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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成方法であって、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、
　前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、
　第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインとを接続す
る第３のラインと、
　該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている
第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路
成分と、
　該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている
第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路
成分と、
　を備えている等価回路をユーザのコンピュータへの入力に応じて該コンピュータの制御
部に作成させる第１のステップと、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を該コンピ
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ュータの制御部に算出させる第２のステップと、
　を備えており、
　前記等価回路は、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続部分と前記第１の端子
との間に設けられている第３のインダクタ成分又は第３の抵抗成分の少なくともいずれか
１つからなる第３の回路成分と、該第１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第
２の端子との間に設けられている第４のインダクタ成分又は第４の抵抗成分の少なくとも
いずれか１つからなる第４の回路成分と、を更に備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第３のインダクタ成分、前記第３の抵抗成分、前記第
４のインダクタ成分及び前記第４の抵抗成分の値をコンピュータに算出させること、
　を特徴とする等価回路作成方法。
【請求項２】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成方法であって、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、
　前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、
　第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインとを接続す
る第３のラインと、
　該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている
第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路
成分と、
　該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている
第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路
成分と、
　を備えている等価回路をユーザのコンピュータへの入力に応じて該コンピュータの制御
部に作成させる第１のステップと、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を該コンピ
ュータの制御部に算出させる第２のステップと、
　を備えており、
　前記等価回路は、第２のコンデンサ成分、第５のインダクタ成分及び第５の抵抗成分か
らなる第５の回路成分が設けられ、かつ、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第３の端子との間を接続する第４のライン、及び、第３のコンデンサ成分、第
６のインダクタ成分及び第６の抵抗成分からなる第６の回路成分が設けられ、かつ、該第
１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第４の端子との間を接続する第５のライ
ンを、更に備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第２のコンデンサ成分、前記第５のインダクタ成分、
前記第５の抵抗成分、前記第３のコンデンサ成分、前記第６のインダクタ成分及び前記第
６の抵抗成分の値をコンピュータに算出させること、
　を特徴とする等価回路作成方法。
【請求項３】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成方法であって、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、
　前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、
　第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインとを接続す
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る第３のラインと、
　該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている
第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路
成分と、
　該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている
第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路
成分と、
　を備えている等価回路をユーザのコンピュータへの入力に応じて該コンピュータの制御
部に作成させる第１のステップと、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を該コンピ
ュータの制御部に算出させる第２のステップと、
　を備えており、
　前記等価回路は、第４のコンデンサ成分、第７のインダクタ成分及び第７の抵抗成分か
らなる第７の回路成分が設けられ、かつ、前記第２のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第１の端子との間を接続する第６のライン、及び、第５のコンデンサ成分、第
８のインダクタ成分及び第８の抵抗成分からなる第８の回路成分が設けられ、かつ、該第
２のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第２の端子との間を接続する第７のライ
ンと、を更に備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第４のコンデンサ成分、前記第７のインダクタ成分、
前記第７の抵抗成分、前記第５のコンデンサ成分、前記第８のインダクタ成分及び前記第
８の抵抗成分の値をコンピュータに算出させること、
　を特徴とする等価回路作成方法。
【請求項４】
　前記第１のインダクタ成分と前記第２のインダクタ成分とは等しく、
　前記第１の抵抗成分と前記第２の抵抗成分とは等しいこと、
　を特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の等価回路作成方法。
【請求項５】
　前記等価回路は、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続部分と前記第１の端子
との間に設けられている第３のインダクタ成分又は第３の抵抗成分の少なくともいずれか
１つからなる第３の回路成分と、該第１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第
２の端子との間に設けられている第４のインダクタ成分又は第４の抵抗成分の少なくとも
いずれか１つからなる第４の回路成分と、を更に備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第３のインダクタ成分、前記第３の抵抗成分、前記第
４のインダクタ成分及び前記第４の抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする請求項２ないし請求項４のいずれかに記載の等価回路作成方法。
【請求項６】
　前記第３のインダクタ成分と前記第４のインダクタ成分とは等しく、
　前記第３の抵抗成分と前記第４の抵抗成分とは等しいこと、
　を特徴とする請求項１又は請求項５のいずれかに記載の等価回路作成方法。
【請求項７】
　前記等価回路は、第２のコンデンサ成分、第５のインダクタ成分及び第５の抵抗成分か
らなる第５の回路成分が設けられ、かつ、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第３の端子との間を接続する第４のライン、及び、第３のコンデンサ成分、第
６のインダクタ成分及び第６の抵抗成分からなる第６の回路成分が設けられ、かつ、該第
１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第４の端子との間を接続する第５のライ
ンを、更に備えており、
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　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第２のコンデンサ成分、前記第５のインダクタ成分、
前記第５の抵抗成分、前記第３のコンデンサ成分、前記第６のインダクタ成分及び前記第
６の抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする請求項１、請求項３ないし請求項６のいずれかに記載の等価回路作成方法
。
【請求項８】
　前記第２のコンデンサ成分と前記第３のコンデンサ成分とは等しく、
　前記第５のインダクタ成分と前記第６のインダクタ成分とは等しく、
　前記第５の抵抗成分と前記第６の抵抗成分とは等しいこと、
　を特徴とする請求項７に記載の等価回路作成方法。
【請求項９】
　前記等価回路は、第４のコンデンサ成分、第７のインダクタ成分及び第７の抵抗成分か
らなる第７の回路成分が設けられ、かつ、前記第２のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第１の端子との間を接続する第６のライン、及び、第５のコンデンサ成分、第
８のインダクタ成分及び第８の抵抗成分からなる第８の回路成分が設けられ、かつ、該第
２のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第２の端子との間を接続する第７のライ
ンを、更に備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第４のコンデンサ成分、前記第７のインダクタ成分、
前記第７の抵抗成分、前記第５のコンデンサ成分、前記第８のインダクタ成分及び前記第
