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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線層が形成された一対の絶縁層および該一対の絶縁層に挟持されたフェライト磁性体
層からなる基板と、前記フェライト磁性体層内に形成された平面コイル導体とを具備する
コイル内蔵基板であって、平面視で前記平面コイル導体の内側の領域に、前記フェライト
磁性体層から前記基板の主面にかけて前記フェライト磁性体層および前記絶縁層を貫通す
る伝熱用貫通導体が形成され、前記基板の前記主面に前記伝熱用貫通導体が接続された放
熱用導体層が形成されており、複数の前記伝熱用貫通導体が、前記平面コイル導体の内側
に沿って配置されていることを特徴とするコイル内蔵基板。
【請求項２】
　前記フェライト磁性体層に、前記伝熱用貫通導体に接続されるとともに平面視で前記平
面コイル導体と重なる伝熱用導体層が形成されていることを特徴とする請求項１記載のコ
イル内蔵基板。
【請求項３】
　前記平面コイル導体は、間に前記フェライト磁性体層を介して上下に複数設けられ、前
記伝熱用導体層が、上下に位置する前記平面コイル導体間に形成されていることを特徴と
する請求項２記載のコイル内蔵基板。
【請求項４】
　前記伝熱用導体層が、前記平面コイル導体と前記絶縁層との間に形成されていることを
特徴とする請求項２記載のコイル内蔵基板。
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【請求項５】
　配線層が形成された一対の絶縁層および該一対の絶縁層に挟持されたフェライト磁性体
層からなる基板と、前記フェライト磁性体層内に形成された平面コイル導体とを具備する
コイル内蔵基板であって、平面視で前記平面コイル導体の内側の領域に、前記フェライト
磁性体層から前記基板の主面にかけて前記フェライト磁性体層および前記絶縁層を貫通す
る伝熱用貫通導体が形成され、前記基板の前記主面に前記伝熱用貫通導体が接続された放
熱用導体層が形成されており、前記フェライト磁性体層に、前記伝熱用貫通導体に接続さ
れるとともに平面視で前記平面コイル導体と重なる伝熱用導体層が形成されており、前記
平面コイル導体は、間に前記フェライト磁性体層を介して上下に複数設けられ、前記伝熱
用導体層が、上下に位置する前記平面コイル導体間に形成されていることを特徴とするコ
イル内蔵基板。
【請求項６】
　前記伝熱用貫通導体が、前記平面コイル導体の内側に沿った管状部を有することを特徴
とする請求項１乃至５のいずれかに記載のコイル内蔵基板。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コイル導体が埋設されたフェライト磁性体層が絶縁層の内部に設けられたコ
イル内蔵基板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯電話機をはじめとする移動体通信機器等の電子機器には多数の電子装置
が組み込まれており、電子機器の小型化が急激に進んでいるのに伴い各種電子装置も小型
化や薄型化が要求されている。各種電子装置の小型化・薄型化の一例としては、従来は比
較的大型のチップコイルやチップコンデンサを基板に搭載して形成されていたＬＣフィル
タに、ガラスセラミックスからなる絶縁層が積層されたセラミック基板の内部にコイル導
体を形成したコイル内蔵基板が用いられている。
【０００３】
　しかしながら、携帯電話機に用いられるＤＣ－ＤＣコンバータ用途のような比較的高い
インダクタンスを必要とする電子装置では、磁性を持たないセラミック基板内にコイルを
形成しているため、100ｎＨ程度の比較的大きなインダクタンスを得るためにはコイル導
体の巻き数を多くしなければならず、小型化や薄型化を効果的に達成することができない
という不具合があった。
【０００４】
　そこで、近年では、セラミック基板の内部に高透磁率を有するフェライト磁性体層を形
成し、このフェライト磁性体層にコイル導体を埋設することにより、コイルの巻き数を多
くすることなくインダクタンスが100ｎＨを超えるコイルを内蔵させ、高インダクタンス
のコイル内蔵基板とすることが行なわれている（例えば、特許文献１，２を参照。）。
【０００５】
　このようなコイル内蔵基板は、例えば、図10に断面図で示すように、配線層16が形成さ
れた一対の絶縁層11・11と、絶縁層11・11に挟まれて積層されるとともに内部に平面コイ
ル導体13が埋設されたフェライト磁性体層12とによって構成されている。配線層16や平面
コイル導体13には、抵抗による電気的なロスを抑えるために低抵抗のＣｕやＡｇなどの低
抵抗金属を用いる必要があり、このような低抵抗金属は比較的低融点であることから、絶
縁層11としてガラスセラミックスを用い、フェライト磁性体層12として低温焼成が可能な
Ｎｉ－Ｚｎ系フェライトを用いて同時焼成することによって製造されている。そして、配
線層16には、コイル内蔵基板を外部基板に接続するための電極パッドからＩＣ搭載用電極
間に生じるインダクタンス成分を削減し、搭載するＩＣの電源ノイズを削減させるための
大面積の接地導体層が形成されている。この接地導体層は、絶縁層11とフェライト磁性体
層12との間に生じる、焼成収縮挙動の差や熱膨張係数の差に起因する応力を緩和して、絶
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縁層11とフェライト磁性体層12との接合をより強固にするために、絶縁層11とフェライト
磁性体層12との間に形成されることが行なわれている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、近年ＤＣ－ＤＣコンバータが電源を供給するＩＣなどは低電圧で動作す
るようになってきており、これに伴ってＤＣ－ＤＣコンバータに流れる電流が年々高くな
ってきている。このためＤＣ－ＤＣコンバータ用途のコイル内蔵基板においては、平面コ
イル導体に低抵抗金属を用いても熱が発生しやすくなっており、この熱の影響によってＩ
Ｃが誤動作をしてしまうというおそれが高まってきている。この不具合を防止するために
は、平面コイル導体のライン幅を大きくすることによってさらに抵抗を低くすることが考
えられるが、これは小型化や薄型化の要求に反することになる。
【０００７】
　本発明は上記従来の問題点を解決するために案出されたものであり、その目的は、高周
波で高インダクタンス値が得られる、例えば、小型で低背のＤＣ－ＤＣコンバータ用途の
コイル内蔵基板において、平面コイル導体で発生した熱に起因してＩＣが誤動作すること
なく、高電流を流すことができるコイル内蔵基板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のコイル内蔵基板は、配線層が形成された一対の絶縁層および該一対の絶縁層に
挟持されたフェライト磁性体層からなる基板と、前記フェライト磁性体層内に形成された
平面コイル導体とを具備するコイル内蔵基板であって、平面視で前記平面コイル導体の内
側の領域に、前記フェライト磁性体層から前記基板の主面にかけて前記フェライト磁性体
層および前記絶縁層を貫通する伝熱用貫通導体が形成され、前記基板の前記主面に前記伝
熱用貫通導体が接続された放熱用導体層が形成されており、複数の前記伝熱用貫通導体が
、前記平面コイル導体の内側に沿って配置されていることを特徴とするものである。
【０００９】
　また、本発明のコイル内蔵基板は、上記構成において、前記フェライト磁性体層に、前
記伝熱用貫通導体に接続されるとともに平面視で前記平面コイル導体と重なる伝熱用導体
層が形成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明のコイル内蔵基板は、上記構成において、前記平面コイル導体は、間に前
記フェライト磁性体層を介して上下に複数設けられ、前記伝熱用導体層が、上下に位置す
