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(57)【要約】
【課題】積層セラミックコンデンサにおける静電気によ
る短絡の発生を抑制する。
【解決手段】積層セラミックコンデンサ１は、素体３と
、素体３の外表面に配置された第一端子電極５及び第二
端子電極６と、を備え、素体３は、内部電極１１，１２
を含む第一コンデンサ部Ｃ１と、内部電極１３～１５を
含む第二コンデンサ部Ｃ２と、を有し、内部電極１１と
内部電極１２とは積層方向で互いに対向して配置され、
内部電極１３～１５は、第一端子電極５と第二端子電極
６との間で直列に接続された複数の容量成分Ｃ２１，Ｃ
２２を形成するように配置され、第二コンデンサ部Ｃ２
の各容量成分Ｃ２１，Ｃ２２の合成容量は、第一コンデ
ンサ部Ｃ１の互いに対向する内部電極１１と内部電極１
２との間における静電容量よりも大きい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の誘電体層と複数の内部電極とが積層されることによって形成された素体と、
　前記素体の外表面に配置された第一端子電極及び第二端子電極と、を備え、
　前記素体は、前記第一端子電極に接続された第一内部電極と、前記第二端子電極に接続
された第二内部電極とを前記複数の内部電極として含む第一コンデンサ部と、前記第一端
子電極に接続された第三内部電極と、前記第二端子電極に接続された第四内部電極と、前
記第一端子電極及び前記第二端子電極のいずれにも接続されていない第五内部電極とを前
記複数の内部電極として含む第二コンデンサ部と、を有し、
　第一コンデンサ部において、前記第一内部電極と前記第二内部電極とは、前記素体の積
層方向で互いに対向して配置され、
　第二コンデンサ部において、前記第三内部電極と前記第四内部電極と前記第五内部電極
とは、前記第一端子電極と前記第二端子電極との間で直列に接続された複数の容量成分を
形成するように配置され、
　前記第二コンデンサ部の各前記容量成分の合成容量は、前記第一コンデンサ部の互いに
対向する前記第一内部電極と前記第二内部電極との間における静電容量よりも大きい、積
層セラミックコンデンサ。
【請求項２】
　前記第二コンデンサ部は、前記第一コンデンサ部を前記積層方向で挟んで二つ配置され
ており、
　各前記第二コンデンサ部において、前記第三内部電極及び前記第四内部電極は、積層方
向で前記第五内部電極よりも外側に配置されている、請求項１に記載の積層セラミックコ
ンデンサ。
【請求項３】
　前記第三内部電極が前記第一端子電極と接続する部分の幅と、前記第四内部電極が前記
第二端子電極と接続する部分の幅とは、前記第一内部電極が前記第一端子電極と接続する
部分の幅よりも大きく、且つ、前記第二内部電極が前記第二端子電極と接続する部分の幅
よりも大きい、請求項１又は２に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項４】
　前記第一コンデンサ部の内部電極と、前記第二コンデンサ部の内部電極との間隔のうち
、前記積層方向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間隔は、前記第二コンデンサ
部の内部電極のうち、前記積層方向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間隔より
も大きい、請求項１～３の何れか一項に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項５】
　前記第一コンデンサ部の内部電極と、前記第二コンデンサ部の内部電極との間のうち、
前記積層方向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間における前記誘電体層の誘電
率は、前記第二コンデンサ部の内部電極のうち、前記積層方向で隣り合って互いに対向す
る内部電極同士の間における前記誘電体層の誘電率よりも低い、請求項１～４の何れか一
項に記載の積層セラミックコンデンサ。
【請求項６】
　前記素体は、前記外表面として、前記積層方向に直交する第一方向で互いに対向する第
一側面及び第二側面と、前記第一側面と前記第二側面とを連結し且つ前記積層方向及び前
記第一方向に直交する第二方向で互いに対向する第一端面及び第二端面とを有し、
　前記第一端子電極は、前記第一端面の全面に位置する第一部分と、前記第一側面におけ
る前記第一端面側の部分に位置する第二部分と、前記第二側面における前記第一端面側の
部分に位置する第三部分とを有し、
　前記第二端子電極は、前記第二端面の全面に位置する第四部分と、前記第一側面におけ
る前記第二端面側の部分に位置する第五部分と、前記第二側面における前記第二端面側の
部分に位置する第六部分とを有し、
　前記第三内部電極は、前記第一端面と、前記第一側面における前記第一端面側の部分と
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、前記第二側面における前記第一端面側の部分とに露出し、且つ、前記第一部分、前記第
二部分、及び前記第三部分にそれぞれ接続されており、
　前記第四内部電極は、前記第二端面と、前記第一側面における前記第二端面側の部分と
、前記第二側面における前記第二端面側の部分とに露出し、且つ、前記第四部分、前記第
五部分、及び前記第六部分にそれぞれ接続されている、請求項１～５の何れか一項に記載
の積層セラミックコンデンサ。
【請求項７】
　前記第二コンデンサ部の内部電極のそれぞれの前記積層方向での厚みは、前記第一コン
デンサ部の内部電極のそれぞれの前記積層方向での厚みよりも大きい、請求項１～６の何
れか一項に記載の積層セラミックコンデンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層セラミックコンデンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の誘電体層と複数の内部電極とが積層されることによって形成された素体と
、素体の外表面に配置された第一端子電極及び第二端子電極と、第一端子電極に接続され
た第一内部電極及び第二端子電極に接続された第二内部電極を複数の内部電極として含む
コンデンサ部とを備えた積層セラミックコンデンサが知られている。
【０００３】
　また、上記従来の積層セラミックコンデンサとして、コンデンサ部を複数備えた積層セ
ラミックコンデンサが知られている。例えば、特許文献１には、第一端子電極に接続され
た第一内部電極及び第二端子電極に接続された第二内部電極を含む第一コンデンサ部と、
第一端子電極に接続された第三内部電極、第二端子電極に接続された第四内部電極、及び
第一端子電極と第二端子電極とのいずれにも接続されていない第五内部電極を含む第二コ
ンデンサ部とを備えた積層セラミックコンデンサが記載されている。特許文献２には、静
電容量の異なる二つのコンデンサ部を備えた積層セラミックコンデンサが記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平５－２１４２９号公報