８の抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする請求項１、請求項２、請求項４ないし請求項８のいずれかに記載の等価回
路作成方法。
【請求項１０】
　前記第４のコンデンサ成分と前記第５のコンデンサ成分とは等しく、
　前記第７のインダクタ成分と前記第８のインダクタ成分とは等しく、
　前記第７の抵抗成分と前記第８の抵抗成分とは等しいこと、
　を特徴とする請求項９に記載の等価回路作成方法。
【請求項１１】
　前記第３のラインには、第９のインダクタ成分又は第９の抵抗成分の少なくともいずれ
か１つが更に設けられており、
　前記第１のコンデンサ成分、前記第９のインダクタ成分及び前記第９の抵抗成分は、第
９の回路成分を構成していること、
　を特徴とする請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載の等価回路作成方法。
【請求項１２】
　前記第２のＳパラメータは、前記３端子コンデンサのＳパラメータの実測値であること
、
　を特徴とする請求項１ないし請求項１１のいずれかに記載の等価回路作成方法。
【請求項１３】
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のインダクタ成分と前記第２のインダクタ成分と
の第１の結合係数及び前記第３のインダクタ成分と前記第４のインダクタ成分との第２の
結合係数の値を算出すること、
　を特徴とする請求項１、請求項５又は請求項１２のいずれかに記載の等価回路作成方法
。
【請求項１４】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成プログラムであって、
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　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と
前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、か
つ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該
第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分
又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のライ
ンと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダク
タ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備え
ている等価回路を作成する第１のステップと、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する
第２のステップと、
　をコンピュータに実行させ、
　前記等価回路は、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続部分と前記第１の端子
との間に設けられている第３のインダクタ成分又は第３の抵抗成分の少なくともいずれか
１つからなる第３の回路成分と、該第１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第
２の端子との間に設けられている第４のインダクタ成分又は第４の抵抗成分の少なくとも
いずれか１つからなる第４の回路成分と、を更に備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第３のインダクタ成分、前記第３の抵抗成分、前記第
４のインダクタ成分及び前記第４の抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする等価回路作成プログラム。
【請求項１５】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成プログラムであって、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と
前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、か
つ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該
第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分
又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のライ
ンと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダク
タ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備え
ている等価回路を作成する第１のステップと、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する
第２のステップと、
　をコンピュータに実行させ、
　前記等価回路は、第２のコンデンサ成分、第５のインダクタ成分及び第５の抵抗成分か
らなる第５の回路成分が設けられ、かつ、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第３の端子との間を接続する第４のライン、及び、第３のコンデンサ成分、第
６のインダクタ成分及び第６の抵抗成分からなる第６の回路成分が設けられ、かつ、該第
１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第４の端子との間を接続する第５のライ
ンを、更に備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第２のコンデンサ成分、前記第５のインダクタ成分、
前記第５の抵抗成分、前記第３のコンデンサ成分、前記第６のインダクタ成分及び前記第
６の抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする等価回路作成プログラム。
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【請求項１６】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成プログラムであって、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と
前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、か
つ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該
第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分
又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のライ
ンと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダク
タ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備え
ている等価回路を作成する第１のステップと、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する
第２のステップと、
　をコンピュータに実行させ、
　前記等価回路は、第４のコンデンサ成分、第７のインダクタ成分及び第７の抵抗成分か
らなる第７の回路成分が設けられ、かつ、前記第２のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第１の端子との間を接続する第６のライン、及び、第５のコンデンサ成分、第
８のインダクタ成分及び第８の抵抗成分からなる第８の回路成分が設けられ、かつ、該第
２のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第２の端子との間を接続する第７のライ
ンと、を備えており、
　前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第４のコンデンサ成分、前記第７のインダクタ成分、
前記第７の抵抗成分、前記第５のコンデンサ成分、前記第８のインダクタ成分及び前記第
８の抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする等価回路作成プログラム。
【請求項１７】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成装置であって、
　ユーザの入力を受け付ける入力部と、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と
前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、か
つ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該
第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分
又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のライ
ンと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダク
タ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備え
ている等価回路をユーザの前記入力部による入力に応じて作成する第１の制御部と、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する
第２の制御部と、
　を備えており、
　前記等価回路は、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続部分と前記第１の端子
との間に設けられている第３のインダクタ成分又は第３の抵抗成分の少なくともいずれか
１つからなる第３の回路成分と、該第１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第
２の端子との間に設けられている第４のインダクタ成分又は第４の抵抗成分の少なくとも
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いずれか１つからなる第４の回路成分と、を更に備えており、
　前記第２の制御部は、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定
値よりも小さくなるときの前記第３のインダクタ成分、前記第３の抵抗成分、前記第４の
インダクタ成分及び前記第４の抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする等価回路作成装置。
【請求項１８】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成装置であって、
　ユーザの入力を受け付ける入力部と、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と
前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、か
