６
の厚みは、中央部で０．８ｍｍ以下である。なお、電気的導通を確保するためには、最外
導電体層２２４，２２６の厚みは、平均で０．３ｍｍ以上である。
【０１０６】
　最外導電体層２２４，２２６のカバレッジは、幅方向の中央から両側面方向に向かって
徐々に薄くなる傾向を示す。なお、カバレッジは、導電体粒子断面の長さの総和／導電体
層断面の全長、によって定義される。
　好ましくは、最外導電体層２２４，２２６のカバレッジは、高さＴ方向における中央付
近の第１導電体層２２０あるいは第２導電体層２２２のカバレッジの０．４以上０．８５
以下である。なお、最外導電体層２２４，２２６を挟んで誘電体層２１０同士を結合する
柱は、Ｓｉ偏析物、Ａｌ偏析物、ＢａＴｉＯ3（チタン酸バリウム）のうちの少なくとも
いずれか１つが含まれる。
【０１０７】
　また、最外導電体層２２４は、誘電体層２１０を介して隣接する第１導電体層２２０と
共通する第１外部電極２０４に接続される。また、最外導電体層２２６は、誘電体層２１
０を介して隣接する第２導電体層２２２と共通する第２外部電極２０６，２０８に接続さ
れる。
【０１０８】
　さらに、図１２に示すように、最外の誘電体層の最外導電体層２２４，２２６と隣接す
る境界層２２７にＭｇおよびＭｎが偏析するようにして形成される、Ｍｇ－Ｍｎ－Ｎｉの
共存領域を含む。
【０１０９】
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　以上の構成からなる３端子型コンデンサ２００では、第１導電体層２２０および第２導
電体層２２２が３端子型コンデンサ２００の第１面２０２ａ（言い換えると、実装面）に
垂直に配置されており、積層方向が第１面２０２ａ（言い換えると、実装面）に対して平
行である。
【０１１０】
　２．３端子型コンデンサの製造方法
　次に、前述の３端子型コンデンサ１００，２００の製造方法を説明する。図２２は、３
端子型コンデンサ１００，２００の製造方法を示すフローチャートである。なお、以下の
説明では、３端子型コンデンサ１００の製造方法を中心に説明する。
【０１１１】
　工程Ｓ１で、チタン酸バリウム系材料またはチタン酸ストロンチウム系材料からなるセ
ラミック粉末に、有機バインダ、分散剤および可塑剤などが添加されて、シート成形用ス
ラリーが作製される。次に、シート成形用スラリーは、ドクターブレード法によって、内
層もしくは外層用セラミックグリーンシートに成形される。
【０１１２】
　次に、工程Ｓ２で、内層用セラミックグリーンシート上に、Ａｇを含有する導電体層用
ペーストがスクリーン印刷法で塗布され、第１導電体層１２０および第２導電体層１２２
となるべき導電ペースト膜が形成される。
【０１１３】
　次に、工程Ｓ３で、導電ペースト膜が形成された内層用セラミックグリーンシートは、
第１導電体層１２０の導電ペースト膜と第２導電体層１２２の導電ペースト膜とが交互に
なるように複数枚積層される。さらに、複数枚の外層用セラミックグリーンシートが、積
層された内層用セラミックグリーンシートを挟むように積層されて圧着される。この積層
セラミックグリーンシートは、個々のコンデンサ素子１０２となるべき寸法に切断され、
複数の未焼成のコンデンサ素子１０２とされる。
【０１１４】
　ここで、必要に応じて、未焼成のコンデンサ素子２０２は、実装面（第１面２０２ａ）
の側がホルダによって保持された状態で、上面（第２面２０２ｂ）の長さＬ方向の稜線部
２０３ａ，２０３ｂが所定時間バレル研磨され、稜線部２０３ａ，２０３ｂのＲ量が約７
０μｍになるまで研磨される。その後、更に、サンドブラスト研磨によって、所望のＲ量
になるまで所定時間研磨される。
【０１１５】
　ここで、バレル研磨およびサンドブラスト研磨の研磨条件を決定するために、コンデン
サ素子２０２のサンプルが作製され、以下の方法でＲ量の測定が行われる。測定器は、Ｋ
ＥＹＥＮＣＥデジタルマイクロスコープＶＨＸシリーズである。
【０１１６】
　コンデンサ素子２０２のサンプルは、実装面（第１面２０２ａ）の側が樹脂で固められ
る。その後、上面（第２面２０２ｂ）の長さＬ方向の稜線部２０３ａ，２０３ｂが、所定
時間バレル研磨やサンドブラスト研磨される。
【０１１７】
　次に、図２３（ａ）に示すように、Ｒ研磨された稜線部２０３ａ，２０３ｂが測定器で
観察され、Ｒの始点Ｐ１と終点Ｐ２とが指定される。その後、始点Ｐ１と終点Ｐ２の間の
中央点Ｐ３が指定される。
【０１１８】
　次に、図２３（ｂ）に示すように、始点Ｐ１と中央点Ｐ３と終点Ｐ２とを通る円Ｑが作
画された後、円Ｑの半径が測定されてＲ量が算出される。
【０１１９】
　次に、工程Ｓ４で、未焼成のコンデンサ素子１０２は、脱バインダ処理された後、焼成
され、焼結したコンデンサ素子１０２とされる。内層用および外層用セラミックグリーン
シートと導電ペースト膜とは同時焼成され、内層用セラミックグリーンシートは内層用誘
