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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、
　前記基体の表面に設けられ、所定の電極材料を含む電極ペーストを焼付処理して形成さ
れる焼付電極を含む電極と、
を備え、
　前記基体は、酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子
間に空孔を有し、前記電極ペーストに含まれるガラスフリットに起因するガラス成分が、
前記電極が接する界面から前記基体の内部方向に、概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部
分に拡散していることを特徴とする電子部品。
【請求項２】
　前記基体は、前記ガラス成分が前記基体の内部方向に、前記電極の膜厚に対して概ね３
０％以上の距離で拡散していることを特徴とする請求項１記載の電子部品。
【請求項３】
　前記ガラスフリットが前記基体の内部及び表面に存在することを特徴とする請求項１又
は２に記載の電子部品。
【請求項４】
　前記電極は、複数の電極層が積層された構造を有し、少なくとも、前記基体に接する最
下層の前記電極層は、前記ガラスフリットを含む前記電極ペーストを焼付処理して形成さ
れる前記焼付電極からなり、前記最下層の前記電極層の上層に設けられる、最上層の前記
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電極層は、前記ガラスフリットを含まない、前記電極材料のみからなることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれかに記載の電子部品。
【請求項５】
　前記電極は、前記複数の電極層が前記電極ペーストを焼付処理して形成される前記焼付
電極からなり、少なくとも、前記最上層の前記電極層が、前記ガラスフリットを含まない
前記電極材料から形成される前記焼付電極からなることを特徴とする請求項４記載の電子
部品。
【請求項６】
　前記電極は、少なくとも、前記最上層の前記電極層が、前記最下層の前記電極層より緻
密な結晶状態の金属薄膜からなることを特徴とする請求項４記載の電子部品。
【請求項７】
　前記基体は、吸水率が１．０％以上、又は、空孔率が１０～２５％の金属粉の成形体で
あることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の電子部品。
【請求項８】
　前記基体は、鉄、ケイ素、及び、鉄よりも酸化しやすい元素を含有する前記軟磁性合金
の粒子群から構成され、前記各軟磁性合金粒子の表面には当該軟磁性合金粒子の前記酸化
層があり、当該酸化層は当該軟磁性合金粒子に比較して前記鉄より酸化しやすい元素を多
く含み、前記粒子同士は前記酸化層を介して結合されていることを特徴とする請求項１乃
至７のいずれかに記載の電子部品。
【請求項９】
　前記鉄よりも酸化しやすい元素は、クロムであって、
　前記軟磁性合金は、少なくとも、クロムが２～１５ｗｔ％含有することを特徴とする請
求項８記載の電子部品。
【請求項１０】
　前記電子部品は、
　柱状の巻芯部及びその両端に設けられた一対の鍔部を有する前記基体と、前記基体の前
記巻芯部に巻回された被覆導線と、前記基体の外表面に設けられ、前記被覆導線の両端部
が接続された一対の前記電極と、前記被覆導線部の外周を被覆するように前記一対の鍔部
間に設けられた外装樹脂部と、を備え、
　前記一対の電極が接する前記基体の外表面から内部方向に、前記一対の電極を形成する
ための前記電極ペーストに含まれる前記ガラス成分が、概ね１０μｍ以上の深さの前記空
孔部分に拡散していることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１１】
　酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子間に空孔を有
する基体の表面に、所定の電極材料にガラスフリットが概ね１０ｗｔ％以上の含有率で含
まれた電極ペーストを塗布する工程と、
　前記基体を７００℃以上の温度で焼付処理して、前記電極材料からなる電極を形成する
とともに、前記電極ペーストに含まれる前記ガラスフリットに起因するガラス成分を、前
記基体の表面から内部方向に概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部分に拡散させる工程と
、
を含むことを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項１２】
　前記ガラス成分は、前記基体の内部方向に、前記電極の膜厚に対して概ね３０％以上の
距離で拡散していることを特徴とする請求項１１記載の電子部品の製造方法。
【請求項１３】
　酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子間に空孔を有
する基体の表面に、所定の電極材料にガラスフリットが概ね１０ｗｔ％以上の含有率で含
まれた第１の電極ペーストを塗布する工程と、
　前記第１の電極ペースト上に、前記電極材料のみからなる第２の電極ペーストを塗布す
る工程と、
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　前記基体を７００℃以上の温度で焼付処理して、前記第１の電極ペーストからなる第１
の電極層と前記第２の電極ペーストからなる第２の電極層とを形成するとともに、前記第
１の電極ペーストに含まれる前記ガラスフリットに起因するガラス成分を、前記基体の表
面から内部方向に概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部分に拡散させる工程と、
を含むことを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項１４】
　酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子間に空孔を有
する基体の表面に、所定の電極材料にガラスフリットが概ね１０ｗｔ％以上の含有率で含
まれた電極ペーストを塗布する工程と、
　前記基体を７００℃以上の温度で焼付処理して、前記電極材料からなる第１の電極層を
形成するとともに、前記電極ペーストに含まれる前記ガラスフリットに起因するガラス成
分を、前記基体の表面から内部方向に概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部分に拡散させ
る工程と、
　前記第１の電極層上に、前記電極材料をスパッタリング法や蒸着法等を用いて第２の電
極層を形成する工程と、
を含むことを特徴とする電子部品の製造方法。
【請求項１５】
　前記電子部品は、前記第１の電極層及び前記第２の電極層を含む複数の複数層が積層さ
れた電極を有し、少なくとも、前記第１の電極層は、前記基体に接する最下層の電極層で
あり、前記第２の電極層は、前記第１の電極層の上層に設けられる、最上層の電極層であ
ることを特徴とする請求項１３又は１４に記載の電子部品の製造方法。
【請求項１６】
　前記基体は、吸水率が１．０％以上、又は、空孔率が１０～２５％の金属粉の成形体で
あることを特徴とする請求項１１乃至１５のいずれかに記載の電子部品。
【請求項１７】
　前記基体は、鉄、ケイ素、及び、鉄よりも酸化しやすい元素を含有する前記軟磁性合金
の粒子群から構成され、前記各軟磁性合金粒子の表面には当該軟磁性合金粒子の前記酸化
層があり、当該酸化層は当該軟磁性合金粒子に比較して前記鉄より酸化しやすい元素を多
く含み、前記粒子同士は前記酸化層を介して結合されていることを特徴とする請求項１１
乃至１６のいずれかに記載の電子部品の製造方法。
【請求項１８】
　前記鉄よりも酸化しやすい元素は、クロムであって、
　前記軟磁性合金は、少なくとも、クロムが２～１５ｗｔ％含有することを特徴とする請
求項１７記載の電子部品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品及びその製造方法に関し、特に、磁気コアを有し、回路基板上への
面実装が可能な小型化されたインダクタ等の電子部品及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯型の電子機器における電源の昇降圧回路用コイルや高周波回路で用いられる
チョークコイル等として磁気コアを有するインダクタが知られている。
　このようなインダクタとしては、例えば特許文献１に記載されているように、フェライ
トコアにコイル導線を巻回し、該コイル導線の両端をフェライトコアの該表面に設けられ
た一対の端子電極に接続した構造のものが知られている。ここで、フェライトコアは、巻
芯部と該巻芯部の上端及び下端に設けられた一対の鍔部とを有する、いわゆるドラム型の
形状を有している。このような構造を有するインダクタは、一般に外形寸法（特に高さ寸
法）の小型化が可能であることから、回路基板上への高密度実装や低背実装に適している
という特長を有している。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－００９６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、電子機器の小型薄型化や高機能化に伴って、インダクタ特性及び信頼性を向上さ
せつつ、さらなる高密度実装や低背実装が可能なインダクタが求められている。
　本発明は、所望の電気特性及び高い信頼性を有しつつ、回路基板上への良好な高密度実