つ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該
第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分
又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のライ
ンと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダク
タ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備え
ている等価回路をユーザの前記入力部による入力に応じて作成する第１の制御部と、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する
第２の制御部と、
　を備えており、
　前記等価回路は、第２のコンデンサ成分、第５のインダクタ成分及び第５の抵抗成分か
らなる第５の回路成分が設けられ、かつ、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第３の端子との間を接続する第４のライン、及び、第３のコンデンサ成分、第
６のインダクタ成分及び第６の抵抗成分からなる第６の回路成分が設けられ、かつ、該第
１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第４の端子との間を接続する第５のライ
ンを、更に備えており、
　前記第２の制御部は、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定
値よりも小さくなるときの前記第２のコンデンサ成分、前記第５のインダクタ成分、前記
第５の抵抗成分、前記第３のコンデンサ成分、前記第６のインダクタ成分及び前記第６の
抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする等価回路作成装置。
【請求項１９】
　第１の端子ないし第４の端子、該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第
１のコンデンサ導体、及び、該第３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２の
コンデンサ導体を備えている３端子コンデンサの等価回路作成装置であって、
　ユーザの入力を受け付ける入力部と、
　前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と
前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、か
つ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該
第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分
又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のライ
ンと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダク
タ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備え
ている等価回路をユーザの前記入力部による入力に応じて作成する第１の制御部と、
　前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が
所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、
前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する
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第２の制御部と、
　を備えており、
　前記等価回路は、第４のコンデンサ成分、第７のインダクタ成分及び第７の抵抗成分か
らなる第７の回路成分が設けられ、かつ、前記第２のラインと前記第３のラインとの接続
部分と前記第１の端子との間を接続する第６のライン、及び、第５のコンデンサ成分、第
８のインダクタ成分及び第８の抵抗成分からなる第８の回路成分が設けられ、かつ、該第
２のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第２の端子との間を接続する第７のライ
ンと、を備えており、
　前記第２の制御部は、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定
値よりも小さくなるときの前記第４のコンデンサ成分、前記第７のインダクタ成分、前記
第７の抵抗成分、前記第５のコンデンサ成分、前記第８のインダクタ成分及び前記第８の
抵抗成分の値を算出すること、
　を特徴とする等価回路作成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及び等価回路作成装置に関し、
３端子コンデンサの等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及び等価回路作成装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の回路設計やプリント基板設計において、シミュレーションが利用されること
がある。シミュレーションでは、３端子コンデンサ等の電子部品の等価回路のモデルを電
子機器の回路に組み込んで用いることが多い。従来の３端子コンデンサの等価回路として
は、例えば、図９に示す等価回路が知られている。図９は、従来の３端子コンデンサの等
価回路である。
【０００３】
　図９の３端子コンデンサでは、抵抗Ｒ５００，Ｒ５０１，Ｒ５０２，Ｒ５０４、コイル
Ｌ５００，Ｌ５０１，Ｌ５０２、コンデンサＣ５００及び外部電極５０２ａ～５０２ｃを
備えている。抵抗Ｒ５００、コイルＬ５００、抵抗Ｒ５０１及びコイルＬ５０１が外部電
極５０２ａ，５０２ｂ間に直列に接続されている。また、コイルＬ５００と抵抗Ｒ５０１
との間と外部電極５０２ｃとの間には、抵抗Ｒ５０２、コンデンサＣ５００及びコイルＬ
５０２が直列に接続されている。更に、抵抗Ｒ５０４は、コンデンサＣ５００に並列に接
続されている。
【０００４】
　ところで、図９に示す等価回路では、以下に説明するように、３端子コンデンサが実装
された回路基板のシミュレーションを精度よく行うことが困難である。図１０は、３端子
コンデンサ５００が回路基板５０８に実装された図である。
【０００５】
　３端子コンデンサ５００は、図１０に示すように、実際には４つの外部電極５０２ａ，
５０２ｂ，５０２ｄ，５０２ｅを備えている。外部電極５０２ａ，５０２ｂは、一般的に
は入出力端子として用いられる。外部電極５０２ｄ，５０２ｅは、一般的にはグランド端
子として用いられる。このような３端子コンデンサ５００は、回路基板５０８に実装され
る。より詳細には、回路基板５０８は、ランド電極５１０ａ～５１０ｄを備えている。そ
して、外部電極５０２ａ，５０２ｂ，５０２ｄ，５０２ｅはそれぞれ、ランド電極５１０
ａ～５１０ｄに接合される。
【０００６】
　しかしながら、従来の等価回路では、外部電極５０２ｄ，５０２ｅは、１つの外部電極
５０２ｃとみなされている。そのため、従来の等価回路が用いられたシミュレーションで
は、ランド電極５１０ｃ，５１０ｄの間のインピーダンスが考慮されなくなってしまう。
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また、ランド電極５１０ｃ，５１０ｄの形状が異なる場合、ランド電極５１０ｃ，５１０
ｄに寄生するインダクタンスや容量も異なるため、外部電極５０２ｄ，５０２ｅを流れる
電流も異なるが、この電流の違いも考慮されなくなってしまう。よって、３端子コンデン
サ５００が実装された回路基板５０８全体のシミュレーションを精度よく行うことが困難
であった。
【０００７】
　なお、従来の等価回路に関する特許文献としては、例えば、特許文献１に記載の回路定
数最適化方法が知られている。しかしながら、特許文献１には、３端子コンデンサが用い
られた回路においてシミュレーションを精度よく行うことに関する記載は存在しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－７１６４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、３端子コンデンサが実装された回路基板のシミュレーション
を精度よく行うことができる等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及び等価回路作
成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の形態に係る等価回路作成方法は、第１の端子ないし第４の端子、該第１
の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第３の端
子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端子コン
デンサの等価回路作成方法であって、前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する
第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第
１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第
３のラインと、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設
けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからな
る第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との
間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つ
からなる第２の回路成分と、を備えている等価回路をユーザのコンピュータへの入力に応
じて該コンピュータの制御部に作成させる第１のステップと、前記等価回路から求められ
る第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなるとき
の前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、前記第１の抵抗成分、前記第
２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を該コンピュータの制御部に算出させる
第２のステップと、を備えており、前記等価回路は、前記第１のラインと前記第３のライ
ンとの接続部分と前記第１の端子との間に設けられている第３のインダクタ成分又は第３
の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第３の回路成分と、該第１のラインと該第
３のラインとの接続部分と前記第２の端子との間に設けられている第４のインダクタ成分
又は第４の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第４の回路成分と、を更に備えて