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電体層１１０となり、外層用セラミックグリーンシートは外層用誘電体層１１２となり、
導電ペースト膜は第１内部電極１２０もしくは第２内部電極１２２となる。
【０１２０】
　次に、工程Ｓ５で、焼結したコンデンサ素子１０２の表面に、１回目の外部電極ペース
ト（ＡｇＰｄ合金ペースト）の塗布が行われる。１回目の外部電極ペーストの塗布は、第
１外部電極１０４，１０５の外部電極ペーストを塗布すると共に、第２外部電極１０６，
１０７，１０８，１０９の１回目の外部電極ペーストを塗布する。
【０１２１】
　１回目の外部電極ペーストの塗布は、図２４に示す塗布装置３００を使用してローラ転
写法で行われる。塗布装置３００は、所定の間隔で配置されている一対の塗布部３２０ａ
，３２０ｂを備えている。
【０１２２】
　塗布部３２０ａは、塗布ローラ３４０ａと、塗布ローラ３４０ａに圧接したスクレーパ
３６０ａと、スクレーパ３６０ａの上流側に配設されて塗布ローラ３４０ａに圧接した転
写ローラ３８０ａと、ペースト槽４００ａとを備えている。同様に、塗布部３２０ｂも、
塗布ローラ３４０ｂと、塗布ローラ３４０ｂに圧接したスクレーパ３６０ｂと、スクレー
パ３６０ｂの上流側に配設されて塗布ローラ３４０ｂに圧接した転写ローラ３８０ｂと、
ペースト槽４００ｂとを備えている。なお、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの代わりに、
平面状の塗布面を有する塗布装置を使用してもよい。
【０１２３】
　塗布ローラ３４０ａの外周面には、図２５に示すように、３端子型コンデンサ１００の
第１外部電極１０４に対応する位置に、外周方向に延在している溝４２０が形成され、第
２外部電極１０６，１０８に対応する位置に、それぞれ外周方向に延在している溝４４０
，４８０が形成されている。ここで、溝４４０，４８０のそれぞれの中心位置は、図２６
に示すように、コンデンサ素子１０２の第３面１０２ｃおよび第４面１０２ｄから内側方
向に離れるように配設されている。図示しないけれども、塗布ローラ３４０ｂの外周面に
も、第１外部電極１０５に対応する位置に、外周方向に延在している溝４２０が形成され
、第２外部電極１０７，１０９に対応する位置に、それぞれ外周方向に延在している溝４
４０，４８０が形成されている。
【０１２４】
　塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの回転軸５２０の方向において、塗布ローラ３４０ａ，
３４０ｂの中央部に形成した溝４２０の幅は、第１外部電極１０４，１０５の幅と略等し
い寸法に設定されている。塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの回転軸５２０の方向において
、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの左右の端部に形成した溝４４０，４８０の幅は、第２
外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の幅と略等しい寸法に設定されている。溝４２
０，４４０，４８０の横断面の形状は、矩形、Ｕ形、三角形、半円形などである。
【０１２５】
　スクレーパ３６０ａ，３６０ｂは、それぞれ転写ローラ３８０ａ、３８０ｂによって塗
布ローラ３４０ａ，３４０ｂの外周表面に供給されて付着した外部電極ペースト５００の
うち余分なものを掻き落とすと同時に、溝４２０，４４０，４８０に外部電極ペースト５
００を充填させるためのものである。
【０１２６】
　転写ローラ３８０ａ，３８０ｂは、それぞれペースト槽４００ａ，４００ｂに入ってい
る外部電極ペースト５００を取り出して、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂに供給するため
のものである。
【０１２７】
　複数のコンデンサ素子１０２は、長さＬ方向の両端面である第３面１０２ｃおよび第４
面１０２ｄがそれぞれ一対のキャリアテープ４９０に貼り付けられて挟持されることによ
り、一対のキャリアテープ４９０によって、塗布装置３００の塗布部３２０ａと塗布部３
２０ｂの間を搬送される。そして、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの回転軸５２０に対し
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て長さＬ方向が平行になるように配設されたコンデンサ素子１０２が、塗布ローラ３４０
ａと塗布ローラ３４０ｂとの間を通るときに、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂによって両
側から押し付けられる。
【０１２８】