装や低背実装が可能なインダクタ等の電子部品及びその製造方法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】
【０００５】
　請求項１記載の発明に係る電子部品は、
　基体と、
　前記基体の表面に設けられ、所定の電極材料を含む電極ペーストを焼付処理して形成さ
れる焼付電極を含む電極と、
を備え、
　前記基体は、酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子
間に空孔を有し、前記電極ペーストに含まれるガラスフリットに起因するガラス成分が、
前記電極が接する界面から前記基体の内部方向に、概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部
分に拡散していることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の電子部品において、
　前記基体は、前記ガラス成分が前記基体の内部方向に、前記電極の膜厚に対して概ね３
０％以上の距離で拡散していることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の電子部品において、
　前記ガラスフリットが前記基体の内部及び表面に存在することを特徴とする。
 
【０００８】
　請求項４記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の電子部品において、
　前記電極は、複数の電極層が積層された構造を有し、少なくとも、前記基体に接する最
下層の前記電極層は、前記ガラスフリットを含む前記電極ペーストを焼付処理して形成さ
れる前記焼付電極からなり、前記最下層の前記電極層の上層に設けられる、最上層の前記
電極層は、前記ガラスフリットを含まない、前記電極材料のみからなることを特徴とする
。
【０００９】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の電子部品において、
　前記電極は、前記複数の電極層が前記電極ペーストを焼付処理して形成される前記焼付
電極からなり、少なくとも、前記最上層の前記電極層が、前記ガラスフリットを含まない
前記電極材料から形成される前記焼付電極からなることを特徴とする。
【００１０】
　請求項６記載の発明は、請求項４記載の電子部品において、
　前記電極は、少なくとも、前記最上層の前記電極層が、前記最下層の前記電極層より緻
密な結晶状態の金属薄膜からなることを特徴とする。
【００１１】
　請求項７記載の発明は、請求項１乃至６のいずれかに記載の電子部品において、
前記基体は、吸水率が１．０％以上、又は、空孔率が１０～２５％の金属粉の成形体であ
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ることを特徴とする。
【００１２】
　請求項８記載の発明は、請求項１乃至７のいずれかに記載の電子部品において、
　前記基体は、鉄、ケイ素、及び、鉄よりも酸化しやすい元素を含有する前記軟磁性合金
の粒子群から構成され、前記各軟磁性合金粒子の表面には当該軟磁性合金粒子の前記酸化
層があり、当該酸化層は当該軟磁性合金粒子に比較して前記鉄より酸化しやすい元素を多
く含み、前記粒子同士は前記酸化層を介して結合されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項９記載の発明は、請求項８記載の電子部品において、
　前記鉄よりも酸化しやすい元素は、クロムであって、
　前記軟磁性合金は、少なくとも、クロムが２～１５ｗｔ％含有することを特徴とする。
【００１４】
　請求項１０記載の発明は、請求項１乃至９のいずれかに記載の電子部品において、
　前記電子部品は、
　柱状の巻芯部及びその両端に設けられた一対の鍔部を有する前記基体と、前記基体の前
記巻芯部に巻回された被覆導線と、前記基体の外表面に設けられ、前記被覆導線の両端部
が接続された一対の前記電極と、前記被覆導線部の外周を被覆するように前記一対の鍔部
間に設けられた外装樹脂部と、を備え、
　前記一対の電極が接する前記基体の外表面から内部方向に、前記一対の電極を形成する
ための前記電極ペーストに含まれる前記ガラス成分が、概ね１０μｍ以上の深さの前記空
孔部分に拡散していることを特徴とする。
【００１５】
　請求項１１記載の発明に係る電子部品の製造方法は、
　酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子間に空孔を有
する基体の表面に、所定の電極材料にガラスフリットが概ね１０ｗｔ％以上の含有率で含
まれた電極ペーストを塗布する工程と、
　前記基体を７００℃以上の温度で焼付処理して、前記電極材料からなる電極を形成する
とともに、前記電極ペーストに含まれる前記ガラスフリットに起因するガラス成分を、前
記基体の表面から内部方向に概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部分に拡散させる工程と
、
を含むことを特徴とする。
【００１６】
　請求項１２記載の発明は、請求項１１記載の電子部品の製造方法において、
　前記ガラス成分は、前記基体の内部方向に、前記電極の膜厚に対して概ね３０％以上の
距離で拡散していることを特徴とする。
【００１７】
　請求項１３記載の発明に係る電子部品の製造方法は、
　酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子間に空孔を有
する基体の表面に、所定の電極材料にガラスフリットが概ね１０ｗｔ％以上の含有率で含
まれた第１の電極ペーストを塗布する工程と、
　前記第１の電極ペースト上に、前記電極材料のみからなる第２の電極ペーストを塗布す
る工程と、
　前記基体を７００℃以上の温度で焼付処理して、前記第１の電極ペーストからなる第１
の電極層と前記第２の電極ペーストからなる第２の電極層とを形成するとともに、前記第
１の電極ペーストに含まれる前記ガラスフリットに起因するガラス成分を、前記基体の表
面から内部方向に概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部分に拡散させる工程と、
を含むことを特徴とする。
【００１８】
　請求項１４記載の発明に係る電子部品の製造方法は、
　酸化層を介して結合する軟磁性合金粒子で形成され、前記軟磁性合金粒子間に空孔を有
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する基体の表面に、所定の電極材料にガラスフリットが概ね１０ｗｔ％以上の含有率で含
まれた電極ペーストを塗布する工程と、
　前記基体を７００℃以上の温度で焼付処理して、前記電極材料からなる第１の電極層を
形成するとともに、前記電極ペーストに含まれる前記ガラスフリットに起因するガラス成
分を、前記基体の表面から内部方向に概ね１０μｍ以上の深さの前記空孔部分に拡散させ
る工程と、
　前記第１の電極層上に、前記電極材料をスパッタリング法や蒸着法等を用いて第２の電
極層を形成する工程と、
を含むことを特徴とする。
【００１９】
　請求項１５記載の発明は、請求項１３又は１４に記載の電子部品の製造方法において、
　前記電子部品は、前記第１の電極層及び前記第２の電極層を含む複数の複数層が積層さ
れた電極を有し、少なくとも、前記第１の電極層は、前記基体に接する最下層の電極層で
あり、前記第２の電極層は、前記第１の電極層の上層に設けられる、最上層の電極層であ
ることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１６記載の発明は、請求項１１乃至１５のいずれかに記載の電子部品の製造方法
において、
　前記基体は、吸水率が１．０％以上、又は、空孔率が１０～２５％の金属粉の成形体で
あることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１７記載の発明は、請求項１１乃至１６のいずれかに記載の電子部品の製造方法
において、
　前記基体は、鉄、ケイ素、及び、鉄よりも酸化しやすい元素を含有する前記軟磁性合金
の粒子群から構成され、前記各軟磁性合金粒子の表面には当該軟磁性合金粒子の前記酸化
層があり、当該酸化層は当該軟磁性合金粒子に比較して前記鉄より酸化しやすい元素を多
く含み、前記粒子同士は前記酸化層を介して結合されていることを特徴とする。
【００２２】
　請求項１８記載の発明は、請求項１７記載の電子部品の製造方法において、
　前記鉄よりも酸化しやすい元素は、クロムであって、
　前記軟磁性合金は、少なくとも、クロムが２～１５ｗｔ％含有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、所望の電気特性及び高い信頼性を有しつつ、回路基板上への良好な高
密度実装や低背実装が可能なインダクタ等の電子部品及びその製造方法を提供することが
でき、当該電子部品を搭載する電子機器の小型薄型化や高機能化に加え、信頼性の向上に
寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る電子部品として適用される巻線型インダクタの一構成例を示す概略
斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る巻線型インダクタの内部構造を示す概略断面図である。
【図３】第１の実施形態に係る巻線型インダクタに適用されるコア部材を示す概略斜視図
である。
【図４】第１の実施形態に係る巻線型インダクタを回路基板上に実装した状態を示す概略
断面図である。
【図５】第１の実施形態に係る巻線型インダクタの製造方法の一例を示すフローチャート
である。
【図６】本発明に係る電子部品の基体に適用される軟磁性合金粒子の集合体（成形体）と