おり、前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの
差が所定値よりも小さくなるときの前記第３のインダクタ成分、前記第３の抵抗成分、前
記第４のインダクタ成分及び前記第４の抵抗成分の値をコンピュータに算出させること、
を特徴とする。
【００１１】
　本発明の第２の形態に係る等価回路作成方法は、第１の端子ないし第４の端子、該第１
の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第３の端
子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端子コン
デンサの等価回路作成方法であって、前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する
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第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第
１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第
３のラインと、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設
けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからな
る第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との
間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つ
からなる第２の回路成分と、を備えている等価回路をユーザのコンピュータへの入力に応
じて該コンピュータの制御部に作成させる第１のステップと、前記等価回路から求められ
る第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなるとき
の前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、前記第１の抵抗成分、前記第
２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を該コンピュータの制御部に算出させる
第２のステップと、を備えており、前記等価回路は、第２のコンデンサ成分、第５のイン
ダクタ成分及び第５の抵抗成分からなる第５の回路成分が設けられ、かつ、前記第１のラ
インと前記第３のラインとの接続部分と前記第３の端子との間を接続する第４のライン、
及び、第３のコンデンサ成分、第６のインダクタ成分及び第６の抵抗成分からなる第６の
回路成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第４の
端子との間を接続する第５のラインを、更に備えており、前記第２のステップでは、前記
第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなるときの前
記第２のコンデンサ成分、前記第５のインダクタ成分、前記第５の抵抗成分、前記第３の
コンデンサ成分、前記第６のインダクタ成分及び前記第６の抵抗成分の値をコンピュータ
に算出させること、を特徴とする。
【００１２】
　本発明の第３の形態に係る等価回路作成方法は、第１の端子ないし第４の端子、該第１
の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第３の端
子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端子コン
デンサの等価回路作成方法であって、前記第１の端子と前記第２の端子との間を接続する
第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２のラインと、第
１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインとを接続する第
３のラインと、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端子との間に設
けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれか１つからな
る第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第４の端子との
間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくともいずれか１つ
からなる第２の回路成分と、を備えている等価回路をユーザのコンピュータへの入力に応
じて該コンピュータの制御部に作成させる第１のステップと、前記等価回路から求められ
る第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなるとき
の前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、前記第１の抵抗成分、前記第
２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を該コンピュータの制御部に算出させる
第２のステップと、を備えており、前記等価回路は、第４のコンデンサ成分、第７のイン
ダクタ成分及び第７の抵抗成分からなる第７の回路成分が設けられ、かつ、前記第２のラ
インと前記第３のラインとの接続部分と前記第１の端子との間を接続する第６のライン、
及び、第５のコンデンサ成分、第８のインダクタ成分及び第８の抵抗成分からなる第８の
回路成分が設けられ、かつ、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第２の
端子との間を接続する第７のラインと、を更に備えており、前記第２のステップでは、前
記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなるときの
前記第４のコンデンサ成分、前記第７のインダクタ成分、前記第７の抵抗成分、前記第５
のコンデンサ成分、前記第８のインダクタ成分及び前記第８の抵抗成分の値をコンピュー
タに算出させること、を特徴とする。
【００１３】
　本発明の第１の形態に係る等価回路作成プログラムは、第１の端子ないし第４の端子、
該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第
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３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端
子コンデンサの等価回路作成プログラムであって、前記第１の端子と前記第２の端子との
間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２の
ラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインと
を接続する第３のラインと、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端
子との間に設けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれ
か１つからなる第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第
４の端子との間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくとも
いずれか１つからなる第２の回路成分と、を備えている等価回路を作成する第１のステッ
プと、前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの
差が所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成
分、前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出
する第２のステップと、をコンピュータに実行させ、前記等価回路は、前記第１のライン
と前記第３のラインとの接続部分と前記第１の端子との間に設けられている第３のインダ
クタ成分又は第３の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第３の回路成分と、該第
１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第２の端子との間に設けられている第４
のインダクタ成分又は第４の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第４の回路成分
と、を更に備えており、前記第２のステップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２の
Ｓパラメータとの差が所定値よりも小さくなるときの前記第３のインダクタ成分、前記第
３の抵抗成分、前記第４のインダクタ成分及び前記第４の抵抗成分の値を算出すること、
を特徴とする。
【００１４】
　本発明の第２の形態に係る等価回路作成プログラムは、第１の端子ないし第４の端子、
該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第
３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端
子コンデンサの等価回路作成プログラムであって、前記第１の端子と前記第２の端子との
間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２の
ラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインと
を接続する第３のラインと、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端
子との間に設けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれ
か１つからなる第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第
４の端子との間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくとも
いずれか１つからなる第２の回路成分と、を備えている等価回路を作成する第１のステッ
プと、前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの
差が所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成
分、前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出
する第２のステップと、をコンピュータに実行させ、前記等価回路は、第２のコンデンサ
成分、第５のインダクタ成分及び第５の抵抗成分からなる第５の回路成分が設けられ、か
つ、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続部分と前記第３の端子との間を接続す
る第４のライン、及び、第３のコンデンサ成分、第６のインダクタ成分及び第６の抵抗成
