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(57)【要約】
【課題】小型化された場合であっても放電が生じにくい
チップインダクタを提供する。
【解決手段】磁性粉末を含有する圧粉成形体３１を備え
る磁性コア３０と、磁性コア３０に埋設されるコイル１
０と、コイル１０の両端部から延び磁性コア３０の第１
面３０Ａ上に位置する一対の端子板２０、２５と、一対
の端子板２０、２５のそれぞれに電気的に接続され、第
１面３０Ａの一部に位置する部分を有する一対の塗布型
電極４０、４５と、を備え、第１面３０Ａにおける一対
の塗布型電極４０、４５の間の分離領域ＳＡに位置する
圧粉成形体３１を構成する第１コア材の表面抵抗は、磁
性コア３０の第１面３０Ａに対向する面であって一対の
塗布型電極４０、４５が設けられていない第２面３０Ｅ
に位置する圧粉成形体３１を構成する第２コア材の表面
抵抗より高いチップインダクタ１００。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性粉末を含有する圧粉成形体を備える磁性コアと、
　前記磁性コアに埋設されるコイルと、
　前記コイルの両端部から延び前記磁性コアの第１面上に位置する一対の端子板と、
　前記一対の端子板のそれぞれに電気的に接続され、前記第１面の一部に位置する部分を
有する一対の塗布型電極と、
を備えるチップインダクタであって、
　前記第１面における前記一対の塗布型電極の間の分離領域に位置する前記圧粉成形体を
構成する第１コア材の表面抵抗は、前記磁性コアの前記第１面に対向する面であって前記
一対の塗布型電極が設けられていない第２面に位置する前記圧粉成形体を構成する第２コ
ア材の表面抵抗より高いこと
を特徴とするチップインダクタ。
【請求項２】
　前記磁性コアにおける前記コイルの内周よりも内側に位置する前記圧粉成形体は前記第
２コア材から構成され、前記第２コア材の透磁率は、前記第１コア材の透磁率よりも高い
、請求項１に記載のチップインダクタ。
【請求項３】
　前記第１面における前記一対の塗布型電極が設けられた部分に位置する前記圧粉成形体
は前記第１コア材から構成される、請求項１または請求項２に記載のチップインダクタ。
【請求項４】
　前記第１コア材に含まれる第１磁性粉末は、前記第２コア材に含まれる第２磁性粉末よ
りも表面の絶縁性が高い、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のチップインダク
タ。
【請求項５】
　前記一対の塗布型電極のそれぞれは、前記磁性コアの前記第１面と交わる交差面の一部
にも形成され、前記第１面および前記交差面に位置する圧粉成形体は前記第１コア材から
構成される、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のチップインダクタ。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載されるチップインダクタが実装された基板
を備える機器。
【請求項７】
　請求項２から請求項５のいずれか一項に記載されるチップインダクタの製造方法であっ
て、
　前記第１コア材からなる第１予備成形体、前記第２コア材からなる第２予備成形体、お
よび前記第１予備成形体と前記第２予備成形体とにはさまれた巻回体を有する導電部材を
備える仮組体を用意する仮組体形成工程と、
　前記仮組体を金型のキャビティ内に配置し、前記第１予備成形体と前記第２予備成形体
とが近接する方向に加圧して前記仮組体を一体化させて、前記巻回体からなるコイルが埋
設されるとともに前記一対の端子板が同一面に配置された前記圧粉成形体を形成する成形
工程と、
　前記一対の端子板のそれぞれを覆うように前記塗布型電極を形成する電極形成工程と、
を備えることを特徴とするチップインダクタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁性コアにコイルが埋設されたチップインダクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、絶縁性材料で被覆された導電性金属材で巻かれたコイルと、前記コイ
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ルから延びる一対の端子板と、少なくとも前記コイルが内部に埋め込まれた磁性コアとを
有するインダクタであって、前記一対の端子板のそれぞれにおける一方の端部は前記磁性
コア外に位置し、前記一対の端子板のそれぞれに電気的に接続される一対の塗布型電極を
さらに備え、前記一対の塗布型電極のそれぞれは、前記コイルの巻回軸に沿った方向を面
内方向とする前記磁性コアの側面の一部上に設けられた側面塗布部分を有し、前記磁性コ
アは磁性粉末の集合体であり、前記磁性コアにおける、前記コイルの外側面よりも外側の
領域および前記コイルの外側面を前記コイルの巻回軸に沿った方向に延長して得られる曲
面の外周側の領域からなる第１領域に位置する磁性粉末の密度は、前記磁性コアにおける
、前記コイルの内側面よりも内側の領域および前記コイルの内側面を前記コイルの巻回軸