【特許文献２】特開平７－１４２２８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、積層セラミックコンデンサは、静電気放電の影響を受けることがある。積層
セラミックコンデンサに静電気が流れると、内部電極の抵抗によって内部電極が発熱する
。このため、内部電極が溶融し、内部電極間が短絡するおそれがある。内部電極間が短絡
すると、各内部電極が接続された端子電極間が短絡し、積層セラミックコンデンサが機能
しなくなる。よって、本技術分野では、静電気が流れる場合であっても、短絡が発生し難
い積層セラミックコンデンサが求められている。
【０００６】
　本発明は、静電気が流れる場合であっても、短絡が発生し難い積層セラミックコンデン
サを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサは、複数の誘電体層と複数の内部電極とが積層
されることによって形成された素体と、素体の外表面に配置された第一端子電極及び第二
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端子電極と、を備え、素体は、第一端子電極に接続された第一内部電極と、第二端子電極
に接続された第二内部電極とを複数の内部電極として含む第一コンデンサ部と、第一端子
電極に接続された第三内部電極と、第二端子電極に接続された第四内部電極と、第一端子
電極及び第二端子電極のいずれにも接続されていない第五内部電極とを複数の内部電極と
して含む第二コンデンサ部と、を有し、第一コンデンサ部において、第一内部電極と第二
内部電極とは、素体の積層方向で互いに対向して配置され、第二コンデンサ部において、
第三内部電極と第四内部電極と第五内部電極とは、第一端子電極と第二端子電極との間で
直列に接続された複数の容量成分を形成するように配置され、第二コンデンサ部の各容量
成分の合成容量は、第一コンデンサ部の互いに対向する第一内部電極と第二内部電極との
間における静電容量よりも大きい。
【０００８】
　本発明に係る積層セラミックコンデンサでは、第二コンデンサ部の各容量成分の合成容
量が、第一コンデンサ部の互いに対向する第一内部電極と第二内部電極との間における静
電容量よりも大きい。静電気は、静電容量が大きい方に流れやすいので、静電容量が比較
的小さい第一内部電極と第二内部電極との間よりも、静電容量が比較的大きい複数の容量
成分を形成する第三内部電極、第四内部電極、及び第五内部電極の間の方に静電気が流れ
やすい。すなわち、第三内部電極、第四内部電極、及び第五内部電極が含まれる第二コン
デンサ部に比べて、第一内部電極及び第二内部電極が含まれる第一コンデンサ部には静電
気が流れ難い。よって、第一コンデンサ部に静電気が流れることによる熱が生じ難く、当
該熱により第一内部電極及び第二内部電極が溶融するおそれが抑制される。これにより、
第一内部電極と第二内部電極との間における短絡を生じ難くすることができる。さらに、
第二コンデンサ部においては、直列に接続された複数の容量成分が形成されている。この
ため、第二コンデンサ部に静電気が流れた場合でも、複数の容量成分を形成する全ての内
部電極が短絡しない限り、第二コンデンサ部全体としては短絡しない。このように、本発
明に係る積層セラミックコンデンサによれば、第二コンデンサ部に比べて第一コンデンサ
部における短絡を生じ難くしつつ、第二コンデンサ部においても全体としては短絡が極力
生じないようにすることができる。その結果、積層セラミックコンデンサにおける短絡を
発生し難くすることができる。以上より、静電気が流れる場合であっても、短絡が発生し
難い積層セラミックコンデンサを提供することができる。
【０００９】
　第二コンデンサ部は、第一コンデンサ部を積層方向で挟んで二つ配置されており、各第
二コンデンサ部において、第三内部電極及び第四内部電極は、積層方向で第五内部電極よ
りも外側に配置されていてもよい。素体の外表面に配置された各端子電極と素体内に配置
された各内部電極との間で形成される電界が強いと、各端子電極から電子が飛び出しやす
い。各端子電極から電子が飛び出すと、飛び出した電子が素体の外表面に伝わり、電流の
表面リークが生じるおそれがある。本発明によれば、第一コンデンサ部を積層方向で挟ん
で配置された各第二コンデンサ部において、第三内部電極及び第四内部電極が、積層方向
で第五内部電極よりも外側、すなわち素体の外表面に最も近い位置に配置されている。第
一端子電極の異極性である第四内部電極は、第一端子電極の同極性である第三内部電極よ
りも、第一端子電極から離れて位置している。第二端子電極の異極性である第三内部電極
は、第二端子電極の同極性である第四内部電極よりも、第二端子電極から離れて位置して
いる。このように、互いに異極性である各端子電極と各内部電極との間が離れているので
、各端子電極と各内部電極との間で形成される電界が弱まり、各端子電極から電子が飛び
出し難くすることができる。その結果、各端子電極から飛び出した電子が素体の外表面を
伝わることによって生じる電流の表面リークを抑制することができる。
【００１０】
　第三内部電極が第一端子電極と接続する部分の幅、及び、第四内部電極が第二端子電極
と接続する部分の幅とは、第一内部電極が第一端子電極と接続する部分の幅よりも大きく
、且つ、第二内部電極が第二端子電極と接続する部分の幅よりも大きい。この場合、第一
コンデンサ部に比べて第二コンデンサ部の方が、各内部電極が各端子電極と接続する部分
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の幅が大きい。よって、当該幅が第一コンデンサ部と第二コンデンサ部とで同じ場合と比
べ、第一コンデンサ部の抵抗よりも第二コンデンサ部の抵抗の方が低くなるので、第一コ
ンデンサ部よりも第二コンデンサ部の方に静電気が一層流れやすい。すなわち、第一コン
デンサ部には静電気が一層流れ難くなり、その結果、第一コンデンサ部における短絡をよ
り生じ難くすることができる。
【００１１】
　第一コンデンサ部の内部電極と、第二コンデンサ部の内部電極との間隔のうち、積層方
向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間隔は、第二コンデンサ部の内部電極のう
ち、積層方向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間隔よりも大きくてもよい。こ
の場合、第一コンデンサ部と第二コンデンサ部とが、第二コンデンサ部の内部電極同士の
間隔よりも互いに離れているので、第二コンデンサ部に流れた静電気が第一コンデンサ部
に流れ込み難い。よって、第一コンデンサ部における短絡をより生じ難くすることができ
る。
【００１２】
　第一コンデンサ部の内部電極と、第二コンデンサ部の内部電極との間のうち、積層方向
で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間における誘電体層の誘電率は、第二コンデ
ンサ部の内部電極のうち、積層方向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間におけ