分からなる第６の回路成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第３のラインとの接続
部分と前記第４の端子との間を接続する第５のラインを、更に備えており、前記第２のス
テップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小
さくなるときの前記第２のコンデンサ成分、前記第５のインダクタ成分、前記第５の抵抗
成分、前記第３のコンデンサ成分、前記第６のインダクタ成分及び前記第６の抵抗成分の
値を算出すること、を特徴とする。
【００１５】
　本発明の第３の形態に係る等価回路作成プログラムは、第１の端子ないし第４の端子、
該第１の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第
３の端子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端
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子コンデンサの等価回路作成プログラムであって、前記第１の端子と前記第２の端子との
間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子との間を接続する第２の
ラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラインと該第２のラインと
を接続する第３のラインと、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第３の端
子との間に設けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗成分の少なくともいずれ
か１つからなる第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と該第
４の端子との間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２の抵抗成分の少なくとも
いずれか１つからなる第２の回路成分と、を備えている等価回路を作成する第１のステッ
プと、前記等価回路から求められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの
差が所定値よりも小さくなるときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成
分、前記第１の抵抗成分、前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出
する第２のステップと、をコンピュータに実行させ、前記等価回路は、第４のコンデンサ
成分、第７のインダクタ成分及び第７の抵抗成分からなる第７の回路成分が設けられ、か
つ、前記第２のラインと前記第３のラインとの接続部分と前記第１の端子との間を接続す
る第６のライン、及び、第５のコンデンサ成分、第８のインダクタ成分及び第８の抵抗成
分からなる第８の回路成分が設けられ、かつ、該第２のラインと該第３のラインとの接続
部分と前記第２の端子との間を接続する第７のラインと、を備えており、前記第２のステ
ップでは、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さ
くなるときの前記第４のコンデンサ成分、前記第７のインダクタ成分、前記第７の抵抗成
分、前記第５のコンデンサ成分、前記第８のインダクタ成分及び前記第８の抵抗成分の値
を算出すること、を特徴とする。
【００１６】
　本発明の第１の形態に係る等価回路作成装置は、第１の端子ないし第４の端子、該第１
の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第３の端
子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端子コン
デンサの等価回路作成装置であって、ユーザの入力を受け付ける入力部と、前記第１の端
子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子
との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラ
インと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該第３のラインと
の接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗
成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラ
インとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２
の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備えている等価回路
をユーザの前記入力部による入力に応じて作成する第１の制御部と、前記等価回路から求
められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくな
るときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、前記第１の抵抗成分、
前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する第２の制御部と、を備
えており、前記等価回路は、前記第１のラインと前記第３のラインとの接続部分と前記第
１の端子との間に設けられている第３のインダクタ成分又は第３の抵抗成分の少なくとも
いずれか１つからなる第３の回路成分と、該第１のラインと該第３のラインとの接続部分
と前記第２の端子との間に設けられている第４のインダクタ成分又は第４の抵抗成分の少
なくともいずれか１つからなる第４の回路成分と、を更に備えており、前記第２の制御部
は、前記第１のＳパラメータと前記第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなる
ときの前記第３のインダクタ成分、前記第３の抵抗成分、前記第４のインダクタ成分及び
前記第４の抵抗成分の値を算出すること、を特徴とする。
【００１７】
　本発明の第２の形態に係る等価回路作成装置は、第１の端子ないし第４の端子、該第１
の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第３の端
子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端子コン
デンサの等価回路作成装置であって、ユーザの入力を受け付ける入力部と、前記第１の端
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子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子
との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラ
インと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該第３のラインと
の接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗
成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラ
インとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２
の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備えている等価回路
をユーザの前記入力部による入力に応じて作成する第１の制御部と、前記等価回路から求
められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくな
るときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、前記第１の抵抗成分、
前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する第２の制御部と、を備
えており、前記等価回路は、第２のコンデンサ成分、第５のインダクタ成分及び第５の抵
抗成分からなる第５の回路成分が設けられ、かつ、前記第１のラインと前記第３のライン
との接続部分と前記第３の端子との間を接続する第４のライン、及び、第３のコンデンサ
成分、第６のインダクタ成分及び第６の抵抗成分からなる第６の回路成分が設けられ、か
つ、該第１のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第４の端子との間を接続する第
５のラインを、更に備えており、前記第２の制御部は、前記第１のＳパラメータと前記第
２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなるときの前記第２のコンデンサ成分、前
記第５のインダクタ成分、前記第５の抵抗成分、前記第３のコンデンサ成分、前記第６の
インダクタ成分及び前記第６の抵抗成分の値を算出すること、を特徴とする。
【００１８】
　本発明の第３の形態に係る等価回路作成装置は、第１の端子ないし第４の端子、該第１
の端子と該第２の端子との間に接続されている第１のコンデンサ導体、及び、該第３の端
子と該第４の端子との間に接続されている第２のコンデンサ導体を備えている３端子コン
デンサの等価回路作成装置であって、ユーザの入力を受け付ける入力部と、前記第１の端
子と前記第２の端子との間を接続する第１のラインと、前記第３の端子と前記第４の端子
との間を接続する第２のラインと、第１のコンデンサ成分が設けられ、かつ、該第１のラ
インと該第２のラインとを接続する第３のラインと、該第２のラインと該第３のラインと
の接続部分と該第３の端子との間に設けられている第１のインダクタ成分又は第１の抵抗
成分の少なくともいずれか１つからなる第１の回路成分と、該第２のラインと該第３のラ
インとの接続部分と該第４の端子との間に設けられている第２のインダクタ成分又は第２
の抵抗成分の少なくともいずれか１つからなる第２の回路成分と、を備えている等価回路
をユーザの前記入力部による入力に応じて作成する第１の制御部と、前記等価回路から求
められる第１のＳパラメータと所定の第２のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくな
るときの前記第１のコンデンサ成分、前記第１のインダクタ成分、前記第１の抵抗成分、
前記第２のインダクタ成分及び前記第２の抵抗成分の値を算出する第２の制御部と、を備
えており、前記等価回路は、第４のコンデンサ成分、第７のインダクタ成分及び第７の抵
抗成分からなる第７の回路成分が設けられ、かつ、前記第２のラインと前記第３のライン
との接続部分と前記第１の端子との間を接続する第６のライン、及び、第５のコンデンサ
成分、第８のインダクタ成分及び第８の抵抗成分からなる第８の回路成分が設けられ、か
つ、該第２のラインと該第３のラインとの接続部分と前記第２の端子との間を接続する第
７のラインと、を備えており、前記第２の制御部は、前記第１のＳパラメータと前記第２
のＳパラメータとの差が所定値よりも小さくなるときの前記第４のコンデンサ成分、前記
第７のインダクタ成分、前記第７の抵抗成分、前記第５のコンデンサ成分、前記第８のイ