る前記平面コイル導体間に形成されていることを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明のコイル内蔵基板は、上記構成において、前記伝熱用導体層が、前記平面
コイル導体と前記絶縁層との間に形成されていることを特徴とするものである。
【００１２】
　また、本発明のコイル内蔵基板は、配線層が形成された一対の絶縁層および該一対の絶
縁層に挟持されたフェライト磁性体層からなる基板と、前記フェライト磁性体層内に形成
された平面コイル導体とを具備するコイル内蔵基板であって、平面視で前記平面コイル導
体の内側の領域に、前記フェライト磁性体層から前記基板の主面にかけて前記フェライト
磁性体層および前記絶縁層を貫通する伝熱用貫通導体が形成され、前記基板の前記主面に
前記伝熱用貫通導体が接続された放熱用導体層が形成されており、前記フェライト磁性体
層に、前記伝熱用貫通導体に接続されるとともに平面視で前記平面コイル導体と重なる伝
熱用導体層が形成されており、前記平面コイル導体は、間に前記フェライト磁性体層を介
して上下に複数設けられ、前記伝熱用導体層が、上下に位置する前記平面コイル導体間に
形成されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　また、本発明のコイル内蔵基板は、上記構成において、前記伝熱用貫通導体が、前記平
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面コイル導体の内側に沿った管状部を有することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のコイル内蔵基板によれば、平面視で平面コイル導体の内側の領域に、フェライ
ト磁性体層から基板の主面にかけてフェライト磁性体層および絶縁層を貫通する伝熱用貫
通導体が形成され、基板の主面に伝熱用貫通導体が接続された放熱用導体層が形成されて
いることから、平面コイル導体において発生した熱を伝熱用貫通導体を介して放熱用導体
層から外部へ放熱することができる。その結果、搭載したＩＣなどの電子部品がコイルか
ら発生する熱によって誤動作してしまうことを防止することができる。
【００１６】
　また、本発明のコイル内蔵基板によれば、上記構成において、複数の前記伝熱用貫通導
体を、前記平面コイル導体の内側に沿って配置した場合には、平面コイル導体の内側の領
域において、伝熱用貫通導体が、平面コイル導体の周りに発生した磁束が平面コイル導体
の内側の領域を通過するのを妨げることがないので、インダクタンスを低下させることな
く平面コイル導体において発生した熱を伝熱用貫通導体を介して放熱用導体層から外部へ
放熱することができる。
【００１７】
　また、本発明のコイル内蔵基板によれば、上記構成において、フェライト磁性体層に、
伝熱用貫通導体に接続されるとともに平面視で平面コイル導体と重なる伝熱用導体層を形
成した場合には、平面コイル導体において発生した熱は、面積が広く熱を受け取りやすい
伝熱用導体層へその多くが伝わった後に、伝熱用導体層が接続された伝熱用貫通導体を介
して放熱用導体層へ伝えられ、放熱用導体層が形成されたコイル内蔵基板の主面から外部
へ放熱することができる。したがって、平面コイル導体において発生した熱をより効率よ
く伝熱用貫通導体および放熱用導体層へ伝えることができるため、コイル内蔵基板に搭載
されたＩＣなどの電子部品が平面コイル導体から発生する熱によって誤動作してしまうこ
とをより効果的に防止することができる。
【００１８】
　また、本発明のコイル内蔵基板によれば、上記構成において、平面コイル導体が間にフ
ェライト磁性体層を介して上下に複数設けられ、伝熱用導体層を上下に位置する平面コイ
ル導体間に形成した場合には、平面コイル導体から発生した熱は、伝熱用導体層が形成さ
れたコイル内蔵基板の厚み方向における内部に誘導された後に、伝熱用貫通導体を介して
放熱用導体層へ伝えられ、コイル内蔵基板の主面から外部へ放熱することができる。した
がって、絶縁層の方向すなわちＩＣなどの電子部品が搭載されたコイル内蔵基板の主面方
向への伝熱を抑制することができるため、コイル内蔵基板に搭載されたＩＣなどの電子部
品が平面コイル導体から発生する熱によって誤動作してしまうことをより効果的に防止す
ることができる。
【００１９】
　また、本発明のコイル内蔵基板によれば、上記構成において、伝熱用導体層を平面コイ
ル導体と絶縁層との間に形成した場合には、平面コイル導体から絶縁層への伝熱経路の途
中に伝熱用導体層が配置されることから、平面コイル導体で発生した熱が絶縁層へ伝わる
前に確実に伝熱用導体層から伝熱用貫通導体および放熱用導体層へ伝熱され、また、上下
の平面コイル導体間の伝熱用導体層に加えて平面コイル導体と絶縁層との間に形成した場
合には、伝熱用貫通導体および放熱用導体層へ伝熱するための径路が大きくなることとな
るので、搭載したＩＣなどの電子部品がコイルから発生する熱によって誤動作してしまう
ことをより一層防止することができる。
【００２０】
　さらに、平面コイル導体からノイズが放射されたとしても、伝熱用導体層が平面コイル
導体と配線層が形成された絶縁層との間において平面視で平面コイル導体と重なるように
配置されていることから、伝熱用導体層がシールド層として機能してノイズを吸収するこ
ととなるので、放射されたノイズによる配線層への影響が抑えられ、搭載されるＩＣをよ
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り安定して動作させることが可能なコイル内蔵基板を得ることができる。
【００２１】
　また、本発明のコイル内蔵基板によれば、上記構成において、伝熱用貫通導体が、平面
コイル導体の内側に沿った管状部を有する場合には、面積の広い管状部がより効率よく平
面コイル導体において発生した熱を受け取ることができ、より効率よく伝熱用貫通導体へ
熱を伝えることができるので、搭載したＩＣなどの電子部品がコイルから発生する熱によ
って誤動作してしまうことをより一層防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明のコイル内蔵基板（以下、基板ともいう。）を、添付図面を参照しつつ以下に詳
細に説明する。図１は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す図であり、図１
（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の断面図（図１（ｂ）をＢ－Ｂ’線で切断した縦断面図
）、図１（ｂ）は図１（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した断面図（横断面図）である。これら
の図において、１は絶縁層、２はフェライト磁性体層、３は平面コイル導体、４は伝熱用
貫通導体、５は放熱用導体層、６は配線層である。
【００２４】
　図１に示す例においては、配線層６として、絶縁層１の外表面にはＩＣ等の半導体チッ
プやチップ部品が搭載される搭載用電極６ｂおよび外部電気回路と電気的に接続される電
極パッド６ｄが形成され、絶縁層１の内部には内部配線層６ａが形成されている。そして
、内部配線層６ａ，搭載用電極６ｂ，電極パッド６ｄおよび平面コイル導体３は、貫通導
体６ｃを介して互いに接続されている。
【００２５】
　本発明のコイル内蔵基板は、配線層６が形成された一対の絶縁層１・１およびこの一対
の絶縁層１・１に挟持されたフェライト磁性体層２からなる基板と、フェライト磁性体層
２内に形成された平面コイル導体３とを具備するコイル内蔵基板であって、平面視で平面
コイル導体３の内側の領域に、フェライト磁性体層２から基板の主面にかけてフェライト
磁性体層２および絶縁層１を貫通する伝熱用貫通導体４が形成され、基板の主面に伝熱用
貫通導体４が接続された放熱用導体層５が形成されていることを特徴とするものである。
【００２６】
　本発明のコイル内蔵基板によれば、このような構成により、平面コイル導体３において