に沿った方向に延長して得られる曲面の内周側の領域からなる第２領域に位置する磁性粉
末の密度よりも低い構成のインダクタが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１１０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のインダクタのように、磁性コアにコイルが埋設された構造を備える
インダクタは、スマートフォンなどの携帯通信端末の表示部を駆動するための部品として
多数使用されている。携帯通信端末には薄型化や小型化などの要請が継続的に存在し、最
大表示輝度を高めるなど表示部の能力を高めることへの要請も継続的に存在する。こうし
た要請の存在を背景として、このようなインダクタは、チップインダクタとも称され、低
背化を含む小型化の要請が高まっている。
【０００５】
　こうした要請を受けて、特許文献１に記載されるように、チップインダクタでは、埋設
されたコイルにつながる接続端部として一対の塗布型電極が用いられる場合がある。磁性
コアのサイズが特に小型化した場合には、これらの塗布型電極の間に位置する磁性コアの
表面において放電に基づく短絡を防止することが好ましい。
【０００６】
　本発明は、磁性コアのサイズが特に小型化した場合であっても、これらの塗布型電極の
間に位置する磁性コアの表面において放電に基づく短絡を防止することが可能なチップイ
ンダクタ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】
　上記課題を解決するために、本発明のチップインダクタは、一態様において、磁性粉末
を含有する圧粉成形体を備える磁性コアと、前記磁性コアに埋設されるコイルと、前記コ
イルの両端部から延び前記磁性コアの第１面上に位置する一対の端子板と、前記一対の端
子板のそれぞれに電気的に接続され、前記第１面の一部に位置する部分を有する一対の塗
布型電極と、を備えるチップインダクタであって、前記第１面における前記一対の塗布型
電極の間の分離領域に位置する前記圧粉成形体を構成する第１コア材の表面抵抗は、前記
磁性コアの前記第１面に対向する面であって前記一対の塗布型電極が設けられていない第
２面に位置する前記圧粉成形体を構成する第２コア材の表面抵抗より高い。
【０００８】
　かかるチップインダクタは、分離領域に位置する第１コア材の表面抵抗が、第２面に位
置する第１コア材よりも表面抵抗が高いため、塗布型電極間に過大な電圧が印加された場
合であっても沿面放電が生じにくい。したがって、上記のチップインダクタは、放電に基
づく短絡が生じにくい。
【０００９】
　上記のチップインダクタにおいて、前記磁性コアにおける前記コイルの内周よりも内側
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に位置する前記圧粉成形体は前記第２コア材から構成され、前記第２コア材の透磁率は、
前記第１コア材の透磁率よりも高いことが好ましい。この場合には、磁性コアにおける、
チップインダクタの特性（Ｌ値など）に直接的に影響を及ぼす部分の磁気特性が他の部分
に比べて良好であるため、放電に基づく短絡が生じる可能性を抑えつつ、特性に優れたチ
ップインダクタが得られやすい。
【００１０】
　前記第１面における前記一対の塗布型電極が設けられた部分に位置する前記圧粉成形体
は前記第１コア材から構成されることが好ましい。前記第１コア材に含まれる第１磁性粉
末を前記第２コア材に含まれる第２磁性粉末よりも表面の絶縁性が高い材料とすることに
より、放電に基づく短絡が生じる可能性を抑えつつ特性に優れたチップインダクタを得る
ことが容易に実現されうる。
【００１１】
　上記のチップインダクタにおいて、前記一対の塗布型電極のそれぞれは、前記磁性コア
の前記第１面と交わる交差面（側面）の一部にも形成され、前記第１面および前記交差面
に位置する圧粉成形体は前記第１コア材から構成されていてもよい。チップインダクタが
特に小型化すると、このように側面にも塗布型電極が設けられる場合がある。そのような
場合には、側面を経由する沿面放電が生じにくくなるように、側面に位置する圧粉成形体
についても、第１面と同様に表面抵抗が高い第１コア材から構成されるようにすることが
好ましい。
【００１２】
　本発明は、他の一態様として、上記のチップインダクタが実装された基板を備える機器
を提供する。
【００１３】
　本発明は、別の一態様として、上記の第１コア材と第２コア材とが共通するコア材から
なるチップインダクタの製造方法を提供する。かかる製造方法は、前記第１コア材からな
る第１予備成形体、前記第２コア材からなる第２予備成形体、および前記第１予備成形体
と前記第２予備成形体とにはさまれた巻回体を有する導電部材を備える仮組体を用意する
仮組体形成工程と、前記仮組体を金型のキャビティ内に配置し、前記第１予備成形体と前
記第２予備成形体とが近接する方向に加圧して前記仮組体を一体化させて、前記巻回体か
らなるコイルが埋設されるとともに前記一対の端子板が同一面に配置された前記圧粉成形
体を形成する成形工程と、前記一対の端子板のそれぞれを覆うように前記塗布型電極を形
