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(57)【要約】
【課題】被覆層を備える圧粉コアであって、機械特性お
よび磁気特性の双方に優れる圧粉コアを提供することが
可能な圧粉コアを提供する。
【解決手段】磁性粉末を含む成形体および成形体の表面
部上に設けられた被覆層を備える圧粉コアであって、被
覆層は、含浸樹脂層および含浸樹脂層上に設けられた外
殻樹脂層を備える圧粉コアであり、当該圧粉コアは、含
浸樹脂層に含まれる樹脂系材料である含浸樹脂系材料が
外殻樹脂層を構成する外殻樹脂系材料よりも軟質である
ことが好ましい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性粉末を含む成形体および前記成形体の表面部上に設けられた被覆層を備える圧粉コ
アであって、
　前記被覆層は、含浸樹脂層および前記含浸樹脂層上に設けられた外殻樹脂層を備えるこ
とを特徴とする圧粉コア。
【請求項２】
　前記含浸樹脂層に含まれる含浸樹脂系材料は、前記外殻樹脂層を構成する外殻樹脂系材
料よりも軟質である、請求項１に記載の圧粉コア。
【請求項３】
　前記含浸樹脂系材料は、ポリエステル系樹脂およびポリアミドイミド系樹脂からなる群
から選ばれる１種または２種以上を含む、請求項２に記載の圧粉コア。
【請求項４】
　前記外殻樹脂系材料は、イミド変性エポキシ系樹脂およびポリパラキシレン系樹脂から
なる群から選ばれる１種または２種以上を含む、請求項２または３に記載の圧粉コア。
【請求項５】
　前記磁性粉末は導電性材料を基材とする粉末を含み、前記被覆層は絶縁性である、請求
項１から４のいずれか１項に記載の圧粉コア。
【請求項６】
　前記導電性材料は、非晶質磁性材料を含む、請求項５に記載の圧粉コア。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載される圧粉コア、コイルおよび前記コイルのそれ
ぞれの端部に接続された接続端子を備える電子・電気部品であって、前記圧粉コアの少な
くとも一部は、前記接続端子を介して前記コイルに電流を流したときに前記電流により生
じた誘導磁界内に位置するように配置されている電子・電気部品。
【請求項８】
　請求項７に記載される電子・電気部品が実装された電子・電気機器であって、前記電子
・電気部品は前記接続端子にて基板に接続されている電子・電気機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧粉コア、当該圧粉コアを備える電子・電気部品、および当該電子・電気部
品が実装された電子・電気機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁性材料の粉末（本明細書において「磁性粉末」という。）を含む粉末材料を加圧成形
することにより形成された成形体を備える圧粉コアは、成形体を構成する磁性粉末間の結
着力が低下すると、割れや欠けなどの不具合を生じる可能性が高まる。こうした不具合が
生じる可能性を低減させるために、特許文献１には、非晶質軟磁性合金粉末が結着材によ
って固化成形されてなるとともに含浸によりメタクリル酸ジエステルからなる被覆層が形
成されていることを特徴とする圧粉コアが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開２０１０－９５４９６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されるように、成形体に被覆層を形成することにより圧粉コアの強度
を向上させることができるが、被覆層を形成することによって圧粉コアの磁気特性が変化
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する場合がある。
【０００５】
　本発明は、被覆層を備える圧粉コアであって、圧粉コアの機械特性および磁気特性に優
れる圧粉コアを提供することを目的とする。本発明は、上記の圧粉コアを備える電子・電
気部品、および当該電子・電気部品が実装された電子・電気機器を提供することも目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために提供される本発明は、一態様において、磁性粉末を含む成形
体および前記成形体の表面部上に設けられた被覆層を備える圧粉コアであって、前記被覆
層は、含浸樹脂層および前記含浸樹脂層上に設けられた外殻樹脂層を備えることを特徴と
する圧粉コアである。
【０００７】
　本明細書において、「表面部」とは成形体の表面および表面近傍の部分の総称である。
圧粉コアが被覆層を備えず、磁性粉末を含む粉状体の集合体である成形体からなる場合に
は、圧粉コアに外力（他の部材の衝突など）が加えられると、その外力は成形体内の磁性
粉末に直接伝達される。このため、磁性粉末に外力に基づく応力が蓄積されて圧粉コアの
磁気特性が低下しやすくなったり、圧粉コアの割れや欠けなどの破損が生じやすくなった
りする。
【０００８】
　これに対し、圧粉コアが備える被覆層が、含浸用組成物を含浸させることにより成形体
の表面部に形成された含浸樹脂層と、含浸樹脂層の上に設けられた外殻樹脂層との少なく
とも２層からなる積層構造を有することにより、圧粉コアに与えられた外力を外殻樹脂層
により緩和することができるとともに、外殻樹脂層を介して成形体の内側に伝達した外力
を含浸樹脂層に含まれる樹脂系材料により吸収することができる。このため、圧粉コアに
加えられた外力が磁性粉末に伝達されることが抑制される。したがって、磁性粉末に応力
が蓄積されにくくなって、圧粉コアの磁気特性が低下しにくくなり、圧粉コアの破損も生
じにくくなる。このように、上記の積層構造を有する被覆層を備えることにより、機械特
性および磁気特性の双方に優れる圧粉コアを提供することが可能である。
【０００９】
　前記含浸樹脂層に含まれる樹脂系材料である含浸樹脂系材料は、前記外殻樹脂層を構成
する外殻樹脂系材料よりも軟質であることが好ましい。他の部材などの衝突に起因して圧
粉コアに外力が付与されても、外殻樹脂層を構成する外殻樹脂系材料が硬質であれば、外
殻樹脂層は適切に成形体を保護することができる。それゆえ、外殻樹脂層が破損して成形
体の破損（成形体の部分欠損など）を生じる可能性が低減される。一方、含浸樹脂系材料
は適度に軟質であることにより、外力が含浸樹脂層に伝達されたときに含浸樹脂系材料が
優先的に変形して、含浸樹脂系材料に接する磁性粉末や含浸樹脂系材料近傍に位置する磁