発生した熱は伝熱用貫通導体４を介して放熱用導体層５から外部へ放熱することができる
。その結果、搭載したＩＣなどの電子部品が平面コイル導体３から発生する熱によって誤
動作してしまうことを防止することができる。
【００２７】
　このとき、伝熱用貫通導体４は、図１に示すように、平面コイル導体３の周りに発生し
た磁束が、平面コイル導体３の内側の領域を通過するための領域を設けるように間隔を設
けて配置される。
【００２８】
　また、伝熱用貫通導体４と平面コイル導体３との距離はできるだけ近い方が平面コイル
導体３の内側に領域における磁束の通過領域を狭めないので好ましいが、両者の間の電気
的絶縁性を考慮すると、具体的には、伝熱用貫通導体４と平面コイル導体３との距離は50
μｍ程度以上であることが好ましい。
【００２９】
　また、図２に図１と同様に示すように、上記構成において、複数の伝熱用貫通導体４が
平面コイル導体３の内側に沿って配置されていることが好ましい。この構成により、平面
コイル導体３の内側の領域において、伝熱用貫通導体４が、平面コイル導体３の周りに発
生した磁束が平面コイル導体３の内側の領域を通過するのを妨げることがないので、イン
ダクタンスを低下させることなく平面コイル導体３において発生した熱を伝熱用貫通導体
４を介して放熱用導体層５から外部へ放熱することができる。
【００３０】
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　この場合においても、伝熱用貫通導体４は磁束が通過できるような間隔を設けて配置さ
れる。この間隔は、平面コイル導体３の寸法、平面コイル導体３に流れる電流の周波数や
電流値、あるいはフェライト磁性体層２の透磁率により異なるが、例えば、フェライト磁
性体層２の透磁率が500の場合は0.1ｍｍ以上とすればよい。
【００３１】
　本発明のコイル内蔵基板を作製する場合に、矩形状のコイル内蔵基板を縦横に複数列配
置して、いわゆる多数個取り配線基板の形態にして多数のコイル内蔵基板を効率よく容易
に作製しようとする場合は、平面コイル導体３は平面視で最外周がフェライト磁性体層２
の形状（基板の外形）に沿った矩形状で形成されるのが好ましい。このようにすることで
、コイル内蔵基板の外寸を変えずに平面コイル導体３の長さを最大限長く形成することが
できるため、平面コイル導体３の長さに比例するインダクタンス値を大きいものとするこ
とができる。
【００３２】
　このように平面コイル導体３が矩形状の基板の外形に沿って矩形状に形成される場合は
、伝熱用貫通導体４は平面コイル導体３の内側の領域における角部に配置されることが好
ましい。角部における磁束密度は他の領域に比較して粗となるので、この部分に形成され
た伝熱用貫通導体４によって磁束の通過領域を減少させることの影響は小さくてすむ。ま
た、平面コイル導体３の内側の領域において角部の温度が高くなりやすいので、より効率
よく放熱することができる。
【００３３】
　また、このようなことから、図２に示すように、角部に配置される伝熱用貫通導体４の
横断面積を他の部分よりも大きいものとすると、インダクタンスを低下させることなくよ
り効率よく放熱することができるので好ましい。
【００３４】
　伝熱用貫通導体４の横断面形状は、図面に示したような円形だけでなく、三角形や四角
形またはそれ以上の多角形および楕円形状等であってもよく、特に制限はない。複数の伝
熱用貫通導体４を平面コイル導体３の内側に沿って配置する場合は、伝熱用貫通導体４の
横断面形状を、平面コイル導体３の内側の領域の中心に向かって細長い形状、例えば長方
形や楕円形にするのが好ましい。このような形状とすることにより、伝熱用貫通導体４の
間隔を狭めて磁束の通過を妨げることなく、横断面積を大きくして効率よく放熱すること
ができる。
【００３５】
　本発明のコイル内蔵基板は、例えば図３，図５および図６に図１と同様の断面図で示す
ように、伝熱用貫通導体４が、平面コイル導体３の内側に沿った管状部４ａを有すること
が好ましい。管状部４ａが平面コイル導体３において発生した熱をより効率よく受け取り
、より効率よく伝熱用貫通導体４へ熱を伝えることができるので、搭載したＩＣなどの電
子部品が平面コイル導体３から発生する熱によって誤動作してしまうことをより一層防止
することができる。
【００３６】
　管状部４ａは、フェライト磁性体層２および絶縁層１を貫通する伝熱用貫通導体４を横
方向に互いに接続するように形成され、平面視で管状となった部分である。図６に示すよ
うに１つのフェライト磁性体層２上に形成して完全な管状としてもよいが、図３および図
５に示すようにフェライト磁性体層２を貫通して厚みを厚くして形成してもよく、その場
合には完全な管状でなくてもよい。フェライト磁性体層２を貫通して厚みを厚くすると板
状になり、平面コイル導体３で発生した熱を受ける面積がより大きくなるので、より効率
よく伝熱用貫通導体４へ熱を伝えることができる。この場合、図３（ａ）および図５（ａ
）に示すように、上下の平面コイル導体３・３の間において管状となるようにすると、磁
束の通過を妨げることがないのでよい。
【００３７】
　また、平面コイル導体３に近い位置に伝熱用貫通導体４の管状部４ａが形成されるので
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、上下の平面コイル導体３・３のそれぞれにおいて最内周の導体周りに沿った磁束が発生
しにくく、上下の平面コイル導体３・３の最外周から最内周（管状部４ａの内側）にかけ
て、平面コイル導体３の全体の周囲に磁束が発生することとなり、平面コイル導体３の内
周と外周との間に磁束が集中することにより生じる磁束の部分飽和を抑制し、重畳特性の
低下を抑制することができる。
【００３８】
　図４は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す図であり、図４（ａ）は本発
明のコイル内蔵基板の断面図（図４（ｂ）をＢ－Ｂ’線で切断した縦断面図）、図４（ｂ
）は図４（ａ）をＡ‐Ａ’線で切断した断面図（横断面図）である。これらの図において
、７は伝熱用導体層である。
【００３９】
　図４に示すように、上記構成において、フェライト磁性体層２に、伝熱用貫通導体４に
接続されるとともに平面視で平面コイル導体３と重なる伝熱用導体層７が形成されている
ことが好ましい。平面コイル導体３において発生した熱は、面積が広く熱を受け取りやす
い伝熱用導体層７へとその多くが伝わった後に、伝熱用導体層７が接続された伝熱用貫通
導体４を介して放熱用導体層５へ伝えられ、放熱用導体層５が形成されたコイル内蔵基板
の主面から外部へ放熱することができる。したがって、絶縁層１の方向すなわちＩＣなど
の電子部品が搭載されたコイル内蔵基板の主面方向への伝熱を抑制することができるため
、コイル内蔵基板に搭載されたＩＣなどの電子部品が平面コイル導体３から発生する熱に
よって誤動作してしまうことをより効果的に防止することができる。
【００４０】
　平面コイル導体３は、１層で構成してもよいが、図１（ａ）に示すように上下に複数設
けると、大きなインダクタンスを得るためのコイルの巻き数を確保しつつ平面方向の大き
さを小型にすることができるので好ましい。
【００４１】
　伝熱用導体層７は、図４に示すように、平面コイル導体３が、間にフェライト磁性体層
２を介して上下に複数設けられる場合は、上下に位置する平面コイル導体３間に形成され
ていることが好ましい。
【００４２】
　このような構成とした場合には、平面コイル導体３から発生した熱は、伝熱用導体層７
が形成されたコイル内蔵基板の厚み方向における内部に誘導された後に、放熱用導体層５
が形成されたコイル内蔵基板の主面から基板の外部へと放熱することができる。したがっ
て、絶縁層１の方向すなわちＩＣなどの電子部品が搭載されたコイル内蔵基板の主面方向
への伝熱を抑制することができるため、コイル内蔵基板に搭載されたＩＣなどの電子部品
が平面コイル導体３から発生する熱によって誤動作してしまうことをより効果的に防止す