ンダクタ成分及び前記第８の抵抗成分の値を算出すること、を特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、３端子コンデンサが実装された回路基板のシミュレーションを精度よ
く行うことができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】３端子コンデンサの外観斜視図である。
【図２】３端子コンデンサの分解斜視図である。
【図３】等価回路作成方法及び等価回路作成プログラムを実行するコンピュータのブロッ
ク図である。
【図４】３端子コンデンサの等価回路である。
【図５】等価回路作成方法及び等価回路作成プログラムを作成する前に行われる３端子コ
ンデンサのパラメータの測定手順を示したフローチャートである。
【図６】３端子コンデンサの接続方法を示した図である。
【図７】等価回路作成プログラムを実行する際にコンピュータの制御部が行う動作を示し
たフローチャートである。
【図８】回路モジュールの断面構造図である。
【図９】従来の３端子コンデンサの等価回路である。
【図１０】３端子コンデンサが回路基板に実装された図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明の実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及び等価
回路作成装置について説明する。以下に説明する等価回路作成方法、等価回路作成プログ
ラム及び等価回路作成装置では、概略、以下に説明する手順が実行される。まず、３端子
コンデンサのＳパラメータを実際に測定する。以下、実際に測定して得たＳパラメータを
実測Ｓパラメータ（実測値）と呼ぶ。次に、予め定められた回路構成を有する等価回路の
各パラメータ（コンデンサ成分、インダクタ成分及び抵抗成分の値）を変化させてＳパラ
メータをコンピュータにより計算し、実測Ｓパラメータに近いＳパラメータが得られると
きの該各パラメータを決定する。以下、計算して得たＳパラメータを計算Ｓパラメータと
呼ぶ。これにより、３端子コンデンサの等価回路を得ることができる。
【００２２】
（３端子コンデンサの構造）
　まず、本発明の実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及び等価回
路作成装置において、シミュレーションが行われる３端子コンデンサの構造について図面
を参照しながら説明する。図１は、３端子コンデンサ１０の外観斜視図である。図２は、
３端子コンデンサ１０の分解斜視図である。
【００２３】
　３端子コンデンサ１０は、チップコンデンサであり、図１及び図２に示すように、積層
体１２、外部電極１４（１４ａ～１４ｄ）及びコンデンサ導体１８（１８，１８ｂ）を備
えている。
【００２４】
　積層体１２は、図１に示すように、直方体状をなしており、図２に示すように、長方形
状のセラミック層１６（１６ａ～１６ｄ）が積層されて構成されている。積層体１２のｚ
軸方向の負方向側の主面は、３端子コンデンサ１０が回路基板に実装される際に、回路基
板と対向する実装面である。
【００２５】
　セラミック層１６は、長方形状をなしており、誘電体セラミックにより作製されている
。以下では、セラミック層１６のｚ軸方向の正方向側の主面を表面と称し、セラミック層
１６のｚ軸方向の負方向側の主面を裏面と称す。
【００２６】
　コンデンサ導体１８ａは、セラミック層１６ｂの表面上に設けられており、長方形状を
なしている。また、コンデンサ導体１８ａは、セラミック層１６ｂのｘ軸方向の両側の短
辺に引き出されている。
【００２７】
　コンデンサ導体１８ｂは、セラミック層１６ｃの表面上に設けられており、長方形状を
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なしている。これにより、コンデンサ導体１８ａ，１８ｂは、セラミック層１６を介して
互いに対向している。また、コンデンサ導体１８ｂは、セラミック層１６ｃのｙ軸方向の
両側の長辺に引き出されている。
【００２８】
　コンデンサ導体１８ａが形成されたセラミック層１６ｂとコンデンサ導体１８ｂが形成
されたセラミック層１６ｃとは、ｚ軸方向に交互に並ぶように複数積層されている。
【００２９】
　外部電極１４ａは、積層体１２のｘ軸方向の負方向側の端面を覆っている。外部電極１
４ｂは、積層体１２のｘ軸方向の正方向側の端面を覆っている。これにより、コンデンサ
導体１８ａは、外部電極１４ａ，１４ｂ間に接続されている。
【００３０】
　外部電極１４ｃは、積層体１２のｙ軸方向の正方向側の側面に設けられている。外部電
極１４ｄは、積層体１２のｙ軸方向の負方向側の端面に設けられている。これにより、コ
ンデンサ導体１８ｂは、外部電極１４ｃ，１４ｄ間に接続されている。
【００３１】
　（電子部品の製造方法）
　次に、３端子コンデンサ１０の製造方法について説明する。なお、図面は、図１及び図
２を援用する。
【００３２】
　まず、ＢａＴｉＯ3等のセラミック粉末に対して、バインダ及び有機溶剤を加えてボー
ルミルに投入し、湿式調合を行って、セラミックスラリーを得る。得られたセラミックス
ラリーをドクターブレード法により、キャリアシート上にシート状に形成して乾燥させ、
セラミック層１６となるべきセラミックグリーンシートを作製する。なお、セラミック粉
末の主成分は、ＣａＴｉＯ3，ＳｒＴｉＯ3，ＣａＺｒＯ3等であってもよい。また、セラ
ミック粉末の副成分として、Ｍｎ化合物、Ｍｇ化合物、Ｓｉ化合物、Ｃｏ化合物、Ｎｉ化
合物、希土類化合物等が添加されていてもよい。
【００３３】
　次に、セラミック層１６となるべきセラミックグリーンシート上に、導電性材料からな
るペーストをスクリーン印刷法で塗布することにより、コンデンサ導体１８を形成する。
導電性材料からなるペーストは、金属粉末に、有機バインダ及び有機溶剤が加えられたも
のである。金属粉末は、例えば、Ｎｉ、Ｃｕ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｕ等であ
る。
【００３４】
　次に、セラミック層１６となるべきセラミックグリーンシートを積層して未焼成のマザ
ー積層体を得る。この後、未焼成のマザー積層体に対して、プレスを施す。
【００３５】
　次に、未焼成のマザー積層体を所定寸法にカットして、複数の未焼成の積層体１２を得
る。この後、積層体１２の表面に、バレル研磨加工等の研磨加工を施す。
【００３６】
　次に、未焼成の積層体１２を焼成する。焼成温度は、例えば、１２００～１３００℃で
ある。
【００３７】
　次に、積層体１２に外部電極１４を形成する。具体的には、公知のディップ法やスリッ
ト工法等により、積層体１２の表面にＣｕ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ合金、Ａｕ等
を含有する導電性ペーストを塗布する。そして、下地電極の焼付けを行って、下地電極を
形成する。下地電極上には、Ｎｉめっき及びＳｎめっきを施す。これにより、外部電極１
４が形成される。以上の工程により、３端子コンデンサ１０が完成する。
【００３８】
（等価回路作成方法及び等価回路作成プログラム）
　以下に、等価回路作成方法及び等価回路作成プログラムについて説明する。まず、等価
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回路作成方法及び等価回路作成プログラムを実行するコンピュータの構成について図面を
参照しながら説明する。図３は、等価回路作成方法及び等価回路作成プログラムを実行す
るコンピュータ１００のブロック図である。
【００３９】
　コンピュータ１００は、図３に示すように、制御部１０２、入力部１０４、記憶部１０
６及び表示部１０８を備えている。制御部１０２は、例えば、ＣＰＵにより構成され、コ
ンピュータ１００全体の制御を行う。入力部１０４は、例えば、キーボードやマウス等に
より構成され、ユーザの入力を受け付ける。記憶部１０６は、例えば、メモリやハードデ
ィスク等により構成され、入力部１０４において入力された情報や制御部１０２で生成さ
れた情報、等価回路生成プログラム等を記憶する。表示部１０８は、例えば、ディスプレ
イにより構成され、制御部１０２の演算結果を表示する。
【００４０】
　次に、３端子コンデンサ１０の等価回路について図面を参照しながら説明する。図４は
、３端子コンデンサ１０の等価回路２００である。
【００４１】
　等価回路２００は、図４に示すように、外部電極１４ａ～１４ｄ、ラインＬｉｎ１～Ｌ
ｉｎ７及び回路成分Ａ１～Ａ９を備えている。
【００４２】
　ラインＬｉｎ１は、外部電極１４ａ，１４ｂ間を接続している。ラインＬｉｎ２は、外
部電極１４ｃ，１４ｄ間を接続している。ラインＬｉｎ３は、ラインＬｉｎ１とラインＬ
ｉｎ２とを接続している。
【００４３】
　ラインＬｉｎ４は、ラインＬｉｎ１とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｃと
の間を接続している。ラインＬｉｎ５は、ラインＬｉｎ１とラインＬｉｎ３との接続部分
と外部電極１４ｄとの間を接続している。
【００４４】
　ラインＬｉｎ６は、ラインＬｉｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ａと
の間を接続している。ラインＬｉｎ７は、ラインＬｉｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分
と外部電極１４ｂとの間を接続している。
【００４５】
　回路成分Ａ１は、ラインＬｉｎ１とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ａとの
間に設けられており、抵抗成分Ｒｔ１及びインダクタ成分Ｌｔ１からなる。抵抗成分Ｒｔ
１とインダクタ成分Ｌｔ１とは直列に接続されている。回路成分Ａ２は、ラインＬｉｎ１
とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｂとの間に設けられており、抵抗成分Ｒｔ
２及びインダクタ成分Ｌｔ２からなる。抵抗成分Ｒｔ２とインダクタ成分Ｌｔ２とは直列
に接続されている。本実施形態では、抵抗成分Ｒｔ１と抵抗成分Ｒｔ２とは等しい。また
、インダクタ成分Ｌｔ１とインダクタ成分Ｌｔ２とは等しい。
【００４６】
　更に、インダクタ成分Ｌｔ１とインダクタ成分Ｌｔ２とは結合係数Ｋ１により電磁気的
に結合している。インダクタ成分Ｌｇ１とインダクタ成分Ｌｇ２とは結合係数Ｋ２により
電磁気的に結合している。
【００４７】
　回路成分Ａ３は、ラインＬｉｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｃとの
間に設けられており、抵抗成分Ｒｇ１及びインダクタ成分Ｌｇ１からなる。抵抗成分Ｒｇ
１とインダクタ成分Ｌｇ１とは直列に接続されている。回路成分Ａ４は、ラインＬｉｎ２
とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｄとの間に設けられており、抵抗成分Ｒｇ
２及びインダクタ成分Ｌｇ２からなる。抵抗成分Ｒｇ２とインダクタ成分Ｌｇ２とは直列
に接続されている。本実施形態では、抵抗成分Ｒｇ１と抵抗成分Ｒｇ２とは等しい。また
、インダクタ成分Ｌｇ１とインダクタ成分Ｌｇ２とは等しい。
【００４８】
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　回路成分Ａ５は、ラインＬｉｎ３に設けられており、コンデンサ成分Ｃ１、インダクタ