フェライトとにおける、ガラス成分の拡散に関する特性を示す図である。
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【図７】本発明に係る基体と、フェライトからなる基体とにおける表面近傍の断面を示す
模式図である。
【図８】本発明に係る基体における表面近傍の断面を説明するための拡大模式図である。
【図９】第１の実施形態に係る巻線型インダクタにおいて、端子電極を形成した際のガラ
ス成分の拡散状態を説明するための拡大模式図である。
【図１０】本発明に係る電子部品の製造方法を適用した場合における、焼付処理条件と電
極の固着強度との関係を示す実験結果である。
【図１１】巻線型インダクタの剥離強度試験（固着強度試験）の方法を説明するための図
である。
【図１２】本発明に係る電子部品の製造方法を適用した場合における、電極ペーストの成
分とガラスフリットの拡散距離との関係を示す実験結果である。
【図１３】第２の実施形態に係る電子部品に適用される端子電極の構造例を示す要部断面
図である。
【図１４】第２の実施形態に係る端子電極の構造例におけるガラス成分の拡散状態を説明
するための拡大模式図である。
【図１５】本発明に係る電子部品として適用される積層型インダクタの構成例を示す概略
構成図である。
【図１６】本適用例に係る積層型インダクタの分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　＜第１の実施形態＞
　以下、本発明に係る電子部品及びその製造方法について、実施形態を示して詳しく説明
する。ここでは、本発明に係る電子部品として、巻線型インダクタを適用した場合につい
て説明する。なお、ここで示す実施形態は、本発明に係る電子部品として適用可能な一例
を示すものであって、本発明はこれに何ら限定されるものではない。
【００２６】
　（巻線型インダクタ）
　まず、本発明に係る電子部品として適用される巻線型インダクタの概略構成について説
明する。
　図１は、本発明に係る電子部品として適用される巻線型インダクタの一構成例を示す概
略斜視図である。ここで、図１（ａ）は、本実施形態に係る巻線型インダクタを上面側（
上鍔部側）から見た概略斜視図であり、図１（ｂ）は、本実施形態に係る巻線型インダク
タを底面側（下鍔部側）から見た概略斜視図である。図２は、本実施形態に係る巻線型イ
ンダクタの内部構造を示す概略断面図である。ここで、図２（ａ）は、図１（ａ）に示し
たＡ－Ａ線に沿った巻線型インダクタの断面を示す図であり、図２（ｂ）は、図２（ａ）
に示したＢ部を拡大した要部断面の模式図である。図３は、本実施形態に係る巻線型イン
ダクタに適用されるコア部材を示す概略斜視図である。図４は、本実施形態に係る巻線型
インダクタを回路基板上に実装した状態を示す概略断面図である。
【００２７】
　図１、図２（ａ）に示すように、第１の実施形態に係る巻線型インダクタ１０は、概略
、ドラム型のコア部材１１と、該コア部材１１に巻回されたコイル導線１２と、コイル導
線１２の端部１３Ａ、１３Ｂが接続される一対の端子電極１６Ａ、１６Ｂと、上記巻回さ
れたコイル導線１２の外周を被覆する、磁性粉含有樹脂からなる外装樹脂部１８と、を有
している。
【００２８】
　具体的には、コア部材１１は、図１（ａ）、図２（ａ）、図３に示すように、コイル導
線１２が巻回される柱状の巻芯部１１ａと、該巻芯部１１ａの図面上端に設けられた上鍔
部１１ｂと、巻芯部１１ａの図面下端に設けられた下鍔部１１ｃとを備え、その外観はド
ラム型の形状を有している。
【００２９】
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　ここで、図１～図３に示すように、上記コア部材１１の巻芯部１１ａは、所定の巻回数
を得るために必要なコイル導線１２の長さをより短くできるように、断面が略円形もしく
は円形であることが好ましいが、これに限定されるものではない。コア部材１１の下鍔部
１１ｃの外形は、高密度実装に対応して小型化を図るために、平面視形状が略四角形もし
くは四角形であることが好ましいが、これに限定されるものではなく、多角形や略円形等
であってもよい。また、上記コア部材１１の上鍔部１１ｂの外形は、高密度実装に対応し
て小型化を図るために、下鍔部１１ｃに対応して類似の形状であることが好ましく、さら
に、下鍔部１１ｃと同サイズもしくは下鍔部１１ｃよりやや小さめのサイズであることが
好ましい。
【００３０】
　このように、巻芯部１１ａの上端及び下端に上鍔部１１ｂ及び下鍔部１１ｃを設けるこ
とにより、巻芯部１１ａに対するコイル導線１２の巻回位置を制御しやすくなり、インダ
クタの特性を安定させることができる。また、上鍔部１１ｂの四隅に適宜面取り等を施す
ことにより、上鍔部１１ｂ及び下鍔部１１ｃ間に、後述する外装樹脂部１８を構成する磁
性粉含有樹脂を容易に充填することができる。なお、上鍔部１１ｂ及び下鍔部１１ｃの厚
さは、その下限値が上記コア部材１１における巻芯部１１ａからの上鍔部１１ｂ及び下鍔
部１１ｃのそれぞれの張り出し寸法を考慮して、所定の強度を満足するように適宜設定さ
れる。
【００３１】
　また、図１（ｂ）、図２（ａ）、図３に示すように、コア部材１１の下鍔部１１ｃの底
面（外表面）１１Ｂには、巻芯部１１ａの中心軸ＣＬの延長線を挟んで一対の端子電極１
６Ａ、１６Ｂが設けられている。ここで、底面１１Ｂには、一対の端子電極１６Ａ、１６
Ｂが形成される領域（電極形成領域）に、例えば図１（ｂ）、図２（ａ）、図３に示すよ
うに、溝１５Ａ、１５Ｂが形成されているものであってもよい。
【００３２】
　この溝１５Ａ、１５Ｂは、例えば図２、図３に示すように、少なくとも底部と、該底部
の幅方向の両側に、該底部に対し傾斜して設けられた緩斜面と、を備えた略凹状の断面形
状を有している。
　なお、上記溝１５Ａ、１５Ｂの深さは、例えば図２（ａ）に示すように、溝１５Ａ、１
５Ｂの底部に端子電極１６Ａ、１６Ｂが形成され、かつ、当該底部にコイル導線１２の端
部１３Ａ、１３Ｂが位置する状態で、コイル導線１２の端部１３Ａ、１３Ｂ、もしくは、
該端部１３Ａ、１３Ｂと端子電極１６Ａ、１６Ｂを接合する半田１７Ａ、１７Ｂの一部が
、底面１１Ｂの平坦面の高さ位置を越えて溝１５Ａ、１５Ｂから突出するように形成され
ることが好ましい。また、上記溝１５Ａ、１５Ｂの長さ方向の両端は、図１（ｂ）、図３
に示すように、下鍔部１１ｃの互いに対向する一対の外側面に達するように形成されてい
ることが好ましい。なお、ここで示した溝１５Ａ、１５Ｂの形状は、本実施形態に係る巻
線型インダクタに適用可能な一例を示したものに過ぎず、これに限定されるものではない
。例えば、溝１５Ａ、１５Ｂは、底部と緩斜面に加え、緩斜面と下鍔部１１ｃの底面１１
Ｂが接する領域に、端子電極１６Ａ、１６Ｂの幅方向を規制するための、緩斜面よりも急
な傾斜を有する側壁が設けられているものであってもよい。また、下鍔部１１ｃの底面１
１Ｂに溝を形成することなく、底面１１Ｂの平坦面に直接端子電極１６Ａ、１６Ｂが設け
られているものであってもよい。
【００３３】
　そして、本実施形態に係る巻線型インダクタ１０においては、上記コア部材１１の吸水
率が１．０％以上、又は、空孔率が１０～２５％である、多孔質の成形体が適用される。
具体的には、本実施形態に係る巻線型インダクタ１０は、コア部材１１として、例えば、
鉄（Ｆｅ）と、ケイ素（Ｓｉ）と、鉄よりも酸化しやすい元素を含有する軟磁性合金の粒
子群から構成され、各軟磁性合金粒子の表面には、当該軟磁性合金粒子が酸化した酸化層
が形成され、当該酸化層は当該軟磁性合金粒子に比較して、上記鉄よりも酸化しやすい元
素を多く含み、粒子同士が当該酸化層を介して結合されて構成された、多孔質の成形体を
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適用することができる。なお、本実施形態において、上記鉄よりも酸化しやすい元素とし
ては、クロム（Ｃｒ）やアルミニウム（Ａｌ）等を適用することができる。特に、上記軟
磁性合金粒子は、少なくともクロムが２～１５ｗｔ％含有されていることが好ましく、ま
た、軟磁性合金粒子の平均粒径が概ね２～３０μｍ程度であることがより望ましい。
【００３４】
　このように、コア部材１１を構成する軟磁性合金粒子の組成やその含有率、当該軟磁性
合金粒子の平均粒径を上記の範囲内で適宜設定することにより、高い飽和磁束密度Ｂｓ（
１．２Ｔ以上）と高い透磁率μ（３７以上）を実現することができるとともに、１００ｋ
Ｈｚ以上の周波数においても、粒子内で渦電流損失が生じることを抑制することができる
ことが確認された。そして、この高い透磁率μ、及び、高い飽和磁束密度Ｂｓを有するこ
とにより、本実施形態に係る巻線型インダクタ１０は、優れたインダクタ特性（インダク
タンス－直流重畳特性：Ｌ－Ｉdc特性）を実現することができる。
【００３５】
　端子電極１６Ａ、１６Ｂは、例えば図１（ｂ）、図２（ａ）、図３に示すように、上記
溝１５Ａ、１５Ｂ内に設けられる場合には、当該溝１５Ａ、１５Ｂに沿って延在し、コイ
ル導線１２の各端部１３Ａ、１３Ｂに接続されている。また、端子電極１６Ａ、１６Ｂは
、上記溝１５Ａ、１５Ｂによりその幅方向が規制され、幅方向の一端側から他端側に亘る
すべての領域が溝１５Ａ、１５Ｂ内に設けられていることが好ましい。そのため、溝１５
Ａ、１５Ｂ内に端子電極１６Ａ、１６Ｂが収まるように、溝１５Ａ、１５Ｂの断面形状及
び寸法、並びに、端子電極１６Ａ、１６Ｂの厚み寸法が適宜設定されていることが好まし
い。ここで、端子電極１６Ａ、１６Ｂの厚み寸法（膜厚）は、概ね１０～５０μｍ程度で
あることが好ましい。
【００３６】
　また、端子電極１６Ａ、１６Ｂは、種々の電極材料を用いることができ、例えば、銀（