ることができる。
【００４３】
　伝熱用導体層７は、上下に位置する平面コイル導体３・３間に形成される場合は、平面
コイル導体３の周囲に発生する磁束が通過する領域を設ける必要があるので、平面視で平
面コイル導体３の中心および平面コイル導体３の外周部には伝熱用導体層７を設けない領
域が必要となる。
【００４４】
　伝熱用導体層７は、上下に位置する平面コイル導体３・３間に形成される場合は、図４
（ｂ）に示すように、少なくともその一部が平面視で平面コイル導体３と重なるとともに
伝熱用貫通導体４に接続されていればよいが、図５（ｂ）に示すように、平面コイル導体
３の形成領域の全域に平面視で重なるような形状に設けることが好ましい。このような形
状にすることにより、平面コイル導体３で発生した熱を効率よく受け取って外部へ放出す
ることができるとともに、磁束の通過領域を確保することができるので内蔵コイルの特性
の低下を抑えることができる。また、上下に複数設けられた平面コイル導体間３に発生す
る漏れ磁束をシールドすることができるので、磁束の乱れを抑えることができ、電流を負
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荷した際の磁気飽和が起きにくくなり、高い重畳特性を得ることができる。
【００４５】
　このような形状の伝熱用導体層７は、平面コイル導体３の形成領域より、平面視で内側
および外側に平面コイル導体３から伝熱用導体層７までの距離程度拡がった形状とするの
が好ましい。平面コイル導体３からの熱は平面コイル導体３から伝熱用導体層７への方向
に対して45°拡がった範囲で伝熱量の９割以上が伝わるので、このような形状とすれば、
平面コイル導体３から伝熱用導体層７の方向への熱のほとんどが伝熱用導体層７へ伝わる
こととなる。
【００４６】
　伝熱用導体層７が上下に位置する平面コイル導体３間に形成される場合は、伝熱用導体
層７と平面コイル導体３との距離は、平面コイル導体３からの発熱をより効率よく放熱さ
せるために、また、平面コイル導体３の導体間に発生する漏れ磁束をより効果的にシール
ドするためにはできるだけ小さい方がよい。具体例には、上下の平面コイル導体３間の絶
縁性を考慮すると、伝熱用導体層７と平面コイル導体３との距離は15μｍ程度が好ましい
。
【００４７】
　また、伝熱用導体層７が、図６に図１と同様に示すように平面コイル導体３と絶縁層１
との間に形成されている場合には、平面コイル導体３から絶縁層１への伝熱経路の途中に
伝熱用導体層７が配置されることから、平面コイル導体３で発生した熱が絶縁層１へ伝わ
る前に確実に伝熱用導体層７へ伝わるので好ましい。
【００４８】
　伝熱用導体層７が平面コイル導体３と絶縁層１との間に形成されている場合には、伝熱
用導体層７と平面コイル導体３との距離は、平面コイル導体３の周囲に発生する磁束の量
に応じて設定され、発生した磁束が通過できるような距離（フェライト磁性体層２の厚み
）が必要である。同様の理由で、伝熱用導体層７が平面コイル導体３と絶縁層１との間に
形成されない場合においても、平面コイル導体３と絶縁層１との間には同程度の厚みのフ
ェライト磁性体層２が形成される。この距離は、平面コイル導体３の寸法、平面コイル導
体３に流れる電流の周波数や電流値、あるいはフェライト磁性体層２の透磁率により異な
るが、例えば、フェライト磁性体層２の透磁率が500の場合は0.1ｍｍ以上とすればよい。
【００４９】
　また、図７に図１と同様に示すように上下の平面コイル導体３・３間の伝熱用導体層７
に加えて平面コイル導体３と絶縁層１との間にも伝熱用導体層７を形成した場合には、放
熱用導体層５へ伝熱するための径路が大きくなるので、搭載したＩＣなどの電子部品が平
面コイル導体３で発生する熱によって誤動作してしまうことをより一層防止することがで
きる。
【００５０】
　さらに、伝熱用導体層７が平面コイル導体３と絶縁層１との間に形成されている場合に
は、平面コイル導体３からノイズが放射されたとしても、伝熱用導体層７が平面コイル導
体３と配線層６が形成された絶縁層１との間において平面視で平面コイル導体３と重なる
ように配置されていることから、伝熱用導体層７がシールド層として機能してノイズを吸
収することとなるので、放射されたノイズによる配線層６への影響が抑えられ、搭載され
るＩＣをより安定して動作させることが可能なコイル内蔵基板を得ることができる。
【００５１】
　平面コイル導体３と絶縁層１との間に形成される伝熱用導体層７は、図６および図７に
示すような、いわゆるベタ層として全面にわたる形状で形成されるのが好ましい。これに
より平面コイル導体３から絶縁層１への伝熱経路の全てを覆うように伝熱用導体層７が形
成され、またシールド用導体層としても、ノイズの発生源である平面コイル導体３を覆う
ことになる。
【００５２】
　また、このような構成において、平面コイル導体３と絶縁層１・１との間に形成された
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伝熱用導体層７が、接地導体層を兼ねていることが好ましい。この場合には、伝熱用導体
層７（接地導体層）がノイズを吸収した後、ノイズにより発生した電位が接地導体層に流
れる電流とともに外部へ放出されるので、平面コイル導体３から放射されたノイズをシー
ルドする効果がより大きくなり、放射されたノイズによる配線層６への影響がより抑えら
れ、搭載されるＩＣをより安定して動作させることが可能なコイル内蔵基板を得ることが
できる。そして、１つの層で接地導体層と伝熱用導体層７との機能を有することから、こ
れらを別々に２層形成する場合に比較して、搭載されるＩＣをより安定して動作させるこ
とが可能な、より薄型のコイル内蔵基板を得ることができる。
【００５３】
　このように、搭載したＩＣなどの電子部品への熱の影響や、電子部品が搭載される配線
層６へのノイズの影響を防止するようにするためであるので、ＩＣなどの電子部品の搭載
される主面側の絶縁層１と平面コイル導体３との間に形成されるのが好ましい。基板の両
主面に電子部品が搭載される場合は、両方の平面コイル導体３と絶縁層１との間に形成さ
れる。電子部品が搭載されるのが一方主面側のみである場合でも、放熱の効率を向上させ
るために両方に形成してもよいことはいうまでもない。
【００５４】
　平面コイル導体３と一対の絶縁層１・１の少なくとも一方との間に形成された伝熱用導
体層７が接地導体層を兼ねている場合は、さらに図８に示すように、伝熱用導体層７（接
地導体層）の平面視で平面コイル導体３と重なる部分に開口部７ａを設けるのが好ましい
。これにより、接地導体層７の平面コイル導体３に対向する部分の面積が小さくなり、平
面コイル導体３と接地導体層７との間の容量が小さくなるので、基板の厚みを厚くするこ
となく、コイルのインダクタンスとキャパシタンスによって生じる共振周波数を高くする
ことができる。その結果として、より高い周波数においても高インダクタンス値を得るこ
とができるので、内蔵コイルをより小さくすることができ、小型のコイル内蔵基板を得る
ことができる。
【００５５】
　伝熱用導体層７に設ける開口部７ａは、平面コイル導体３と重なる部分が全て開口した
平面コイル導体３に沿った形状としてもよいが、図９に示すように分割されて複数形成さ
れていることが好ましい。開口部７ａが分割されて複数形成されている、すなわち複数の
開口部７ａが間隔をあけて配置されていることから、この開口部７ａ・７ａ間が、電流が
接地導体層７内を平面コイル導体３に沿って形成された開口部７ａと交差する方向に流れ
るための経路となるので、開口部７ａによる電源インダクタンスの上昇やそれに伴う電源
ノイズの増大が抑えられ、コイル内蔵基板に搭載されるＩＣを高周波で安定して動作させ
ることが可能なコイル内蔵基板を得ることできる。
【００５６】
　このような開口部７ａにするためには、開口部７ａの大きさは平面コイル導体３より一
回り大きいものがよく、積層の位置ずれを考慮すると、平面コイル導体３の幅に対して0.