る誘電体層の誘電率よりも低くてもよい。この場合、第一コンデンサ部と第二コンデンサ
部との間における誘電体層の誘電率が第二コンデンサ部の内部電極間における誘電体層の
誘電率よりも低いので、第二コンデンサ部に流れた静電気が第一コンデンサ部に流れ込み
難い。よって、第一コンデンサ部における短絡をより生じ難くすることができる。
【００１３】
　素体は、外表面として、積層方向に直交する第一方向で互いに対向する第一側面及び第
二側面と、第一側面と第二側面とを連結し且つ積層方向及び第一方向に直交する第二方向
で互いに対向する第一端面及び第二端面とを有し、第一端子電極は、第一端面の全面に位
置する第一部分と、第一側面における第一端面側の部分に位置する第二部分と、第二側面
における第一端面側の部分に位置する第三部分とを有し、第二端子電極は、第二端面の全
面に位置する第四部分と、第一側面における第二端面側の部分に位置する第五部分と、第
二側面における第二端面側の部分に位置する第六部分とを有し、第三内部電極は、第一端
面と、第一側面における第一端面側の部分と、第二側面における第一端面側の部分とに露
出し、且つ、第一部分、第二部分、及び第三部分にそれぞれ接続されており、第四内部電
極は、第二端面と、第一側面における第二端面側の部分と、第二側面における第二端面側
の部分とに露出し、且つ、第四部分、第五部分、及び第六部分にそれぞれ接続されていて
もよい。静電気に対する抵抗が低いほど、静電気による発熱量は抑制される。本発明では
、第二コンデンサ部の第三内部電極は、素体の第一端面のみならず、第一側面及び第二側
面のそれぞれにおける第一端面側の部分にも露出して、第一端子電極の第一部分、第二部
分、及び第三部分にそれぞれ接続されている。第二コンデンサ部の第四内部電極は、素体
の第二端面のみならず、第一側面及び第二側面のそれぞれにおける第二端面側の部分にも
露出して、第二端子電極の第四部分、第五部分、第六部分にそれぞれ接続されている。よ
って、これらの第三内部電極及び第四内部電極は、素体の第一端面又は第二端面のみに露
出する場合よりも、各端子電極との接続部分において幅広で、静電気に対する抵抗が低く
なっている。よって、各内部電極に静電気が流れた場合に生じる発熱量を緩和することが
できる。さらに、第二コンデンサ部に含まれる第三内部電極及び第四内部電極の抵抗が低
くなることにより、第二コンデンサ部に静電気がより流れやすくなる。すなわち、第一コ
ンデンサ部には静電気がより流れ難くなり、第一コンデンサ部における短絡をより生じ難
くすることができる。
【００１４】
　第二コンデンサ部の内部電極のそれぞれの積層方向での厚みは、第一コンデンサ部の内
部電極のそれぞれの積層方向での厚みよりも大きい。この場合、第一コンデンサ部より第
二コンデンサ部の方が、それぞれに含まれる各内部電極の積層方向の厚みが大きい分、抵
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抗が低いので、第二コンデンサ部に静電気がより流れやすくなる。すなわち、第一コンデ
ンサ部に静電気がより流れ難くなり、第一コンデンサ部における短絡をより生じ難くする
ことができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、静電気が流れる場合であっても、短絡が発生し難い積層セラミックコ
ンデンサを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す斜視図である。
【図２】図１に示すII－II線に沿った断面図である。
【図３】図１に示す第一コンデンサ部に含まれる内部電極を示す平面図である。
【図４】図１に示す第二コンデンサ部に含まれる内部電極を示す平面図である。
【図５】第２実施形態に係る積層セラミックコンデンサの第一コンデンサ部に含まれる内
部電極を示す平面図である。
【図６】第２実施形態に係る積層セラミックコンデンサの第二コンデンサ部に含まれる内
部電極を示す平面図である。
【図７】第３実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す断面図である。
【図８】第４実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す断面図である。
【図９】第５実施形態に係る積層セラミックコンデンサの第二コンデンサ部に含まれる内
部電極を示す平面図である。
【図１０】第６実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、説明に
おいて、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いることとし、重複する
説明は省略する。
【００１８】
（第１実施形態）
　まず、図１～図４を参照して、第１実施形態に係る積層セラミックコンデンサについて
説明する。図１は、第１実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す斜視図である。
図２は、図１に示すII－II線に沿った断面図である。図３は、図１に示す第一コンデンサ
部に含まれる内部電極を示す平面図である。図４は、図１に示す第二コンデンサ部に含ま
れる内部電極を示す平面図である。なお、図面においては、説明のため、必要に応じてＸ
ＹＺ方向を記載している。
【００１９】
　図１及び図２に示すように、積層セラミックコンデンサ１は、素体３と、素体３の外表
面に配置される第一端子電極５及び第二端子電極６とを備えている。
【００２０】
　素体３は、略直方体形状を呈している。なお、略直方体形状とは、直方体形状だけでな
く、例えば直方体形状の角が丸められた形状等も含む。素体３は、外表面として、Ｚ方向
で互いに対向する第一主面３ｅ及び第二主面３ｆと、Ｘ方向で互いに対向する第一側面３
ｃ及び第二側面３ｄと、Ｙ方向で互いに対向する第一端面３ａ及び第二端面３ｂとを有し
ている。なお、Ｘ方向、Ｙ方向、及びＺ方向は互いに直交する方向である。第一主面３ｅ
及び第二主面３ｆは、Ｘ方向及びＹ方向に延びている。第一側面３ｃ及び第二側面３ｄは
、第一主面３ｅと第二主面３ｆとを連結するようにＹ方向及びＺ方向に延びている。第一
端面３ａ及び第二端面３ｂは、第一主面３ｅと第二主面３ｆとの間を連結するようにＺ方
向及びＸ方向に延びている。
【００２１】
　素体３は、第一主面３ｅ及び第二主面３ｆの対向方向であるＺ方向に、複数の誘電体層
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４及び複数の内部電極１１，１２，１３，１４，１５が積層されることによって形成され
ている。素体３では、複数の誘電体層４の積層方向（以下、単に「積層方向」と称する。
）が、第一主面３ｅ及び第二主面３ｆの対向方向であるＺ方向と一致する。各誘電体層４
は、例えば誘電体材料（ＢａＴｉＯ３系、Ｂａ（Ｔｉ，Ｚｒ）Ｏ３系、又は（Ｂａ，Ｃａ
）ＴｉＯ３系などの誘電体セラミック）を含むセラミックグリーンシートの焼結体から構
成される。実際の素体３では、各誘電体層４は、各誘電体層４の間の境界が視認できない
程度に一体化されている。