性粉末に応力が蓄積されることを抑制することができる。このように、含浸樹脂系材料が
比較的軟質で外殻樹脂系材料が比較的硬質であることにより、機械特性および磁気特性の
双方に優れる圧粉コアを得ることがより安定的に実現される。
【００１０】
　前記含浸樹脂系材料は、ポリエステル系樹脂およびポリアミドイミド系樹脂からなる群
から選ばれる１種または２種以上を含んでいてもよい。
【００１１】
　前記外殻樹脂系材料は、イミド変性エポキシ系樹脂およびポリパラキシレン系樹脂から
なる群から選ばれる１種または２種以上を含んでいてもよい。
【００１２】
　含浸樹脂系材料がポリエステル系樹脂およびポリアミドイミド系樹脂からなる群から選
ばれる１種または２種以上を含み、外殻樹脂系材料がイミド変性エポキシ系樹脂およびポ
リパラキシレン系樹脂からなる群から選ばれる１種または２種以上を含む場合には、含浸
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樹脂系材料が外殻樹脂系材料よりも軟質であることを満たすことが容易となり、好ましい
。
【００１３】
　前記磁性粉末は導電性材料を基材（主たる材料）とする粉末を含んでいてもよく、この
場合には、前記被覆層は絶縁性であることが好ましい。磁性粉末が導電性材料（強磁性金
属系材料が例示される。）を基材とする粉末を含んでいる場合には、圧粉コアの磁気特性
（飽和磁束密度や直流重畳特性などが例示される。）を高めることが容易となることがあ
る。しかしながら、圧粉コアが被覆層を備えていないと、成形体を構成する磁性粉末が導
電性材料を含んでいることにより、圧粉コアの表面の絶縁性が低下しやすくなることがあ
る。圧粉コアの表面の絶縁性が低いと、圧粉コアを備える電子・電気部品に短絡などの問
題が生じやすくなることもある。本発明に係る圧粉コアは、上記のように積層構造を有す
る被覆層を備えるため、圧粉コアの表面近傍で破損が生じにくい。したがって、圧粉コア
の被覆層が適切な絶縁性を有していれば、圧粉コアの表面の絶縁性を維持しやすい。
【００１４】
　前記導電性材料は、非晶質磁性材料を含んでいてもよい。導電性材料が非晶質磁性材料
を含んでいる場合には、低いコアロスなど優れた磁気特性を有する圧粉コアが得られやす
い。しかしながら、非晶質磁性材料は一般的に硬質であるため変形しにくい。このため、
非晶質磁性材料の磁性粉末を含む圧粉コアに外力が付与されると、圧粉コア内の非晶質磁
性材料の磁性粉末に応力蓄積が生じやすい。本発明に係る圧粉コアが備える被覆層は、上
記のように圧粉コアに付与された外力を磁性粉末に伝えにくいため、磁性粉末に応力蓄積
が生じにくい。したがって、本発明に係る圧粉コアであれば、磁性粉末が非晶質磁性材料
からなるものを含んでいても、磁性粉末に応力蓄積が生じにくく、非晶質磁性材料からな
る磁性粉末を用いたことに基づく利益を安定的に享受することが可能である。
【００１５】
　本発明は、他の一態様において、上記の本発明に係る圧粉コア、コイルおよび前記コイ
ルのそれぞれの端部に接続された接続端子を備える電子・電気部品であって、前記圧粉コ
アの少なくとも一部は、前記接続端子を介して前記コイルに電流を流したときに前記電流
により生じた誘導磁界内に位置するように配置されている電子・電気部品である。
【００１６】
　本発明は、別の一態様において、上記の本発明に係る電子・電気部品が実装された電子
・電気機器であって、前記電子・電気部品は前記接続端子にて基板に接続されている電子
・電気機器である。
【発明の効果】
【００１７】
　上記の発明に係る被覆層を備える圧粉コアは、被覆層が含浸樹脂層および外殻樹脂層を
備えるため、機械特性および磁気特性の双方に優れる圧粉コアを得ることが可能である。
また、本発明によれば、上記の圧粉コアを備える電子・電気部品、および当該電子・電気
部品が実装された電子・電気機器も提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る圧粉コアの形状を概念的に示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る圧粉コアの部分断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る圧粉コアを備える電子・電気部品の一種であるトロイ
ダルコイルの形状を概念的に示す斜視図である。
【図４】本発明の別の一実施形態に係る圧粉コアを備える電子・電気部品の一種であるイ
ンダクタンス素子の全体構成を一部透視して示す斜視図である。
【図５】図４に示すインダクタンス素子を実装基板上に実装した状態を示す部分正面図で
ある。
【図６】本発明の実施例１に基づく、圧環強度の測定結果を示すグラフである。
【図７】本発明の実施例１に基づく、初透磁率の測定結果を示すグラフである。
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【図８】本発明の実施例１に基づく、初透磁率の変化率の算出結果を示すグラフである。
【図９】本発明の実施例１に基づく、コアロスの測定結果を示すグラフである。
【図１０】本発明の実施例１に基づく、コアロスの変化率の算出結果を示すグラフである
。
【図１１】本発明の実施例２に基づく、絶縁抵抗の測定結果を示すグラフである。
【図１２】本発明の実施例２に基づく、破壊強度の測定結果を示すグラフである。
【図１３】本発明の実施例２に基づく、落下耐性の評価結果を示すグラフである。
【図１４】造粒粉を製造する方法の一例において使用されるスプレードライヤー装置およ
びその動作を概念的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について詳しく説明する。
【００２０】
１．圧粉コア
　図１は、本発明の一実施形態に係る圧粉コアの構造を概念的に示す斜視図である。図２
は、図１に示される圧粉コアの外側面と上面との交線を含む部分を厚さ方向に切断した部
分断面図である。
【００２１】
　本発明の一実施形態に係る圧粉コア１は、図１に示されるように、その外観がリング状
であって、図２に示されるように、磁性粉末を含む成形体１１および成形体１１の表面部
上に設けられた被覆層１２を備える。
【００２２】
　成形体１１は、磁性粉末を含む粉状体を加圧成形することにより形成されたものである
。磁性粉末の種類は限定されない。磁性粉末は、絶縁性材料を基材とする粉末から構成さ
れていてもよいし、導電性材料を基材とする粉末から構成されていてもよいし、絶縁性材