Ａｇ）、銀（Ａｇ）とパラジウム（Ｐｄ）の合金、銀（Ａｇ）と白金（Ｐｔ）の合金、銅
（Ｃｕ）、チタン（Ｔｉ）とニッケル（Ｎｉ）とスズ（Ｓｎ）の合金、チタン（Ｔｉ）と
銅（Ｃｕ）の合金、クロム（Ｃｒ）とニッケル（Ｎｉ）とスズ（Ｓｎ）の合金、チタン（
Ｔｉ）とニッケル（Ｎｉ）と銅（Ｃｕ）の合金、チタン（Ｔｉ）とニッケル（Ｎｉ）と銀
（Ａｇ）の合金、ニッケル（Ｎｉ）とスズ（Ｓｎ）の合金、ニッケル（Ｎｉ）と銅（Ｃｕ
）の合金、ニッケル（Ｎｉ）と銀（Ａｇ）の合金等を良好に適用することができる。これ
らの電極材料を用いた端子電極１６Ａ、１６Ｂは、例えば銅（Ｃｕ）や、銅（Ｃｕ）を含
む合金等にガラスフリットを所定の含有率で含む電極ペーストを、上記溝１５Ａ、１５Ｂ
内や下鍔部１１ｃの底面１１Ｂに塗布し、所定の温度で焼付処理する形成方法により得ら
れる焼付電極（焼付導体膜）が適用される。なお、端子電極１６Ａ、１６Ｂは、上述した
焼付電極の表面に、電解メッキによりニッケル（Ｎｉ）やスズ（Ｓｎ）等の金属メッキ層
がさらに形成されているものであってもよい。
【００３７】
　また、コイル導線１２は、図２（ａ）に示すように、銅（Ｃｕ）や銀（Ａｇ）等からな
る金属線１３の外周に、ポリウレタン樹脂やポリエステル樹脂等からなる絶縁被覆１４が
形成された被覆導線が適用される。そして、コイル導線１２は、上記コア部材１１の柱状
の巻芯部１１ａの周囲に巻回されるとともに、図１、図２（ａ）に示すように、一方及び
他方の端部１３Ａ、１３Ｂが、絶縁被覆１４が除去された状態で、上記端子電極１６Ａ、
１６Ｂにそれぞれ半田１７Ａ、１７Ｂにより導電接続されている。
【００３８】
　ここで、コイル導線１２は、例えば直径０．１～０．２ｍｍの被覆導線が、コア部材１
１の巻芯部１１ａの周囲に３．５～１５．５回巻回されている。コイル導線１２に適用さ
れる金属線１３は、単線に限定されるものではなく２本以上の線や、撚り線であってもよ
い。また、コイル導線１２の金属線１３は、円形の断面形状を有するものに限定されるも
のではなく、例えば長方形の断面形状を有する平角線や、正方形の断面形状を有する四角
線等を用いることもできる。また、上記端子電極１６Ａ、１６Ｂが溝１５Ａ、１５Ｂの内
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部に設けられる場合には、コイル導線１２の端部１３Ａ、１３Ｂの直径が、溝１５Ａ、１
５Ｂの深さよりも大きくなるように設定されていることが好ましい。
【００３９】
　なお、上述したコイル導線１２の端部１３Ａ、１３Ｂと端子電極１６Ａ、１６Ｂとの半
田１７Ａ、１７Ｂによる導電接続とは、両者が半田１７Ａ、１７Ｂを介して導電接続され
ている箇所を有しているものであればばよく、半田１７Ａ、１７Ｂのみで導電接続されて
いるものに限らない。例えば、端子電極１６Ａ、１６Ｂと上記コイル導線１２の端部１３
Ａ、１３Ｂとが熱圧着により金属間結合で接合された箇所を有するとともに、該接合箇所
を覆うように半田１７Ａ、１７Ｂで被覆された構造を有しているものであってもよい。
【００４０】
　外装樹脂部１８は、磁性粉含有樹脂が、図２（ａ）に示すように、コア部材１１の対向
する上鍔部１１ｂ及び下鍔部１１ｃ間の巻芯部１１ａに巻回されたコイル導線１２の外周
を被覆し、かつ、巻芯部１１ａと、上鍔部１１ｂ及び下鍔部１１ｃに囲まれた領域に充填
されるように設けられている。
【００４１】
　磁性粉含有樹脂は、巻線型インダクタ１０の使用温度範囲において所定の粘弾性を有し
ていることが好ましい。より具体的には、硬化時の物性として温度に対する剛性率の変化
において、ガラス状態からゴム状態に移行する過程におけるガラス転移温度が１００～１
５０℃の磁性粉含有樹脂を良好に適用することができる。上記磁性粉含有樹脂に用いる樹
脂材料としては、シリコン樹脂を良好に適用することができ、コア部材１１の上鍔部１１
ｂ、下鍔部１１ｃ間に磁性粉含有樹脂を装入する工程におけるリードタイムを短縮するた
めには、例えばエポキシ樹脂とカルボキシル基変性プロピレングリコールとの混合樹脂を
適用することがより好ましい。
【００４２】
　そして、本実施形態に係る巻線型インダクタ１０においては、多孔質のコア部材１１の
下鍔部１１ｃの底面１１Ｂであって、上述した端子電極１６Ａ、１６Ｂが形成される電極
形成領域において、図２（ｂ）の模式図に示すように、上記端子電極１６Ａ、１６Ｂを形
成する際に用いられる電極ペーストに含まれるガラスフリットに起因するガラス成分が、
コア部材１１に端子電極１６Ａ、１６Ｂが接する界面（すなわち、コア部材１１の表面）
からコア部材１１の内部方向（図面上方向）に所定の深さで拡散した部分１１ｄを有して
いる。ここで、ガラス成分がコア部材１１の内部方向に拡散している深さ（拡散距離）は
、概ね１０μｍ以上であることが好ましい。より具体的には、コア部材１１の表面に形成
される端子電極１６Ａ、１６Ｂの膜厚（概ね１０～５０μｍ）に対して、上記拡散距離は
、概ね３０％以上であることが好ましく、端子電極１６Ａ、１６Ｂの膜厚よりも大きい場
合（１００％以上）であってもよい。
【００４３】
　このガラス成分がコア部材１１に拡散した部分１１ｄは、端子電極１６Ａ、１６Ｂを形
成するための電極ペーストに含まれるガラスフリットとコア部材１１の一部が化学反応を
起こし、互いに交じり合って存在する層であり、主として軟磁性合金粒子とガラスフリッ
トとで構成されている。これにより、電極形成領域におけるコア部材１１と端子電極１６
Ａ、１６Ｂとの界面における結合が強固になって、両者の密着性（接着強度）を向上させ
ることができる。なお、詳しくは、後述する作用効果の検証の欄で説明する。
【００４４】
　なお、上述したような構成を有する巻線型インダクタ１０は、図４に示すように、例え
ばガラス－エポキシ樹脂基板２１上に銅箔からなる実装ランド２２が形成された回路基板
２０上に実装される。ここで、実装ランド２２への巻線型インダクタ１０の実装方法は、
回路基板２０上にクリーム半田を印刷した後、実装ランド２２上に巻線型インダクタ１０
の電極部分、すなわち、端子電極１６Ａ、１６Ｂにコイル導線１２の一方及び他方の端部
１３Ａ、１３Ｂが半田１７Ａ、１７Ｂにより導電接続された部分を搭載し、例えば２４５
℃に加熱してリフロー半田付け処理を施す。これにより、実装ランド２２に巻線型インダ
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クタ１０の電極部分が半田１９により接合されて、回路基板２０上に巻線型インダクタ１
０が実装される。
【００４５】
　（巻線型インダクタの製造方法）
　次に、本実施形態に係る巻線型インダクタの製造方法について説明する。
　図５は、本実施形態に係る巻線型インダクタの製造方法の一例を示すフローチャートで
ある。
【００４６】
　上述した巻線型インダクタは、図５に示すように、概略、コア部材製造工程Ｓ１０１と
、端子電極形成工程Ｓ１０２と、コイル導線巻回工程Ｓ１０３と、外装工程Ｓ１０４と、
コイル導線接合工程Ｓ１０５と、を経て製造される。
【００４７】
　（ａ）コア部材製造工程Ｓ１０１
　コア部材製造工程Ｓ１０１においては、まず、鉄（Ｆｅ）と、ケイ素（Ｓｉ）と、鉄よ
りも酸化しやすい元素とを、所定の比率で含有する軟磁性合金の粒子群を原料粒子として
、所定の結合剤を混合して所定の形状の成形体を形成する。具体的には、鉄よりも酸化し
やすい元素として例えばクロム（Ｃｒ）を用い、クロム２～１５ｗｔ％、ケイ素０．５～
７ｗｔ％、残部に鉄を含有する原料粒子に、例えば熱可塑性樹脂などの結合剤（バインダ
）を添加し、攪拌混合させて造粒物を得る。次いで、この造粒物を粉末成形プレスを用い
て圧縮成形して成形体を形成し、例えば研削ディスクを用いてセンターレス研摩により上
鍔部１１ｂ及び下鍔部１１ｃ間に、柱状の巻芯部１１ａが形成されるように凹部を形成し
てドラム形の成形体を得る。
【００４８】
　次いで、得られた成形体を焼成する。具体的には、上記成形体を大気中で４００～９０
０℃で熱処理する。このように、大気中で熱処理を行うことで、混合した熱可塑性樹脂を
脱脂（脱バインダ処理）するとともに、もともと粒子中に存在し熱処理により表面に移動
してきたクロムと、粒子の主成分である鉄を酸素と結合させながら、金属酸化物からなる
酸化層を粒子表面に生成させ、かつ、隣接する粒子の表面の酸化層同士を結合させる。生
成された酸化層（金属酸化物層）は、主に鉄とクロムからなる酸化物であり、粒子間の絶
縁を確保しつつ、軟磁性合金粒子の集合体からなるコア部材１１を提供することができる
。
【００４９】
　ここで、上記原料粒子の例としては、水アトマイズ法で製造した粒子を適用することが
でき、原料粒子の形状の例として、球状、扁平状があげられる。また、上記熱処理におい
て、酸素雰囲気下での熱処理温度を上昇させると、結合剤が分解し、軟磁性合金の粒子が
酸化される。このため、成形体の熱処理条件として、大気中、４００～９００℃で、１分
以上保持することが好ましい。この温度範囲内で熱処理を行うことにより、優れた酸化層
を形成することができる。より好ましくは、６００～８００℃である。大気中以外の条件
、例えば、酸素分圧が大気と同程度の雰囲気中で熱処理してもよい。還元雰囲気又は非酸
化雰囲気では、熱処理により金属酸化物からなる酸化層の生成が行われないため、粒子同
士が焼結し体積抵抗率が著しく低下する。また、雰囲気中の酸素濃度、水蒸気量について
は特に限定されないが、生産面から考慮すると、大気あるいは乾燥空気であることが望ま
しい。
【００５０】
　上記熱処理において、４００℃を越える温度に設定することにより、優れた強度と優れ
た体積抵抗率を得ることができる。一方、熱処理温度が９００℃を超えると、強度は増加