　このとき、図２６に示すように、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの溝４２０，４４０，
４８０に充填されている外部電極ペースト５００の一部が、コンデンサ素子１０２の第１
面１０２ａおよび第２面１０２ｂに、第１外部電極１０４，１０５および第２外部電極１
０６，１０７，１０８，１０９のパターン形状に合わせて転写され塗布される。すなわち
、第１外部電極１０４，１０５の外部電極ペースト５００および第２外部電極１０６，１
０７，１０８，１０９の１回目の外部電極ペースト５００が、コンデンサ素子１０２に付
与される。この場合、溝４２０の幅が溝４４０，４８０の幅より広いので、第１外部電極
１０４，１０５の外部電極ペースト５００の塗布厚みは厚く、第２外部電極１０６，１０
７，１０８，１０９の外部電極ペースト５００の塗布厚みは薄くなる。
【０１２９】
　また、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の１回目の外部電極ペースト５０
０がコンデンサ素子１０２に塗布される際、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０
９の外部電極ペースト５００の中心位置が、それぞれコンデンサ素子１０２の第３面１０
２ｃおよび第４面１０２ｄから内側方向に離れるように塗布される。このようにして第２
外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の外部電極ペースト５００が塗布されることに
よって、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９は、それぞれ条件式Ｈ２＞Ｈ３お
よび条件式Ｈ２’＞Ｈ３’を満足するように形成することができる。
　なお、図２６は簡略化のため、塗布ローラ３４０ｂによる外部電極ペースト５００のコ
ンデンサ素子１０２への塗布は図示していない。
【０１３０】
　また、３端子型コンデンサ２００を製造する場合は、一方の塗布部３２０ｂのペースト
槽４００ｂに外部電極ペースト５００を入れないでおくことにより、第１外部電極２０５
および１回目の第２外部電極２０７，２０９が形成されなくなる。
【０１３１】
　１回目の外部電極ペースト塗布工程は、第１外部電極１０４，１０５の外部電極ペース
ト５００を塗布すると共に、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の１回目の外
部電極ペースト５００を塗布するため、効率良く外部電極が形成される。
　なお、キャリアテープ４９０によるコンデンサ素子１０２の搬送速度と、塗布ローラ３
４０ａ、３４０ｂの外周速度とは略等しい速度に設定される。
【０１３２】
　次に、工程Ｓ６で、コンデンサ素子１０２に塗布された第１外部電極１０４，１０５の
外部電極ペースト５００および第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の１回目の
外部電極ペースト５００が焼き付けられる。これにより、第１外部電極１０４，１０５お
よび第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の１回目の外部電極部分が形成される
。このとき、第１外部電極１０４，１０５の電極厚みは厚く、第２外部電極１０６，１０
７，１０８，１０９の電極厚みは薄い。
　なお、工程Ｓ６を省略して、工程Ｓ５から直接に工程Ｓ７へ移行して、工程Ｓ８でまと
めて第１外部電極１０４，１０５および第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９を
焼き付けてもよい。
【０１３３】
　次に、工程Ｓ７で、コンデンサ素子１０２の表面に、２回目の外部電極ペースト（Ａｇ
Ｐｄ合金ペースト）の塗布が行われる。２回目の外部電極ペーストの塗布は、第２外部電
極１０６，１０７，１０８，１０９の２回目の外部電極ペーストのみを塗布する。
【０１３４】
　２回目の外部電極ペーストの塗布は、１回目の外部電極ペーストの塗布に用いた図２４
に示す塗布装置３００において、スクレーパ３６０ａ，３６０ｂを図２７に示すスクレー
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パ３７０ａ，３７０ｂに置き換えたものと同様のものを使用してローラ転写法で行われる
。
【０１３５】
　スクレーパ３７０ａ，３７０ｂは、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの中央部に形成した
溝４２０の横断面の形状と略等しいサイズの凸部６００が、溝４２０に対応する位置に設
けられている。したがって、スクレーパ３７０ａ，３７０ｂは、塗布ローラ３４０ａ，３