料を基材とする粉末と導電性材料を基材とする粉末との混合体であってもよい。絶縁性材
料としてフェライトが例示される。導電性材料として、Ｆｅ基非晶質合金、Ｃｏ基非晶質
合金、Ｆｅ－Ｎｉ系合金、Ｆｅ－Ｓｉ系合金、純鉄などの強磁性金属系材料が例示される
。
【００２３】
　磁性粉末が導電性材料を基材とする粉末を含んでいる場合には、圧粉コア１の磁気特性
（飽和磁束密度や直流重畳特性などが例示される。）を高めることが容易となることがあ
る。導電性材料を基材とする磁性粉末は、その表面に絶縁処理が施されていてもよい。そ
のような絶縁処理として、酸化処理、リン酸処理、リン酸塩処理などが例示される。
【００２４】
　導電性材料は、非晶質磁性材料を含んでいてもよい。導電性材料が非晶質磁性材料を含
んでいる場合には、低いコアロスなど優れた磁気特性を有する圧粉コア１が得られやすい
。非晶質磁性材料は、非晶質であること（一般的なＸ線回折測定により、材料種類を特定
できる程度に明確なピークを有する回折スペクトルが得られないこと）、および強磁性体
、特に軟磁性体であることを満たす限り、具体的な種類は限定されない。
【００２５】
　非晶質磁性材料の具体例として、Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ系合金、Ｆｅ－Ｐ－Ｃ系合金などのＦ
ｅ基非晶質合金およびＣｏ－Ｆｅ－Ｓｉ－Ｂ系合金などのＣｏ基非晶質合金が挙げられる
。導電性材料が含む非晶質磁性材料は、上記の材料からなる群から選ばれた１種または２
種以上の材料であることが好ましく、これらの中でも、導電性材料は、コアロスが特に低
くなるＦｅ－Ｐ－Ｃ系合金を含有することが好ましく、Ｆｅ－Ｐ－Ｃ系合金からなること
がより好ましい。
【００２６】
　Ｆｅ－Ｐ－Ｃ系合金の具体例として、組成式が、Ｆｅ100原子％-ａ-ｂ-ｃ-ｘ-ｙ-ｚ-ｔ

ＮｉａＳｎｂＣｒｃＰｘＣｙＢｚＳｉｔで示され、０原子％≦ａ≦１０原子％、０原子％
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≦ｂ≦３原子％、０原子％≦ｃ≦６原子％、６．８原子％≦ｘ≦１０．８原子％、２．２
原子％≦ｙ≦９．８原子％、０原子％≦ｚ≦４．２原子％、０原子％≦ｔ≦７原子％であ
るＦｅ基非晶質合金が挙げられる。上記の組成式において、Ｎｉ，Ｓｎ，Ｃｒ，Ｂおよび
Ｓｉは任意添加元素である。
【００２７】
　Ｎｉの添加量ａは、０原子％以上６原子％以下とすることが好ましく、０原子％以上４
原子％以下とすることがより好ましい。Ｓｎの添加量ｂは、０原子％以上２原子％以下と
することが好ましく、１原子％以上２原子％以下の範囲で添加されていても良い。Ｃｒの
添加量ｃは、０原子％以上２原子％以下とすることが好ましく、１原子％以上２原子％以
下とすることがより好ましい。Ｐの添加量ｘは、８．８原子％以上とすることが好ましい
場合もある。Ｃの添加量ｙは、５．８原子％以上８．８原子％以下とすることが好ましい
場合もある。Ｂの添加量ｚは、０原子％以上３原子％以下とすることが好ましく、０原子
％以上２原子％以下とすることがより好ましい。Ｓｉの添加量ｔは、０原子％以上６原子
％以下とすることが好ましく、０原子％以上２原子％以下とすることがより好ましい。
【００２８】
　成形体１１は、有機系成分を含んでいてもよい。有機系成分は、磁性粉末を互いに結着
させることができることが好ましい。かかる結着機能を有す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、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、成形体１１に含まれる磁性粉末を互
いに電気的に独立にすることが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。例えば、有機系成
分に係る樹脂材料は、フェノール樹脂のような熱硬化性の樹脂と、アクリル樹脂のような
熱可塑性樹脂との混合体であってもよい。
【００２９】
　成形体１１が有機系成分を含有する場合において、成形体１１における有機系成分の含
有量は限定されない。有機系成分が適切な結着機能を有するように上記の含有量を設定す
ることが好ましい。有機系成分の含有量が過度に高い場合には、成形体１１を備える圧粉
コア１の磁気的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、成形体１１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。
【００３０】
　成形体１１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；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（具体例としてシランカップリング剤が挙げられる。）
などが挙げられる。これらの物質の成形体１１における含有量は限定されない。
【００３１】
　成形体１１は少なくとも表面近傍の領域に空孔を有しており、この空孔の少なくとも一
部を満たすように成形体１１内に、含浸樹脂層１３を形成するための組成物（含浸用組成
物）を含浸させることを含む製造方法により、含浸樹脂層１３が形成される。この空孔の
形成過程は限定されない。成形後のスプリングバックによって形成されたものであっても
よいし、磁性粉末を含む粉状体を加圧成形して得られた成形製造物に対してアニール処理
が行われたことにより形成されたものであってもよい。成形体１１の磁性粉末が導電性材
料を含んでいる場合には、成形体１１が空孔を有することにより、成形体１１内の磁性粉
末間の絶縁が良好になって圧粉コア１の磁気特性が向上しやすくなる。ただし、成形体１
１内の空孔の存在密度が過度に高いと、成形体１１内の磁性粉末間の結着の程度が低下し
て圧粉コア１の機械的強度が低下するおそれが高まる。したがって、成形体１１が空孔を
有している場合には、成形体１１の空隙率（成形体１１において固体物質が存在しない部
分として定義される空隙部の体積の、成形体１１全体の体積に対する百分率）は、３％以
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下であることが好ましく、１％以下であることがより好ましい。
【００３２】
　成形体１１の製造方法は加圧成形を含む成形工程を備える製造方法により製造される限
り限定されない。一例において、成形工程では、磁性粉末およびバインダー成分を含む混