成する電極形成工程と、を備える。
【００１４】
　このように、圧粉成形体を形成するための仮組体が備える２つの予備成形体を、互いに
異なる材料（第１コア材、第２コア材）によって構成することにより、これらの予備成形
体が成形されて形成される圧粉成形体は、塗布型電極が設けられる側については表面抵抗
を高め、好ましい一形態ではコイルの内周の内側では磁気特性に優れる構造を容易に得る
ことが可能である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、磁性コアのサイズが特に小型化した場合であっても、これらの塗布型
電極の間に位置する磁性コアの表面において放電に基づく短絡を防止することが可能なチ
ップインダクタが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】（ａ）は本発明の実施形態に係るチップインダクタの全体構成を一部透視して示
す斜視図、（ｂ）は、図１（ａ）のＶ１－Ｖ１線における断面図である。
【図２】仮組体の分解斜視図である。
【図３】仮組体を用いて圧粉成形体を製造する過程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下、本発明の実施形態に係るチップインダクタについて図面を参照しつつ詳しく説明
する。
【００１８】
　図１（ａ）は、本発明の実施形態に係るチップインダクタ１００の全体構成を一部透視
して示す斜視図、（ｂ）は、図１（ａ）のＶ１－Ｖ１線における断面図である。各図には
、基準座標としてＸ－Ｙ－Ｚ座標が示されている。Ｘ１－Ｘ２方向とＹ１－Ｙ２方向を含
むＸ－Ｙ平面はＺ１－Ｚ２方向に垂直な面である。以下の説明において、Ｙ１方向を前側
、Ｙ２方向を後側、Ｘ１方向を左側、Ｘ２方向を右側、Ｚ１方向を上側、Ｚ２方向を下側
と称することがあるが、チップインダクタ１００の姿勢等に応じて各方向を任意に設定で
きる。
【００１９】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係るチップインダクタ１００は、磁性粉末を含
む圧粉成形体３１を備える略直方体の磁性コア３０にコイル１０が埋設された構造を有す
る。本実施形態では磁性コア３０は圧粉成形体３１からなる。エッジワイズコイルである
コイル１０は、絶縁性材料で被覆された導電性金属材からなり、断面が長方形の帯状体で
ある導電性帯体を巻いて形成されている。コイル１０は、導電性帯体の板面が、巻回軸に
沿った上下方向（Ｚ１－Ｚ２方向）とほぼ垂直となり、コイル１０の厚さ方向を決めてい
る導電性帯体の側端面が巻回軸と平行となる向きで、導電性帯体の板面どうしが巻回軸に
沿って重なるように巻かれている。したがって、コイル１０の上下の端面（Ｚ１－Ｚ２方
向の両端面）は、コイル１０の巻回軸に沿った方向を法線とする。図１（ａ）に示すよう
に、コイル１０は、上下方向（Ｚ１－Ｚ２方向）に沿って見た平面視において、導電性帯
体が真円状となるように巻かれている。
【００２０】
　ここで、コイル１０の巻回の平面視形状は真円状に限定されず、例えば楕円形でも良く
、当業者において適宜選択することができる。また、コイル１０の断面形状も長方形に限
定されず、例えば円形であってもよい。コイル１０の断面形状が上記のように長方形など
の矩形である場合には、コイル１０の占有率を高めることができるため好ましい。
【００２１】
　コイル１０を構成する導電性金属材の具体的な組成は限定されず、例えば、銅、銅合金
、アルミニウム、アルミニウム合金などの良導体であることが好ましい。導電性金属材を
被覆する絶縁性材料の種類は限定されない。エナメルなどの樹脂系材料が好適な材料の具
体例として挙げられる。コイル１０がエッジワイズコイルの場合には、外側面側に位置す
る絶縁性材料が引き伸ばされやすいため、こうした引き伸ばしが行われても絶縁性が低下
しにくい材料を使用することが好ましい。
【００２２】
　コイル１０が真円状に巻かれた状態で、コイル１０を構成する導電性帯体の両端部は、
それぞれ突出してさらに折り返されて、導電性帯体の末端に近い部分が一対の端子板２０
、２５を構成している。端子板２０、２５の表面は、絶縁性の皮膜に覆われておらず、外
部と通電可能となっている。
【００２３】
　図１に示すように、コイル１０を構成する導電性帯体の一方の端部は、まず谷折り方向
へほぼ直角に曲げられ、次に山折り方向へほぼ直角に曲げられ、さらに谷折り方向へほぼ
直角に二度折り曲げられて、この最後の折り曲げ部から導電性帯体の末端に至る部分が第
１の端子板２０を構成している。コイル１０を構成する導電性帯体の一方の端部において
、山折り部から二度目の谷折り部までの間の部分１１は、磁性コア３０の前側（Ｙ１－Ｙ
２方向Ｙ１側）の側面３０Ｂで外部へ露出している。この部分１１から谷折りされて導電
性帯体の末端に至る部分は、端子板２０として、前後方向（Ｙ１－Ｙ２方向）に沿って延
びるとともに、磁性コア３０の上側の側面である第１面３０Ａ、すなわちコイル１０の巻
回軸に沿ったＺ１－Ｚ２方向を法線とする面において磁性コア３０から外部へ露出する。