1ｍｍ程度大きい幅のものとすればよい。また、複数の開口部７ａ・７ａ間の間隔は、電
源インダクタンスの上昇やそれに伴う電源ノイズの増大が抑えられるような電流経路とす
るには、0.1ｍｍ以上の幅があればよい。開口部７ａの面積は要求される共振周波数に応
じて決定すればよい。また、形状も特に限定されるものではなく、図９に示す例のような
四角形以外の多角形や円形等の形状でもよい。
【００５７】
　また、平面コイル導体３が矩形状の基板の外形に沿って矩形状に形成される場合は、平
面コイル導体３の角部に特に電界が集中することによって起きるノイズを抑えるために、
図９に示すように、平面コイル導体３の角部とは重ならないような開口部７ａとするのが
好ましい。
【００５８】
　また、平面コイル導体３の角部を、曲線状に曲がっている形状、または、複数の屈曲部
を有する形状とすると、平面コイル導体３に対向する接地導体層の面積が小さくなり、平
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面コイル導体３と接地導体層との間のキャパシタンスが小さくなることで、より高周波ま
でインダクタンス値が得られ、また、角部が電流の集中しにくい形状となることで電界の
集中が低減し、ノイズ放射そのものを削減することができるので好ましい。
【００５９】
　伝熱用導体層７が接地導体層を兼ねない場合は、図９に図１と同様の断面図で示すよう
に、接地導体層６ｅを別に設けてもよいことはいうまでもない。この場合は、平面コイル
導体３と絶縁層１との間に形成された伝熱用導体層７により、接地導体層６ｅと平面コイ
ル導体３との間の電磁気的結合が妨げられるので、接地導体層６ｅの平面コイル導体３と
重なる部分に開口部４ａを設けなくても平面コイル導体３と接地導体層４との間の容量が
小さくなるので、基板の厚みを厚くすることなく、内蔵コイルのインダクタンスとキャパ
シタンスによって生じる共振周波数を高くすることができる。なお、接地導体層６ｅは、
図１～図７では省略されているが、図１～図３に示すように伝熱用導体層７が形成されな
い場合や、図４～図５に示すように伝熱用導体層７が平面コイル導体３・３の間に形成さ
れる場合や、図６～図７に示すような形態で伝熱用導体層７が接地導体層を兼ねない場合
においても必要に応じて形成されるものである。
【００６２】
　放熱用導体層５は、図１～図12に示すように、基板の主面に伝熱用貫通導体４に接続さ
れて形成される。その大きさは特に制限されるものではく基板の主面（下面）の一部だけ
でなく、例えば図９に示すように、基板の主面（下面）に形成された電極パッド６ｄ等に
接続しないように基板の主面（下面）全体にかけて形成してもよい。
【００６３】
　また、放熱用導体層５は、基板の主面上の電子部品の搭載位置から十分な距離があり、
伝熱用貫通導体４および放熱用導体層５から電子部品へ熱が伝わることがない場合には、
電子部品が搭載される側の主面上に形成してもよい。また、基板に搭載される電子部品の
発熱が平面コイル導体３の発熱より大きく、温度が高くなるような場合には、電子部品を
搭載する搭載用電極６ｂと伝熱用貫通導体４，伝熱用導体層７または放熱用導体層５のい
ずれかとを接続したり、または電子部品を基板の両主面に形成した放熱用導体層５の一方
に搭載したりしてもよい。
【００６４】
　また、放熱用導体層５は、その厚みを配線層６や平面コイル導体３に比較して厚くする
ことで、より放熱性を向上させることができる。例えば、配線層６や平面コイル導体３の
厚みが通常10μｍ程度で形成されるのに対して、より厚くして20μｍ以上の厚みにすると
よい。
【００６５】
　さらに、放熱用導体層５は、その表面粗さを搭載用電極６ｂや電極パッド６ｄに比較し
て大きくすることで、表面積を大きくして放熱性を向上させることができる。例えば、搭
載用電極６ｂや電極パッド６ｄの表面粗さ（算術平均粗さ：Ｒａ）が通常１～５μｍ程度
であるのに対して、20μｍ程度以上の表面粗さに、またはそれ以上のレベルの凹凸のある
形状にするとよい。
【００６６】
　絶縁層１は、その表面や内部に形成される配線層６や絶縁層１に挟持されて形成される
フェライト磁性体層２および平面コイル導体３とともに800～1000℃の温度で同時焼成さ
れた絶縁体粉末の焼結体から成るものであり、配線層６のインダクタンスが高くなること
を抑制するという観点からは、非磁性フェライトやガラスセラミックス等の非磁性絶縁体
から成るものが好ましい。絶縁層１は、絶縁体粉末および有機バインダーを主成分とする
絶縁層１用グリーンシートを製作し、この絶縁層１用グリーンシートを必要な配線展開が
できるだけの枚数積層した後、800～1000℃の温度で焼成することにより作製される。
【００６７】
　絶縁層１が非磁性フェライトから成る場合は、Ｚｎ系フェライトやＣｕ系フェライトを
用いればよい。中でも、Ｘ－Ｆｅ２Ｏ４（ＸはＣｕ，Ｚｎ）として示される正スピネル構
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造の固溶体であるＣｕ－Ｚｎ系フェライトが好適である。
【００６８】
　Ｃｕ－Ｚｎ系フェライトの場合であれば、その組成比は焼結体としてＦｅ２Ｏ３を50～
70質量％，ＣｕＯを５～20質量％，ＺｎＯを20～35質量％とすると、1000℃以下の低温で
焼結密度5.0ｇ／ｃｍ３以上の高密度焼成が可能であり、かつ、焼成後の非磁性フェライ
ト層は低温度域でも非磁性であるので好ましい。Ｆｅ２Ｏ３はフェライトの主成分であり
、その割合が50質量％未満であると磁性が発生する傾向があり、70質量％より多いと焼結
密度の低下により機械的強度が低下する傾向がある。ＣｕＯは焼結温度の低温化のために
重要な要素であり、ＣｕＯが低温で液相を形成することにより焼結を促進させる効果を用
いて、磁気特性を損なわずに800～1000℃の低温で焼成することができる。このことから
その割合が５質量％未満であると、配線層６と同時に800～1000℃で焼成を行なうと焼結
密度が不十分になり、機械強度が不足する傾向があり、20質量％より多いとキュリー温度
が上がり、低温領域で磁性が発生する傾向がある。ＺｎＯは非磁性フェライトを非磁性に
するために重要な要素であり、その割合が20質量％未満であると焼結密度の低下により機
械的強度が低下する傾向があり、35質量％より多いと磁性が発生する傾向がある。
【００６９】
　また、絶縁層１が非磁性フェライトから成る場合は、非磁性フェライトの粉末に軟化点
の低いガラスを加えて低温焼成したものであってもよい。このときのガラスとしては、例
えばＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３系，ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３系，ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－
Ａｌ２Ｏ３－ＭＯ系（但し、ＭはＣａ，Ｓｒ，Ｍｇ，ＢａまたはＺｎを示す），ＳｉＯ２

－Ａｌ２Ｏ３－Ｍ１Ｏ－Ｍ２Ｏ系（但し、Ｍ１及びＭ２は同じまたは異なってＣａ，Ｓｒ
，Ｍｇ，ＢａまたはＺｎを示す），ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３－Ｍ１Ｏ－Ｍ２Ｏ系
（但し、Ｍ１及びＭ２は上記と同じである），ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ｍ３

２Ｏ系（但し、
Ｍ３はＬｉ，ＮａまたはＫを示す），ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ａｌ２Ｏ３－Ｍ３

２Ｏ系（但
し、Ｍ３は上記と同じである），Ｐｂ系ガラス，Ｂｉ系ガラス等を用いることができ、ガ
ラスの軟化点が600℃以下であることがフェライトの焼結を阻害しないうえで望ましい。
【００７０】
　絶縁層１がガラスセラミックスから成る場合は、絶縁体粉末は上記のようなガラスの粉
末とフィラー粉末との混合物の焼結体から成り、フィラー粉末としては、例えばＡｌ２Ｏ

３，ＳｉＯ２，ＺｒＯ２とアルカリ土類金属酸化物との複合酸化物、ＴｉＯ２とアルカリ
土類金属酸化物との複合酸化物，Ａｌ２Ｏ３およびＳｉＯ２から選ばれる少なくとも１種
を含む複合酸化物（例えばスピネル，ムライト，コージェライト）等のセラミック粉末が
挙げられる。
【００７１】
　配線層６は、Ｃｕ，Ａｇ，Ａｕ，Ｐｔ，Ａｇ－Ｐｄ合金およびＡｇ－Ｐｔ合金等の低抵
抗金属の粉末の焼結体であるメタライズ金属からなるものであり、絶縁層１用グリーンシ
ートに配線層６用導体ペーストを印刷することにより配線パターンを形成しておき、絶縁