するものの、体積抵抗率の低下が発生する。また、上記熱処理温度での保持時間は、１分
以上とすることにより鉄とクロムを含む金属酸化物からなる酸化層が生成されやすい。こ
こで、酸化層厚は一定値で飽和するため保持時間の上限はあえて設定しないが、生産性を
考慮し２時間以下とすることが妥当である。
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【００５１】
　このように、熱処理温度、熱処理時間、熱処理雰囲気中の酸素量等により、酸化層の形
成を制御することができるので、熱処理条件を上記範囲とすることにより、優れた強度と
優れた体積抵抗率を同時に満たし、酸化層を有する軟磁性合金粒子の集合体からなるコア
部材１１を製造することができる。
【００５２】
　なお、上記ドラム形の成形体は、原料粒子を含む造粒物により形成された成形体の周側
面に、センターレス研摩により凹部を形成して得る方法に限定するものではなく、例えば
、上記の造粒物を粉末成形プレスを用いて乾式一体成形することによりドラム形の成形体
を得ることもできる。また、コア部材１１のさらに他の製造方法としては、上述したよう
に、予めドラム形の成形体を準備して焼成する方法に限定するものではなく、例えば、上
記の造粒物により形成された成形体（周側面に凹部が形成されていない成形体）を準備し
た後、脱バインダ処理を行い、所定の温度で焼成した後に、当該焼結体の周側面にダイヤ
モンドホイール等を用いて凹部を切削加工により形成するものであってもよい。
【００５３】
　また、コア部材１１の底面１１Ｂに溝１５Ａ、１５Ｂを形成する場合には、上記コア部
材１１の製造工程において、原料粒子を含む造粒物により成形体を形成する際に、押型の
表面に予め一対の突条を設けておき、該成形体の成形と同時に形成する方法のほか、例え
ば、得られた成形体の表面に切削加工を施して一対の溝を形成するものであってもよい。
【００５４】
　（ｂ）端子電極形成工程Ｓ１０２
　次いで、端子電極形成工程Ｓ１０２においては、上記コア部材１１の下鍔部１１ｃの溝
１５Ａ、１５Ｂ内、又は、底面１１Ｂに、上述した電極材料を含む電極ペーストを塗布し
、所定の温度で焼付処理して端子電極１６Ａ、１６Ｂを形成する。この電極形成方法は、
製造コストが安価で、生産性が高いという特長を有している。
【００５５】
　端子電極形成工程は、まず、電極材料（例えば銀や銅、あるいは、これらを含む複数種
類の金属材料）の粉末と、所定の含有率のガラスフリットを含む電極ペーストを、上記溝
１５Ａ、１５Ｂ内、又は、下鍔部１１ｃの底面１１Ｂに塗布した後、コア部材１１を所定
の温度及び時間で熱処理することにより、端子電極１６Ａ、１６Ｂを形成する。
【００５６】
　ここで、電極ペーストの塗布方法としては、例えばローラー転写法やパッド転写法等の
転写法、スクリーン印刷法や孔版印刷法等の印刷法のほか、スプレー法やインクジェット
法等を適用することができる。なお、端子電極１６Ａ、１６Ｂが、上記溝１５Ａ、１５Ｂ
内に良好に収納されて、安定した幅寸法を有するためには、転写法を用いる方がより好ま
しい。
【００５７】
　また、電極ペーストにおける電極材料やガラスフリットは、用いる電極材料の種類や組
成等に応じて適宜設定される。電極材料として、例えば銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａ
ｇ）とパラジウム（Ｐｄ）の合金、あるいは、銀（Ａｇ）と白金（Ｐｔ）の合金等を適用
した場合には、ガラスフリットの含有率は、概ね１０ｗｔ％以上、好ましくは、１０～３
０ｗｔ％に設定される。なお、電極ペーストに含まれるガラスフリットは、例えばケイ素
（Ｓｉ）、亜鉛（Ｚｎ）、バリウム（Ｂａ）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、
カルシウム（Ｃａ）等からなるガラス及び金属酸化物を含む組成を有している。また、下
鍔部１１ｃの底面１１Ｂに電極ペーストを塗布した後のコア部材１１の熱処理（電極焼付
処理）は、例えば、大気雰囲気中や酸素濃度１０ｐｐｍ以下のＮ２ガス雰囲気中で、６０
０～１０５０℃の温度条件で実行される。より好ましくは、７５０～９００℃である。
【００５８】
　このような端子電極形成方法により、上記の電極材料からなる端子電極１６Ａ、１６Ｂ
が形成されるとともに、電極ペーストに含まれるガラスフリットが溶融し、多孔質のコア



(13) JP 6029819 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

部材１１の表面から拡散して、図２（ｂ）に示したように、端子電極１６Ａ、１６Ｂとコ
ア部材１１の界面、及び、コア部材１１の表層の内部にガラス成分が拡散した部分１１ｄ
が形成される。このとき、端子電極１６Ａ、１６Ｂの膜厚は、概ね１０～５０μｍであり
、ガラス成分が拡散した部分１１ｄの深さ（拡散距離）は、概ね１０μｍ以上であった。
ここで、上記拡散距離は、端子電極１６Ａ、１６Ｂの膜厚に対して概ね３０％以上であっ
た。これにより、電極形成領域におけるコア部材１１と端子電極１６Ａ、１６Ｂとの界面
における結合が強固になって、両者が強固に接着される。
【００５９】
　（ｃ）コイル導線巻回工程Ｓ１０３
　次いで、コイル導線巻回工程Ｓ１０３においては、上記コア部材１１の巻芯部１１ａに
、被覆導線を所定回数巻回する。具体的には、上記コア部材１１の巻芯部１１ａが露出す
るように、コア部材１１の上鍔部１１ｂを巻線装置のチャックに固定する。次いで、例え
ば直径０．１～０．２ｍｍの被覆導線を下鍔部１１ｃの底面１１Ｂに形成された端子電極
１６Ａ、１６Ｂ（又は、溝１５Ａ、１５Ｂ）のいずれか一方側に仮固定した状態で切断し
てコイル導線１２の一端側とする。その後、上記チャックを回転させて被覆導線を巻芯部
１１ａに、例えば３．５～１５．５回巻回する。次いで、被覆導線を上記端子電極１６Ａ
、１６Ｂ（又は、溝１５Ａ、１５Ｂ）の他方側に仮固定した状態で切断してコイル導線１
２の他端側とすることにより、巻芯部１１ａにコイル導線１２が巻回されたコア部材１１
が形成される。コイル導線１２の一端側及び他端側は、上述した端部１３Ａ、１３Ｂに対
応する。
【００６０】
　（ｄ）外装工程Ｓ１０４
　次いで、外装工程Ｓ１０４においては、上記コア部材１１の上鍔部１１ｂと下鍔部１１
ｃとの間であって、巻芯部１１ａの周囲に巻回されたコイル導線１２の外周に、所定の透
磁率を有する磁性粉含有樹脂からなる外装樹脂部１８が被覆形成される。具体的には、例
えばコア部材１１を構成する軟磁性合金粒子と同一の組成及び構造を有する磁性粉が含有
された磁性粉含有樹脂のペーストをディスペンサーにより、コア部材１１の上鍔部１１ｂ
及び下鍔部１１ｃ間の領域に吐出して、コイル導線１２の外周を被覆するように充填する
。次いで、例えば１５０℃で１時間加熱して、磁性粉含有樹脂のペーストを硬化させるこ
とにより、コイル導線１２の外周を被覆する外装樹脂部１８が形成される。
【００６１】
　（ｅ）コイル導線接合工程Ｓ１０５
　次いで、コイル導線接合工程Ｓ１０５においては、まず、コア部材１１に巻回されたコ
イル導線１２の両端部１３Ａ、１３Ｂの絶縁被覆１４を剥離、除去する。具体的には、コ
ア部材１１に巻回されたコイル導線１２の両端部１３Ａ、１３Ｂに、被覆剥離溶剤を塗布
することにより、あるいは、所定のエネルギーのレーザー光を照射することにより、コイ
ル導線１２の両端部１３Ａ、１３Ｂ近傍の絶縁被覆１４を形成する樹脂材料を溶解又は蒸
発させて、完全に剥離、除去する。
【００６２】
　次いで、絶縁被覆１４が剥離されたコイル導線１２の両端部１３Ａ、１３Ｂを、各端子
電極１６Ａ、１６Ｂに半田接合して、導電接続する。具体的には、絶縁被覆１４が剥離さ
れたコイル導線１２の両端部１３Ａ、１３Ｂを含む各端子電極１６Ａ、１６Ｂ上に、フラ
ックスを含有する半田ペーストを、例えば孔版印刷法により塗布した後、２４０℃に加熱
されたホットプレートにより加熱押圧して、半田を溶融、固着させることにより、コイル
導線１２の両端部１３Ａ、１３Ｂが各端子電極１６Ａ、１６Ｂに半田１７Ａ、１７Ｂによ
り接合される。端子電極１６Ａ、１６Ｂへのコイル導線１２の半田接合後、フラックス残
渣を除去する洗浄処理が行われる。
【００６３】
　＜作用効果の検証＞
　次に、本発明に係る電子部品及びその製造方法における作用効果について説明する。
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　ここでは、本実施形態に係る電子部品及びその電極形成方法における作用効果を検証す
るために、比較対象として、電子部品の基体が周知のフェライトからなる場合を示す。な
お、フェライトからなる基体を有する電子部品は、例えば、上述したインダクタ等をはじ
めとして、既に一般に市販されて種々の電子機器に搭載されているものであって、固着強
度をはじめ、様々な信頼性試験において、市場の高い評価を受けているものである。
【００６４】
　図６は、本発明に係る電子部品の基体に適用される軟磁性合金粒子の集合体（成形体）
とフェライトとにおける、ガラス成分の拡散に関する特性を示す図である。ここで、図６
（ａ）は、本発明に係る基体と、フェライトからなる基体とにおける吸水率、密度（見か
け密度、真密度）、空孔率の違いを示す表であり、図６（ｂ）は、本発明に係る基体と、
フェライトからなる基体とにおける吸水率の違いを示す図である。また、図７は、本発明
に係る基体と、フェライトからなる基体とにおける表面近傍の断面を示す模式図である。
図７（ａ）は、本発明に係る基体における表面近傍の断面を示す模式図であり、図７（ｂ
）は、フェライトからなる基体における表面近傍の断面を示す模式図である。図８は、本
発明に係る基体における表面近傍の断面を説明するための拡大模式図である。図８（ａ）