【００２２】
　積層セラミックコンデンサ１では、第二主面３ｆが不図示の他の電子機器（例えば、回
路基板や電子部品等）に対向する実装面となる。すなわち、積層セラミックコンデンサ１
は、第二主面３ｆが他の電子機器と対向する状態で、はんだ付け等により実装される。
【００２３】
　第一端子電極５は、第一端面３ａに配置されている。第一端子電極５は、第一端面３ａ
と、第一主面３ｅ、第二主面３ｆ、第一側面３ｃ、及び第二側面３ｄのそれぞれにおける
第一端面３ａ側の各部分とを覆うように形成されている。すなわち、第一端子電極５は、
第一端面３ａの全面に位置する電極部分５ａ（第一部分）と、第一主面３ｅにおける第一
端面３ａ側の部分に位置する電極部分と、第二主面３ｆにおける第一端面３ａ側の部分に
位置する電極部分と、第一側面３ｃにおける第一端面３ａ側の部分に位置する電極部分５
ｃ（第二部分）と、第二側面３ｄにおける第一端面３ａ側の部分に位置する電極部分５ｂ
（第三部分）とを有している。
【００２４】
　第二端子電極６は、第二端面３ｂに配置されている。第二端子電極６は、第二端面３ｂ
と、第一主面３ｅ、第二主面３ｆ、第一側面３ｃ、及び第二側面３ｄのそれぞれにおける
第二端面３ｂ側の各部分とを覆うように形成されている。すなわち、第二端子電極６は、
第二端面３ｂの全面に位置する電極部分６ａ（第四部分）と、第一主面３ｅにおける第二
端面３ｂ側の部分に位置する電極部分と、第二主面３ｆ側における第二端面３ｂ側の部分
に位置する電極部分と、第一側面３ｃにおける第二端面３ｂ側の部分に位置する電極部分
６ｃ（第五部分）と、第二側面３ｄにおける第二端面３ｂ側の部分に位置する電極部分６
ｂ（第六部分）とを有している。
【００２５】
　第一端子電極５及び第二端子電極６は、焼付層７と、めっき層８，９とを有する。焼付
層７は、例えば導電性金属粉末及びガラスフリットを含む導電性ペーストを素体３の外表
面に付与し、焼き付けることによって形成される。焼付層の導電性金属には、Ｃｕ又はＮ
ｉ等が好ましい。めっき層８，９は、焼付層７の上にめっき法により形成される。めっき
層８，９は、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｓｎ、又はＡｕ等が好ましく、最外表面のめっき層９は、Ａｕ
又はＳｎ等が好ましい。第一端子電極５と第二端子電極６とは、素体３の外表面上におい
て互いに異極性であり、電気的に絶縁されている。
【００２６】
　素体３は、第一コンデンサ部Ｃ１と、第二コンデンサ部Ｃ２とを有している。第二コン
デンサ部Ｃ２は、第一コンデンサ部Ｃ１を積層方向で挟んで二つ配置されている。すなわ
ち、素体３は、素体３の第一主面３ｅ側の第二コンデンサ部Ｃ２と、素体３の第二主面３
ｆ側の第二コンデンサ部Ｃ２とを有している。各第二コンデンサ部Ｃ２は、素体３内にお
いて、第一コンデンサ部Ｃ１よりも素体３の外表面の近くに位置している。
【００２７】
　第一コンデンサ部Ｃ１は、複数の内部電極として、内部電極１１（第一内部電極）と内
部電極１２（第二内部電極）とを含んでいる。内部電極１１と内部電極１２とは、積層方
向で互いに異なる位置に配置されている。内部電極１１と内部電極１２とは、積層方向で
隣り合って配置され、誘電体層４を介して互いに対向している。
【００２８】
　第二コンデンサ部Ｃ２は、複数の内部電極として、内部電極１３（第三内部電極）と、
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内部電極１４（第四内部電極）と、内部電極１５（第五内部電極）とを含んでいる。内部
電極１３と内部電極１４とは、積層方向で同じ位置において、第一端面３ａ及び第二端面
３ｂの対向方向で互いに離間して配置されている。内部電極１５は、内部電極１３及び内
部電極１４とは積層方向で異なる位置に配置されている。内部電極１３及び内部電極１４
と、内部電極１５とは、積層方向で隣り合って配置され、誘電体層４を介して互いに対向
している。
【００２９】
　素体３の第一主面３ｅ側の第二コンデンサ部Ｃ２において、内部電極１３及び内部電極
１４は、対向する内部電極１５よりも、積層方向で素体３の第一主面３ｅに近い位置に配
置されている。素体３の第二主面３ｆ側の第二コンデンサ部Ｃ２において、内部電極１３
及び内部電極１４は、対向する内部電極１５よりも、積層方向で素体３の第二主面３ｆに
近い位置に配置されている。このように、各第二コンデンサ部Ｃ２において、内部電極１
３及び内部電極１４は、積層方向で内部電極１５よりも外側に配置されている。すなわち
、内部電極１３及び内部電極１４は、各内部電極１１～１５の中で最も素体３の外表面の
近くに配置されている。
【００３０】
　内部電極１３は、第二端子電極６に接続されていないので、第二端子電極６に接続され
た内部電極１４よりも、第二端子電極６から離れて位置している。内部電極１４は、第一
端子電極５に接続されていないので、第一端子電極５に接続された内部電極１３よりも、
第一端子電極５から離れて位置している。
【００３１】
　第一コンデンサ部Ｃ１に含まれる内部電極のうち、積層方向で最も素体３の外表面に近
い位置に配置された内部電極１１又は内部電極１２は、内部電極１５と積層方向で隣り合
って配置されている。この内部電極１１又は内部電極１２と内部電極１５とは、誘電体層
４を介して互いに対向している。
【００３２】
　本実施形態において、内部電極１１又は内部電極１２と内部電極１５とが積層方向で隣
り合う間隔は、内部電極１３及び内部電極１４と内部電極１５とが積層方向で隣り合う間
隔に略等しい。このため、積層方向で隣り合う内部電極１１又は内部電極１２と内部電極
１５とに挟まれた誘電体層４の積層方向での厚みと、積層方向で隣り合う内部電極１３及
び内部電極１４と内部電極１５とに挟まれた誘電体層４の積層方向での厚みは略等しい。
なお、誘電体層４の誘電率は、どの層においても略等しい。
【００３３】
　各内部電極１１～１５は、積層型の電気素子の内部電極として通常用いられる導電性材
料（例えば、Ｎｉ又はＣｕ等）からなる。各内部電極１１～１５は、上記導電性材料を含
む導電性ペーストの焼結体として構成される。
【００３４】
　図３の（ａ）は、第一コンデンサ部Ｃ１に含まれる内部電極１１を示している。図３の
（ａ）に示すように、内部電極１１は、平面視で略矩形形状を呈している。なお、本明細
書において、略矩形形状とは、矩形形状だけでなく、例えば矩形形状の角が丸められた形
状も含む。内部電極１１の一端部は、素体３の第一端面３ａに露出し、第一端面３ａにお
いて第一端子電極５と直接接続されている。これにより、内部電極１１は、第一端子電極
５と電気的に接続されている。内部電極１１の他端部は、素体３内に位置しており、第二
端面３ｂには露出していない。すなわち、内部電極１１は、第二端子電極６に接続されて
いない。したがって、内部電極１１は、第一端子電極５と同極性となる。
【００３５】
　図３の（ｂ）は、第一コンデンサ部Ｃ１に含まれる内部電極１２を示している。図３の
（ｂ）に示すように、内部電極１２は、平面視で略矩形形状を呈している。内部電極１２
の一端部は、素体３の第二端面３ｂに露出し、第二端面３ｂにおいて第二端子電極６と直
