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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層一体化された複数の第１のセラミック層と、
　前記第１のセラミック層の任意の積層位置に挿入配置された第２のセラミック層と、
　コイル導体の一部を構成する形状を備え前記第１のセラミック層それぞれの表面に設け
られたコイル配線パターンと、
　前記第２のセラミック層の任意の表面部位に設けられた外部引出し電極接続パターンと
、
　前記第２のセラミック層または前記第１のセラミック層を挟んで前記コイル配線パター
ンの端部に対向する前記第２のセラミック層の表面部位を通るように設けられたコイル接
続電極と、
　前記第２のセラミック層の表面に設けられて、前記外部引出し電極接続パターンと前記
コイル接続電極とを連結する連結配線パターンと、
　前記第１のセラミック層にその厚み方向に貫通して設けられ、各第１のセラミック層を
間にして対向する前記コイル配線パターンの端部どうしを電気接続させてこれらコイル配
線パターンを前記コイル導体として機能させる第１の電気導体と、
　前記第２のセラミック層、または前記第２のセラミック層に接する前記第１のセラミッ
ク層にその厚み方向に貫通して設けられて、互いに対向する前記コイル配線パターンの端
部と前記コイル接続電極とを電気接続する第２の電気導体と、
　を備え、
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　前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部は、前記第１のセラミック層の枚数
増減によって前記第１のセラミック層の表面で変位するものであり、
　前記コイル接続電極は、前記コイル導体の周回中心線方向からみた前記コイル導体の周
回軌跡に沿って設けられ、前記第１のセラミック層の枚数増減によって変位する前記コイ
ル配線パターンのコイル接続電極対向端部に、前記第２のセラミック層または前記第１の
セラミック層を間にして対向する前記第２のセラミック層表面部位を連結する形状を有し
、かつ、前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部に対向しうる複数の前記第２
のセラミック層表面部位の部分がそれぞれ接続ランド状に形成されたものであり、
　前記連結配線パターンは、前記コイル接続電極の１箇所と前記外部引出し電極接続パタ
ーンの１箇所とを接続する形状を有するものである、
　ことを特徴とする積層型電子部品。
【請求項２】
　請求項１に記載の積層型電子部品において、
　前記コイル接続電極は、一端が分断された環状形状を有するものである、
　ことを特徴とする積層型電子部品。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の積層型電子部品において、
　前記コイル導体は、その周回中心線方向からみた周回軌跡が矩形状に設けられたもので
ある、
　ことを特徴とする積層型電子部品。
【請求項４】
　請求項３に記載の積層型電子部品において、
　前記コイル配線パターンそれぞれの端部は、前記コイル導体の周回中心線方向からみた
周回軌跡が矩形状に形成された前記コイル導体の隅に設けられる、
　ことを特徴とする積層型電子部品。
【請求項５】
　積層一体化された複数の第１のセラミック層と、
　前記第１のセラミック層の任意の積層位置に挿入配置された第２のセラミック層と、
　コイル導体の一部を構成する形状を備え前記第１のセラミック層それぞれの表面に設け
られたコイル配線パターンと、
　前記第２のセラミック層の任意の表面部位に設けられた外部引出し電極接続パターンと
、
　前記第２のセラミック層または前記第１のセラミック層を挟んで前記コイル配線パター
ンの端部に対向する前記第２のセラミック層の表面部位を通るように設けられたコイル接
続電極と、
　前記第２のセラミック層の表面に設けられて、前記外部引出し電極接続パターンと前記
コイル接続電極とを連結する連結配線パターンと、
　前記第１のセラミック層にその厚み方向に貫通して設けられ、各第１のセラミック層を
間にして対向する前記コイル配線パターンの端部どうしを電気接続させてこれらコイル配
線パターンを前記コイル導体として機能させる第１の電気導体と、
　前記第２のセラミック層、または前記第２のセラミック層に接する前記第１のセラミッ
ク層にその厚み方向に貫通して設けられて、互いに対向する前記コイル配線パターンの端
部と前記コイル接続電極とを電気接続する第２の電気導体と、
　を備え、
　前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部は、前記第１のセラミック層の枚数
増減によって前記第１のセラミック層の表面で変位する、積層型電子部品の製造方法であ
って、