成分Ｌ１及び抵抗成分Ｒ１からなる。コンデンサ成分Ｃ１とインダクタ成分Ｌ１と抵抗成
分Ｒ１とは直列に接続されている。
【００４９】
　回路成分Ａ６は、ラインＬｉｎ１とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｃとの
間に設けられており、コンデンサ成分Ｃ２、抵抗成分Ｒ２及びインダクタ成分Ｌ２からな
る。コンデンサ成分Ｃ２と抵抗成分Ｒ２とインダクタ成分Ｌ２とは直列に接続されている
。回路成分Ａ７は、ラインＬｉｎ１とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｄとの
間に設けられており、コンデンサ成分Ｃ３、抵抗成分Ｒ３及びインダクタ成分Ｌ３からな
る。コンデンサ成分Ｃ３と抵抗成分Ｒ３とインダクタ成分Ｌ３とは直列に接続されている
。本実施形態では、コンデンサ成分Ｃ２とコンデンサ成分Ｃ３とは等しい。また、インダ
クタ成分Ｌ２とインダクタ成分Ｌ３とは等しい。抵抗成分Ｒ２と抵抗成分Ｒ３とは等しい
。
【００５０】
　回路成分Ａ８は、ラインＬｉｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ａとの
間に設けられており、コンデンサ成分Ｃ４、インダクタ成分Ｌ４及び抵抗成分Ｒ４からな
る。コンデンサ成分Ｃ４とインダクタ成分Ｌ４と抵抗成分Ｒ４とは直列に接続されている
。回路成分Ａ９は、ラインＬｉｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｂとの
間に設けられており、コンデンサ成分Ｃ５、インダクタ成分Ｌ５及び抵抗成分Ｒ５からな
る。コンデンサ成分Ｃ５とインダクタ成分Ｌ５と抵抗成分Ｒ５とは直列に接続されている
。本実施形態では、コンデンサ成分Ｃ４とコンデンサ成分Ｃ５とは等しい。また、インダ
クタ成分Ｌ４とインダクタ成分Ｌ５とは等しい。抵抗成分Ｒ４と抵抗成分Ｒ５とは等しい
。
【００５１】
　以上のように構成された等価回路２００では、回路成分Ａ１，Ａ２がコンデンサ導体１
８ａに対応している。また、回路成分Ａ３，Ａ４がコンデンサ導体１８ｂに対応している
。
【００５２】
　以上のように、等価回路２００は、ラインＬｉｎ３から外部電極１４ａ，１４ｃを見た
ときの回路構造と、ラインＬｉｎ３から外部電極１４ｂ，１４ｄを見たときの回路構造と
が対称となっている。
【００５３】
（コンピュータの動作）
　次に、等価回路作成方法及び等価回路作成プログラムを実行する際のコンピュータ１０
０（等価回路作成装置）の動作について説明を行う。図５は、等価回路作成方法及び等価
回路作成プログラムを作成する前に行われる３端子コンデンサ１０のパラメータの測定手
順を示したフローチャートである。図６は、３端子コンデンサ１０の接続方法を示した図
である。図７は、等価回路作成プログラムを実行する際にコンピュータ１００の制御部１
０２が行う動作を示したフローチャートである。
【００５４】
　まず、ユーザは、複数の３端子コンデンサ１０のサンプルを準備する（ステップＳ１）
。そして、ユーザは、図６（ａ）に示すように外部電極１４ａ，１４ｂが電源電圧又は信
号が印加される端子として用いられ、外部電極１４ｃ，１４ｄがグランド端子として用い
られるように、３端子コンデンサ１０を回路基板に実装する。以下では、図６（ａ）の実
装構造を第１の実装構造と呼ぶ。更に、ユーザは、図６（ｂ）に示すように、外部電極１
４ｃ，１４ｄが電源電圧又は信号が印加される端子として用いられ、外部電極１４ａ，１
４ｂがグランド端子として用いられるように、３端子コンデンサ１０を回路基板に実装す
る。以下では、図６（ｂ）の実装構造を第２の実装構造と呼ぶ。
【００５５】
　次に、ユーザは、第１の実装構造における３端子コンデンサ１０の実測ＳパラメータＰ
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１を測定する（ステップＳ２）。更に、ユーザは、第２の実装構造における３端子コンデ
ンサ１０の実測ＳパラメータＰ２を測定する（ステップＳ３）。
【００５６】
　次に、ユーザは、３端子コンデンサ１０の外部電極１４ａ，１４ｂ間の直流抵抗値ｒ１
を測定する（ステップＳ４）。更に、ユーザは、３端子コンデンサ１０の外部電極１４ｃ
，１４ｄ間の直流抵抗値ｒ２を測定する（ステップＳ５）。以上の動作により、３端子コ
ンデンサ１０のパラメータの測定が終了する。
【００５７】
　次に、ユーザは、コンピュータ１００を起動させる。制御部１０２は、ユーザの入力部
１０４からの入力に応じて、等価回路２００から、第１の実装構造におけるＳパラメータ
を計算するための第１のモデル、及び、第２の実装構造におけるＳパラメータを計算する
ための第２のモデルを作成する（ステップＳ１０）。
【００５８】
　次に、ユーザは、入力部１０４により直流抵抗値ｒ１，ｒ２を入力する。応じて、制御
部１０２は、抵抗成分Ｒｔ１，Ｒｔ２を直流抵抗値ｒ１に準じた値に設定し、抵抗成分Ｒ
ｇ１，Ｒｇ２を直流抵抗値ｒ２に準じた値に設定する（ステップＳ１１）。
【００５９】
　次に、ユーザは、入力部１０４によりコンデンサ成分Ｃ１～Ｃ５、インダクタ成分Ｌ１
～Ｌ５、抵抗成分Ｒ１～Ｒ５及び結合係数Ｋ１，Ｋ２（以下、これらをまとめて変数と称
す）の初期値を入力する。応じて、制御部１０２は、初期値を用いて第１のモデルの計算
ＳパラメータＰ１１及び第２のモデルの計算ＳパラメータＰ１２を計算する（ステップＳ
１２）。これにより、制御部１０２は、計算ＳパラメータＰ１１，Ｐ１２のグラフを作成
する。
【００６０】
　次に、制御部１０２は、ステップＳ１２において計算した計算ＳパラメータＰ１１，Ｐ
１２とステップＳ２，Ｓ３において取得した実測ＳパラメータＰ１，Ｐ２とのエラー関数
の値Ｅ１，Ｅ２（差）を計算する（ステップＳ１３）。
【００６１】
　次に、制御部１０２は、ステップＳ１３において得られたエラー関数の値Ｅ１，Ｅ２が
所定値より小さくなったかを判定する。（ステップＳ１４）。ステップＳ１４において、
エラー関数の値Ｅ１，Ｅ２が十分に小さくなった場合には、制御部１０２は、このときの
変数の値を等価回路２００の回路成分と決定し、処理を終了する。一方、エラー関数の値
Ｅ１，Ｅ２が十分に小さくなっていない場合には、本処理はステップＳ１５に進む。
【００６２】
　エラー関数の値Ｅ１，Ｅ２が十分に小さくなっていない場合、制御部１０２は、変数を
変更し、計算ＳパラメータＰ１１，Ｐ１２を計算する（ステップＳ１５）。この後、エラ
ー関数の値Ｅ１，Ｅ２が所定値より小さくなるまで、ステップＳ１３～Ｓ１５が繰り返さ
れる。変数の変更については、例えば、ＡＤＳ（Advanced Design System；Agilent Tech
nologies社製）により行うことができる。
【００６３】
（効果）
　本実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及びコンピュータ１００
によれば、３端子コンデンサ１０が実装された回路シミュレーションを精度よく行うこと
ができる。より詳細には、図９に示す従来の等価回路では、外部電極５０２ｄ，５０２ｅ
は、１つの外部電極５０２ｃとみなされている。そのため、従来の等価回路が用いられた
シミュレーションでは、ランド電極５１０ｃ，５１０ｄ間のインピーダンスや、外部電極
５０２ｄ，５０２ｅを流れる電流の違いを考慮にいれることができず、シミュレーション
を精度よく行うことが困難であった。
【００６４】
　一方、本実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及びコンピュータ
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１００では、等価回路２００は、外部電極１４ｃ，１４ｄと、ラインＬｉｎ２とラインＬ
ｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｃとの間に設けられているインダクタ成分Ｌｇ１及び
抵抗成分Ｒｇ１と、ラインＬｉｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｄとの
間に設けられているインダクタ成分Ｌｇ２及び抵抗成分Ｒｇ２とを備えている。これによ
り、外部電極１４ｃ，１４ｄをそれぞれランド電極５１０ｃ，５１０ｄに接合させて、３
端子コンデンサ１０が実装された回路シミュレーションを行うことが可能となる。よって
、等価回路２００が用いられたシミュレーションでは、ランド電極５１０ｃ，５１０ｄ間
のインピーダンスや、外部電極５０２ｄ，５０２ｅを流れる電流の違いを考慮に入れるこ
とが可能となる。その結果、本実施形態に係る等価回路作成方法及び等価回路作成プログ
ラムによれば、３端子コンデンサ１０が実装された回路のシミュレーションを精度よく行
うことができる。
【００６５】
　また、本実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及びコンピュータ
１００によれば、第１の実装構造が適用された３端子コンデンサ１０が実装された回路の
シミュレーションを行うことができると共に、第２の実装構造が適用された３端子コンデ
ンサ１０が実装された回路のシミュレーションを行うことができる。より詳細には、図９
に示す従来の等価回路では、外部電極５０２ｄ，５０２ｅは、１つの外部電極５０２ｃと
みなされていた。この場合、外部電極５０２ｄ，５０２ｅに接続されているコンデンサ導
体の等価回路が正確に表現されていないので、図６（ｂ）に示す第２の実装構造が適用さ
れた３端子コンデンサ１０が実装された回路のシミュレーションを正確に行うことができ
ない。
【００６６】
　一方、本実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及びコンピュータ
１００によれば、等価回路２００は、外部電極１４ａ，１４ｂと、ラインＬｉｎ１とライ
ンＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ａとの間に設けられているインダクタ成分Ｌｔ１
及び抵抗成分Ｒｔ１と、ラインＬｉｎ１とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｂ
との間に設けられているインダクタ成分Ｌｔ２及び抵抗成分Ｒｔ２とを備えている。更に
、外部電極１４ｃ，１４ｄと、ラインＬｉｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極
１４ｃとの間に設けられているインダクタ成分Ｌｇ１及び抵抗成分Ｒｇ１と、ラインＬｉ
ｎ２とラインＬｉｎ３との接続部分と外部電極１４ｄとの間に設けられているインダクタ
成分Ｌｇ２及び抵抗成分Ｒｇ２とを備えている。これにより、外部電極１４ａ，１４ｂ間
に接続されているコンデンサ導体１８ａの等価回路が表現されていると共に、外部電極１
４ｃ，１４ｄ間に接続されているコンデンサ導体１８ｂの等価回路が表現されている。す
なわち、等価回路２００によれば、３端子コンデンサ１０の構造が正確に表現されている
。よって、等価回路２００を用いることによって、第１の実装構造が適用された３端子コ
ンデンサ１０が実装された回路のシミュレーションを行うことができると共に、第２の実
装構造が適用された３端子コンデンサ１０が実装された回路のシミュレーションを行うこ
とができる。
【００６７】
　また、本実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及びコンピュータ