接接続されている。これにより、内部電極１２は、第二端子電極６と電気的に接続されて
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いる。内部電極１２の他端部は、素体３内に位置しており、第一端面３ａには露出してい
ない。すなわち、内部電極１２は、第一端子電極５に接続されていない。したがって、内
部電極１２は、第二端子電極６と同極性となる。
【００３６】
　内部電極１１が第一端子電極５に接続される部分の幅Ａ１１は、内部電極１２が第二端
子電極６に接続される部分の幅Ａ１２と略等しい。内部電極１１と内部電極１２とは、積
層方向から見てそれぞれの面が重なり合うように位置している。内部電極１１は第一端子
電極５と同極性であり、内部電極１２は第二端子電極６と同極性であるので、内部電極１
１と内部電極１２とは互いに異極性である。これにより一つの内部電極１１と一つの内部
電極１２とが対向する領域には、容量成分Ｃ１１が形成される（図２参照）。
【００３７】
　図４の（ａ）は、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる内部電極１３及び内部電極１４を示
している。図４の（ａ）に示すように、内部電極１３及び内部電極１４は、平面視で略矩
形形状を呈している。
【００３８】
　内部電極１３の一端部は、素体３の第一端面３ａに露出し、第一端面３ａにおいて第一
端子電極５と直接接続されている。これにより、内部電極１３は、第一端子電極５と電気
的に接続されている。内部電極１３の他端部は、素体３内において内部電極１４と離間し
て位置しており、第二端面３ｂには露出していない。すなわち、内部電極１３は、第二端
子電極６に接続されていない。したがって、内部電極１３は、第一端子電極５と同極性と
なる。
【００３９】
　内部電極１４の一端部は、素体３の第二端面３ｂに露出し、第二端面３ｂにおいて第二
端子電極６と直接接続されている。これにより、内部電極１４は、第二端子電極６と電気
的に接続されている。内部電極１４の他端部は、素体３内において内部電極１３と離間し
て位置しており、第一端面３ａには露出していない。すなわち、内部電極１４は、第一端
子電極５に接続されていない。したがって、内部電極１４は、第二端子電極６と同極性と
なる。
【００４０】
　図４の（ｂ）は、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる内部電極１５を示している。図４の
（ｂ）に示すように、内部電極１５は、平面視で略矩形形状を呈している。内部電極１５
の両端部は、素体３内に位置しており、第一端面３ａ及び第二端面３ｂには露出していな
い。すなわち、内部電極１５は、第一端子電極５及び第二端子電極６のいずれにも接続さ
れていない。
【００４１】
　内部電極１３が第一端子電極５に接続される部分の幅Ａ２１と、内部電極１４が第二端
子電極６に接続される部分の幅Ａ２２と、第一側面３ｃ及び第二側面３ｄの対向方向であ
るＸ方向での内部電極１５の幅Ａ２３とは、いずれも略等しい。なお、幅Ａ２３は、幅Ａ

２１及び幅Ａ２２と同じＸ方向の幅である。内部電極１３及び内部電極１４と、内部電極
１５とは、積層方向から見てそれぞれの面が重なり合うように位置している。
【００４２】
　内部電極１３と内部電極１４とは、内部電極１５を共用している。内部電極１３と内部
電極１５とが対向する領域には、容量成分Ｃ２１が形成され、内部電極１４と内部電極１
５とが対向する領域には、容量成分Ｃ２２が形成される（図２参照）。すなわち、内部電
極１５は、内部電極１３及び内部電極１４のそれぞれと対向して、第一端子電極５と第二
端子電極６との間で直列に接続された複数（本実施形態では、二つ）の容量成分Ｃ２１，
Ｃ２２を形成するように配置されている。
【００４３】
　互いに対向する内部電極１５と内部電極１３との間における静電容量、すなわち容量成
分Ｃ２１と、互いに対向する内部電極１５と内部電極１４との間における静電容量、すな
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わち容量成分Ｃ２２との合成容量は、内部電極１１と内部電極１２との間における静電容
量、すなわち容量成分Ｃ１１よりも大きい。つまり、一つの内部電極１５と一つの内部電
極１３とで形成される容量成分Ｃ２１と、当該容量成分Ｃ２１と直列に接続され且つ一つ
の内部電極１５と一つの内部電極１４とで形成される容量成分Ｃ２２との合成容量は、第
一コンデンサ部Ｃ１における容量成分Ｃ１１の静電容量よりも大きい。
【００４４】
　容量成分Ｃ２１，Ｃ２２の合成容量は、例えば２～４０μＦ程度である。これに対し、
容量成分Ｃ１１の静電容量は、例えば１～２０μＦ程度である。よって、容量成分Ｃ２１

，Ｃ２２の合成容量と、容量成分Ｃ１１の静電容量との比は、例えば１０：１～１０：９
程度である。
【００４５】
　以上、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１によれば、第二コンデンサ部Ｃ２
の各容量成分Ｃ２１，Ｃ２２の合成容量が、第一コンデンサ部Ｃ１の互いに対向する内部
電極１１と内部電極１２との間における容量成分Ｃ１１の静電容量よりも大きい。静電気
は、静電容量の大きい方に流れやすいので、静電容量が比較的小さい内部電極１１と内部
電極１２との間よりも、静電容量が比較的大きい複数の容量成分Ｃ２１，Ｃ２２を形成す
る内部電極１３～１５の間の方に静電気が流れやすい。すなわち、内部電極１３～１５が
含まれる第二コンデンサ部Ｃ２に比べて、内部電極１１，１２が含まれる第一コンデンサ
部Ｃ１には静電気が流れ難い。よって、第一コンデンサ部Ｃ１に静電気が流れることによ
る熱が生じ難く、当該熱により内部電極１１，１２が溶融するおそれが抑制される。さら
に、第二コンデンサ部Ｃ２においては、直列に接続された複数の容量成分Ｃ２１，Ｃ２２

が形成されている。このため、第二コンデンサ部Ｃ２に静電気が流れた場合でも、複数の
容量成分Ｃ２１，Ｃ２２を形成する全ての内部電極間が短絡しない限り、第二コンデンサ
部Ｃ２全体としては短絡しない。このように、積層セラミックコンデンサ１によれば、第
二コンデンサ部Ｃ２に比べて第一コンデンサ部Ｃ１における短絡を生じ難くしつつ、第二
コンデンサ部Ｃ２においても全体としては短絡が極力生じないようにすることができる。
その結果、積層セラミックコンデンサ１における短絡を生じ難くすることができる。以上
より、静電気が流れる場合であっても、短絡が生じ難い積層セラミックコンデンサ１を提
供することができる。
【００４６】
　素体の外表面に配置された各端子電極と素体内に配置された各内部電極との間で形成さ
れる電界が強いと、各端子電極から電子が飛び出しやすい。各端子電極から電子が飛び出
すと、飛び出した電子が素体の外表面に伝わり、電流の表面リークが生じるおそれがある
。本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１によれば、第一コンデンサ部Ｃ１を積層
方向で挟んで配置された各第二コンデンサ部Ｃ２において、内部電極１３及び内部電極１