層１用グリーンシートと同時焼成することにより形成される。
【００７２】
　フェライト磁性体層２は、強磁性フェライトであるＮｉ－Ｚｎ系フェライト，Ｍｎ－Ｚ
ｎ系フェライト，Ｍｇ－Ｚｎ系フェライト，Ｎｉ－Ｃｏ系フェライト等の磁性フェライト
粉末の焼結体であるが、Ｘ－Ｆｅ２Ｏ４（ＸはＣｕ，Ｎｉ，Ｚｎ）として示される逆スピ
ネル構造の固溶体であるＮｉ－Ｚｎ系フェライトが高周波帯域で十分に高い透磁率を得る
のに好ましい。
【００７３】
　Ｎｉ－Ｚｎ系フェライトの場合であれば、その組成比は焼結体としてＦｅ２Ｏ３を63～
73質量％，ＣｕＯを５～10質量％，ＮｉＯを５～12質量％，ＺｎＯを10～23質量％とする
と、1000℃以下の低温で焼結密度5.0ｇ／ｃｍ３以上の高密度焼成が可能であり、かつ高
周波帯域で十分に高い透磁率を得ることができるので好ましい。Ｆｅ２Ｏ３はフェライト
の主成分であり、その割合が63質量％未満であると十分な透磁率が得られない傾向があり



(12) JP 5046720 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

、73質量％より多いと焼結密度の低下により機械的強度が低下する傾向がある。ＣｕＯは
焼結温度の低温化のために重要な要素であり、ＣｕＯが低温で液層を形成することにより
焼結を促進させる効果を用いて、磁気特性を損なわずに800～1000℃の低温で焼成するこ
とができる。このことから、その割合が５質量％未満であると、配線層６や平面コイル導
体３と同時に800～1000℃で焼成を行なうと焼結密度が不十分になり、機械強度が不足す
る傾向があり、10質量％より多いと、磁気特性の低いＣｕＦｅ２Ｏ４の割合が多くなるた
め磁気特性を損ないやすくなる傾向がある。ＮｉＯはフェライト磁性体層２の高周波域に
おける透磁率を確保するために含有させる。ＮｉＦｅ２Ｏ４は高周波域まで共振による透
磁率の減衰を起こさず、高周波域での透磁率を比較的高い値に維持することができるが、
初期透磁率は低いという特性をもつため、５質量％未満であると10ＭＨｚ乃至それ以上の
高周波域での透磁率が低下する傾向があり、12質量％より多いと初期透磁率が低下する傾
向にある。ＺｎＯはフェライト磁性体層２の透磁率向上のために重要な要素であり、フェ
ライト組成のうち10質量％未満であると透磁率が低くなり、逆に23質量％より多くても磁
気特性が悪くなる傾向がある。
【００７４】
　フェライト磁性体層２は、絶縁層１に用いられる絶縁層用グリーンシートと同様の手法
で形成されたフェライト磁性体層２用グリーンシートを用いることで作製される。
【００７５】
　平面コイル導体３は、配線層６と同様に金属粉末の焼結体であるメタライズ金属層から
なるものであり、フェライト磁性体層２用グリーンシートの表面に平面コイル導体３用導
体ペーストを印刷することによりコイルパターンを形成し、さらにその上にフェライト磁
性体層２用グリーンシートを積層して同時焼成することにより、フェライト磁性体層２に
埋設されて形成される。平面コイル導体３が上下に複数重ねて形成される場合は、コイル
パターンおよび貫通導体パターンが形成されたフェライト磁性体層２用グリーンシートを
複数積層した上にさらにフェライト磁性体層２用グリーンシートを積層すればよい。
【００７６】
　平面コイル導体３の作製に用いられる金属粉末は、配線層６と同様のＣｕ，Ａｇ，Ａｕ
，Ｐｔ，Ａｇ－Ｐｄ合金およびＡｇ－Ｐｔ合金等の低抵抗金属の粉末を用いる。これによ
り、平面コイル導体３の電気抵抗が小さくなり、平面コイル導体３の発熱そのものを抑え
ることができる。
【００７７】
　絶縁層１用グリーンシートまたはフェライト磁性体層２用グリーンシートは、絶縁体粉
末または磁性フェライト粉末に有機バインダー，有機溶剤，必要に応じて分散剤や可塑剤
等を混合してスラリーを得て、これからドクターブレード法，圧延法，カレンダーロール
法，押し出し成形法等によってシート状に塗布し、乾燥して成形することにより作製され
る。
【００７８】
　絶縁層１用グリーンシートに用いられる絶縁体粉末は、絶縁層１が非磁性フェライトか
ら成る場合は、Ｆｅ２Ｏ３とＣｕＯやＺｎＯの粉体を所定の割合で混合して仮焼したもの
を粉砕し、原料粉末とすることができる。
【００７９】
　フェライト磁性体層２用グリーンシートに用いられる強磁性フェライト粉末は、Ｆｅ２

Ｏ３とＣｕＯ，ＺｎＯ，またはＮｉＯとを予め仮焼することにより作製されたフェライト
粉末であり、平均粒径が0.1μｍ～0.9μｍの範囲で均一であり、粒形状は球形状に近いも
のが望ましい。これは、平均粒径が0.1μｍより小さいと、フェライト磁性体層２用グリ
ーンシートの製作においてフェライト粉末の均一な分散が困難であり、平均粒径が0.9μ
ｍより大きいとフェライト磁性体層２用グリーンシートの焼結温度が高くなりやすくなる
からである。また、粒径が均一で球状に近いことにより均一な焼結状態を得ることができ
る。例えばフェライト粉末で部分的に小さい粒径が存在した場合は、その部分のみ結晶粒
の成長が低下し、焼結後に得られるフェライト磁性体層２の透磁率が安定しにくい傾向が
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ある。
【００８０】
　有機バインダーは、従来よりセラミックグリーンシートに使用されているものが使用可
能であり、例えばアクリル系（アクリル酸，メタクリル酸またはそれらのエステルの単独
重合体または共重合体，具体的にはアクリル酸エステル共重合体，メタクリル酸エステル
共重合体，アクリル酸エステル－メタクリル酸エステル共重合体等），ポリビニルブチラ
－ル系，ポリビニルアルコール系，アクリル－スチレン系，ポリプロピレンカーボネート
系，セルロース系等の単独重合体または共重合体が挙げられる。焼成工程での分解性や揮
発性を考慮すると、アクリル系バインダーがより好ましい。
【００８１】
　グリーンシートの有機溶剤は、絶縁体粉末やフェライト粉末と有機バインダーとを良好
に分散させて混合できるようなものであればよく、トルエン，ケトン類，アルコール類の
有機溶媒や水等が挙げられる。これらの中で、トルエン，メチルエチルケトン，イソプロ
ピルアルコール等の蒸発係数の高い溶剤はスラリー塗布後の乾燥工程が短時間で実施でき
るので好ましい。
【００８２】
　グリーンシートを作製するためのスラリーは絶縁体粉末やフェライト粉末100質量部に
対して有機バインダーを５～20質量部、有機溶剤を15～50質量部加え、ボールミル等の混
合手段により混合することにより３～100ｃｐｓの粘度となるように調製される。
【００８３】
　配線層６の内部配線層６ａ，搭載用電極６ｂおよび電極パッド６ｄとなる配線パターン
は、絶縁層１用グリーンシートの表面に配線層６用導体ペーストをスクリーン印刷法やグ
ラビア印刷法等の印刷法で所定パターンに印刷して形成される。貫通導体６ｃとなる配線
パターンは、内部配線層６ａ，搭載用電極６ｂおよび電極パッド６ｄとなる配線パターン
の形成に先立って絶縁層１用グリーンシートにパンチング加工やレーザ加工等により貫通
孔を形成し、この貫通孔に印刷やプレス充填等の埋め込み手段によって配線層６用導体ペ
ーストを充填することで形成される。
【００８４】
　平面コイル導体３となるコイルパターンも同様に、フェライト磁性体層２用グリーンシ
ートの表面に平面コイル導体３用導体ペーストをスクリーン印刷法やグラビア印刷法等の
印刷法で所定パターンに印刷して形成され、フェライト磁性体層２内の貫通導体となる配
線パターンも上記貫通導体６ｃとなる配線パターンと同様にして形成される。平面コイル
導体３用導体ペーストは配線層６用導体ペーストと同じものを用いればよい。
【００８５】
　平面コイル導体３となるコイルパターンは、要求されるインダクタンス値やサイズにも
よるが、上記のように印刷により形成する場合は線幅および隣接する外周と内周の導体間
距離が0.1ｍｍ程度以上であれば容易に形成できる。できるだけ小さい面積でコイルの巻
き数を多くするためには、線幅を0.1～１ｍｍ程度にし、導体間距離を0.1～0.2ｍｍ程度
にすればよい。
【００８６】
　配線層６用導体ペーストおよび平面コイル導体３用導体ペーストは、主成分の金属粉末
に有機バインダー，有機溶剤，必要に応じて分散剤等を加えてボールミル，三本ロールミ
ル，プラネタリーミキサー等の混練手段により混合および混練することで作製される。
【００８７】
　導体ペーストの有機バインダーは、従来より導体ペーストに使用されているものが使用
可能であり、例えばアクリル系（アクリル酸，メタクリル酸またはそれらのエステルの単
独重合体または共重合体，具体的にはアクリル酸エステル共重合体，メタクリル酸エステ