４０ｂの表面に供給されて付着した外部電極ペースト５００のうち余分なものを掻き落と
し、溝４２０に充填されている外部電極ペースト５００を凸部６００によって溝４２０か
ら掻き出すと共に、溝４４０，４８０に外部電極ペースト５００を充填させることができ
る。
【０１３６】
　複数のコンデンサ素子１０２は、長さＬ方向の両端面である第３面１０２ｃおよび第４
面１０２ｄがそれぞれ一対のキャリアテープ４９０に貼り付けられることにより、一対の
キャリアテープ４９０によって、塗布装置３００の塗布部３２０ａと塗布部３２０ｂの間
を搬送される。そして、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの回転軸５２０に対して長さＬ方
向が平行になるように配設されたコンデンサ素子１０２が、塗布ローラ３４０ａと塗布ロ
ーラ３４０ｂとの間を通るときに、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂによって両側から押し
付けられる。
【０１３７】
　このとき、図２８に示すように、塗布ローラ３４０ａ、３４０ｂの溝４４０，４８０に
充填されている外部電極ペースト５００が、コンデンサ素子１０２の第１面１０２ａおよ
び第２面１０２ｂに、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９のパターン形状に合
わせて転写され塗布される。すなわち、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の
２回目の外部電極ペースト５００が、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の１
回目の外部電極部分の表面上にさらに付与される。これにより、第２外部電極１０６，１
０７，１０８，１０９の電極厚みは、第１外部電極１０４，１０５の電極厚みより大きく
なる。
【０１３８】
　また、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の２回目の外部電極ペースト５０
０がコンデンサ素子１０２に塗布される際、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０
９の外部電極ペースト５００の中心位置が、それぞれコンデンサ素子１０２の第３面１０
２ｃおよび第４面１０２ｄから内側方向に離れるように塗布される。このようにして第２
外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の外部電極ペースト５００が塗布されることに
よって、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９は、それぞれ条件式Ｈ２＞Ｈ３お
よび条件式Ｈ２’＞Ｈ３’を満足するように形成することができる。
【０１３９】
　なお、図２８は簡略化のため、塗布ローラ３４０ｂによる外部電極ペースト５００のコ
ンデンサ素子１０２への塗布は図示されていない。また、３端子型コンデンサ２００を製
造する場合は、一方の塗布部３２０ｂのペースト槽４００ｂに外部電極ペースト５００を
入れないでおくことにより、２回目の第２外部電極２０７，２０９が形成されなくなる。
【０１４０】
　また、第１外部電極１０４，１０５は、塗布ローラ３４０ａ，３４０ｂの溝４２０にそ
の一部が収容されるので、コンデンサ素子１０２の姿勢が良くなり、塗布精度が良くなる
。
【０１４１】
　次に、工程Ｓ８で、コンデンサ素子１０２に塗布された第２外部電極１０６，１０７，
１０８，１０９の２回目の外部電極ペースト５００が焼き付けられる。これにより、第２
外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の２回目の外部電極部分が形成される。こうし
て、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９の電極厚が第１外部電極１０４，１０
５の電極厚より大きく形成される。
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【０１４２】
　次に、工程Ｓ９で、第１外部電極１０４，１０５および第２外部電極１０６，１０７，
１０８，１０９のそれぞれの表面に、湿式めっきによってＮｉめっき、Ｓｎめっきが順に
形成される。こうして、３端子型コンデンサ１００，２００が得られる。
【０１４３】
　なお、上述したように、第１の実施の形態に係る３端子型コンデンサ１００は、第１外
部電極１０４，１０５が信号側電極で、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９が
グランド側電極であってもよいし、第１外部電極１０４，１０５がグランド側電極で、第