合体を成形する。バインダー成分は限定されず、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の樹脂材料が例
示される。混合体は、絶縁性の無機系成分、カップリング剤、潤滑剤（ステアリン酸亜鉛
、ステアリン酸アルミニウム等が例示される。）などをさらに含んでいてもよい。混合体
の調製方法も任意である。ボールミルなどを用いて混合してもよいし、各成分を含む分散
液（スラリー）を調整して、この分散液を乾燥・粉砕して、磁性粉末を含む造粒粉として
混合体を得てもよい。成形条件も限定されない。０．１ＧＰａ～５ＧＰａ程度の範囲で常
温にて加圧することが例示される。
【００３３】
　上記のスラリーから造粒粉を得る方法の一例として、スプレードライヤー装置を用いる
方法が挙げられる。図１４は、造粒粉を製造する方法の一例において使用されるスプレー
ドライヤー装置およびその動作を概念的に示す図である。図１４に示されるように、スプ
レードライヤー装置２００内には回転子２０１が設けられ、装置上部からスラリーＳを回
転子２０１に向けて注入する。回転子２０１は所定の回転数により回転しており、スプレ
ードライヤー装置２００内部のチャンバーにてスラリーＳを遠心力により小滴状として噴
霧する。さらにスプレードライヤー装置２００内部のチャンバーに熱風を導入し、これに
より小滴状のスラリーＳに含有される分散媒（水）を、小滴形状を維持したまま揮発させ
る。その結果、スラリーＳから造粒粉Ｐが形成される。この造粒粉Ｐをスプレードライヤ
ー装置２００の下部から回収する。回転子２０１の回転数、スプレードライヤー装置２０
０内に導入する熱風温度、チャンバー下部の温度など各パラメータは適宜設定すればよい
。　
【００３４】
　成形工程において、成形金型のキャビティ内にコイルなどの導電性部材を配置して成形
を行えば、成形製造物内に導電性部材を埋設させることができる。
【００３５】
　成形工程により得られた成形製造物を、必要に応じてアニール処理するアニール工程を
行ってもよい。アニール処理をすることにより、成形工程によって生じた磁性粉末内の歪
が緩和されて、圧粉コア１の磁気特性を向上させることができる。アニール処理の条件は
、磁性粉末内に生じた歪の程度や、バインダー成分の熱的特性を考慮して適宜設定される
。一例を挙げれば、昇温速度２０℃／分～５０℃／分程度で、室温から３５０℃～５００
℃程度に加熱して、加熱温度にて０．５時間～５時間程度保持することが挙げられる。
【００３６】
　圧粉コア１は、成形体１１の表面部上に被覆層１２を備える。被覆層１２は、含浸樹脂
層１３および含浸樹脂層１３上に設けられた外殻樹脂層１４を少なくとも備える積層構造
を有する。
【００３７】
　含浸樹脂層１３は、成形体１１の表面近傍に位置する空孔の少なくとも一部を満たすよ
うに、含浸用組成物を含浸させることを含む製造方法により形成される。したがって、圧
粉コア１において、含浸樹脂層１３は、成形体１１と被覆層１２とが重複する領域を含む
。含浸樹脂層１３に含まれる磁性粉末は含浸樹脂系材料により結着されているため、成形
体１１における含浸樹脂層１３を構成する部分は、成形体１１の他の部分よりも機械的強
度が高くなる。このため、含浸樹脂層１３に含まれる磁性粉末の集合体に割れやかけなど
の破損が生じにくい。したがって、含浸樹脂層１３が存在することにより、圧粉コア１の
機械特性が向上する。
【００３８】
　また、含浸樹脂層１３内の磁性粉末や含浸樹脂層１３近傍の磁性粉末に対して外力が付



(8) JP 2017-41507 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

与された場合や、高温環境（具体例として２５０℃の環境が挙げられる。）下に長時間具
体例として２００時間が挙げられる。）保持されたことに基づく成形体１１の変形や圧粉
コア１の使用中に生じる磁歪などによって成形体１１内の磁性粉末を変形させようとする
力が生じた場合であっても、磁性粉末同士の間に位置する含浸樹脂材料がこれらの力によ
って優先的に変形して、圧粉コア１内の磁性粉末に応力が蓄積されることを抑制すること
ができる。したがって、含浸樹脂層１３が存在することにより、圧粉コア１の磁気特性の
低下が抑制される。
【００３９】
　含浸樹脂層１３に含まれる含浸樹脂系材料は比較的軟質であることが好ましく、具体的
には、後述する外殻樹脂層１４を構成する樹脂系材料よりも軟質であることが好ましい。
含浸樹脂系材料が軟質であることにより、含浸樹脂材料が外力などによって優先的に変形
することが生じやすくなる。このため、圧粉コア１内の磁性粉末に応力が蓄積されること
をより安定的に抑制することができる。
【００４０】
　含浸樹脂層１３に含まれる含浸樹脂系材料の具体的な組成は、含浸樹脂層１３が適切に
機能しうる限り限定されない。含浸樹脂系材料の具体例として、ポリエステル系樹脂およ
びポリアミドイミド系樹脂が例示され、含浸樹脂系材料はこれらの樹脂からなる群から選
ばれる１種または２種以上を含んでいてもよい。
【００４１】
　含浸樹脂層１３の具体的な製造方法は、含浸用組成物の組成に応じて適宜設定される。
含浸させたのち乾燥させるだけでよい場合もあれば、硬化のための加熱を行うことが必要
とされる場合もある。
【００４２】
　含浸用組成物の含浸方法は限定されない。通常、含浸用組成物と成形体１１とを接触さ
せることにより、含浸用組成物を成形体１１に含浸させる。接触方法は限定されない。含
浸用組成物中に成形体１１を浸漬させてもよいし、含浸用組成物を成形体１１に塗布して
もよい。含浸用組成物中に成形体１１を浸漬させる場合には、真空排気しながら浸漬させ
ることにより、含浸用組成物を成形体１１内に入り込みやすくすることができる。
【００４３】
　外殻樹脂層１４は、含浸樹脂層１３の上に形成されたものであればよく、含浸樹脂層１
３に接するように形成されていてもよいし、含浸樹脂層１３と外殻樹脂層１４との間に他
の表面処理が施されていてもよい。そのような表面処理として、プライマー処理や、コロ
ナ処理、ブラスト処理などが例示される。
【００４４】
　外殻樹脂層１４は、含浸樹脂層１３の上に位置して、圧粉コア１に衝突した部材が直接
磁性粉末に接触することを抑制することができる。また、外殻樹脂層１４は、成形体１１
の外側から加えられた力や内部に生じた力によって成形体１１が変形したり破損したりす
ることを抑制することができる。こうした外殻樹脂層１４の機能をより安定的に発揮させ
る観点から、外殻樹脂層１４は成形体１１を覆うように設けられていることが好ましい。
【００４５】