４が、積層方向で内部電極１５よりも外側、すなわち素体３の外表面に最も近い位置に配
置されている。第一端子電極５の異極性である内部電極１４は、第一端子電極５の同極性
である内部電極１３よりも、第一端子電極５から離れて位置している。第二端子電極６の
異極性である内部電極１３は、第二端子電極６の同極性である内部電極１６よりも、第二
端子電極６から離れて位置している。このように、互いに異極性である各端子電極５，６
と各内部電極１３，１４との間が離れているので、各端子電極５，６と各内部電極１３，
１４との間で形成される電界が弱まり、各端子電極５，６から電子が飛び出し難くするこ
とができる。その結果、各端子電極５，６から飛び出した電子が素体３の外表面を伝わる
ことによって生じる電流の表面リークを抑制することができる。
【００４７】
（第２実施形態）
　次に、図５及び図６を参照して、第２実施形態に係る積層セラミックコンデンサについ
て説明する。図５は、第２実施形態に係る積層セラミックコンデンサの第一コンデンサ部
に含まれる内部電極を示す平面図である。図６は、第２実施形態に係る積層セラミックコ
ンデンサの第二コンデンサ部に含まれる内部電極を示す平面図である。図５は第１実施形
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態における図３に対応し、図６は第１実施形態における図４に対応する。
【００４８】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサは、図示を省略するが、第１実施形態に係
る積層セラミックコンデンサ１と同じく、素体３と、素体３の外表面に配置される第一端
子電極５及び第二端子電極６とを備えている。素体３は、第一コンデンサ部Ｃ１及び第二
コンデンサ部Ｃ２を有している。
【００４９】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサが第１実施形態に係る積層セラミックコン
デンサ１と異なる点は、第一コンデンサ部Ｃ１における各内部電極１１，１２が各端子電
極５，６と接続する部分の幅Ａ１１，Ａ１２の大きさである。以下、図５及び図６を参照
して具体的に説明する。
【００５０】
　図５の（ａ）は、第一コンデンサ部Ｃ１に含まれる内部電極１１を示し、図５の（ｂ）
は、第一コンデンサ部Ｃ１に含まれる内部電極１２を示している。図５の（ａ）及び（ｂ
）に示すように、内部電極１１が端子電極５に接続される部分の幅Ａ１１は、内部電極１
２が第二端子電極６に接続される部分の幅Ａ１２と略等しい。本実施形態に係るこれらの
幅Ａ１１及び幅Ａ１２は、第１実施形態に係る幅Ａ１１及び幅Ａ１２に比べて小さい。
【００５１】
　図６の（ａ）は、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる内部電極１３及び内部電極１４を示
し、図６の（ｂ）は、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる内部電極１５を示している。図６
の（ａ）及び（ｂ）に示すように、内部電極１３が第一端子電極５に接続される部分の幅
Ａ２１と、内部電極１４が第二端子電極６に接続される部分の幅Ａ２２と、Ｘ方向での内
部電極１５の幅Ａ２３とは、いずれも略等しい。本実施形態に係るこれらの幅Ａ２１、幅
Ａ２２、及び幅Ａ２３は、第１実施形態に係る幅Ａ２１、幅Ａ２２、及び幅Ａ２３と略等
しい。
【００５２】
　つまり、本実施形態において、第二コンデンサ部Ｃ２における内部電極１３が第一端子
電極５と接続する部分の幅Ａ２１、及び、第二コンデンサ部Ｃ２における内部電極１４が
第二端子電極６と接続する部分の幅Ａ２２は、第一コンデンサ部Ｃ１における内部電極１
１が第一端子電極５と接続する部分の幅Ａ１１よりも大きく、且つ、第一コンデンサ部Ｃ
１における内部電極１２が第二端子電極６と接続する部分の幅Ａ１２よりも大きい。
【００５３】
　したがって、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサによれば、第一コンデンサ部
Ｃ１に比べて第二コンデンサ部Ｃ２の方が、各内部電極が各端子電極と接続する部分の幅
が大きい。よって、例えば当該幅が第一コンデンサ部Ｃ１と第二コンデンサ部Ｃ２とで同
じ場合と比べ、第一コンデンサ部Ｃ１の抵抗よりも第二コンデンサ部Ｃ２の抵抗の方が低
くなるので、第一コンデンサ部Ｃ１よりも第二コンデンサ部Ｃ２の方に静電気が一層流れ
やすい。すなわち、第一コンデンサ部Ｃ１には静電気が一層流れ難くなり、その結果、第
一コンデンサ部Ｃ１における短絡をより生じ難くすることができる。
【００５４】
　（第３実施形態）
　次に、図７を参照して、第３実施形態に係る積層セラミックコンデンサについて説明す
る。図７は、第３実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す断面図である。図７は
、第１実施形態における図２に対応する。
【００５５】
　図７に示すように、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｂは、第１実施形態
に係る積層セラミックコンデンサ１と同じく、素体３と、素体３の外表面に配置される第
一端子電極５及び第二端子電極６とを備えている。素体３は、第一コンデンサ部Ｃ１及び
第二コンデンサ部Ｃ２を有している。
【００５６】
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　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｂは、第一コンデンサ部Ｃ１と第二コン
デンサ部Ｃ２との間隔に関し、以下の特徴を有している点で、第１実施形態に係る積層セ
ラミックコンデンサ１と相違する。
【００５７】
　積層セラミックコンデンサ１Ｂにおいて、内部電極１１又は内部電極１２と内部電極１
５とが積層方向で隣り合う間隔Ｂ２１は、内部電極１３及び内部電極１４と内部電極１５
とが積層方向で隣り合う間隔Ｂ２２よりも大きい。このため、積層方向で隣り合う内部電
極１１又は内部電極１２と内部電極１５とに挟まれた誘電体層４の積層方向での厚みは、
積層方向で隣り合う内部電極１３及び内部電極１４と内部電極１５とに挟まれた誘電体層
４の積層方向での厚みよりも大きい。
【００５８】
　すなわち、第一コンデンサ部Ｃ１の内部電極１１，１２と、第二コンデンサ部Ｃ２の内
部電極１３～１５との間隔のうち、積層方向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の
間隔Ｂ２１は、第二コンデンサ部Ｃ２の内部電極１３～１５のうち、積層方向で隣り合っ
て互いに対向する内部電極同士の間隔Ｂ２２よりも大きい。例えば、間隔Ｂ２１が１０～
１００μｍであるのに対し、間隔Ｂ２２が１～５μｍである。間隔Ｂ２１と間隔Ｂ２２と
の比は、例えば１００：１～１００：５である。
【００５９】
　したがって、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｂによれば、第一コンデン