２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９が信号側電極であってもよい。
【０１４４】
　ここで、第１外部電極１０４，１０５が信号側電極で、第２外部電極１０６，１０７，
１０８，１０９がグランド側電極である場合（以下「パターン１」という）の挿入損失の
値をＩＬ１とする。また、これとは信号側電極とグランド側電極とを入れ替えた場合、す
なわち、第１外部電極１０４，１０５がグランド側電極で、第２外部電極１０６，１０７
，１０８，１０９が信号側電極である場合（以下「パターン２」という）の挿入損失の値
をＩＬ２とする。このとき、３端子型コンデンサ１００は、周波数１０ＭＨｚ帯域付近に
おいて、ＩＬ１＜ＩＬ２を満たし、周波数１００ＭＨｚ帯域において、ＩＬ１＞ＩＬ２を
満たす。すなわち、１００ＭＨｚ帯域において、３端子型コンデンサ１００をパターン２
で用いる場合は、パターン１で用いる場合と比べて挿入損失の値が小さい。
【０１４５】
　このように、３端子型コンデンサ１００をパターン１で用いる場合と、パターン２で用
いる場合とで挿入損失の周波数特性が異なる理由は、パターン１とパターン２とで信号お
よびノイズの流れる経路が異なるためである。以下、詳細に説明する。
【０１４６】
　図２９（ａ）～図２９（ｃ）は、３端子型コンデンサ１００をパターン１で用いる場合
の信号およびノイズの流れる経路を説明するための概略図であり、図２９（ａ）が３端子
型コンデンサ１００を外部から見た概略図であり、図２９（ｂ）が第１導電体層１２０の
概略図であり、図２９（ｃ）が第２導電体層１２２の概略図である。なお、実線の矢印が
信号の流れを示し、破線の矢印がノイズの流れを示す。
【０１４７】
　３端子型コンデンサ１００をパターン１で用いる場合、図２９（ａ）に示すように、第
１外部電極１０４，１０５から３端子型コンデンサ１００に入力された信号は、第１外部
電極１０４，１０５を介して流れ、第１外部電極１０４，１０５から出力される。また、
このとき発生するノイズは、図２９（ｂ）および図２９（ｃ）に示すように、第２導電体
層１２２の第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７を介してグランドへと流れる。
【０１４８】
　次に、図３０（ａ）～図３０（ｃ）は、３端子型コンデンサ１００をパターン２で用い
た場合の信号およびノイズの流れる経路を説明するための概略図であり、図３０（ａ）が
３端子型コンデンサ１００を外部から見た概略図であり、図３０（ｂ）が第１導電体層１
２０の概略図であり、図３０（ｃ）が第２導電体層１２２の概略図である。
【０１４９】
　３端子型コンデンサ１００をパターン２で用いる場合、図３０（ａ）および図３０（ｃ
）に示すように、一方側の第２外部電極１０６，１０７から３端子型コンデンサ１００に
入力された信号は、第２導電体層１２２の第２引出部１３４，１３５，１３６，１３７を
介して、他方側の第２外部電極１０８，１０９から出力される。また、このとき発生する
ノイズは、図２９（ｂ）に示すように、第１導電体層１２０の第１引出部１３２，１３３
を介してグランドへと流れる。
【０１５０】
　以上より、本発明者が鋭意検討した結果、３端子型コンデンサ１００を上記したパター
ン１で用いる場合とパターン２で用いる場合とで、挿入損失の周波数特性が異なるという
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事実を利用することに想到した。そこで、必要とする周波数帯域に応じて、パターン１と
パターン２とを使い分けることにより、一つの３端子型コンデンサ１００を用いて、好ま
しい挿入損失が得られることを確認する実験を行った。以下、３端子型コンデンサ１００
をパターン１で用いる場合の挿入損失の周波数特性と、パターン２で用いる場合の挿入損
失の周波数特性とを確認するために行った実験について説明する。
【０１５１】
　図３１は、この実験結果を示すグラフであり、横軸が周波数（ＭＨｚ）、縦軸が挿入損
失（ｄＢ）である。また、パターン１を実線により示し、パターン２を破線により示して
いる。
【０１５２】
　図３１のグラフに示すように、周波数１０ＭＨｚ付近では、パターン１のほうがパター
ン２に比べて優れた挿入損失を示す。したがって、必要とする周波数が１０ＭＨｚ程度で
あるなら、３端子型コンデンサ１００をパターン１（すなわち、図２９（ａ）に示すよう
に、第１外部電極１０４，１０５を信号側電極とし、第２外部電極１０６，１０７，１０
８，１０９をグランド側電極とするパターン）で用いることが好ましい。
【０１５３】
　一方、周波数１００ＭＨｚ帯域では、パターン２のほうがパターン１に比べて優れた挿
入損失特性を示す。したがって、必要とする周波数が１００ＭＨｚ帯域であるなら、３端
子型コンデンサ１００をパターン２（すなわち、図３０（ａ）に示すように、第１外部電