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ここで、磁性コア３０は、上下方向（Ｚ１－Ｚ２方向）において第１面３０Ａと対向する
下側の側面である第２面３０Ｅを有する（図１（ａ））。
【００２４】
　コイル１０を構成する導電性帯体の他方の端部は、図１（ａ）に示すようにまず山折り
方向へほぼ直角に折り曲げられ、次に谷折り方向へほぼ直角に三度折り曲げられて、この
最後の折り曲げ部から導電性帯体の末端に至る部分が第２の端子板２５を構成している。
コイル１０を構成する導電性帯体の他方の端部において、二度目の谷折り部から三度目の
谷折り部までの間の部分１２は、磁性コア３０の前側の側面３０Ｂで露出している。この
部分１２から導電性帯体の末端に至る部分は、端子板２５として、前後方向に沿って延び
るとともに、磁性コア３０の第１面３０Ａ、すなわちコイル１０の巻回軸に沿ったＺ１－
Ｚ２方向を法線とする面において磁性コア３０から外部へ露出する。
【００２５】
　なお、コイル１０と端子板２０、２５とは同一の部材（導電性帯体）から構成されてい
るが、これに限定されない。コイル１０を構成する導電性帯体の端部に別途部材が接合さ
れて、コイル１０に電気的に接続されたこれらの部材が端子板２０、２５を構成していて
もよい。
【００２６】
　チップインダクタ１００においては、磁性コア３０の第１面３０Ａの左右方向（Ｘ１－
Ｘ２方向）の両端部に一対の塗布型電極４０、４５がそれぞれ形成されている。塗布型電
極４０は、磁性コア３０における、第１面３０Ａ、Ｘ１－Ｘ２方向Ｘ１側の側面３０Ｃ、
Ｙ１－Ｙ２方向の２つの側面３０Ｂ、３０Ｆのそれぞれの一部を覆うように設けられてい
る。塗布型電極４５は、磁性コア３０における、第１面３０Ａ、Ｘ１－Ｘ２方向Ｘ２側の
側面３０Ｄ、Ｙ１－Ｙ２方向の２つの側面３０Ｂ、３０Ｆのそれぞれの一部を覆うように
設けられている。磁性コア３０は略直方体であるから、上記の側面のそれぞれは、第１面
３０Ａに交差する面である。
【００２７】
　図１（ｂ）に示すように、一対の塗布型電極４０、４５は、分離領域ＳＡによって左右
方向（Ｘ１－Ｘ２方向）において互いに分離されている。この分離領域ＳＡにおいて塗布
型電極４０と塗布型電極４５との間で放電に基づく短絡が生じにくくなるように、磁性コ
ア３０を構成する圧粉成形体３１は、表面抵抗が異なる複数の部材からなる。
【００２８】
　分離領域ＳＡに位置する第１圧粉成形体３１１は第１コア材から構成され、磁性コア３
０における塗布型電極４０、４５が設けられていない第２面３０Ｅに位置する第２圧粉成
形体３１２は第２コア材から構成され、第１コア材の表面抵抗は第２コアの表面抵抗より
も高い。このような構成を備えるチップインダクタ１００は、分離領域ＳＡに位置する第
１コア材の表面抵抗が、第２面３０Ｅに位置する第１コア材よりも表面抵抗が高いため、
塗布型電極４０と塗布型電極４５との間に過大な電圧が印加された場合であっても沿面放
電が生じにくい。したがって、本発明の一実施形態に係るチップインダクタ１００は、放
電に基づく短絡が生じにくい。
【００２９】
　なお、図１（ｂ）に示される圧粉成形体３１では、第１コア材から構成される第１圧粉
成形体３１１と第２コア材から構成される第２圧粉成形体３１２との境界が明確であるが
、これに限定されない。第１圧粉成形体３１１と第２圧粉成形体３１２との間に第１コア
材および第２コア材の混合材から構成される部分があってもよい。この部分を構成する混
合材の組成（第１コア材と第２コア材との割合）は均一でなくてもよい。
【００３０】
　チップインダクタ１００では、磁性コア３０におけるコイル１０の内周よりも内側にも
第２圧粉成形体３１２が位置する。この第２圧粉成形体３１２を構成する第２コア材の透
磁率は、第１圧粉成形体３１１を構成する第１コア材の透磁率よりも高いことが好ましい
。コイル１０の内周よりも内側に位置する第２圧粉成形体３１２は、磁性コア３０におい
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て、チップインダクタ１００の特性（Ｌ値など）に直接的に影響を及ぼす部分である。こ
の部分の磁気特性が他の部分、特に第１コア材により構成される第１圧粉成形体３１１に
比べて良好であるため、放電に基づく短絡が生じる可能性を抑えつつ、特性に優れたチッ
プインダクタが得られやすい。
【００３１】
　また、図１（ｂ）に示されるように、第１コア材から構成される第１圧粉成形体３１１
は、塗布型電極４０とコイル１０との間、および塗布型電極４５とコイル１０との間に位
置する。このような構成とすることにより、塗布型電極４０とコイル１０との間での絶縁
破壊、および塗布型電極４５とコイル１０との間での絶縁破壊が生じにくくなり、好まし
い。
【００３２】
　第１圧粉成形体３１１を構成する第１コア材に含まれる第１磁性粉末は、第２圧粉成形
体３１２を構成する第２コア材に含まれる第２磁性粉末よりも表面の絶縁性が高くなるよ
うにすることで、第１圧粉成形体３１１および第２圧粉成形体３１２の絶縁性および磁気
特性を上記のように設定することが容易となる。
【００３３】