　複数の第１のセラミックグリーン層を用意し、これら第１のセラミックグリーン層に前
記第１の電気導体または前記第２の電気導体を形成する工程と、
　前記第１のセラミックグリーン層に前記コイル配線パターンを形成する工程と、
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　第２のセラミックグリーン層を用意し、この第２のセラミックグリーン層に前記第２の
電気導体を形成する工程と、
　前記第２のセラミックグリーン層に、前記外部引出し電極接続パターンと前記コイル接
続電極と前記連結配線パターンとを形成する工程と、
　任意の積層位置に前記第２のセラミックグリーン層を挿入した状態で前記第１,第２の
セラミックグリーン層を積層する工程と、
　前記第１,第２のセラミックグーンシートを含む積層体を焼成する工程と、
　を含み、
　前記第２のセラミックグリーン層に前記外部引出し電極接続パターンと前記コイル接続
電極と前記連結配線パターンとを形成する工程では、
　前記コイル接続電極として、前記コイル導体の周回中心線方向からみた前記コイル導体
の周回軌跡に沿って設けられ、前記第１のセラミックグリーン層の枚数増減によって変位
する前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部に、前記第２のセラミックグリー
ン層または前記第１のセラミックグリーン層を間にして対向する前記第２のセラミックグ
リーン層表面部位を連結する形状を有し、かつ、前記コイル配線パターンのコイル接続電
極対向端部に対向しうる複数の前記第２のセラミックグリーン層表面部位の部分がそれぞ
れ接続ランド状とされた前記コイル接続電極を形成し、
　前記連結配線パターンとして、前記コイル接続電極の１箇所と前記外部引出し電極接続
パターンの１箇所とを接続する形状を有する前記連結配線パターンを形成する、
　ことを特徴とする積層型電子部品の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の積層型電子部品の製造方法において、
　前記第２のセラミックグリーン層に前記外部引出し電極接続パターンと前記コイル接続
電極と前記連結配線パターンとを形成する工程では、前記コイル接続電極として、一端が
分断された環状形状をしたコイル接続電極を形成する、
　ことを特徴とする積層型電子部品の製造方法。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の積層型電子部品の製造方法において、
　前記第１のセラミックグリーン層に前記コイル配線パターンを形成する工程では、前記
コイル配線パターンとして、前記コイル導体がその周回中心線方向からみた周回軌跡が矩
形状になる形成を有するコイル配線パターンを形成する、
　ことを特徴とする積層型電子部品の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の積層型電子部品の製造方法において、
　前記第１のセラミックグリーン層に前記コイル配線パターンを形成する工程では、前記
コイル配線パターンとして、前記コイル配線パターンそれぞれの端部がその周回中心線方
向からみた周回軌跡が矩形状に形成された前記コイル導体の隅に位置するコイル配線パタ
ーンを形成する、
　ことを特徴とする積層型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、積層体の内部にコイル導体を形成した積層型電子部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、積層型電子部品として図１３,図１４に示されるものがある。この積層型電
子部品１００はチップインダクタであって、直方体形状を有する積層体１０１の内部にコ
イル導体１０２が埋設される。コイル導体１０２は、積層体１０１を構成するセラミック
層１０３の表面に形成されるコイル配線パターン１０４と、各セラミック層１０３にその
厚み方向に貫通して配置される電気導体（ビア導体）１０５とを備える。コイル導体１０
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２は、各コイル配線パターン１０４の端部どうしを電気導体１０５により電気接続するこ
とでコイルとして機能する。
【０００３】
　コイル導体１０２の外部引出しは次のようになされる。積層体１０１の両端には端子電
極１０６が設けられる。端子電極１０６とコイル導体１０２の端部との間には外部引出し
電極１０７が設けられる。外部引出し電極１０７は複数層設けられ、各外部引出し電極１
０７はセラミック層１０３に内蔵される電気導体１０５を介して層間接続される。外部引
出し電極１０７の内端とコイル導体１０２とは、連結配線パターン１０８と電気導体１０
５とを介して電気接続される。
【０００４】
　連結配線パターン１０８は、コイル導体１０２が形成されたセラミック層群に最近接す
るセラミック層１０３の表面に設けられる。連結配線パターン１０８は、コイル導体１０