極１０４，１０５をグランド側電極とし、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９
を信号側電極とするパターン）で用いることが好ましい。
【０１５４】
　すなわち、必要とする周波数帯域に応じて、第１外部電極１０４，１０５を信号側電極
とし、第２外部電極１０６，１０７，１０８，１０９をグランド側電極とするパターン１
と、第１外部電極１０４，１０５をグランド側電極とし、第２外部電極１０６，１０７，
１０８，１０９を信号側電極とするパターン２とを使い分けることにより、一つの３端子
型コンデンサ１００を用いて好ましい挿入損失を得ることができる。
【０１５５】
　なお、ここでは説明を繰り返さないが、第２の実施の形態の３端子型コンデンサ２００
についても、上記した第１の実施の形態の３端子コンデンサ１００で得られる同様の効果
が得られる。
【０１５６】
　３．本実施の形態の効果
　この３端子型コンデンサ１００，２００では、最外導電体層１２４，１２６，２２４，
２２６の厚みが、第１導電体層１２０，２２０あるいは第２導電体層１２２，２２２の厚
みよりも小さいことから、最外導電体層の両側に隣接して積層された誘電体層の間の層間
密着力が向上する。その結果、クラックの発生を防ぎ、コンデンサ機能の低下を抑制する
ことができる。
　また、最外導電体層のカバレッジが、高さＴ方向における中央付近の導電体層のカバレ
ッジの０．４以上０．８５以下であることから、導体粒子が断続的に集合し、カバレッジ
が低下し、図１１に示すように、欠損部１２６ａが形成される。この欠損部１２６ａには
、チタン酸バリウムやシリカ等の誘電体層により柱が形成され、最外導電体層の粒子間に
おいて、最外導電体層の両側に隣接して積層された誘電体層が結びつきやすくなり、層間
密着力が向上する。結果、よりクラックの発生を防ぎ、コンデンサ機能の低下を抑制する
ことができる。
【０１５７】
　また、この３端子型コンデンサ１００，２００では、最外導電体層１２４，２２４は、
誘電体層１１０，２１０を介して隣接する第１導電体層１２０，２２０と共通する第１外
部電極１０４，１０５，２０４に接続される。また、最外導電体層１２６，２２６は、誘
電体層１１０，２１０を介して隣接する第２導電体層１２２，２２２と共通する第２外部
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電極１０６，１０７，１０８，１０９，２０６，２０８に接続されるので、最外導電体層
１２４，１２６，２２４，２２６は、実質的に静電容量の発現に寄与しない。したがって
、最外導電体層１２４，１２６，２２４，２２６付近においてクラックが生じても、コン
デンサ機能の低下を防止することが可能となる。
【０１５８】
　さらに、この３端子型コンデンサ１００，２００では、外層用誘電体層１１２の最外導
電体層１２４，１２６，２２４，２２６と隣接する境界層１２７，２２７にＭｇおよびＭ
ｎが偏析するようにして形成される、Ｍｇ－Ｍｎ－Ｎｉの共存領域を含むので、Ｍｇ、Ｍ
ｎおよびＮｉの酸化化合物を含む境界層１２７，２２７は、誘電体層との接合力に優れる
。その結果、クラックの発生を防ぎ、コンデンサ機能の低下を抑制することができる。
【０１５９】
　（実験例）
　実験例では、以下に示す３端子型コンデンサの各試料が作製された。
【０１６０】
　１．評価のための試料の作製
　実験例では、前記実施の形態に記載した製造方法によって、３端子型コンデンサの評価
のための試料１ないし試料７が作製された。３端子型コンデンサの狙い値の寸法は、長さ
Ｌ方向の寸法が２．０５ｍｍ、幅Ｗ方向の寸法が１．３ｍｍであり、高さＴ方向の寸法が
０．８ｍｍである。なお、試料１ないし試料７の導電体層の作製条件は、以下のとおりと
した。また、各試料は１８個ずつ作製された。
【０１６１】
　試料１は、すべての導電体層の厚みの狙い寸法を１．０μｍとし、また、すべての導電
体層のカバレッジの狙いを９５％とした３端子型コンデンサを作製した。
【０１６２】
　試料２は、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層の厚みの狙い寸法を１．０μｍとし
、また、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層のカバレッジの狙いを９５％とした。
　さらに、試料２は、最外導電体層の厚みの狙い寸法を０．８μｍとした。すなわち、中
央付近の導電体層の厚みの０．８倍とした。このため、最外導電体層を形成するために、
薄い導電ペースト膜が印刷されたセラミックグリーンシートを用いた。
【０１６３】
　試料３は、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層の厚みの狙い寸法を１．０μｍとし