サ部Ｃ１と第二コンデンサ部Ｃ２とが、第二コンデンサ部Ｃ２の内部電極同士の間隔より
も互いに離れているので、第二コンデンサ部Ｃ２に流れた静電気が第一コンデンサ部Ｃ１
に流れ込み難い。よって、第一コンデンサ部Ｃ１における短絡をより生じ難くすることが
できる。
【００６０】
　（第４実施形態）
　次に、図８を参照して、第４実施形態に係る積層セラミックコンデンサについて説明す
る。図８は、第４実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す断面図である。図８は
、第１実施形態における図２に対応する。
【００６１】
　図８に示すように、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｃは、第１実施形態
に係る積層セラミックコンデンサ１と同じく、素体３と、素体３の外表面に配置される第
一端子電極５及び第二端子電極６とを備えている。素体３は、第一コンデンサ部Ｃ１及び
第二コンデンサ部Ｃ２を有している。
【００６２】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｃは、第一コンデンサ部Ｃ１と第二コン
デンサ部Ｃ２との間に配置された誘電体層２０の誘電率に関し、以下の特徴を有している
点で、第１実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１と相違する。
【００６３】
　積層セラミックコンデンサ１Ｃにおいて、積層方向で隣り合う内部電極１５と内部電極
１１又は内部電極１２との間に挟まれた誘電体層２０の誘電率は、第１実施形態に係る誘
電体層２０の誘電率よりも低い。これに対し、積層方向で隣り合う内部電極１５と内部電
極１３及び内部電極１４との間に挟まれた誘電体層２１の誘電率は、第一実施形態に係る
誘電体層２０の誘電率と同じである。
【００６４】
　すなわち、第一コンデンサ部Ｃ１の内部電極１１，１２と、第二コンデンサ部Ｃ２の内
部電極１３～１５との間のうち、積層方向で隣り合って互いに対向する内部電極同士の間
における誘電体層２０の誘電率は、第二コンデンサ部Ｃ２の内部電極のうち、積層方向で
隣り合って互いに対向する内部電極同士の間における誘電体層２１の誘電率よりも低い。
例えば、誘電体層２０における誘電率が２０～２００μＦ/ｍであるのに対し、誘電体層
２１における誘電率が２０００～１００００μＦ/ｍである。誘電体層２０における誘電
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率と誘電体層２１における誘電率との比は、例えば１：１０～１：１００である。
【００６５】
　したがって、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｃによれば、第一コンデン
サ部Ｃ１と第二コンデンサ部Ｃ２との間における誘電体層２０の誘電率が第二コンデンサ
部Ｃ２の内部電極間における誘電体層２１の誘電率よりも低いので、第二コンデンサ部Ｃ
２に流れた静電気が第一コンデンサ部Ｃ１に流れ込み難い。よって、第一コンデンサ部Ｃ
１における短絡をさらに抑制することができる。
【００６６】
（第５実施形態）
　次に、図９を参照して、第５実施形態に係る積層セラミックコンデンサについて説明す
る。図９は、第５実施形態に係る積層セラミックコンデンサの第二コンデンサ部に含まれ
る内部電極を示す平面図である。図９は、第１実施形態における図４に対応する。
【００６７】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサは、図示を省略するが、第１実施形態に係
る積層セラミックコンデンサ１と同じく、素体３と、素体３の外表面に配置される第一端
子電極５及び第二端子電極６とを備えている。素体３は、第一コンデンサ部Ｃ１及び第二
コンデンサ部Ｃ２を有している。
【００６８】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサが第１実施形態に係る積層セラミックコン
デンサ１と異なる点は、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる内部電極１３，１４の形状であ
る。以下、図９を参照して具体的に説明する。
【００６９】
　内部電極１３は、第一電極部分１３ａと、第二電極部分１３ｂとを含んでいる。第一電
極部分１３ａは、略矩形形状を呈している。第一電極部分１３ａは、積層方向から見て、
第一電極部分１３ａの面と内部電極１５の面とが重なり合うように位置している。第一電
極部分１３ａは、誘電体層４を介して内部電極１５と対向している。
【００７０】
　第二電極部分１３ｂは、第一電極部分１３ａにおける第一端面３ａ側から、第一端面３
ａと、第一側面３ｃ及び第二側面３ｄの第一端面３ａ側の各部分とに向かって延びる略矩
形形状を呈している。第二電極部分１３ｂは、第一端面３ａと、第一側面３ｃにおける第
一端面３ａ側の部分と、第二側面３ｄにおける第一端面３ａ側の部分とに露出している。
第二電極部分１３ｂは、第一端子電極５の電極部分５ａ，５ｂ，５ｃにそれぞれ直接接続
されている。これにより、内部電極１３は、第一端子電極５と電気的に接続されている。
【００７１】
　第一側面３ｃ及び第二側面３ｄの対向方向での幅に関し、第二電極部分１３ｂにおける
幅Ａ２１は、第一電極部分１３ａにおける幅Ｄ２１よりも大きい。このように、第二電極
部分１３ｂは、第一側面３ｃ及び第二側面３ｄの対向方向で、第一電極部分１３ａよりも
幅広に形成されている。したがって、本実施形態では、例えば内部電極１３が一定の幅Ｄ

２１で素体３の第一端面３ａに露出して第一端子電極５の電極部分５ａだけと直接接続す
る場合よりも、内部電極１３の抵抗が低くなっている。
【００７２】
　内部電極１４は、第一電極部分１４ａと、第二電極部分１４ｂとを含んでいる。第一電
極部分１４ａは、略矩形形状を呈している。第一電極部分１４ａは、積層方向から見て、
第一電極部分１４ａの面と内部電極１５の面とが重なり合うように位置している。第一電
極部分１４ａは、誘電体層４を介して内部電極１５と対向している。
【００７３】
　第二電極部分１４ｂは、第一電極部分１３ａにおける第二端面３ｂ側から、第二端面３
ｂと、第一側面３ｃ及び第二側面３ｄの第二端面３ｂ側の各部分とに向かって延びる略矩
形形状を呈している。第二電極部分１４ｂは、第二端面３ｂと、第一側面３ｃにおける第
二端面３ｂ側の部分と、第二側面３ｄにおける第二端面３ｂ側の部分とに露出している。
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第二電極部分１４ｂは、第二端子電極６の電極部分６ａ，６ｂ，６ｃにそれぞれ直接接続
されている。これにより、内部電極１４は、第二端子電極６と電気的に接続されている。
【００７４】
　第一側面３ｃ及び第二側面３ｄの対向方向での幅に関し、第二電極部分１４ｂにおける
幅Ａ２２は、第二電極部分１４ｂにおける幅Ｄ２２よりも大きい。このように、第二電極
部分１４ｂは、第一側面３ｃ及び第二側面３ｄの対向方向で、第一電極部分１４ａよりも