　外殻樹脂層１４を構成する樹脂系材料である外殻樹脂材料は比較的硬質であることが好
ましく、具体的には、含浸樹脂層１３に含まれる含浸樹脂系材料よりも硬質であることが
好ましい。他の部材などの衝突に起因して圧粉コア１に外力が付与されても、外殻樹脂層
１４を構成する外殻樹脂系材料が硬質であれば、外殻樹脂層１４の変形や破損がより生じ
にくくなるため、成形体１１の変形や破損をより適切に保護することができる。それゆえ
、外殻樹脂層１４が破損して成形体１１の破損を生じる可能性がより安定的に低減される
。
【００４６】
　外殻樹脂材料の具体的な組成は、外殻樹脂層１４が適切に機能しうる限り限定されない
。外殻樹脂材料の具体例として、イミド変性エポキシ系樹脂およびポリパラキシレン系樹
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脂が例示され、含浸樹脂系材料はこれらの樹脂からなる群から選ばれる１種または２種以
上を含んでいてもよい。
【００４７】
　外殻樹脂層１４の具体的な製造方法は、外殻樹脂材料を形成するための樹脂組成物の組
成に応じて適宜設定される。エポキシ系の樹脂については液状組成物を硬化させること、
すなわちウェットプロセスにより形成することができ、ポリパラキシレン系樹脂は化学気
相成長法、すなわちドライプロセスにより形成することができる。
【００４８】
　含浸樹脂層１３は、成形体１１の空孔の少なくとも一部を満たすように樹脂組成物を含
浸させることにより形成される。磁性粉末間に含浸樹脂系材料を存在させることにより、
磁性粉末の成形体１１からの脱落しにくさを向上させて、圧粉コア１の機械特性を向上さ
せている。一方、外殻樹脂層１４は、成形体１１の最表面に位置する磁性粉末を覆うよう
に形成することにより、磁性粉末の成形体１１からの脱落しにくさを向上させて、圧粉コ
ア１の機械特性を向上させている。被覆層１２がこのような性質の異なる複数の層の積層
構造を有していることにより、圧粉コア１の機械特性を高めることが実現されている。
【００４９】
　含浸樹脂層１３の含浸樹脂層が磁性粉末の周囲に存在することにより、磁性粉末に加え
られた外力、成形体１１の変形、磁性粉末の変形などに起因する磁性粉末内の応力蓄積が
緩和されて、圧粉コア１の磁気特性の劣化が抑制される。一方、外殻樹脂層１４は成形体
１１に加えられる外部からの衝撃を緩和するとともに成形体１１の変形を抑制する。その
結果、磁性粉末の応力蓄積の原因となる磁性粉末へ外力付与が抑制され、圧粉コア１の磁
気特性の劣化が抑制される。被覆層１２がこのような性質の異なる複数の層の積層構造を
有していることにより、圧粉コア１の磁気特性の劣化を効率的に抑制することが実現され
ている。
【００５０】
　被覆層１２は絶縁性であることが好ましい。この場合には、成形体１１に含有される磁
性粉末が導電性材料から構成されていても、圧粉コア１の表面の絶縁性を確保することが
できる。被覆層１２に求められる絶縁性の程度は用途によって適宜設定される。限定され
ない一例を挙げれば、４００Ｖ程度の電圧印加で測定された接触抵抗として１０１０Ω以
上である。
【００５１】
　本発明の一実施形態に係る電子・電気部品は、上記の本発明の一実施形態に係る圧粉コ
ア１、コイルおよびこのコイルのそれぞれの端部に接続された接続端子を備える。ここで
、圧粉コア１の少なくとも一部は、接続端子を介してコイルに電流を流したときにこの電
流により生じた誘導磁界内に位置するように配置されている。
【００５２】
　このような電子・電気部品の一例として、図３に示されるトロイダルコイル１０が挙げ
られる。トロイダルコイル１０は、リング状の圧粉コア（トロイダルコア）１に、被覆導
電線２を巻回することによって形成されたコイル２ａを備える。巻回された被覆導電線２
からなるコイル２ａと被覆導電線２の端部２ｂ，２ｃとの間に位置する導電線の部分にお
いて、コイル２ａの端部２ｄ，２ｅを定義することができる。このように、本実施形態に
係る電子・電気部品は、コイルを構成する部材と接続端子を構成する部材とが同一の部材
から構成されていてもよい。
【００５３】
　本発明の一実施形態に係る電子・電気部品は、上記の本発明の一実施形態に係る圧粉コ
ア１とは異なる形状を有する圧粉コアを備える。そのような電子・電気部品の具体例とし
て、図４に示されるインダクタンス素子２０が挙げられる。図４は、本発明の一実施形態
に係るインダクタンス素子２０の全体構成を一部透視して示す斜視図である。図４では、
インダクタンス素子２０の下面（実装面）が上向きの姿勢で示されている。図５は、図４
に示すインダクタンス素子２０を実装基板１００上に実装した状態を示す部分正面図であ
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る。
【００５４】
　図４に示すインダクタンス素子２０は、圧粉コア３と、圧粉コア３の内部に埋め込まれ
たコイルとしての空芯コイル５と、溶接によって空芯コイル５に電気的に接続される接続
端子としての一対の端子部４とを備えて構成される。
【００５５】
　空芯コイル５は、絶縁被膜された導線を螺旋状に巻回して形成されたものである。空芯
コイル５は、巻回部５ａと巻回部５ａから引き出された引出端部５ｂ，５ｂとを有して構
成される。空芯コイル５の巻き数は必要なインダクタンスに応じて適宜設定される。
【００５６】
　図４に示すように、圧粉コア３において、実装基板に対する実装面３ａに、端子部４の
一部を収納するための収納凹部３０が形成されている。収納凹部３０は、実装面３ａの両
側に形成されており、圧粉コア３の側面３ｂ，３ｃに向けて解放されて形成されている。
圧粉コア３の側面３ｂ，３ｃから突出する端子部４の一部が実装面３ａに向けて折り曲げ
られて、収納凹部３０の内部に収納される。
【００５７】
　端子部４は、薄板状のＣｕ基材で形成されている。端子部４は圧粉コア３の内部に埋設
されて空芯コイル５の引出端部５ｂ，５ｂに電気的に接続される接続端部４０と、圧粉コ
ア３の外面に露出し、前記圧粉コア３の側面３ｂ，３ｃから実装面３ａにかけて順に折り
曲げ形成される第１曲折部４２ａおよび第２曲折部４２ｂとを有して構成される。接続端
部４０は、空芯コイル５に溶接される溶接部である。第１曲折部４２ａと第２曲折部４２
ｂは、実装基板１００に対して半田接合される半田接合部である。半田接合部は、端子部
４のうちの圧粉コア３から露出している部分であって、少なくとも圧粉コア３の外側に向
けられる表面を意味している。
【００５８】
　端子部４の接続端部４０と空芯コイル５の引出端部５ｂとは、抵抗溶接によって接合さ