　第１コア材および第２コア材に含まれる磁性粉末の組成および組織は限定されない。磁
気特性を高める観点から、磁性粉末はＦｅ基合金であることが好ましい場合がある。また
、磁性粉末は結晶質であってもよいし非晶質（アモルファス）であってもよいし、２０ｎ
ｍ程度又はそれ以下の微細な結晶を含むいわゆるナノ結晶質であってもよい。第１コア材
および第２コア材はそれぞれ、上記の異なる組織の磁性粉末の混合体から構成されていて
もよい。
【００３４】
　第１コア材および第２コア材に用いるＦｅ基の結晶質磁性材料の具体例として、Ｆｅ－
Ｓｉ－Ｃｒ系合金、Ｆｅ－Ｎｉ系合金、Ｆｅ－Ｃｏ系合金、Ｆｅ－Ｖ系合金、Ｆｅ－Ａｌ
系合金、Ｆｅ－Ｓｉ系合金、Ｆｅ－Ｓｉ－Ａｌ系合金、カルボニル鉄および純鉄が挙げら
れる。また、磁性コア３０に用いる非晶質磁性材料の具体例としては、Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ系
合金、Ｆｅ－Ｐ－Ｃ系合金およびＣｏ－Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ系合金が挙げられる。上記の非晶
質磁性材料は１種類の材料から構成されていてもよいし複数種類の材料から構成されてい
てもよい。非晶質磁性材料の粉末を構成する磁性材料は、上記の材料からなる群から選ば
れた１種又は２種以上の材料であることが好ましい。
【００３５】
　図１（ａ）に示されるように、塗布型電極４０は側面３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｆの一部に
も形成され、塗布型電極４５は側面３０Ｂ、３０Ｄ、３０Ｆの一部にも形成されている。
そこで、図１（ｂ）に示されるように、相対的に表面抵抗が高い第１コア材から構成され
る第１圧粉成形体３１１は、磁性コア３０におけるＸ１－Ｘ２方向に並ぶ側面３０Ｃ、３
０Ｄにも位置する。また、第１圧粉成形体３１１は磁性コア３０におけるＹ１－Ｙ２方向
に並ぶ側面３０Ｂ、３０Ｆにも位置する。このように第１圧粉成形体３１１が位置するこ
とにより、塗布型電極４０と塗布型電極４５との間で、側面３０Ｃ、３０Ｄ、３０Ｂ、３
０Ｆを経由する沿面放電が生じにくくなる。
【００３６】
　以上の本実施形態に係るチップインダクタ１００の磁性コア３０は圧粉成形体３１から
なるが、圧粉成形体３１に対して、含浸コーティングや絶縁層形成などの絶縁性向上のた
めの追加的な手段が施されて磁性コア３０が構成されていてもよい。このように絶縁性向
上のための手段が追加的に実施されていても、上記のように、沿面放電が生じやすい部分
に位置するコア材の表面抵抗を高めておくことは、チップインダクタ１００の塗布型電極
４０、４５の間で放電が生じにくくする観点から好ましいことであることに変わりない。
【００３７】
　本実施形態に係るチップインダクタ１００の製造方法は、磁性コア３０を形成するため
の磁性粉末を、巻回体１０Ｐを有する導電部材３３とともに金型内に配置して加圧成形す
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る圧粉成形を含む。具体的には、以下に説明する製造方法を採用すれば、チップインダク
タ１００を効率的に製造することが可能となる。
【００３８】
　図２は、コイルが埋設された磁性コアを製造するために用いられる仮組体の分解斜視図
である。
【００３９】
　まず、図２に示されるように、仮組体形成工程として、第１予備成形体１３１、第２予
備成形体１３２、および第１予備成形体１３１と第２予備成形体とにはさまれた巻回体１
０Ｐを有する導電部材３３を備える仮組体１００Ａを用意する。
【００４０】
　第１予備成形体１３１は、前述の第１コア材からなり、導電部材３３の巻回体１０Ｐを
収容するようにＺ１－Ｚ２方向Ｚ１側に開いた中空部を有する。中空部の底を構成する部
分１３１Ａは、磁性コア３０における第１面３０Ａを形成するためのものであって、中空
部の側壁を構成する部分１３１Ｂ、１３１Ｃ、１３１Ｄ、１３１Ｆは、磁性コア３０の側
面３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄ、３０Ｆにおける塗布型電極４０、４５が対向する部分を形成
するためのものである。
【００４１】
　第２予備成形体１３２は、前述の第２コア材からなり、板状の部分１３２Ａと、この板
状の部分１３２ＡのＺ１－Ｚ２方向Ｚ２側の面から突出する部分１３２Ｂとからなる。板
状の部分１３２Ａは、磁性コア３０における第２面３０Ｅおよび側面３０Ｂ、３０Ｃ、３
０Ｄ、３０ＦのＺ１－Ｚ２方向Ｚ１側の部分を形成するためのものであって、突出する部
分１３２Ｂは磁性コア３０におけるコイル１０の内周の内側の部分を形成するためのもの
である。
【００４２】
　導電部材３３は、両端部から端子板２０、２５が延びたコイル１０を与える部材であっ
て、導電性帯体が、Ｚ１－Ｚ２方向に沿った巻回軸を中心として、エッジワイズコイル状
に巻回されてなる巻回体１０Ｐを有する。図２においては、チップインダクタ１００が備
えるコイル１０と異なり、導電部材３３の両端部の最後の谷折りが行われていない状態、