は、本発明に係る基体におけるガラス成分の拡散前の状態を示す拡大模式図であり、図８
（ｂ）は、本発明に係る基体におけるガラス成分の拡散後の状態を示す拡大模式図である
。図９は、上述した実施形態に係る巻線型インダクタにおいて、端子電極を形成した際の
ガラス成分の拡散状態を説明するための拡大模式図である。ここで、図９においては、図
示の都合上、コア部材１１の上面側に端子電極１６Ａ、１６Ｂ（以下、便宜的に、「端子
電極１６」と総称する）が形成されている場合の断面構造を示す。
【００６５】
　上述したように、本発明に係る電子部品の基体に適用される軟磁性合金粒子の集合体（
成形体）は多孔質であるため、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、緻密な結晶構造を有す
る周知のフェライトと比較して、吸水率や空孔率が高い。具体的には、本発明に係る基体
においては、真密度が７．６ｇ／ｃｍ３の基体が見かけ密度６．２ｇ／ｃｍ３のとき、吸
水率が２％、空孔率が１８．４％と高い値を示す。これに対して、フェライトからなる基
体においては、真密度が５．３５ｇ／ｃｍ３の基体が見かけ密度５．３４ｇ／ｃｍ３のと
き、吸水率が０．２％、空孔率が０．２％と、本実施形態に係る基体に比較して概ね１／
１０以下の低い値を示す。この状態を図７、図８に示す。
【００６６】
　すなわち、図７（ａ）、図８（ａ）に示すように、本発明に係る基体においては、軟磁
性合金粒子の表面に酸化層が形成され、該酸化層を介して軟磁性合金粒子同士が結合した
構造を有しているため、基体表面から内部にかけて略同様に、軟磁性合金粒子間に比較的
大きな空孔部分が存在する。これに対して、図７（ｂ）に示すように、周知のフェライト
からなる基体においては、緻密な結晶構造を有しているため、基体内部には空孔部分が略
皆無の状態になっている。
【００６７】
　上述した実施形態においては、このような多孔質の基体に対して、ガラスフリットの含
有率が概ね１０ｗｔ％以上含まれた電極ペーストを塗布、乾燥し、所定の条件で焼付処理
を施すことにより、図８（ａ）、（ｂ）に示すように、基体内部の軟磁性合金粒子間の空
孔部分に、ガラス成分が拡散して充填され、少なくとも基体の表面又は表層における多孔
質性が改善される。
【００６８】
　具体的には、上述した実施形態に示した巻線型インダクタ１０において、例えば粒度６
～２３μｍの金属粉を成形（例えば６．０～６．６ｇ／ｃｍ３→理論空孔率２２～１３％
）、研削、焼成してドラム型のコア部材１１を製造する。次いで、当該コア部材１１の下
鍔部１１ｃの電極形成領域に、ガラスフリットを１０～３０ｗｔ％の含有率で含む銅（Ｃ
ｕ）からなる電極ペーストを塗布、乾燥し、６００～１０５０℃の温度で焼付処理して端
子電極１６を形成する。次いで、巻芯部１１ａに被覆導線からなるコイル導線１２を巻回



(15) JP 6029819 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

した後、磁性粉含有樹脂からなる外装樹脂部１８を被覆形成し、次いで、端子電極１６と
コイル導線１２を半田接続することにより、巻線型インダクタ１０を製造した。
【００６９】
　ここで、端子電極形成工程において、上述したように、ガラスフリットを所定の含有率
で含む電極ペーストを塗布し、所定の条件で焼付処理を行うことにより、図９に示すよう
に、ガラス成分１６ｇが液相の状態でコア部材１１を構成する金属粉（軟磁性合金粒子）
１１ｐ間に拡散して充填される。このときのガラス成分１６ｇが拡散した部分１１ｄの拡
散距離Ｄは、コア部材１１の表面（端子電極１６との界面）から概ね１０μｍ以上であっ
た。また、このときの端子電極１６の膜厚は、概ね１０～５０μｍであり、上記拡散距離
Ｄは、端子電極１６の膜厚に対して概ね３０％以上であった。
【００７０】
　次に、上述した具体例に示した巻線型インダクタにおいて、端子電極の固着強度につい
て詳しく検証する。
　（検証例１）
　図１０は、本発明に係る電子部品の製造方法を適用した場合における、焼付処理条件と
電極の固着強度との関係を示す実験結果である。図１０（ａ）は、焼付温度に対する電極
の半田接合性の評価結果を示す表であり、図１０（ｂ）は、焼付温度及びガラスフリット
添加量に対する電極の固着強度との関係を示す実験結果である。図１１は、巻線型インダ
クタの剥離強度試験（固着強度試験）の方法を説明するための図である。
【００７１】
　まず、端子電極形成工程において実行される焼付処理の、焼付温度と端子電極の半田接
合性について検証する。上述した製造方法に示した端子電極形成工程において、コア部材
１１の表面に所定の電極ペーストを塗布した後に実行される焼付処理の温度（焼成温度）
と、当該焼付処理により形成される端子電極１６表面の半田接合性との関係は、図１０（
ａ）に示される。ここで、図１０（ａ）に示した半田接合性の評価結果は、電極材料とし
て銅（Ｃｕ）を用い、焼付温度を６５０～９００℃の範囲で５０℃ごとに異ならせて形成
した各端子電極において、電極表面における半田の接着強度が所定の基準値を満たしてい
るか否かを評価したものである。
【００７２】
　図１０（ａ）に示すように、この評価結果によれば、焼付温度を６５０℃に設定した場
合には、端子電極を形成する銅の結晶化が不十分で緻密性に欠け、半田接合時に半田ペー
ストが端子電極の銅粒子間に浸み込んでしまい電極表面に均一に濡れ広がらず、一定の外
観基準を満たさない。この結果は、銅電極の緻密性によるものであり、ガラスフリット添
加量には依存しないことが確認されている。一方、焼付温度を７００℃以上に設定した場
合には、端子電極を形成する銅の結晶化が十分進行して、上述したようなはんだ濡れの異
常は生じないことが確認された。このことから、上述した具体例に示したように、電極材
料として銅を適用した場合、焼付処理における焼付温度を概ね７００℃以上に設定するこ
とにより、半田ペーストが端子電極の表面に均一に濡れ広がり、半田接合時の外観基準を
満たし、良好な半田接合性が得られることが判明した。
【００７３】
　次いで、上述した端子電極の半田接合性の評価結果に基づいて、概ね７００℃以上の温
度で焼付処理を行った場合の、端子電極の固着強度について検証する。端子電極形成工程
における焼付処理の温度と、ペースト中へのガラスフリット添加量、及び、端子電極の固
着強度との関係は、図１０（ｂ）に示される。
【００７４】
　ここで、端子電極１６の固着強度は、概ね、以下のような方法により測定した。まず、
上述した製造方法により製造された巻線型インダクタ１０、もしくは、端子電極１６が形
成されたコア部材１１を、図４に示したように、回路基板２０上の実装ランド２２に端子
電極１６を半田接合することにより実装する。そして、コア部材１１が実装された回路基
板２０に対して、図１１に示すように、コア部材１１の側面（図面左方）から回路基板２
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０の上面と平行に矢印方向に剥離強度試験装置の治具で加圧して、その剥離強度を測定し
、これを電極の固着強度として評価を行った。ここでは、一般的な電子機器において、回
路基板上に実装される種々の電子部品の剥離強度（固着強度）として規定されている１０
ｋｇｆを基準（下限値）として、この１０ｋｇｆ以上の強度で良好な実装が実現されるも
のと規定した。
【００７５】
　図１０（ｂ）に示すように、この実験結果によれば、上述した具体例に示したように、
電極材料として銅を用い、１０ｗｔ％以上の含有率（図中では添加量と表記）でガラスフ
リットを含む電極ペーストを適用した場合、焼付処理における焼付温度を７００℃以上に
設定することにより、良好な固着強度（１０ｋｇｆ以上）が得られることが判明した。ま
た、図１０（ｂ）に示した実験結果によれば、焼付処理の温度が７００～９００℃の範囲
においては、当該焼付温度を高くするほど、固着強度が向上する傾向が得られ、また、焼
付温度９００℃においては、５ｗｔ％のガラスフリット含有率でも良好な固着強度（１８
ｋｇｆ）が得られることが確認された。なお、図中では、当該範囲の固着強度データを明
示するために、便宜的にハッチングを施して示した。
【００７６】
　（検証例２）
　上述した検証例１においては、電極材料として銅を用い、焼付温度に対するガラスフリ
ット添加量及び固着強度の関係について説明した。次に、ガラスフリットの含有率と、焼
付温度及び拡散距離との関係について検証する。
【００７７】
　図１２は、本発明に係る電子部品の製造方法を適用した場合における、電極ペーストの
成分とガラスフリットの拡散距離との関係を示す実験結果である。図１２（ａ）は、電極
ペーストに含まれるガラスフリットの含有率（添加量）と各焼付温度における電極中のガ
ラスフリットの拡散距離との関係を示す実験結果である。ここで、図１２（ａ）に示した
実験結果は、電極材料として銅（Ｃｕ）を用い、ガラスフリットの含有率を３～３０ｗｔ
％の範囲で任意に異ならせた電極ペーストを焼付処理して端子電極を形成した場合の、端
子電極からの、ガラスフリットの拡散距離に関する実測データである。なお、図中では、
図１０（ｂ）に示した、良好な固着強度が得られる範囲に対応する拡散距離データについ
て、便宜的にハッチングを施して示した。
【００７８】
　ここで、コア部材１１内部へのガラスフリット（ガラス成分）の拡散距離は、概ね、以
下のような方法により測定した。まず、図９に示したように、ガラス成分が拡散した部分
（図２（ｂ）の１１ｄに相当する）の基体について、倍率１０００～５０００倍で写真を
１０枚撮影する。次いで、撮影された各写真について、基体表面（コア部材と端子電極と