２の端部に対向するセラミック層表面部位と、外部引出し電極１０７に対向するセラミッ
ク層表面部位とを連結する形状を有する。
【０００５】
　コイル導体１０２と連結配線パターン１０８とは、電気導体１０５を介して電気接続さ
れる。外部引出し電極１０７と連結配線パターン１０８とは、電気導体１０５を介して電
気接続される。積層体１０１端部に配置される外部引出し電極１０７と端子電極１０５と
は互いに当接することで電気接続される。
（例えば、特許文献１,特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平１１－２６０６４４号公報
【特許文献２】特開２００１－０７６９２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１３,図１４に示された特許文献１の積層型電子部品の構成では、連結配線パターン
１０８が複数パターン必要になるという課題がある。以下、説明される。一般にコイルは
、求められる電気特性等に応じてその巻線数が調整される。コイル導体１０２においても
同様であり、この場合の巻線数の調整は、コイル配線パターン１０４が形成されるセラミ
ック層１０３の枚数の増減により実施される。セラミック層１０３の枚数が増減すると、
コイル導体１０２の端部の配置位置が変化する。コイル導体１０２の端部の配置位置が変
化すると、コイル導体１０２と外部引出し電極１０７とを連結する連結配線パターン１０
８の形状は変更せざるを得なくなる。
【０００７】
　そのため、特許文献１の構成では、特性の異なる積層型電子部品１００毎に、異なる形
状を有する連結配線パターン１０８をセラミック層１０３に形成しなければならない。し
かしながら、これでは、連結配線パターン１０８それぞれを形成するのに必要となる複数
の型枠（マスク）が必要になる。その場合、型枠を交換する際には、型枠を洗浄し、余っ
た導電性ペーストを廃棄することになる。よって、洗浄工程が別途必要になるうえに、廃
棄される導電性ペーストが増加し、その分だけ製造コストを増大させる。
【０００８】
　なお、この際、連結配線パターン１０８が形成されたセラミック層１０３を回転させて
使用することも考えられるが、その場合はセラミック層１０３の方向を識別し回転させる
手段が別途必要になるため、コストが増大する。
【０００９】
　特許文献２で示される従来の積層型電子部品の構成では、図１３,図１４に示されない
ものの、連結配線パターン１０８として、コイル導体１０２の端部の配置位置それぞれを
連結する十文字形状のものを形成しており、そのために、変位するコイル導体１０２の端
部それぞれを、一つの連結配線パターンに電気接続させることが可能となっている。しか
しながら、この構成では、連結配線パターンを十文字形状にすることで、連結配線パター
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ン１０８がコイル導体１０２の内部空間を遮断する面積が増加してしまい、これによって
、積層型電子部品の電気特性（インダクタンス等）が低下するという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の積層型電子部品においては、上記課題を解決するために、
・積層一体化された複数の第１のセラミック層と、
・前記第１のセラミック層の任意の積層位置に挿入配置された第２のセラミック層と、
・コイル導体の一部を構成する形状を備え前記第１のセラミック層それぞれの表面に設け
られたコイル配線パターンと、
・前記第２のセラミック層の任意の表面部位に設けられた外部引出し電極接続パターンと
、
・前記第２のセラミック層または前記第１のセラミック層を挟んで前記コイル配線パター
ンの端部に対向する前記第２のセラミック層の表面部位を通るように設けられたコイル接
続電極と、
・前記第２のセラミック層の表面に設けられて、前記外部引出し電極接続パターンと前記
コイル接続電極とを連結する連結配線パターンと、
・前記第１のセラミック層にその厚み方向に貫通して設けられ、各第１のセラミック層を
間にして対向する前記コイル配線パターンの端部どうしを電気接続させてこれらコイル配
線パターンを前記コイル導体として機能させる第１の電気導体と、
・前記第２のセラミック層、または前記第２のセラミック層に接する前記第１のセラミッ
ク層にその厚み方向に貫通して設けられて、互いに対向する前記コイル配線パターンの端
部と前記コイル接続電極とを電気接続する第２の電気導体と、
　を備えている。
【００１１】
　さらに、本発明の積層型電子部品では、
・前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部は、前記第１のセラミック層の枚数
増減によって前記第１のセラミック層の表面で変位するものであり、
・前記コイル接続電極は、前記コイル導体の周回中心線方向からみた前記コイル導体の周