すなわち、端子板２０、２５に相当する部分の板面が、巻回体１０Ｐの巻回軸に沿った方
向（Ｚ１－Ｚ２方向）を面内方向にするように配置された状態を示している。
【００４３】
　第２予備成形体１３２の突出する部分１３２Ｂの周囲に巻回体１０Ｐが位置するように
導電部材３３を載置し、さらに巻回体１０Ｐを収容するように第１予備成形体１３１を載
置することにより、仮組体１００Ａが得られる。
【００４４】
　続いて、成形工程を行う。成形工程では、まず、図３に示されるように、この仮組体１
００Ａを、プレス機５０の金型本体５１内に配置された上型５２と下型５３との間のキャ
ビティ５４内に載置する（配置ステップ）。
【００４５】
　この状態で、第１予備成形体１３１と第２予備成形体１３２とが近接する方向（図３中
、矢印Ｐの方向）に上型５２および下型５３を加圧する（加圧ステップ）。このように加
圧して仮組体１００Ａを一体化させて、巻回体１０Ｐからなるコイル１０を埋設するとと
もに、一対の端子板２０、２５を第１予備成形体１３１に基づく第１圧粉成形体３１１の
同一面（Ｚ１－Ｚ２方向Ｚ２側の面）の上に配置された圧粉成形体３１を形成する。
【００４６】
　仮組体１００Ａの成形条件（加圧力、加圧時の温度、加圧時間など）は、第１予備成形
体１３１および第２予備成形体１３２の組成や形状などに応じて適宜設定される。常温（
非加熱）にて成形する場合には、０．５ＧＰａから２ＧＰａ程度の加圧力で数秒間加圧す
ることにより、第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２が一体化して圧粉成形
体３１となり、圧粉成形体３１の内部にコイル１０が内包される。
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【００４７】
　第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２は、加圧ステップでの成形圧力より
も低い圧力で磁性粉末を予備的に成形することにより形成するとよい。第１予備成形体１
３１および第２予備成形体１３２を構成する材料は、磁性粉末を含んでいれば他は限定さ
れない。磁性粉末から構成されていてもよいし、有機系成分をさらに含んでいてもよい。
有機系成分は、磁性粉末を互いに結着させるバインダ成分であることが好ましい。バイン
ダ成分である有機系成分の具体的な組成は限定されない。有機系成分は樹脂材料を含んで
いてもよく、樹脂材料として、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂のいずれか一方、もしくは両
方を使用してもよい。具体的にはシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、メラ
ミン樹脂、尿素樹脂、アクリル樹脂、オレフィン樹脂などが例示される。有機系成分は上
記のような樹脂材料が熱処理を受けて形成された物質を含んでいてもよい。かかる物質の
組成は、熱処理を受ける樹脂材料の組成、熱処理条件などにより調整されうる。有機系成
分は、第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２に含まれる磁性粉末を互いに電
気的に独立にできることが好ましい。有機系成分に係る樹脂材料は１種類から構成されて
いてもよいし、複数種類から構成されていてもよい。
【００４８】
　第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２が有機系成分を含有する場合におい
て、第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２のそれぞれにおける有機系成分の
含有量は限定されない。有機系成分がバインダ成分である場合には、バインダ成分として
の機能が適切に発揮される量を含有させることが好ましい。なお、有機系成分の含有量が
過度に高い場合には、第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２から形成された
圧粉成形体３１を備える磁性コア３０の磁気特性が低下する傾向がみられる場合があるこ
とを考慮して、第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２のそれぞれにおける有
機系成分の含有量を設定することが好ましい。
【００４９】
　第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２のそれぞれは、磁性粉末および有機
系成分以外の物質を含有してもよい。かかる物質として、ガラス、アルミナ等の絶縁性の
無機系成分；シランカップリング剤等の、磁性粉末および有機系成分との密着性を向上す
るためのカップリング剤などが挙げられる。第１予備成形体１３１および第２予備成形体
１３２がこれらの物質の含有する場合において、第１予備成形体１３１および第２予備成
形体１３２のそれぞれにおけるこれらの物質の含有量は限定されない。
【００５０】
　圧粉成形体３１をそのまま磁性コア３０としてもよいが、圧粉成形体３１の表面および