、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層のカバレッジの狙いを９５％とした。
　また、試料３は、最外導電体層のカバレッジを狙い８５％とした。このため、カバレッ
ジが８５％の最外導電体層を形成するために、薄い領域が点在する導電ペースト膜が印刷
されたセラミックグリーンシートを用いた。
【０１６４】
　試料４は、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層の厚みの狙い寸法を１．０μｍとし
、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層のカバレッジの狙いを９５％とした。
　また、試料４は、最外導電体層は、誘電体層を介して隣接する導電体層と共通の外部電
極に接続するようにした。このため、最外導電体層は、誘電体層を介して隣接する導電体
層と同じ導電ペースト膜のパターンが印刷されたセラミックグリーンシートを連続して積
み重ねた。
【０１６５】
　試料５は、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層の厚みの狙い寸法を１．０μｍとし
、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層のカバレッジの狙いを９５％とした。
　また、試料５は、最外導電体層は、Ｍｇ／Ｎｉモル比が０．１以上となる面積比率が３
０％以上となるように形成した。このため、Ｍｇを添加した導電ペースト膜が印刷された
セラミックグリーンシートを用いた。
【０１６６】
　試料６は、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層の厚みの狙い寸法を１．０μｍとし
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、また、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層のカバレッジの狙いを９５％とした。
　また、試料６は、最外導電体層の厚みの狙い寸法を０．８μｍとした。すなわち、中央
付近の導電体層の厚みの０．８倍とした。このため、最外導電体層を形成するために、薄
い導電ペースト膜が印刷されたセラミックグリーンシートを用いた。
　さらに、試料６は、最外導電体層のカバレッジを狙い８５％とした。このため、カバレ
ッジが８５％の最外導電体層を形成するために、薄い領域が点在する導電ペースト膜が印
刷されたセラミックグリーンシートを用いた。
【０１６７】
　試料７は、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層の厚みの狙い寸法を１．０μｍとし
、また、高さ方向Ｔにおける中央付近の導電体層のカバレッジの狙いを９５％とした。
　また、試料７は、最外導電体層は、誘電体層を介して隣接する導電体層と共通の外部電
極に接続するようにした。このため、最外導電体層は、誘電体層を介して隣接する導電体
層と同じ導電ペースト膜のパターンが印刷されたセラミックグリーンシートを連続して積
み重ねた。
　さらに、最外導電体層は、Ｍｇ／Ｎｉモル比が０．１以上となる面積比率が３０％以上
となるように形成した。このため、Ｍｇを添加した導電ペースト膜が印刷されたセラミッ
クグリーンシートを用いた。
【０１６８】
　２．繰り返し温度負荷試験方法
　各試料の３端子型コンデンサの各試料に対して、繰り返し温度負荷試験を実施した。繰
り返し温度負荷試験の条件は、とした。そして、繰り返し温度負荷試験を行った後、クラ
ックの発生の有無を観察し、絶縁抵抗劣化を評価するために、絶縁抵抗の測定を行うこと
で、３端子型コンデンサを評価した。
　クラックが１個でも発生した場合は、「クラックあり」と判定し、クラックが１個も発
生しない場合は「クラックなし」と判定した。
　また、絶縁抵抗劣化が１個でも発生した場合は、「絶縁抵抗劣化あり」と判定し、絶縁
抵抗劣化が１個も発生しない場合は「絶縁抵抗劣化なし」と判定した。
【０１６９】
　評価結果を表２に示す。
【０１７０】
【表２】

【０１７１】
　表１に示すように、試料２、試料３、試料５ないし試料７では、クラックが発生せず、
絶縁抵抗劣化も発生しなかった。なお、試料４では、クラックが発生したが、クラックが
生じた箇所が実質的に静電容量の発現には寄与しない最外導電体層において生じたため、
絶縁抵抗劣化は発生しなかった。
【０１７２】
　一方、試料１では、クラックが発生し、さらに絶縁抵抗劣化が発生した。
【０１７３】
　以上より、最外導電体層を薄くした試料２、最外導電体層のカバレッジを小さくした試
料３、静電容量に寄与しない最外導電体層を形成した試料４、最外導電体層にＭｇを添加
した試料５、最外導電体層を薄くし、かつ、最外導電体層のカバレッジを小さくした試料
６、および静電容量に寄与しない最外導電体層を形成し、かつ、最外導電体層にＭｇを添