れている。
【００５９】
　図５に示すように、インダクタンス素子２０は、実装基板１００上に実装される。
　実装基板１００の表面には外部回路と導通する導体パターンが形成され、この導体パタ
ーンの一部によって、インダクタンス素子２０を実装するための一対のランド部１１０が
形成されている。
【００６０】
　図５に示すように、インダクタンス素子２０においては、実装面３ａが実装基板１００
側に向けられて、圧粉コア３から外部に露出している第１曲折部４２ａと第２曲折部４２
ｂが実装基板１００のランド部１１０との間で半田層１２０にて接合される。
【００６１】
　ハンダ付け工程は、ランド部１１０にペースト状の半田が印刷工程で塗布された後に、
ランド部１１０に第２曲折部４２ｂが対面するようにしてインダクタンス素子２０が実装
され、加熱工程で半田が溶融する。図４と図５に示すように、第２曲折部４２ｂは実装基
板１００のランド部１１０に対向し、第１曲折部４２ａはインダクタンス素子２０の側面
３ｂ、３ｃに露出しているため、フィレット状の半田層１２０は、ランド部１１０に固着
するとともに、半田接合部である第２曲折部４２ｂと第１曲折部４２ａの双方の表面に十
分に広がって固着される。
【００６２】
　本発明の一実施形態に係るインダクタンス素子２０が備える圧粉コア３は、本発明の一
実施形態に係る圧粉コアから構成され、その表面に積層構造を有する被覆層１２を備える
。圧粉コア３の被覆層１２が適切に絶縁性を有しれば、圧粉コア３の成形体に含有される
磁性粉末が導電性材料を基材とする粉末から構成される場合であっても、圧粉コア３の絶
縁抵抗が高まりやすい。したがって、本発明の一実施形態に係るインダクタンス素子２０
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は小型化に対応しやすい。
【００６３】
　本発明の一実施形態に係るインダクタンス素子２０の圧粉コア３は、被覆層１２が積層
構造を有しているため、機械特性に優れ、具体的には、落下耐性に優れる。したがって、
本発明の一実施形態に係るインダクタンス素子２０は品質安定性に優れる。
【００６４】
　本発明の一実施形態に係る電子・電気部品は、本発明の一実施形態に係る圧粉コアを備
えるため、電気・電子部品が高温環境（具体的には２５０℃の環境）に長時間（具体的に
は２００時間）置かれた場合であっても、圧粉コアの磁気特性の変化に基づく電気・電子
部品の特性の劣化が生じにくい。
【００６５】
　本発明の一実施形態に係る電子・電気機器は、上記の本発明の一実施形態に係る圧粉コ
アを備える電子・電気部品が実装されたものである。そのような電子・電気機器として、
電源スイッチング回路、電圧昇降回路、平滑回路等を備えた電源装置や小型携帯通信機器
等が例示される。
【００６６】
　こうした本発明の一実施形態に係る電気・電子機器は、上記の本発明の一実施形態に係
る圧粉コアを備える電気・電子部品を備えるため、高温環境（具体的には２５０℃の環境
）に長時間（具体的には２００時間）置かれた場合であっても、圧粉コアの磁気特性の低
下や破損に起因する動作不良を生じにくい。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。また、小型化にも対応しやすい。
【００６７】
　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】
【００６８】
　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。
【００６９】
（実施例１）
（１）Ｆｅ基非晶質合金粉末の造粒粉の作製
　Ｆｅ７１．４原子％Ｎｉ６原子％Ｃｒ２原子％Ｐ１０．８原子％Ｃ１．８原子％Ｂ２原

子％なる組成になるように原料を秤量して、水アトマイズ法を用いて粒度分布が異なる５
種類の非晶質磁性材料の粉末（アモルファス粉末）を作製した。得られた非晶質磁性材料
の粉末の粒度分布をマイクロトラック粒度分布測定装置（日機装社製「ＭＴ３３００ＥＸ
」）を用いて体積分布で測定したところ、体積基準の累積粒度分布における５０％累積径
（メジアン径）Ｄ５０は、５μｍであった。
【００７０】
　上記の非晶質磁性材料の粉末９８．４質量部と、アクリル樹脂およびシランカップリン
グ剤からなる絶縁性結着材１．４質量部とを、溶媒としての水に混合してスラリーを得た
。得られたスラリーをスプレードライヤー法にて２次造粒を行い、メジアン径Ｄ５０が８
０μｍの造粒粉を得た。
【００７１】
（２）圧縮成形
　得られた粉粒体を金型に充填し、面圧１．９６ＧＰａで加圧成形して、外径２０ｍｍ×
内径１２．７ｍｍ×厚さ７ｍｍのリング形状を有する成形体を得た。
【００７２】
（３）アニール処理
　得られた成形体を、窒素気流雰囲気の炉内に載置し、炉内温度を、室温（２３℃）から
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昇温速度１０℃／分で４００℃～５００℃まで加熱し、この温度にて１時間保持し、その
後、炉内で室温まで冷却するアニール処理を行った。一部の実施例については、このアニ
ール処理後の成形体を試験対象である圧粉コアとした（実施例１－１）。
【００７３】
（４）含浸樹脂層
　ポリアミドイミド樹脂とビスフェノールＡ型エポキシ樹脂とを溶剤に溶解させた液状組
成物Ｉを用意した。ポリアミドイミド樹脂におけるカルボン酸基の数と、ビスフェノール
Ａ型エポキシ樹脂におけるエポキシ基との数とが等しくなるように、ポリアミドイミド樹
脂の含有量およびビスフェノールＡ型エポキシ樹脂の含有量を設定した。
【００７４】
　ポリアミドイミド樹脂とジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂とを溶剤に溶解させた液
状組成物ＩＩを用意した。ポリアミドイミド樹脂におけるカルボン酸基の数と、ジシクロ
ペンタジエン型エポキシ樹脂におけるエポキシ基との数とが等しくなるように、ポリアミ
ドイミド樹脂の含有量およびジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂の含有量を設定した。
【００７５】
　得られた液状組成物Ｉまたは液状組成物ＩＩ中に、上記のアニール処理後の成形体を１
５分間浸漬した。その後、成形体を液状組成物中から取り出し、メチルエチルケトンにて
洗浄後、加熱乾燥（硬化）（２００℃×６０分間）させて、液状組成物Ｉまたは液状組成
物ＩＩから形成された含浸樹脂層を成形体の表面部に備える部材（含浸部材）を得た。一