必要に応じて表面近傍の部分に絶縁層を有していることが好ましい。このような絶縁層を
有することは、分離領域ＳＡに位置する第１圧粉成形体３１１が相対的に表面抵抗の高い
第１コア材から構成されることとともに、２つの塗布型電極４０、４５の間の絶縁性をよ
り安定的に高めることに寄与する。絶縁層を構成する材料は限定されない。絶縁層を構成
する材料の具体例として、シリコーン系の樹脂、エポキシ系の樹脂、ブチラールフェノー
ル系の樹脂、アクリル系の樹脂等有機系の材料、酸化物、窒化物、炭化物等の無機系材料
などが挙げられる。
【００５１】
　次に、一対の端子板２０、２５のそれぞれを覆うように、電極塗布材料（塗布型電極４
０、４５を形成するための材料）を塗布し、得られた塗布物を必要に応じ適宜乾燥、硬化
あるいは焼成することにより、塗布型電極４０、４５が得られる（電極形成工程）。電極
塗布材料の組成は限定されない。生産性に優れる観点から、銀ペーストなどの導電ペース
トが好ましい。電極塗布材料の塗布厚さは、適切な導電性を有する限り、任意である。
【００５２】
　塗布型電極４０、４５の導電性をより安定的に高める観点などから、塗布型電極４０、
４５は、上記の導電ペーストから形成されるメタライズ層とこのメタライズ層上に形成さ
れためっき層とを備えていてもよい。この場合において、めっき層を形成する材料は限定
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されない。当該材料が含有する金属元素として、銅、アルミ、亜鉛、ニッケル、鉄、スズ
などが例示される。塗布型電極４０、４５がメタライズ層とめっき層とを備える場合には
、メタライズ層を形成するための導電ペーストの塗布量として０．０５ｇ／ｃｍ２程度が
例示され、めっき層の厚さの範囲として５～１０μｍ程度が例示される。
【００５３】
　本発明の一実施形態に係る機器は、上記の本発明の一実施形態に係るチップインダクタ
が実装された基板を備える。そのような機器のさらなる具体例として、スマートフォン、
ノートパソコンなどの携帯電子機器が挙げられる。こうした本発明の一実施形態に係る機
器は、上記の本発明の一実施形態に係るチップインダクタを備えるため、例えば使用中に
静電気放電（ＥＳＤ）が生じた場合であっても、チップインダクタにおいて短絡が生じに
くい。したがって、本発明の一実施形態に係る電気・電子機器は、信頼性に優れる。
【００５４】
　以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、
本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記実施形態に開示され
た各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である。
【実施例】
【００５５】
　以下、実施例等により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらの実
施例等に限定されるものではない。
【００５６】
　図１に示す形状を備えるチップインダクタ１００を以下の条件で製造した。
【００５７】
　磁性粉末として次の３種類の磁性粉末を用いた。
　　磁性粉末Ａ：表面にリン酸亜鉛系ガラスの絶縁被膜を形成する絶縁処理が施されたＦ
ｅ基非晶質合金の磁性粉末
　　磁性粉末Ｂ：磁性粉末Ａと同様の絶縁処理が施されたＦｅ基非晶質合金の磁性粉末と
表面に絶縁処理が施されていないＦｅ基非晶質合金の磁性粉末とを、２０：８０～４０：
６０の割合で含有する混合磁性粉末
　　磁性粉末Ｃ：表面に絶縁処理が施されていないＦｅ基非晶質合金の磁性粉末
【００５８】
　いずれの磁性粉末も、レーザー回折・散乱法により体積基準で測定された累積粒度分布
において小径側から５０体積％を与える粒径（メジアン径Ｄ５０）は５μｍ～８μｍの範
囲であった。
【００５９】
　各磁性粉末とバインダ成分（アクリル系樹脂とフェノール系樹脂の混合）とを混合して
得られた混合体を用意した。混合体全体に占めるバインダ成分の割合は１～４質量％であ
った。混合体を圧粉成形して第１予備成形体１３１および第２成形体１３２を得た。各実
施例の予備成形体において用いた磁性粉末の種類を表２から表４に示す。
【００６０】
　下記の形状を有する巻回部１０Ｐを有する導電部材３３を用意した。
　　外形：Ｚ１－Ｚ２方向からみて円形
　　外径：１．８ｍｍ
　　内径：１．４ｍｍ
　　Ｚ１－Ｚ２方向長さ：０．４５ｍｍ
【００６１】
　第１予備成形体１３１および第２成形体１３２と導電部材３３とから仮組体１００Ａを
用意し、常温（２５℃）で圧力０．９８ＧＰａで仮組体１００Ａを加圧成形して、次の形
状の圧粉成形コア３１を得た。
　　外形：略直方体
　　Ｘ１－Ｘ２方向長さ：２．５ｍｍ
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　　Ｙ１－Ｙ２方向長さ：２．０ｍｍ
　　Ｚ１－Ｚ２方向長さ：０．８ｍｍ
【００６２】
　得られた圧粉成形コア３１を、不活性ガス（Ｎ２中）で、３５０℃～４００℃（各コア
で透磁率が最大となる温度条件）で加熱するアニール処理を行った。アニール処理後の圧