ル共重合体，アクリル酸エステル－メタクリル酸エステル共重合体等），ポリビニルブチ
ラ－ル系，ポリビニルアルコール系，アクリル－スチレン系，ポリプロピレンカーボネー
ト系，セルロース系等の単独重合体または共重合体が挙げられる。焼成工程での分解、揮
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発性を考慮すると、アクリル系、アルキド系の有機バインダーがより好ましい。
【００８８】
　導体ペーストの有機溶剤は、上記した金属粉末と有機バインダーとを良好に分散させて
混合できるようなものであればよく、テルピネオールやブチルカルビトールアセテートお
よびフタル酸等が使用可能である。
【００８９】
　配線層６の内部配線層６ａ，搭載用電極６ｂおよび電極パッド６ｄとなる配線パターン
を形成するための配線層６用導体ペーストや平面コイル導体３用導体ペーストは、金属導
体粉末100質量部に対して有機バインダーを３～15質量部、有機溶剤を10～30質量部加え
て混練することにより、印刷により導体ペーストの滲みやかすれ等の不具合が発生せず良
好に所定形状のパターン形成ができる程度の粘度となるようにすることが望ましい。
【００９０】
　貫通導体６ｃとなる配線パターンを形成するための導体ペーストは、溶剤量や有機バイ
ンダー量により、内部配線層６ａ，搭載用電極６ｂおよび電極パッド６ｄとなる配線パタ
ーンを形成するための配線層６用導体ペーストや平面コイル導体３用導体ペーストに対し
て比較的流動性の低いペースト状に調整し、貫通孔への充填を容易にし、かつ加温硬化す
るようにするとよい。また、焼結挙動の調整のために金属導体粉末にガラスやセラミック
スの粉末を加えた無機成分としてもよい。
【００９１】
　絶縁層１を非磁性フェライトで形成する場合には、搭載用電極６ｂや電極パッド６ｄの
ような絶縁層１の外表面に形成される配線層６を形成するための配線層６用導体ペースト
には、ＺｎＯ，ＣｕＯ，ＭｇＯ，ＣｏＯ，ＮｉＯ，ＭｎＯ，ＦｅＯ等の２価の金属酸化物
の粉末を添加することが望ましい。２価の金属酸化物を添加することで、外表面の配線層
６を非磁性フェライトを主成分とする絶縁層１に強固に接合させることができる。
【００９２】
　コイルパターンが形成されたものを含む所定枚数のフェライト磁性体層２用グリーンシ
ートの上下にそれぞれ配線パターンが形成された所定枚数の絶縁層１用グリーンシートを
配置して積層体を作製し、この積層体を焼成することによりコイル内蔵基板は作製される
。
【００９３】
　伝熱用貫通導体４は、表層の配線パターンおよび放熱用導体層５となる放熱用導体層パ
ターンの形成に先立って絶縁層１用グリーンシートおよびフェライト磁性体層２用グリー
ンシートにパンチング加工やレーザ加工等により貫通孔を形成しておき、この貫通孔に印
刷やプレス充填等の埋め込み手段によって貫通導体６ｃ用の導体ペーストを充填し、これ
らと同時焼成することで形成される。貫通導体６ｃと伝熱用貫通導体４とが同一の層に形
成される場合は、同時に貫通孔の形成およびペーストの充填を行なえばよい。
【００９５】
　伝熱用貫通導体４の管状部４ａは、図６に示すような、フェライト磁性体層２や絶縁層
１を貫通しない形状の場合は、フェライト磁性体層２用グリーンシートやフェライト磁性
体層２用グリーンシートに伝熱用貫通導体４となるパターンを形成した後に、その露出し
た部分と重なるようにフェライト磁性体層２用グリーンシートやフェライト磁性体層２用
グリーンシート上に、配線層６のパターンと同様にして管状のパターンを形成すればよい
。また、図３および図５に示すような、フェライト磁性体層２や絶縁層１を貫通する形状
の場合は、伝熱用貫通導体４の形成時に同様にして同時に形成すればよい。管状部４ａを
完全な管状とするとグリーンシートに貫通孔を形成することができないので、図３および
図５に示すような複数に分割した形状とすればよく、分割の数や形状については特に制限
されるものではない。
【００９６】
　放熱用導体層５および伝熱用導体層７は、配線層６と同様にＣｕ，Ａｇ，Ａｕ，Ｐｔ，
Ａｇ－Ｐｄ合金およびＡｇ－Ｐｔ合金等の低抵抗金属の粉末の焼結体であるメタライズ金
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属からなるものである。伝熱用導体層７は、内部配線層６ａ等の形成に用いる配線層６用
導体ペーストを、スクリーン印刷法やグラビア印刷法等により絶縁層１用グリーンシート
またはフェライト磁性体層２用グリーンシートの表面に所定パターン形状に塗布し、これ
らとともに同時焼成されて形成される。放熱用導体層５は、搭載用電極６ｂや電極パッド
６ｄのような絶縁層１の外表面に形成される配線層６用導体ペーストと同様の導体ペース
トを、スクリーン印刷法やグラビア印刷法等により絶縁層１用グリーンシート上に所定パ
ターン形状に塗布し、これらとともに同時焼成されて形成される。搭載用電極６ｂや電極
パッド６ｄの形成と同時に行なえばよい。
【００９７】
　放熱用導体層５の表面粗さ（算術平均粗さ：Ｒａ）を配線層６（搭載用電極６ｂや電極
パッド６ｄ）より大きくするには、導体ペーストに用いる金属粉末に粒径の大きいものを
用いて形成すればよい。例えば、配線層６，平面コイル導体３または伝熱用導体層７の形
成に用いる導体ペーストに５μｍ程度の金属粉末を用いるのに対して、放熱用導体層５の
形成に用いる導体ペーストには10μｍ程度以上の金属粉末を用いればよい。
【００９８】
　また、放熱用導体層５の表面を凹凸のある形状とするには、例えば導体ペーストを塗布
した後に型を押し付けるなどして、溝の列あるいは多数の点状の凸部または凹部といった
形状の凹凸を形成すればよい。
【００９９】
　積層体を作製する方法は、積み重ねた絶縁層１用グリーンシートとフェライト磁性体層
２用グリーンシートとに熱と圧力とを加えて熱圧着する方法や、有機バインダー，可塑剤
，溶剤等からなる密着剤をシート間に塗布して熱圧着する方法等が採用可能である。積層
の際の加熱加圧の条件は、用いる有機バインダー等の種類や量により異なるが、概ね30～
100℃および２～20ＭＰａである。
【０１００】
　積層体の焼成は、300～600℃の温度で脱バインダーした後、800～1000℃の温度で焼成
することにより行なわれる。焼成雰囲気としては、平面コイル導体３やその他の配線がＡ
ｇ等の酸化しにくい材料から成る場合は大気中にて行なわれ、Ｃｕ等の酸化しやすい材料
から成る場合は、窒素雰囲気が用いられ、脱バインダーしやすいように加湿したものを用
いる。
【０１０１】
　焼成後のコイル内蔵基板の表面に形成された搭載用電極６ｂ，電極パッド６ｄおよび放
熱用導体層５には、半導体チップやチップ部品、または外部電気回路との半田等による接
合を強固なものにするために、その表面にニッケル層および金層をめっき法により順次被
着するとよい。
【実施例】
【０１０２】
　本実施例１では、本発明のコイル内蔵基板として、図７に示すような、平面コイル導体
３の内周に沿って、平面コイル導体３の内側の領域の角部およびその間に計８本の伝熱用
貫通導体４を、また、上下に位置する２つの平面コイル導体３・３間および基板の下側の
絶縁層１とフェライト磁性体層２との間に伝熱用導体層７を、そして、基板の下面に放熱
用導体層５を設けた構造に、上下の絶縁層１にそれぞれ接地導体層６ｅを加えたコイル内
蔵基板を作製し、基板の上面に形成した配線層６の表面温度を測定した。以下に詳細に説
明する。
【０１０３】
　まず、Ｆｅ２Ｏ３粉末630ｇとＣｕＯ粉末80ｇとＺｎＯ粉末290ｇとを、純水4000ｃｍ３

とともにジルコニアボールを使用した7000ｃｍ３のボールミルにて24時間かけて混合した
後、乾燥した混合粉末をジルコニアるつぼに入れて大気中730℃で１時間加熱することに
より、非磁性フェライト仮焼粉末を作製した。作製した非磁性フェライト仮焼粉末100質
量部に対し、バインダーとしてブチラール樹脂を10質量部、有機溶剤としてＩＰＡ（イソ
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プロピルアルコール）を45質量部添加し、上記と同様のボールミル法により混合してスラ
リーとした。このスラリーを用いてドクターブレード法により厚さ100μｍの非磁性フェ
ライトからなる絶縁層用グリーンシートを成型した。
【０１０４】
　この絶縁層用グリーンシートに金型による打ち抜き加工によって、貫通導体６ｃ用の直
径150μｍの貫通孔および伝熱用貫通導体４用の直径240μｍの貫通孔を形成した。この貫
通孔に貫通導体ペーストをスクリーン印刷法によって充填し、70℃で30分乾燥した。貫通