１００によれば、３端子コンデンサ１０が実装された回路のシミュレーションをより精度
よく行うことができる。より詳細には、等価回路２００は、コンデンサ成分Ｃ１～Ｃ５、
インダクタ成分Ｌ１～Ｌ５及び抵抗成分Ｒ１～Ｒ５を備えている。コンデンサ成分Ｃ１、
インダクタ成分Ｌ１及び抵抗成分Ｒ１と、コンデンサ成分Ｃ２、インダクタ成分Ｌ２及び
抵抗成分Ｒ２と、コンデンサ成分Ｃ３、インダクタ成分Ｌ３及び抵抗成分Ｒ３とは、並列
接続されている。また、コンデンサ成分Ｃ１、インダクタ成分Ｌ１及び抵抗成分Ｒ１と、
コンデンサ成分Ｃ４、インダクタ成分Ｌ４及び抵抗成分Ｒ４と、コンデンサ成分Ｃ５、イ
ンダクタ成分Ｌ５及び抵抗成分Ｒ５とは、並列接続されている。これにより、面状のコン
デンサ導体１８ａ，１８ｂの等価回路が表現されている。その結果、本実施形態に係る等
価回路作成方法及び等価回路作成プログラムによれば、３端子コンデンサ１０が実装され
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た回路のシミュレーションをより精度よく行うことが可能となる。
【００６８】
　また、本実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及びコンピュータ
１００によれば、等価回路２００の変数の決定のための計算時間を短くすることができる
。より詳細には、３端子コンデンサ１０では、図２に示すように、コンデンサ導体１８ａ
は、コンデンサ導体１８ａの対角線の交点を通過し、かつ、ｙ軸方向に延びる直線Ｂ１に
関して線対称な構造を有している。また、図２に示すように、コンデンサ導体１８ｂは、
コンデンサ導体１８ｂの対角線の交点を通過し、かつ、ｘ軸方向に延びる直線Ｂ２に関し
て線対称な構造を有している。よって、コンデンサ導体１８ａの等価回路は、直線Ｂ１に
関して対称な構造を有している。同様に、コンデンサ導体１８ｂの等価回路は、直線Ｂ２
に関して対称な構造を有している。そこで、抵抗成分Ｒｔ１，Ｒｔ２を等しく設定し、抵
抗成分Ｒｇ１，Ｒｇ２を等しく設定し、インダクタ成分Ｌｔ１，Ｌｔ２を等しく設定し、
インダクタ成分Ｌｇ１，Ｌｇ２を等しく設定している。更に、コンデンサ成分Ｃ２，Ｃ３
を等しく設定し、インダクタ成分Ｌ２，Ｌ３を等しく設定し、抵抗成分Ｒ２，Ｒ３を等し
く設定している。更に、コンデンサ成分Ｃ４，Ｃ５を等しく設定し、インダクタ成分Ｌ４
，Ｌ５を等しく設定し、抵抗成分Ｒ４，Ｒ５を等しく設定している。これにより、等価回
路作成方法及び等価回路作成プログラムにおいて変更すべき変数の数が少なくなる。その
結果、本実施形態に係る等価回路作成方法及び等価回路作成プログラムによれば、等価回
路２００の変数の決定のための計算時間を短くすることができる。
【００６９】
（等価回路の使用例）
　以下に、等価回路２００の使用例について図面を参照しながら説明する。図８は、回路
モジュール３００の断面構造図である。以下では、図８における上下方向を単に上下方向
と呼び、図８における左右方向を単に左右方向と呼ぶ。
【００７０】
　回路モジュール３００は、３端子コンデンサ１０、回路基板３０２、ＩＣ３０４及び直
流電源３０６を備えている。回路モジュール３００は、導体層３１０，３１２，３１４及
びビアホール導体ｖ１～ｖ５を含んでいる。
【００７１】
　ＩＣ３０４及び直流電源３０６は、回路基板３０２の上側の主面に実装されている。３
端子コンデンサ１０は、回路基板３０２の下側の主面に実装されており、電源電圧の変動
を抑制するためのデカップリングコンデンサである。
【００７２】
　導体層３１０は回路基板３０２内において左右方向に延在している。導体層３１２は回
路基板３０２の下側の主面に設けられている。導体層３１２の右端は外部電極１４ａにラ
ンド（図示せず）を介して接続されている。導体層３１４は回路基板３０２の下側の主面
に設けられている。導体層３１４の左端は外部電極１４ｂに接続されている。
【００７３】
　ビアホール導体ｖ１は、回路基板３０２内を上下方向に延在している。ビアホール導体
ｖ１の上端は導体層３１０に接続されている。また、ビアホール導体ｖ１の下端は、３端
子コンデンサ１０の外部電極１４ｃ、１４ｄにランド（図示せず）を介して接続されてい
る。（便宜上、ビアホール導体ｖ１を１本で図示している。）
【００７４】
　ビアホール導体ｖ２は、回路基板３０２内を上下方向に延在している。ビアホール導体
ｖ２の上端はＩＣ３０４に接続されている。また、ビアホール導体ｖ２の下端は導体層３
１０の左右方向の中央に接続されている。
【００７５】
　ビアホール導体ｖ３は、回路基板３０２内を上下方向に延在している。ビアホール導体
ｖ３の上端はＩＣ３０４に接続されている。また、ビアホール導体ｖ３の下端は導体層３
１２の左右方向の中央に接続されている。
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【００７６】
　ビアホール導体ｖ４は、回路基板３０２内を上下方向に延在している。ビアホール導体
ｖ４の上端は直流電源３０６に接続されている。また、ビアホール導体ｖ４の下端は導体
層３１０の左端に接続されている。
【００７７】
　ビアホール導体ｖ５は、回路基板３０２内を上下方向に延在している。ビアホール導体
ｖ５の上端は直流電源３０６に接続されている。また、ビアホール導体ｖ５の下端は導体
層３１２の左端に接続されている。
【００７８】
　以上のような回路モジュール３００では、回路・基板設計者は、ビアホール導体ｖ２、
導体層３１０、ビアホール導体ｖ１、３端子コンデンサ１０、導体層３１２及びビアホー
ル導体ｖ３からなるループ回路のインピーダンス（以下、ループインピーダンスと称す）
が低くなるよう設計する。ループインピーダンスを低くする方法としては、コンデンサを
多数使用すること、低ＥＳＬコンデンサを使用すること、コンデンサをＩＣ３０４のピン
に近い位置に配置すること、回路基板３０２の導体層３１０，３１２，３１４やビアホー
ル導体ｖ１～ｖ５の構造を変更すること等が挙げられる。いずれの方法によってループイ
ンピーダンスを低くするのかを決定するためには。回路シミュレーションを用いて回路モ
ジュール３００の設計を行うことが有効である。
【００７９】
　回路モジュール３００の回路シミュレーションを行う場合には、３段階のシミュレーシ
ョンを行う。まず、回路基板３０２の導体層３１０，３１２，３１４及びビアホール導体
ｖ１～ｖ５を入力し、回路基板３０２のみの特性を電磁界シミュレーションで求める。次
に、本実施形態に係る等価回路作成方法及び等価回路作成プログラムによって３端子コン
デンサ１０の等価回路、等価回路の変数を得る。最後に、電磁界シミュレーションで求め
た回路基板３０２の特性と３端子コンデンサ１０の３端子コンデンサ１０の等価回路、等
価回路の変数に基づいて、回路モジュール３００の回路シミュレーションを行う。これに
より、回路モジュール３００のループインピーダンスを計算する。
【００８０】
（その他の実施形態）
　本発明に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及び等価回路作成装置によれ
ば、前記実施形態に係る等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及びコンピュータ１
００に限らず、その要旨の範囲内において変更可能である。
【００８１】
　なお、等価回路２００において、コンデンサ成分Ｃ２～Ｃ５、インダクタ成分Ｌ２～Ｌ
５及び抵抗成分Ｒ２～Ｒ５が設けられていなくてもよい。更に、等価回路２００において
、抵抗成分Ｒｔ１，Ｒｔ２及びインダクタ成分Ｌｔ１，Ｌｔ２が設けられていなくてもよ
い。
【００８２】
　また、回路成分Ａ１は、抵抗成分Ｒｔ１又はインダクタ成分Ｌｔ１の少なくともいずれ
か１つからなっていればよい。回路成分Ａ２は、抵抗成分Ｒｔ２又はインダクタ成分Ｌｔ
２の少なくともいずれか１つからなっていればよい。回路成分Ａ３は、抵抗成分Ｒｇ１又
はインダクタ成分Ｌｇ１の少なくともいずれか１つからなっていればよい。回路成分Ａ４
は、抵抗成分Ｒｇ２又はインダクタ成分Ｌｇ２の少なくともいずれか１つからなっていれ
ばよい。
【００８３】
　また、回路成分Ａ５は、コンデンサ成分Ｃ１を含み、インダクタ成分Ｌ１及び抵抗成分
Ｒ１の少なくともいずれか１つを含んでいてもよい。回路成分Ａ６は、コンデンサ成分Ｃ
２、インダクタ成分Ｌ２及び抵抗成分Ｒ２の少なくともいずれか１つからなっていればよ
い。回路成分Ａ７は、コンデンサ成分Ｃ３、インダクタ成分Ｌ３及び抵抗成分Ｒ３の少な
くともいずれか１つからなっていればよい。
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　また、回路成分Ａ８は、コンデンサ成分Ｃ４、インダクタ成分Ｌ４及び抵抗成分Ｒ４の
少なくともいずれか１つからなっていればよい。回路成分Ａ９は、コンデンサ成分Ｃ５、
インダクタ成分Ｌ５及び抵抗成分Ｒ５の少なくともいずれか１つからなっていればよい。
【００８５】
　また、等価回路２００では、コンデンサ成分Ｃ１、インダクタ成分Ｌ１及び抵抗成分Ｒ
１と、コンデンサ成分Ｃ２、インダクタ成分Ｌ２及び抵抗成分Ｒ２と、コンデンサ成分Ｃ
３、インダクタ成分Ｌ３及び抵抗成分Ｒ３とは、並列接続されている。また、コンデンサ
成分Ｃ１、インダクタ成分Ｌ１及び抵抗成分Ｒ１と、コンデンサ成分Ｃ４、インダクタ成
分Ｌ４及び抵抗成分Ｒ４と、コンデンサ成分Ｃ５、インダクタ成分Ｌ５及び抵抗成分Ｒ５
とは、並列接続されている。ただし、さらに多くのコンデンサ成分、インダクタ成分及び
抵抗成分がコンデンサ成分Ｃ１、インダクタ成分Ｌ１及び抵抗成分Ｒ１に並列に接続され
ていてもよい。
【００８６】
　また、前記実施形態では、制御部１０２は、エラー関数の値Ｅ１，Ｅ２の両方が最小と
なったときの等価回路２００の変数を算出している。しかしながら、制御部１０２は、エ
ラー関数の値Ｅ１，Ｅ２が所定の値よりも小さくなるときの等価回路２００の変数を算出
してもよい。
【００８７】
　また、第２のＳパラメータは、必ずしも実測値でなくてもよい。例えば、ある３端子コ
ンデンサが市場に流通していて、Ｓパラメータに関する情報がウェブサイト等に掲載され
ている場合、当該Ｓパラメータが第２のＳパラメータとなり得る。この場合、本発明に基
づいて等価回路を作成することにより、当該３端子コンデンサの特徴を推定することが可
能となる。例えば、等価回路のあるインダクタ成分が小さいとわかった場合、当該３端子
コンデンサの内部電極に特徴があるのではないか、といった推測が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　以上のように、本発明は、等価回路作成方法、等価回路作成プログラム及び等価回路作
成装置に有用であり、特に、３端子コンデンサが実装された回路のシミュレーションを精
度よく行うことができる点において優れている。
【符号の説明】
【００８９】
Ａ１～Ａ９　回路成分
Ｃ１～Ｃ５　コンデンサ成分
Ｋ１，Ｋ２　結合係数
Ｌ１～Ｌ５，Ｌｇ１，Ｌｇ２，Ｌｔ１，Ｌｔ２　インダクタ成分
Ｌｉｎ１～Ｌｉｎ７　ライン
Ｒ１～Ｒ５，Ｒｇ１，Ｒｇ２，Ｒｔ１，Ｒｔ２　抵抗成分
１０　３端子コンデンサ
１２　積層体
１４ａ～１４ｄ　外部電極
１６ａ～１６ｄ　セラミック層
１８ａ，１８ｂ　コンデンサ導体
１００　コンピュータ
１０２　制御部
１０４　入力部
１０６　記憶部
１０８　表示部
２００　等価回路
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