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加した試料７では、過酷な環境下でもクラックおよび絶縁抵抗の劣化を抑制することが可
能になることが示唆された。
【０１７４】
　なお、この発明は、前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で種
々に変形される。
【０１７５】
　また、本実施の形態にかかる３端子型コンデンサ１００，２００において、第１面１０
２ａ（２０２ａ）の長さＬ方向における一方端部に設けられた第２外部電極１０６（２０
６）は、第５面１０２ｅ（２０２ｅ）および第６面１０２ｆ（２０２ｆ）の第２折り返し
部１０６ｂ、１０６ｂ（２０６ｂ、２０６ｂ）のうち、長さＬ方向の中央部の高さが高い
方の高さをＨ２とし、第３面１０２ｃ（２０２ｃ）の第３折り返し部１０６ｃ（１０６ｃ
）の幅Ｗ方向の中央部の高さをＨ３としたとき、条件式Ｈ２＞Ｈ３を満足しているが、こ
れに限るものではない。
　また、第１面１０２ａ（２０２ａ）の長さＬ方向における他方端部に設けられた第２外
部電極１０８（２０８）は、第５面１０２ｅ（２０２ｅ）および第６面１０２ｆ（２０２
ｆ）の第２折り返し部１０８ｂ、１０８ｂ（２０８ｂ、２０８ｂ）のうち、長さＬ方向の
中央部の高さが高い方の高さをＨ２’とし、第４面１０２ｄ（２０２ｄ）の第３折り返し
部１０８ｃ（２０８ｃ）の幅Ｗ方向の中央部の高さをＨ３’としたとき、条件式Ｈ２’＞
Ｈ３’を満足しているが、これに限るものではない。
【０１７６】
　さらに、本実施の形態にかかる３端子型コンデンサ１００，２００において、最外導電
体層１２４，１２６，２２４，２２６の厚みは、幅Ｗ方向について中央近傍に位置する第
１導電体層１２０，１２２，２２０，２２２の厚みよりも小さいが、これに限るものでは
ない。
【０１７７】
　また、本実施の形態にかかる３端子型コンデンサ１００、２００において、Ｅ１＋ＭＥ
１＋Ｅ２＋ＭＥ２＋Ｅ３＞コンデンサ素子の長さＬ方向の寸法であり、第２外部電極１０
６（２０６）は、第３面１０２ｃ（２０２ｃ）に第３折り返し部１０６ｃ（２０６ｃ）が
形成され、第２外部電極１０８（２０８）は、第４面１０２ｄ（２０２ｄ）に第３折り返
し部１０８ｃ（２０８ｃ）が形成され、｜ＭＥ１－ＭＥ２｜＜５０μｍを満たし、さらに
、Ｍ２Ｌ＜Ｍ２Ｒ、かつ、Ｍ１Ｒ＞Ｍ１Ｌ、もしくは、Ｍ２Ｌ＞Ｍ２Ｒ、かつ、Ｍ１Ｒ＜
Ｍ１Ｌ、を満たしているが、これに限るものではない。
【符号の説明】
【０１７８】
　１００，２００　３端子型コンデンサ
　１０２，２０２　コンデンサ素子
　１０２ａ，２０２ａ　第１面
　１０２ｂ，２０２ｂ　第２面
　１０２ｃ，２０２ｃ　第３面
　１０２ｄ，２０２ｄ　第４面
　１０２ｅ，２０２ｅ　第５面
　１０２ｆ，２０２ｆ　第６面
　１０３ａ，１０３ｂ，１０３ｃ，１０３ｄ　境界部
　１０４，１０５，２０４，２０５　第１外部電極
　１０４ａ，１０５ａ，２０４ａ　第１外部電極本体部
　１０４ｂ，１０５ｂ，２０４ｂ　第１折り返し部
　１０６，１０７，１０８，１０９，２０６，２０８　第２外部電極
　１０６ａ，１０７ａ，１０８ａ，１０９ａ，２０６ａ，２０８ａ　第２外部電極本体部
　１０６ｂ，１０７ｂ，１０８ｂ，１０９ｂ，２０６ｂ，２０８ｂ　第２折り返し部
　１０６ｃ，１０７ｃ，１０８ｃ，１０９ｃ，２０６ｃ，２０８ｃ　第３折り返し部
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　１１０，２１０　内層用誘電体層
　１１２，２１２　外層用誘電体層
　１２０，２２０　第１導電体層
　１２２，２２２　第２導電体層
　１２４，１２６，２２４，２２６　最外導電体層
　１２６ａ　欠損部
　１２７，２２７　境界層
　１２８，２２８　第１対向部
　１２９，２２９　傾斜部
　１３０，２３０　第２対向部
　１３２，１３３，２３２　第１引出部
　１３４，１３５，１３６，１３７，２３４，２３６　第２引出部
　１７０ａ，１７１ａ，２７０ａ　両側傾斜部
　１７２ａ，１７３ａ，１７４ａ，１７５ａ，２７２ａ，２７４ａ　片側傾斜部
　１７０ｂ，１７１ｂ，１７２ｂ，１７３ｂ，１７４ｂ，１７５ｂ，２７０ｂ，２７２ｂ
，２７４ｂ　直線部
　２０３ａ，２０３ｂ　稜線部
　３００　塗布装置
　３２０ａ，３２０ｂ　塗布部
　３４０ａ，３４０ｂ　塗布ローラ
　３６０ａ，３６０ｂ，３７０ａ，３７０ｂ　スクレーパ
　３８０ａ，３８０ｂ　転写ローラ
　４００ａ，４００ｂ　ペースト槽
　４２０，４４０，４８０　溝
　４９０　キャリアテープ
　５００　外部電極ペースト
　５２０　塗布ローラの回転軸
　６００　凸部
　Ｌ　長さ
　Ｔ　高さ
　Ｗ　幅
　Ａ　第２外部電極の幅
　Ｂ　第１外部電極の幅
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