部の実施例については、この含浸部材を試験対象である圧粉コアとした（実施例１－２お
よび１－３）。
【００７６】
（６）外殻樹脂層
　イミド変性エポキシ樹脂Ｉ（ガラス転移温度Ｔｇ：１８５℃）を溶剤に溶解させた液状
組成物ＩＩＩおよびイミド変性エポキシ樹脂ＩＩ（ガラス転移温度Ｔｇ：２６０℃）を溶
剤に溶解させた液状組成物ＩＶを用意した。液状組成物ＩＩＩまたは液状組成物ＩＶを含
浸部材表面にスプレー法により塗布した。その後、加熱乾燥（硬化）（１２０℃×１８０
分間）させて、成形体上に液状組成物ＩＩＩまたは液状組成物ＩＶから形成された外殻樹
脂層を備える部材を、試験対象である圧粉コアとして得た（実施例１－５，１－６，１－
８，および１－９）。一部の実施例については、アニール処理後の成形体に直接外殻樹脂
層を形成して、試験対象である圧粉コアとした（実施例１－４および１－７）。
【００７７】
　各圧粉コアの被覆層の構成については、表１に示すとおりであった。表１中、「ＥＰ１
」は液状組成物Ｉから形成された含浸樹脂層を意味し、「ＥＰ２」は液状組成物ＩＩから
形成された含浸樹脂層を意味する。また、「ＩＭＥＰ１」は液状組成物ＩＩＩから形成さ
れた外殻樹脂層を意味し、「ＩＭＥＰ２」は液状組成物ＩＶから形成された外殻樹脂層を
意味する。
【００７８】
【表１】
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【００７９】
（試験例１）圧環強度の測定
　実施例１において作製した圧粉コアを、ＪＩＳ　Ｚ２５０７：２０００に準拠した試験
方法により測定して、圧環強度（単位：ＭＰａ）を求めた。求めた圧環強度を表１に示し
た。
【００８０】
（試験例２）透磁率の測定
　実施例１により作製した圧粉コアに被覆銅線を３４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「４２８４１Ａ」）を用いて、１００
ｋＨｚの条件で、初透磁率μ’を測定した。結果を表１に示す。上記のトロイダルコイル
について、２５０℃の環境に２００時間放置する耐熱試験を行い、その後の初透磁率μ’
を耐熱試験前の測定と同様にして測定した。測定結果およびを初透磁率μ’の変化率｛（
試験後の値－試験前の値）／試験前の値｝を表１に示した。
【００８１】
（試験例３）コアロスＰｃｖの測定
　実施例１により作製した圧粉コアに被覆銅線をそれぞれ１次側４０回、２次側１０回巻
いて得られたトロイダルコイルについて、ＢＨアナライザー（岩崎通信機社製「ＳＹ－８
２１８」）を用いて、実効最大磁束密度Ｂｍを１００ｍＴとする条件で、測定周波数１０
０ｋＨｚでコアロスＰｃｖ（単位：ｋＷ／ｍ３）を測定した。その結果を表１に示す。上
記のトロイダルコイルについて、２５０℃の環境に２００時間放置する耐熱試験を行い、
その後のコアロスＰｃｖを耐熱試験前の測定と同様にして測定した。測定結果およびをコ
アロスＰｃｖの変化率｛（試験後の値－試験前の値）／試験前の値｝を表１に示した。
【００８２】
　図６は、実施例１に係る圧粉コアの圧環強度の測定結果を示すグラフである。図６に示
されるように、被覆層が無い圧粉コアや、外殻樹脂層のみを備える圧粉コアは圧環強度が
１０ＭＰａ程度もしくはそれ以下低い圧環強度であることが分かった。これに対し、含浸
樹脂層のみ備えた圧粉コアは、これらよりも圧環強度は高くなるが、含浸樹脂層と外殻樹
脂層とを有する被覆層を備える圧粉コアは、圧環強度がさらに高くなる結果が得られた。
【００８３】
　図７は、実施例１に係る圧粉コアの初透磁率μ’の測定結果を示すグラフである。図７
に示されるように、初透磁率μ’は圧粉コアが含浸樹脂層を備えることにより高くなる結
果が得られるが、含浸樹脂層と外殻樹脂層との積層構造を有する被覆層を有することによ
り初透磁率μ’はさらに高くなる傾向があることが確認された。また、図８に示すように
、初透磁率μ’の変化率の絶対値は圧粉コアが含新樹脂層や外殻樹脂層を備えることによ
り小さくなる結果が得られるが、含浸樹脂層と外殻樹脂層との積層構造を有する被覆層を
有することにより初透磁率μ’の変化率の絶対値はさらに小さくなる傾向があることが確
認された。
【００８４】
　図９は、実施例１に係る圧粉コアのコアロスＰｃｖの測定結果を示すグラフである。図
９に示されるように、コアロスＰｃｖは圧粉コアが含浸樹脂層と外殻樹脂層を有する被覆
層を備えることによりコアロスＰｃｖは顕著に低くなる傾向があることが確認された。ま
た、図１０に示すように、コアロスＰｃｖの変化率は圧粉コアが含浸樹脂層と外殻樹脂層
とを有する被覆層を備えることにより小さくなる結果が得られことが確認された。特に実
施例１－６では、コアロスＰｃｖの変化率が顕著に低くなっていることが分かった。
【００８５】
（実施例２）
（１）Ｆｅ基非晶質合金粉末の造粒粉の作製
　Ｆｅ７１．４原子％Ｎｉ６原子％Ｃｒ２原子％Ｐ１０．８原子％Ｃ１．８原子％Ｂ２原

子％なる組成になるように原料を秤量して、水アトマイズ法を用いて粒度分布が異なる５
種類の非晶質磁性材料の粉末（アモルファス粉末）を作製した。得られた非晶質磁性材料
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の粉末の粒度分布をマイクロトラック粒度分布測定装置（日機装社製「ＭＴ３３００ＥＸ
」）を用いて体積分布で測定したところ、体積基準の累積粒度分布における５０％累積径
（メジアン径）Ｄ５０は、５μｍであった。
【００８６】
　上記の非晶質磁性材料の粉末９８．０質量部と、アクリル樹脂およびフェノール樹脂か
らなる絶縁性結着材２．０質量部とを、溶媒としての水に混合してスラリーを得た。得ら
れたスラリーをスプレードライヤー法により、２次造粒し、メジアン径Ｄ５０が８０μｍ
の造粒粉を得た。
【００８７】
（２）磁性粉末を含む粉粒体の作製
　メジアン径Ｄ５０が４．６μｍのカルボニル鉄粉（絶縁処理済）を用意し、上記の造粒
粉と混合して、磁性粉末を含む粉粒体を作製した。粉粒体に含有される磁性粉末は、９０
質量％が上記のアモルファス粉末であり、１０質量％が上記のカルボニル鉄粉であった。
【００８８】
（３）圧縮成形
　予め巻線形成したコイルを準備して金型にセットし、上記のようにして得られた粉粒体
を金型に充填し、面圧１．９６ＧＰａで加圧成形して、２．５ｍｍ×２．０ｍｍ×１．０
ｍｍの立方体形状を有する成形体を得た。
【００８９】
（４）アニール処理
　得られた成形体を、窒素気流雰囲気の炉内に載置し、炉内温度を、室温（２３℃）から