回軌跡に沿って設けられ、前記第１のセラミック層の枚数増減によって変位する前記コイ
ル配線パターンのコイル接続電極対向端部に、前記第２のセラミック層または前記第１の
セラミック層を間にして対向する前記第２のセラミック層表面部位を連結する形状を有し
、かつ、前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部に対向しうる複数の前記第２
のセラミック層表面部位の部分がそれぞれ接続ランド状に形成されたものであり、
・前記連結配線パターンは、前記コイル接続電極の１箇所と前記外部引出し電極接続パタ
ーンの１箇所とを接続する形状を有するものである。
【００１２】
　また、本発明は、上述した積層型電子部品の製造方法において、
・複数の第１のセラミックグリーン層を用意し、これら第１のセラミックグリーン層に前
記第１の電気導体または第２の電気導体を形成する工程と、
・前記第１のセラミックグリーン層に前記コイル配線パターンを形成する工程と、
・第２のセラミックグリーン層を用意し、この第２のセラミックグリーン層に前記第２の
電気導体を形成する工程と、
・前記第２のセラミックグリーン層に、前記外部引出し電極接続パターンと前記コイル接
続電極と前記連結配線パターンとを形成する工程と、
・任意の積層位置に前記第２のセラミックグリーン層を挿入した状態で前記第１,第２の
セラミックグリーン層を積層する工程と、
・前記第１,第２のセラミックグリーン層を含む積層体を焼成する工程と、
　を含んでいる。
【００１３】
　そして、前記第２のセラミックグリーン層に前記外部引出し電極接続パターンと前記コ
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イル接続電極と前記連結配線パターンとを形成する工程では、
　前記コイル接続電極として、
前記コイル導体の周回中心線方向からみた前記コイル導体の周回軌跡に沿って設けられ、
前記第１のセラミックグリーン層の枚数増減によって変位する前記コイル配線パターンの
コイル接続電極対向端部に、前記第２のセラミックグリーン層または前記第１のセラミッ
クグリーン層を間にして対向する前記第２のセラミックグリーン層表面部位を連結する形
状を有し、かつ、前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部に対向しうる複数の
前記第２のセラミックグリーン層表面部位の部分がそれぞれ接続ランド状とされた前記コ
イル接続電極を形成し、前記連結配線パターンとして、前記コイル接続電極の１箇所と前
記外部引出し電極接続パターンの１箇所とを接続する形状を有する前記連結配線パターン
を形成している。
【００１４】
　これにより、本発明では、前記コイル配線パターンのコイル接続電極対向端部が、前記
第１のセラミック層の枚数増減によって前記第１のセラミック層の表面で変位するもので
あるにもかかわらず、コイル接続電極対向端部の変位点それぞれを、コイル接続電極に接
続させることが可能となる。そのため、一つもしくは少種類のコイル接続電極を有する第
２のセラミック層でもって、第１のセラミック層の枚数増減に対応することが可能となる
。このことは、用意する第２のセラミック層の種類の削減に繋がるうえに、第２のセラミ
ック層の取付工程の容易化に繋がる。
【００１５】
　また、本発明では、前記コイル接続電極を、前記コイル導体の周回中心線方向からみた
前記コイル導体の周回軌跡に沿って設けているから、コイル接続電極によるコイル導体の
磁束の遮断を最小限に抑えることが可能となり、積層型電子部品の特性が向上する。さら
には、前記コイル接続電極は、複数の前記第２のセラミック層表面部位の部分をそれぞれ
接続ランド状に形成しているから、接続性の向上およびＲｄｃ（直流抵抗）の低下を図る
ことができる。
【００１６】
　この場合、前記コイル接続電極は、一端が分離された環状形状をしているのが好ましく
、そうすれば、コイル接続電極もコイル導体の一部として機能させることが可能となり、
その分、積層型電子部品の特性向上に繋がるうえにその形状の小型化を図ることもできる
。
【００１８】
　さらには、前記コイル導体は、その周回中心線方向からみた周回軌跡が矩形状に設けら
れているのが好ましく、そうすれば、磁束が通過する面積を大きくすることができ、その
分、積層型電子部品の特性向上に繋がるうえにその形状の小型化を図ることができる。
【００１９】
　さらには、前記コイル配線パターンそれぞれの端部は、前記コイル導体の周回中心線方
向からみた周回軌跡が矩形状に形成された前記コイル導体の隅に設けられているのが好ま
しく、そうすれば、コイル接続電極によるコイル導体の磁束の遮断をさらに小さくするこ
とができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、製造が容易でかつ電気特性の良好な積層型電子部品が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る積層型電子部品、およびその製造方法の実施の形態が添付図面の参