粉成形コア３１に対して、メタライズ層とめっき層との積層構造を有する塗布型電極４０
、４５を形成した。メタライズ層は銀ペーストからなり、その塗布量のねらい値は０．０
５ｇ／ｃｍ２であった。めっき層はＮｉ／Ｓｎめっきであり、めっき膜厚のねらい値は１
０μｍであった。こうして得られた塗布型電極４０、４５の間に位置する分離領域ＡＳの
Ｘ１－Ｘ２方向の幅は、ねらい値として０．６ｍｍであった。こうして磁性コア３０を得
た。
【００６３】
　各種の磁性粉末（磁性粉末Ａ、磁性粉末Ｂ、磁性粉末Ｃ）および上記のバインダ成分を
含有する混合体から、下記の外形を有するトロイダル形状の圧粉成形体（トロイダルコア
）を製造した。
　　外径：２０．０ｍｍ～２０．１ｍｍ
　　内径：１２．７ｍｍ～１２．８ｍｍ
　　厚さ：２．９５ｍｍ～３．０５ｍｍ
【００６４】
　これらのトロイダルコアを用いて絶縁耐圧（単位：Ｖ／ｍ）および表面抵抗（単位：Ω
／ｍｍ）を測定した。また、作製したトロイダルコアに被覆銅線を２０回巻いて得られた
トロイダルコイルについて、インピーダンスアナライザー（ＨＰ社製「４１９２Ａ」）を
用いて、１００ｋＨｚ、実効最大磁束密度Ｂｍが１５ｍＴの条件で、初透磁率μを測定し
た。これらの測定結果を表１に示す。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　表１に示されるように、表面抵抗が高く、絶縁耐圧も高い圧粉成形体（具体的には磁性
粉末Ａを用いてなるコア材から構成される圧粉成形体）は、透磁率が低く、透磁率が高い
圧粉成形体（具体的には磁性粉末Ｃを用いてなるコア材から構成される圧粉成形体）は表
面抵抗および絶縁耐圧が低かった。
【００６７】
　得られたチップインダクタ１００の自己インダクタンスＬ（単位：μＨ）を測定した。
また、得られたチップインダクタ１００について、Ｌ-ｆ（周波数特性）において、Ｌの
ピークの値を評価した後、端子間に所定の電圧を印加し、再びＬのピーク値を測定した時
に、電圧印加前よりも当該Ｌのピーク値が２５％以上低下した時の印加電圧を破壊電圧と
した。本測定では、破壊電圧を２回測定し、その平均値を平均破壊電圧ＤＶ（単位：Ｖ）
とした。測定結果を表２から表４に示す。
【００６８】
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【表２】

【００６９】
【表３】

【００７０】
【表４】

【００７１】
　表２に示されるように、３種類の中で表面抵抗が最も高いコア材により第１予備成形体
１３１を構成し、３種類の中で透磁率が最も高いコア材により第２予備成形体１３２を構
成した場合（実施例１－１、本発明例）には、第１予備成形体１３１および第２予備成形
体１３２を３種類の中で表面抵抗が最も高いコア材により構成した場合（実施例１－２、
比較例）と等しい耐ＥＳＤ特性を有しつつ、第１予備成形体１３１および第２予備成形体
１３２を３種類の中で透磁率が最も低いコア材により構成した場合（実施例１－２、比較
例）と第１予備成形体１３１および第２予備成形体１３２を３種類の中で透磁率が最も高
いコア材により構成した場合（実施例１－３、比較例）との中間程度の自己インダクタン
スＬが得られた。実施例１－３では自己インダクタンスＬは高いものの、耐ＥＳＤ特性が
低い結果となった。
【００７２】
　同様の傾向が、実施例２－１から実施例２－３のシリーズ（表３）、実施例３－１から
実施例３－３のシリーズ（表４）についても確認された。したがって、第１予備成形体１
３１を表面抵抗が高いコア材により構成し、第２予備成形体１３２を透磁率が高いコア材
により構成することにより、磁気特性および絶縁特性の双方に優れるチップインダクタ１
００を得られることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　以上のように、本発明に係るチップインダクタは、チップインダクタを小型化でき、低
背化を図ることができる点で有用である。
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【符号の説明】
【００７４】
１００　　チップインダクタ
１０　　　コイル
１０Ｐ　　巻回体
１１、１２　導電性帯体の部分
２０　　　第１の端子板
２５　　　第２の端子板
３０　　　磁性コア
３０Ａ　　第１面
ＳＡ　　　分離領域
３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄ、３０Ｆ　側面
３０Ｅ　　第２面（第１面と対向する面）
３１　　　圧粉成形体
３１１　　第１圧粉成形体
３１２　　第２圧粉成形体
３１　　　圧粉成形体
３３　　　導電部材
４０　　　塗布型電極
４５　　　塗布型電極
１００Ａ　仮組体
１３１　　第１予備成形体
１３１Ａ、１３１Ｂ、１３１Ｃ、１３１Ｄ、１３１Ｆ　第１予備成形体の部分
１３２　　第２予備成形体
１３２Ａ、１３２Ｂ　第２予備成形体の部分
５０　　　プレス機
５１　　　金型本体
５２　　　上型
５３　　　下型
５４　　　キャビティ
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