の界面）からガラス成分の拡散した最大及び最小の距離を測定し、その中点となる距離を
算出する。次いで、撮影された１０枚の写真について、算出された上記各中点の距離を平
均して、当該平均値を拡散距離Ｄと規定した。
【００７９】
　上述した検証例１において、図１０（ｂ）に示したように、ガラスフリットの含有率を
３ｗｔ％、５ｗｔ％に設定した場合には、ペーストから供給される当該ガラスフリットの
大半が多孔質のコア部材１１の内部に拡散してしまい、端子電極との界面（コア部材１１
の表面）にほとんど残留しないため、十分な固着強度が得られないことが確認された。但
し、５ｗｔ％とした場合において、焼付温度が高い場合（図では９００℃）には、ペース
トからのガラスフリットの供給が促進され、十分な固着強度が得られることが確認された
。
【００８０】
　一方、ガラスフリットの含有率を１０ｗｔ％以上に設定した場合には、ガラスフリット
が多孔質のコア部材１１の内部に拡散するとともに、コア部材１１の表面（端子電極との
界面）にも十分な量のガラスフリットが残留するため、１０ｋｇｆ以上の十分な固着強度
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が得られることが確認された。このことから、上述した具体例に示したように、電極材料
として銅を適用した場合、焼付温度を高く設定した条件下ではガラスフリットの含有率を
概ね５ｗｔ％以上とすることもできるが、好ましくは、１０ｗｔ％以上に設定することに
より、図１０（ｂ）に示すように、フェライトを基体とした場合の固着強度（概ね２２～
２８ｋｇｆ）に近似する程度の、良好な固着強度が得られることが判明した。
【００８１】
　そして、このような固着強度特性を有する巻線型インダクタにおいて、電極ペーストに
含まれるガラスフリットの含有率（添加量）と電極中のガラスフリットの拡散距離との関
係について検証した実験結果によれば、図１２（ａ）に示すように、ガラスフリットの拡
散距離Ｄは、ガラスフリットの含有率が１０ｗｔ％の場合には１５μｍ以上、また、ガラ
スフリットの含有率が１５ｗｔ％以上の場合には２０μｍ以上であることが確認された。
また、図１２（ａ）に示した実験結果によれば、電極ペーストに含まれるガラスフリット
の含有率を高くするほど、ガラスフリットの拡散距離Ｄが概ね大きくなる傾向が得られた
。また、ガラスフリットの含有率が３ｗｔ％、５ｗｔ％の場合には、ガラスフリットの拡
散距離Ｄが１０μｍ未満（概ね数μｍ程度）となることが確認された。但し、ガラスフリ
ットの含有率が５ｗｔ％の場合でも焼付温度９００℃においては、ガラスフリットの拡散
距離Ｄが１０μｍ以上となることが確認された。このような実験結果により、電極中のガ
ラスフリットの拡散距離が概ね１０μｍ以上のときに、良好な固着強度（１０ｋｇｆ以上
）が得られることが判明した。ここで、ガラスフリットの拡散距離は、コア部材の電気特
性等に影響を与えない範囲であれば、特に上限値を限定するものではない。なお、本実験
結果において、検出限界以下のデータについては、図中に「ＮＤ」と表記した。また、比
較対象となるフェライトを基体とした場合においては、緻密な結晶構造を有しているため
、基体内部にガラスフリットが拡散されず、拡散距離Ｄは検出限界以下であった。
【００８２】
　また、図１２（ｂ）は、電極ペーストに含まれるガラスフリットの含有率と電極膜厚に
対するガラスフリットの拡散距離の割合との関係を示す計算結果である。ここで、図１２
（ｂ）に示した計算結果は、上述した場合と同様に、電極材料として銅（Ｃｕ）を用い、
ガラスフリットの含有率を３～３０ｗｔ％の範囲で任意に異ならせた電極ペーストを焼付
処理して、電極膜厚３８±２μｍの端子電極を形成した場合の、当該電極膜厚に対するガ
ラスフリットの拡散距離（図１２（ａ）に示した実測データ）の割合を示す計算データで
ある。なお、図中では、図１０（ｂ）に示した、良好な固着強度が得られる範囲に対応す
る計算データについて、便宜的にハッチングを施して示した。
【００８３】
　図１２（ｂ）に示すように、この計算結果によれば、電極膜厚に対するガラスフリット
の拡散距離の割合は、ガラスフリットの含有率が１０ｗｔ％以上の場合には３８％以上で
あることが確認された。また、図１２（ｂ）に示した計算結果によれば、電極ペーストに
含まれるガラスフリットの含有率を高くするほど、電極膜厚に対するガラスフリットの拡
散距離の割合が概ね大きくなる傾向が得られた。また、ガラスフリットの含有率が３ｗｔ
％、５ｗｔ％の場合には、電極膜厚に対するガラスフリットの拡散距離の割合が概ね２０
％以下となることが確認された。但し、ガラスフリットの含有率が５ｗｔ％の場合でも焼
付温度９００℃においては、電極膜厚に対するガラスフリットの拡散距離の割合が３０％
となることが確認された。このような計算結果により、電極膜厚に対するガラスフリット
の拡散距離の割合が概ね３０％以上のときに、良好な固着強度（１０ｋｇｆ以上）が得ら
れることが判明した。
【００８４】
　このように、上述した実施形態に係る電子部品及びその製造方法によれば、所定量のガ
ラスフリットを含む電極ペーストを所定の条件で焼付処理して端子電極１６を形成するこ
とにより、ガラス成分が多孔質のコア部材１１の表面から所定の深さまで拡散するととも
に、コア部材１１の表面にも十分な量のガラスフリットが残留するため、基体であるコア
部材１１と端子電極１６とが強固に結合して、十分な固着強度が得られる。これにより、
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多孔質の基体に電極を形成する場合であっても、基体と電極の接合性や密着性が低下する
ことを抑制することができるので、概ねフェライトを基体に適用した場合と同程度の固着
強度を実現することができ、このような電子部品を搭載した電子機器における信頼性の向
上に寄与することができる。
【００８５】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明に係る電子部品及びその製造方法の第２の実施形態について説明する。
　上述した第１の実施形態においては、所定量のガラスフリットを含む電極ペーストを焼
付処理して、基体であるコア部材の内部にガラス成分を拡散させるとともに、コア部材表
面に電極材料からなる端子電極を形成する場合について説明した。第２の実施形態におい
ては、端子電極が２層以上の電極層により形成された構成を有している。
【００８６】
　図１３は、第２の実施形態に係る電子部品に適用される端子電極の構造例を示す要部断
面の模式図である。また、図１４は、本実施形態に係る端子電極の構造例におけるガラス
成分の拡散状態を説明するための拡大模式図である。ここで、図１３、図１４においては
、図示の都合上、コア部材１１の上面側に端子電極１６が形成されている場合の断面構造
を示す。
【００８７】
　第２の実施形態に係る電子部品においては、例えば図１３の模式図に示すように、多孔
質のコア部材１１の電極形成領域に、第１の電極層１６ｘと第２の電極層１６ｙとからな
る積層構造を有する端子電極１６が設けられている。下層側の第１の電極層１６ｘは、上
述した第１の実施形態と同様に、所定量のガラスフリットを含む第１の電極ペーストを焼
付処理することにより形成される焼付電極であり、内部にガラスフリットの残留物や空孔
部分が存在して、比較的不均一な焼結状態を有している。この第１の電極層１６ｘがコア
部材１１に接する界面（すなわち、コア部材１１の表面）からコア部材１１の内部方向（
図面下方向）には、第１の電極層１６ｘを形成する際に用いられる第１の電極ペーストに
含まれるガラスフリットに起因するガラス成分が、所定の深さで拡散した部分１１ｄが形
成されている。ここで、ガラス成分がコア部材１１の内部方向に拡散している深さ（拡散
距離）は、上述した第１の実施形態と同様に概ね１０μｍ以上であることが好ましい。ま
た、上層側の第２の電極層１６ｙは、電極材料のみからなりガラスフリットが含まれてい
ない第２の電極ペーストを焼付処理することにより形成される焼付電極であり、結晶化が
十分進行して、上述した第１の電極層１６ｘに比較して緻密な結晶状態を有している。な
お、第２の電極層１６ｙは、ガラスフリットが含まれていない電極ペーストを焼付処理し
て形成されるものであることが好ましいが、極微量のガラスフリットを含む電極ペースト
を焼付処理したものであってもよい。
【００８８】
　このような構造を有する端子電極は、上述した第１の実施形態に示した端子電極形成工
程において、概ね以下のような手順で形成される。
　すなわち、上述した端子電極形成工程Ｓ１０２において、まず、コア部材１１の電極形
成領域に、銅（Ｃｕ）等の電極材料に、概ね１０ｗｔ％以上の含有率のガラスフリットが
含まれた第１の電極ペーストを塗布する。次いで、第１の電極ペーストの乾燥後、当該第
１の電極ペースト上に、ガラスフリットを含まない第２の電極ペーストを塗布する。次い
で、第２の電極ペーストの乾燥後、コア部材１１を７００℃以上の温度で焼付処理をして
、電極層１６ｘと電極層１６ｙが積層された２層構造からなる端子電極１６を形成する。
【００８９】
　このような端子電極形成方法により、上記の電極材料からなる端子電極１６がコア部材
の上面に形成されるとともに、第１の電極ペーストに含まれるガラスフリットが多孔質の
コア部材１１の表面から拡散して、図１４に示すように、端子電極１６（第１の電極層１
６ｘ）とコア部材１１の界面、及び、コア部材１１の表層の内部にガラス成分１６ｇが拡
散した部分１１ｄが形成される。このとき、ガラス成分１６ｇの拡散距離Ｄ（ガラス成分
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１６ｇが拡散した部分１１ｄの深さ）は、上述した第１の実施形態と同様に、概ね１０μ