昇温速度１０℃／分で３５０℃～４００℃まで加熱し、この温度にて１時間保持し、その
後、炉内で室温まで冷却するアニール処理を行った。
【００９０】
（５）含浸樹脂層
　耐熱性ポリエステルを含有する液状組成物中に、上記のアニール処理後の成形体を浸漬
させ、浸漬した状態で４．５分間保持した。その後、成形体を液状組成物中から取り出し
、エタノールにて洗浄後、加熱乾燥（１５５℃×６０分間）させて、上記の液状組成物か
ら形成された含浸樹脂層を成形体の表面部に備える部材（含浸部材）を得た。一部の実施
例については、この含浸部材を試験対象である圧粉コアとした（実施例２－３）。
【００９１】
（６）外殻樹脂層　その１
　含浸部材上に化学気相成長法によりポリパラキシレン系樹脂からなる層を形成し、成形
体上に外殻樹脂層を備える部材を、試験対象である圧粉コアとして得た（実施例２－４）
。一部の実施例については、アニール処理後の成形体に直接外殻樹脂層を形成して、試験
対象である圧粉コアとした（実施例２－１）。
【００９２】
（７）外殻樹脂層　その２
　実施例１においても使用した液状組成物ＩＶを、上記のアニール処理後の成形体または
含浸部材表面にスプレー法により塗布した。その後、アニール処理後の成形体または含浸
部材を加熱乾燥（硬化）（１２０℃×１８０分間）させて、成形体上に液状組成物ＩＶか
ら形成された外殻樹脂層を備える部材を、試験対象である圧粉コアとして得た（実施例２
－５）。一部の実施例については、アニール処理後の成形体に直接外殻樹脂層を形成して
、試験対象である圧粉コアとした（実施例２－２）。
【００９３】
　各圧粉コアの被覆層の構成については、表２に示すとおりであった。表１中、「ＰＰＸ
」はポリパラキシレン系樹脂からなる外殻樹脂層を意味し、「ＩＭＥＰ２」は液状組成物
ＩＶから形成された外殻樹脂層を意味する。
【００９４】
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【表２】

【００９５】
（試験例４）絶縁抵抗の測定
　実施例２において作製した圧粉コアについて、高抵抗計を用いて、印加電圧を２０Ｖと
して、端子と天面間との間の絶縁抵抗（単位：Ω）を測定した。測定結果を表２に示した
。絶縁抵抗の測定は、アジレント社製の高抵抗計４３３９８を用いて、コア表面に１ｍｍ
間隔でプローブを立てて２０Ｖの電圧を印加させるとともに、プローブ間の抵抗を評価し
た。
【００９６】
（試験例５）破壊強度の測定
　実施例２において作製した圧粉コアについて、１．０ｍｍの寸法を有する辺が高さ方向
（Ｚ方向）となるように測定装置にセットし、Ｚ方向から圧縮する圧力を加えた。このと
きに得られた応力－歪曲線から、サンプル（圧粉コア）が破壊される圧力（破壊強度、単
位：ＭＰａ）を測定した。なお、測定装置は、ＩＮＳＴＲＯＮ社製のデュアルコラム万能
試験機３３６５を用いた。破壊強度の測定結果を表２に示した。
【００９７】
（試験例６）落下耐性の評価
　実施例２において作製した圧粉コアについて、次に説明する方法により落下耐性（単位
：回）を評価した。評価結果を表２に示す。各実施例あたり９個の圧粉コアを用意し、電
子基板上にリフローはんだにて接着させた。これらの基板を６面の方向にて高さ２ｍから
落下させ、６面全て落下させても目視観察において圧粉コアに割れが認められない場合を
１回と計測した。各圧粉コアが何回の落下で破壊されたかを各実施例の９個の圧粉コアで
平均した値（単位：回）を表２に示した。この数値が大きいほど割れやかけが生じにくく
、落下耐性に優れる圧粉コアであるといえる。
【００９８】
　図１１は、実施例２に係る圧粉コアの絶縁抵抗の測定結果を示すグラフである。図１１
に示されるように、絶縁抵抗は圧粉コアが外殻樹脂層を有する被覆層を備えることにより
高くなる結果が得られた。一方、外殻樹脂層を形成せず、含浸樹脂層のみを備える圧粉コ
ア（実施例２－３）は、そのほかの圧粉コアに比較して絶縁抵抗が著しく低いことが分か
った。
【００９９】
　図１２は、実施例２に係る圧粉コアの絶縁抵抗の測定結果を示すグラフである。図１２
に示されるように、破壊強度は圧粉コアが含浸樹脂層を備えることにより高くなる結果が
得られ、含浸樹脂層および外殻樹脂層を有する被覆層を備えることにより破壊強度はさら
に高くなる傾向があることが確認された。一方で、外殻樹脂層のみを有する圧粉コア（実
施例２－１、実施例２－２）は、そのほかの圧粉コアと比較して破壊強度が低いことが確
認された。
【０１００】
　図１３は、実施例２に係る圧粉コアの落下耐性の評価結果を示すグラフである。図１３
に示されるように、落下耐性は含浸樹脂層が無い圧粉コア（実施例２－１、実施例２－２
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）は０回であるのに対し、圧粉コアが含浸樹脂層を備えることにより高くなる結果が得ら
れ、外殻樹脂層および含浸樹脂層を備える圧粉コア（実施例２－４、実施例２－５）でも
含浸樹脂層のみの圧粉コア（実施例２－３）と遜色の無いレベルの落下耐性を有している
ことが分かった。
【０１０１】
　以上まとめると、含浸樹脂層および外殻樹脂層を有する被覆層を備えることで、圧環強
度、破壊強度や落下耐性といった機械的強度が強く、コアロス、初透磁率といった磁気的
特性に優れ、高い耐熱性と高い絶縁抵抗を兼ね備えた圧粉コアを得ることが可能となるこ
とが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明の圧粉コアを備える電子・電気部品は、携帯電話、スマートフォン、ノートパソ
コンなどの電子・電気機器に実装される部品として好適であり、特に、これらの電子・電
気機器の電源供給回路に使用されるインダクタンス素子として好適である。
【符号の説明】
【０１０３】
１…圧粉コア（トロイダルコア）
１１…成形体
１２…被覆層
１３…含浸樹脂層
１４…外殻樹脂層
１０…トロイダルコイル
２…被覆導電線
２ａ…コイル
２ｂ，２ｃ…被覆導電線２の端部
２ｄ，２ｅ…コイル２ａの端部
２０…インダクタンス素子
３…圧粉コア
３ａ…圧粉コア３の実装面
３ｂ，３ｃ…圧粉コア３の側面
４…端子部
５…空芯コイル
５ａ…空芯コイル５の巻回部
５ｂ…空芯コイル５の引出端部
３０…収納凹部
４０…接続端部
４２ａ…第１曲折部
４２ｂ…第２曲折部
１００…実装基板
１１０…ランド部
１２０…半田層
２００…スプレードライヤー装置
２０１…回転子
Ｓ…スラリー
Ｐ…造粒粉
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