導体ペーストとしては、Ａｇ粉末100質量部と、焼結助剤としてのガラス粉末10質量部に
、アクリル樹脂12質量部と有機溶剤としてのα－テルピネオール２質量部とを加え、攪拌
脱泡機により十分に混合した後に３本ロールにて十分に混練したものを用いた。
【０１０５】
　次に、この絶縁層用グリーンシートに導体ペーストをスクリーン印刷法により２ｍｍ四
方のサイズで20μｍの厚みに塗布し、70℃で30分乾燥して温度測定用の表層配線層パター
ンおよび平面コイル導体３に外部から通電するための通電用表層配線層パターンを形成し
た。また、接地導体層６ｅとなる配線層パターンおよび絶縁層１とフェライト磁性体層２
との間の伝熱用導体層７となるパターンも別の絶縁層用グリーンシートに同様にして形成
した。
【０１０６】
　導体ペーストとしては、金属粉末としてＡｇ粉末100質量部に金属酸化物としてＣｕＯ
粉末10質量部を加えた原料100質量部に、アクリル樹脂12質量部と有機溶剤としてのα－
テルピネオール２質量部とを加え、攪拌脱泡機により十分に混合した後に３本ロールにて
十分に混練したものを用いた。
【０１０７】
　次に、Ｆｅ２Ｏ３粉末700ｇとＣｕＯ粉末60ｇとＮｉＯ粉末60ｇとＺｎＯ粉末180ｇとを
用いて、非磁性フェライト仮焼粉末と同様の作製方法で強磁性フェライト仮焼粉末を作製
した。作製した磁性フェライト仮焼粉末100質量部に対し、バインダーとしてブチラール
樹脂を10質量部、有機溶剤としてＩＰＡを45質量部添加し、上記と同様のボールミル法に
より混合してスラリーとした。このスラリーを用いてドクターブレード法により厚さ100
μｍのフェライト磁性体層用グリーンシートを成型した。
【０１０８】
　このフェライト磁性体層用グリーンシートに、金型による打ち抜き加工によって貫通導
体６ｃ用の直径150μｍの貫通孔および伝熱用貫通導体４用の直径240μｍの貫通孔を形成
した。この貫通孔に、貫通導体ペーストをスクリーン印刷法によって充填し、70℃で30分
乾燥して貫通導体となる貫通導体組成物を形成した。貫通導体ペーストとしては、上記と
同じものを用いた。
【０１０９】
　続いて、フェライト磁性体層用グリーンシート２枚にそれぞれ導体ペーストをスクリー
ン印刷法によって30μｍの厚みに塗布し、70℃で30分乾燥し、３ターン（３巻き）の平面
コイル導体パターンを形成した。導体ペーストとしては、Ａｇ粉末100質量部に、アクリ
ル樹脂10質量部と有機溶剤としてのα－テルピネオール１質量部とを加え、攪拌脱泡機に
より十分に混合した後に３本ロールにて十分に混練したものを用いた。
【０１１０】
　また、別のフェライト磁性体層体用グリーンシート１枚には、平面コイル導体パターン
と同じ導体ペーストをスクリーン印刷法によって30μｍの厚みに塗布し、70℃で30分乾燥
し、伝熱用導体層パターンを形成した。上下の平面コイル導体パターンを接続するための
貫通導体６ｃとは接続されないように直径250μｍの開口部を設けたパターンとした。
【０１１１】
　次に、下から順に平面コイル導体パターンを形成したフェライト磁性体層用グリーンシ
ート、伝熱用導体層パターンを形成したフェライト磁性体層用グリーンシート、平面コイ
ル導体パターンを形成したフェライト磁性体層用グリーンシート、貫通導体パターンのみ



(17) JP 5046720 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

形成したフェライト磁性体層用グリーンシートを重ね、さらにその上下にそれぞれ４枚の
絶縁層用グリーンシートを積み重ねて、５ＭＰａの圧力と50℃の温度で加熱圧着して絶縁
層用グリーンシートが表層に位置する積層体を作製した。
【０１１２】
　次に、積層体を12ｍｍ角に切断した後、大気中で500℃、３時間の条件で加熱して有機
分を除去した後、大気中で900℃、１時間の条件で焼成して、コイル内蔵基板を作製した
。コイル内蔵基板は、フェライト磁性体層２が一対の絶縁層１・１で挟持され、フェライ
ト磁性体層２内においては平面コイル導体３が上下に重なって形成され、上下それぞれの
平面コイル導体３・３の一方の端部同士が貫通導体６ｃにより接続され、上方の平面コイ
ル導体３の他方の端部は上方の接地導体層６ｅとは電気的に接続されずに上方の接地導体
層６ｅを貫通する貫通導体６ｃにより通電用表層配線層に接続され、下方の平面コイル導
体３の他方の端部は下方の接地導体層６ｅに接続され、下方の接地導体層６ｅは貫通導体
により別の通電用表層配線層に接続された構造とした。コイル内蔵基板は、外形サイズが
10ｍｍ角で厚みが0.8ｍｍであり、平面コイル導体３は、導体厚みが0.02ｍｍ，導体幅が0
.3ｍｍ，矩形の最外周が６ｍｍ角，隣接する外周と内周の導体間距離が0.15ｍｍであった
。伝熱用導体層７は、導体厚みが0.02ｍｍで、外寸6.3ｍｍ角のほぼ中央部に3.0ｍｍ角の
開口を有する形状であり、伝熱用貫通導体４は、最内周の平面コイル導体３から0.1ｍｍ
離間した位置に直径0.2ｍｍのものが伝熱用導体層７に接続されて配置され、放熱用導体
層５は、導体厚みが0.03ｍｍで、外寸６ｍｍ角のものが伝熱用貫通導体４に接続されて基
板下面の中央部に配置されたものであった。
【０１１３】
　このコイル内蔵基板の外表面に形成された配線層６および放熱用導体層５上には、無電
界めっき法を用いてＮｉめっき皮膜およびＡｕめっき皮膜を順次形成した。
【比較例】
【０１１４】
　本発明の実施例１との比較のために、従来構成として実施例１の試料に対して図10に示
すような、伝熱用貫通導体４，放熱用導体層５，および伝熱用導体層７を有さないものと
した以外は、実施例１と同様にしてコイル内蔵基板を作製した。
【０１１５】
　実施例１および比較例のコイル内蔵基板は、それぞれセラミック基板上に半田を用いて
実装した。また、実施例１のコイル内蔵基板は、放熱導体５とセラミック基板上の接続導
体とも半田で接合した。
【０１１６】
　そして、セラミック基板上に実装した状態で平面コイル導体３に電気的に接続された基
板の表面の通電用表層配線層にプローブを当て、直流電源装置（菊水電子工業製「ＰＭＣ
１８－３Ａ」）により平面コイル導体３に５Ｖで１Ａの電流を10秒間通電した後に、基板
表面の温度測定用の表層配線層上の温度を測定した。温度の測定は、非接触式の放射温度
計（キーエンス製「ＦＴ－Ｈ１０」）を用いて測定した。
【０１１７】
　その結果、実施例１の基板の表層配線層上の温度は39℃であったのに対して、比較例の
基板の表層配線層上の温度は80℃であった。これにより、比較例に対して実施例１のコイ
ル内蔵基板は、平面コイル導体３に発生した熱を基板の主面から放熱することのできるコ
イル内蔵基板であることが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図２】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図３】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
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ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図４】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図５】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図６】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図７】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図８】（ａ）は本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す縦断面図であり、（
ｂ）は（ａ）をＡ－Ａ’線で切断した横断面図である。
【図９】本発明のコイル内蔵基板の実施の形態の一例を示す断面図である。
【図１０】従来のコイル内蔵基板の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１・・・絶縁層
　２・・・フェライト磁性体層
　３・・・平面コイル導体
　４・・・伝熱用貫通導体
　５・・・放熱用導体層
　６・・・配線層
　７・・・伝熱用導体層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】
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