ｍ以上であった。これにより、電極形成領域におけるコア部材１１と端子電極１６との界
面における結合が強固になって、両者が強固に接着される。
【００９０】
　また、第１の電極層１６ｘとなる第１の電極ペーストと、第２の電極層１６ｙとなる第
２の電極ペーストを重ねて塗布した後、一括して焼付処理（一括焼成）することにより、
端子電極１６を形成しているので、第１の電極層１６ｘと第２の電極層１６ｙとの間の結
晶化が進行して両者が強固に結合され、略一体の電極層からなる端子電極１６が形成され
る。このとき、図１４の模式図に示すように、第１の電極層１６ｘの内部には、ガラスフ
リットの残留物や空孔部分が存在して、比較的不均一な焼結状態を有している。これに対
して、第２の電極層１６ｙは、電極材料のみからなる第２の電極ペーストを焼付処理する
ことにより形成されるので、端子電極１６（第２の電極層１６ｙ）を形成する銅等の結晶
化が十分進行して、第１の電極層１６ｘよりも緻密な結晶状態を有している。これにより
、コア部材１１の表面に形成される第１の電極層１６ｘの結晶状態が比較的不均一で、半
田接合時に半田ペーストが端子電極の銅粒子間に浸み込んでしまい電極表面に均一に濡れ
広がらず、一定の外観基準を満たさない場合であっても、上層の第２の電極層１６ｙの結
晶状態が緻密であるため、外観基準を満たすことができる。
【００９１】
　なお、本実施形態に示した端子電極形成工程においては、第１の電極層１６ｘ及び第２
の電極層１６ｙを、各々、第１の電極ペースト及び第２の電極ペーストを焼付処理した焼
付電極により構成した場合について説明した。すなわち、第１の電極層１６ｘを形成する
ための、所定量のガラスフリットを含む第１の電極ペーストを塗布、乾燥した後、第２の
電極層１６ｙを形成するための、ガラスフリットを含まない第２の電極ペーストを塗布、
乾燥し、その後、これらの電極ペーストを一括焼成して、電極層１６ｘと電極層１６ｙが
積層された２層構造からなる端子電極１６を形成する製造方法を示した。
【００９２】
　本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、第２の電極層１６ｙとして、銅等の
電極材料をスパッタリング法や蒸着法等を用いて第１の電極層１６ｘ上に形成された金属
薄膜を適用するものであってもよい。すなわち、第１の電極層１６ｘを形成するための、
所定量のガラスフリットを含む電極ペーストを塗布した後、焼付処理を行って、第１の電
極層１６ｘを形成するとともに、コア部材１１の内部にガラス成分１６ｇが拡散した部分
１１ｄが形成される。次いで、銅等の電極材料をスパッタリング法や蒸着法等を用いて第
１の電極層１６ｘ上に金属薄膜からなる第２の電極層１６ｙを形成する。これにより、第
１の電極層１６ｘと第２の電極層１６ｙが積層された２層構造からなる端子電極１６が形
成される。
【００９３】
　このような端子電極１６の構造及び形成方法によれば、焼付電極よりも表面の緻密性が
良好な金属薄膜を確実に形成することができ、この金属薄膜を第２の電極層１６ｙとして
用いることができるので、半田接合時の外観基準を満たし、良好な半田接合性を実現する
ことができる。
【００９４】
　なお、本実施形態においては、端子電極１６が、第１の電極層１６ｘ及び第２の電極層
１６ｙからなる２層構造を有する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、端子電極１６が２層以上の複数層からなる積層構造を有するものであっても
よい。要するに、本発明に係る電子部品に適用される端子電極は、少なくとも、多孔質の
コア部材１１の表面に直接形成される（最下層の）電極層が、所定量のガラスフリットを
含む電極ペーストを焼付処理して形成される焼付電極からなり、かつ、半田接合される最
上層の電極層が、略電極材料のみからなる緻密な結晶状態を有するものであれば、これら
の間に適当な導電層を１又は複数層介在させた構造を有するものであってもよい。
【００９５】
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　（他の適用例）
　上述した各実施形態においては、電子部品の一例として、巻線型のインダクタを示して
詳しく説明したが、本発明は、面実装型の電子部品であれば、積層型インダクタ等の他の
構成を有するものであってもよい。以下、積層型インダクタの適用例について簡単に説明
する。なお、ここで示す積層型インダクタの構成は、本発明が適用可能な一例を示すもの
であって、本発明はこれに何ら限定されるものではない。
【００９６】
　図１５は、本発明に係る電子部品として適用される積層型インダクタの構成例を示す概
略構成図である。ここで、図１５（ａ）は、本適用例に係る積層型インダクタの概略斜視
図であり、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）に示したＢ－Ｂ線に沿った積層型インダクタの
断面を示す図である。図１６は、本適用例に係る積層型インダクタの分解斜視図である。
【００９７】
　図１５、図１６に示すように、本適用例に係る積層型インダクタ３０は、直方体形状の
部品本体３１と、該部品本体３１の長さ方向の両端部に設けられた一対の端子電極３４、
３５と、を有している。
【００９８】
　部品本体３１は、図１５（ａ）、（ｂ）に示すように、直方体形状の磁性体部３２と、
該磁性体部３２によって被覆された螺旋状のコイル部３３と、を有しており、該コイル部
３３の一端は端子電極３４に接続され、他端は端子電極３５に接続されている。
【００９９】
　磁性体部３２は、図１６に示すように、例えば計２０層の磁性体層ＭＬ１～ＭＬ６を積
層して一体化した構造を有している。ここで、磁性体部３２は、上述した各実施形態に示
した基体（コア部材１１）と同様に、例えば鉄（Ｆｅ）と、ケイ素（Ｓｉ）と、クロム（
Ｃｒ）を含有する軟磁性合金の粒子群から構成される多孔質の成形体が適用される。
【０１００】
　また、コイル部３３は、例えば銀（Ａｇ）粒子群を主体として構成され、図１６に示す
ように、複数のコイルセグメントＣＳ１～ＣＳ５と、該コイルセグメントＣＳ１～ＣＳ５
を接続する中継セグメントＩＳ１～ＩＳ４とが、螺旋状に一体化してコイル構造を有して
いる。
【０１０１】
　各コイルセグメントＣＳ１～ＣＳ４は帯状を有し、図１６に示すように、それぞれ所定
の平面パターンを有している。また、各中継セグメントＩＳ１～ＩＳ４は磁性体層ＭＬ１
～ＭＬ４を貫通する柱状を有している。そして、図１５（ｂ）、図１６に示すように、最
上層のコイルセグメントＣＳ１は、連続的に形成された引出部分ＬＳ１を介して端子電極
３４に接続され、また、最下層のコイルセグメントＣＳ５は、連続的に形成された引出部
分ＬＳ２を介して端子電極３５に接続されている。
【０１０２】
　一対の端子電極３４、３５は、コイル部３３と同様に、例えば銀（Ａｇ）粒子群を主体
として構成され、図１５（ａ）、（ｂ）に示すように、部品本体３１の長さ方向の各端面
と該端面近傍の４側面に形成されている。ここで、端子電極３４、３５は、上述した各実
施形態に示した端子電極１６と同様に、基体である多孔質の磁性体部３２（部品本体３１
）の長さ方向の両端部に、上述した各実施形態に示した製造方法（端子電極形成工程）に
示した方法を用いて形成される。すなわち、端子電極３４、３５の形成工程において、所
定量のガラスフリットを含む電極ペーストを所定の温度で焼付処理して端子電極３４、３
５を形成することにより、ガラス成分が多孔質の磁性体部３２の表面から所定の深さまで
拡散するとともに、磁性体部３２の表面にも十分な量のガラスフリットが残留するため、
基体である磁性体部３２と端子電極３４、３５とが強固に結合して、十分な固着強度が得
られる。
【０１０３】
　以上のように、本適用例によれば、回路基板上への面実装が可能な積層型のインダクタ
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することができるので、このような電子部品を搭載した電子機器における信頼性の向上に
寄与することができる。
【０１０４】
　なお、上述した各実施形態及び適用例においては、インダクタの端子電極に本発明を適
用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、本
発明は、多孔質の基体を有する電子部品において、電極を形成するものであれば、他の電
子部品であっても良好に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０５】
　本発明は、回路基板上への面実装が可能な小型化されたインダクタ等の電子部品に適用
して好適である。特に、多孔質の基体を有する電子部品において、当該基体に良好に電極
を形成することができ極めて有効である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　　　巻線型インダクタ
　１１　　　コア部材
　１１ａ　　巻芯部
　１１ｂ　　上鍔部
　１１ｃ　　下鍔部
　１１ｄ　　ガラス成分が拡散した部分
　１２　　　コイル導線
　１６、１６Ａ、１６Ｂ　　端子電極
　１６ｘ　　第１の電極層
　１６ｙ　　第２の電極層
　２０　　　回路基板
　２２　　　実装ランド
　３０　　　積層型インダクタ
　３１　　　部品本体
　３２　　　磁性体部
　３３　　　コイル部
　３４、３５　　端子電極
　Ｓ１０１　コア部材製造工程
　Ｓ１０２　端子電極形成工程
　Ｓ１０３　コイル導線巻回工程
　Ｓ１０４　外装工程
　Ｓ１０５　コイル導線接合工程
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