幅広に形成されている。したがって、本実施形態では、例えば内部電極１４が一定の幅Ｄ

２２で素体３の第二端面３ｂに露出して第二端子電極６の電極部分６ａだけと直接接続す
る場合よりも、内部電極１４の抵抗が低くなっている。
【００７５】
　静電気に対する抵抗が低いほど、静電気による発熱量は抑制される。本実施形態に係る
積層セラミックコンデンサにおいて、第二コンデンサ部Ｃ２の内部電極１３は、素体３の
第一端面３ａのみならず、第一側面３ｃ及び第二側面３ｄのそれぞれにおける第一端面３
ａ側の部分にも露出して、第一端子電極５の電極部分５ａ，５ｂ，５ｃにそれぞれ接続さ
れている。第二コンデンサ部Ｃ２の内部電極１４は、素体３の第二端面３ｂのみならず、
第一側面３ｃ及び第二側面３ｄのそれぞれにおける第二端面３ｂ側の部分にも露出して、
第二端子電極６の電極部分６ａ，６ｂ，６ｃにそれぞれ接続されている。
【００７６】
　よって、これらの内部電極１３及び内部電極１４は、素体３の第一端面３ａ又は第二端
面３ｂのみに露出する場合よりも、各端子電極５，６との接続部分において幅広で、静電
気に対する抵抗が低くなっている。よって、各内部電極に静電気が流れた場合に生じる発
熱量を緩和することができる。さらに、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる内部電極１３，
１４の抵抗が低くなることにより、第二コンデンサ部Ｃ２に静電気がより流れやすくなる
。すなわち、第一コンデンサ部Ｃ１には静電気がより流れ難くなり、第一コンデンサ部Ｃ
１における短絡をより抑制することができる。
【００７７】
（第６実施形態）
　次に、図１０を参照して、第６実施形態に係る積層セラミックコンデンサについて説明
する。図１０は、第６実施形態に係る積層セラミックコンデンサを示す断面図である。図
１０は、第１実施形態における図２に対応する。
【００７８】
　図１０に示すように、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｄは、第１実施形
態に係る積層セラミックコンデンサ１と同じく、素体３と、素体３の外表面に配置される
第一端子電極５及び第二端子電極６とを備えている。素体３は、第一コンデンサ部Ｃ１及
び第二コンデンサ部Ｃ２を有している。
【００７９】
　本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｄは、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる
内部電極１３～１５の厚みに関し、以下の特徴を有している点で、第１実施形態に係る積
層セラミックコンデンサ１と相違する。
【００８０】
　積層セラミックコンデンサ１Ｄにおいて、第二コンデンサ部Ｃ２に含まれる内部電極１
３～１５のそれぞれの積層方向での厚みは、第一コンデンサ部Ｃ１に含まれる内部電極１
１，１２のぞれぞれの積層方向での厚みに比べて大きい。
【００８１】
　したがって、本実施形態に係る積層セラミックコンデンサ１Ｄによれば、第一コンデン
サ部Ｃ１より第二コンデンサ部Ｃ２の方が、それぞれに含まれる各内部電極の積層方向の
厚みが大きい分、抵抗が低いので、第二コンデンサ部Ｃ２に静電気がより流れやすくなる
。すなわち、第一コンデンサ部Ｃ１に静電気がより流れ難くなり、第一コンデンサ部Ｃ１
における短絡をより抑制することができる。
【００８２】
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　以上、本発明の種々の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではなく、各請求項に記載した要旨を変更しない範囲で変形し、又は他のものに適
用したものであってもよい。
【００８３】
　本発明の効果を奏する限り、各内部電極の積層方向での並び方は、上記実施形態での並
び方に限られない。例えば、第二コンデンサ部Ｃ２において形成される容量成分Ｃ２１、
Ｃ２２は二つに限られず、複数の内部電極１５が、第一端子電極５と第二端子電極６との
間で直列に接続された三つ以上の容量成分を形成するように配置されていてもよい。
【００８４】
　第二コンデンサ部Ｃ２は、積層方向で第一コンデンサ部Ｃ１を挟むように配置されてい
なくてもよく、積層方向で第一コンデンサ部Ｃ１の第一主面３ｅ側及び第二主面３ｆ側の
いずれか一方に配置されていてもよい。第二コンデンサ部Ｃ２において、内部電極１３，
１４は、内部電極１５よりも外側に配置されていなくてもよい。
【００８５】
　一つの第二コンデンサ部Ｃ２に、第一端子電極５と第二端子電極６との間で直列に接続
された複数の容量成分Ｃ２１，Ｃ２２を形成する内部電極１３，１４，１５の組が複数含
まれていてもよい。この場合であっても、一つの内部電極１５と一つの内部電極１３とで
形成される容量成分Ｃ２１と、当該容量成分Ｃ２１と直列に接続され且つ一つの内部電極
１５と一つの内部電極１４とで形成される容量成分Ｃ２２との合成容量は、第一コンデン
サ部Ｃ１における容量成分Ｃ１１の静電容量よりも大きい。
【００８６】
　第二コンデンサ部Ｃ２は、第一端子電極５と第二端子電極６との間で直列に接続された
複数の容量成分Ｃ２１，Ｃ２２を形成する内部電極１３，１４，１５以外の内部電極を含
んでいてもよい。また、内部電極１３，１４，１５以外の第二コンデンサ部Ｃ２に含まれ
る内部電極が、第一端子電極５と第二端子電極６との間で直列に接続された複数の容量成
分を形成していてもよい。この場合であっても、一つの内部電極１５と一つの内部電極１
３とで形成される容量成分Ｃ２１と、当該容量成分Ｃ２１と直列に接続され且つ一つの内
部電極１５と一つの内部電極１４とで形成される容量成分Ｃ２２との合成容量は、第一コ
ンデンサ部Ｃ１における容量成分Ｃ１１の静電容量よりも大きい。これにより、第二コン
デンサ部Ｃ２に比べて第一コンデンサ部Ｃ１における短絡を生じ難くしつつ、第二コンデ
ンサ部Ｃ２においても全体としては短絡が極力生じないようにすることができる。その結
果、積層セラミックコンデンサにおける短絡を発生し難くすることができる。
【００８７】
　誘電体層４の誘電率は、上記実施形態に記載した例に限られない。例えば、例えば第一
コンデンサ部Ｃ１における内部電極１１と内部電極１２とが互いに対向して挟む誘電体層
４の誘電率よりも、第二コンデンサ部Ｃ２における内部電極１３，１４と内部電極１５と
が互いに対向して挟む誘電体層４の誘電率の方が高いとしてもよい。この場合、第二コン
デンサ部Ｃ２により静電気が流れやすくなる。
【符号の説明】
【００８８】
　１，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ…積層セラミックコンデンサ、３…素体、４…誘電体層、５…第
一端子電極、６…第二端子電極、１１～１５…内部電極、Ｃ１…第一コンデンサ部、Ｃ２
…第二コンデンサ部、Ｃ２１，Ｃ２２…容量成分、Ａ１１，Ａ１２，Ａ２１，Ａ２２…幅
、Ｂ２１，Ｂ２２…間隔。
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