照に基づいて説明される。
【００２２】
　本実施の形態では、積層型チップインダクタ１において本発明が実施される。図１はそ
の断面図であり、図２は要部の分解斜視図であり、図４は積層型チップインダクタ１を構
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成する各セラミック層の展開図である。
【００２３】
　積層型チップインダクタ１は、長方形あるいは正方形形状を有する複数枚の第1のセラ
ミック層２Ａ１～ｎと第２のセラミック層２Ｂ１,２と、被覆セラミック層２Ｃ１～４と
を有する。セラミック層２Ａ１～ｎ,２Ｂ１,２,被覆セラミック層２Ｃ１～４は、順次積
層されて一体化されて積層体２を構成する。具体的には、積層された第１のセラミック層
２Ａ１～ｎを中心にして、その一端に第２のセラミック層２Ｂ１が、他端に第２のセラミ
ック層２Ｂ２がそれぞれ積層配置される。第２のセラミック層２Ｂ１のさらに外側に被覆
セラミック層２Ｃ１,２が積層配置され、第２のセラミック層２Ｂ２のさらに外側に被覆
セラミック層２Ｃ３,４が積層配置される。
【００２４】
　以上の積層構成を有する第１のセラミック層２Ａ１～ｎ,第２のセラミック層２Ｂ１,２

,および被覆セラミック層２Ｃ１～４は次の構成を備える。第１のセラミック層２Ａ１～

ｎそれぞれの上面にコイル配線パターン３１～ｎが設けられる。コイル配線パターン３１

,ｎには端部３ａ,３ａ’が、コイル配線パターン３２～ｎ－１には端部３ａ,３ａが形成
される。端部３ａおよび３ａ’は、コイル配線パターン３１～ｎの他の部分の線幅より若
干大きい線幅を有する接続ランドパターンとして形成される。第１のセラミック層２Ａ１

～ｎ－１それぞれは、第１の電気導体（図示せず）を有する。第１の電気導体は、第1の
セラミック層２Ａ１～ｎ－１の厚み方向に貫通して設けられる。第１の電気導体は、第１
のセラミック層２Ａ１～ｎ－１に設けられる貫通孔に導電性ペーストが充填されることで
構成される。セラミック層の厚み方向に隣り合うコイル配線パターン３１～ｎは、第１の
電気導体を介してそれぞれ電気接続される。端部３ａで互いに電気接続されるコイル配線
パターン３１～ｎは、全体として螺旋状のコイル導体３として機能する。
【００２５】
　コイル導体３は、その巻線コイル配線パターン３１～ｎの周回中心線方向αからみた周
回軌跡が矩形環状形状となっている。これは、コイル導体３内を通過する磁束をできるだ
け多くして電気特性を向上させるために採用された構成である。コイル配線パターン３１

～ｎは、コイル導体３がそのような形状となるように、そのパターンが構成される。
【００２６】
　さらには、各コイル配線パターン３１～ｎは、矩形環状となるコイル導体３の周回軌跡
の隅に端部３ａ,３ａ’がくるようにそのパターンが設定される。これは、次の理由によ
る。図５（ａ）に示されるように、端部３ａを前記周回軌跡の隅に設けた場合と、図５（
ｂ）に示されるように、端部３ａを前記周回軌跡の隅以外に設けた場合では、端部３ａを
隅に設ける方が、端部３ａがコイル導体３の内部に突出する面積は小さくなる。コイル導
体３の内部は磁束が通過する領域であってこの領域の面積はできるだけ大きい方が積層型
チップインダクタ１の電気特性（例えば、インダクタンス）の上、好ましい。そこで、積
層型チップインダクタ１では、端部３ａを前記周回軌跡の隅に配置することで、磁束の遮
断を抑制して電気特性を向上させている。なお、図５（ａ）,（ｂ）では、周回中心線方
向αからみたコイル導体３の周回軌跡形状が模式的に示される。
【００２７】
　第２のセラミック層２Ｂ１,２は、外部引出し電極接続パターン５とコイル接続電極６
と連結配線パターン７とを備える。外部引出し電極接続パターン５は、第２のセラミック
層２Ｂ１,２の任意の表面部位に設けられる。本実施形態では、外部引出し電極接続パタ
ーン５は、第２のセラミック層２Ｂ１,２の表面の面方向の中央位置（コイル導体３の周
回軌跡の中心位置）に設けられる。これは、積層体２を一面が正方形の直方体形状とした
うえで積層型チップインダクタ1を回路基板等に表面実装した際に、積層体２のどの面を
実装面にしても接続点（外部引出し電極接続パターン５）が回路基板等から同一距離とな
ることを狙った構成である。この構成は実装状態での積層型チップインダクタ1の電気特
性を安定にするうえで都合のよい構成である。しかしながら、このような外部引出し電極
接続パターン５の配置構成は一例であって、外部引出し電極接続パターン５は第２のセラ
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ミック層２Ｂ１,２表面の任意の位置に配置されてもよい。
【００２８】
　コイル接続電極６は、第２のセラミック層２Ｂ１または第1のセラミック層２Ａｎを挟
んでコイル配線パターン３１,ｎの端部３ａ’に対向する第２のセラミック層２Ｂ１,２の
表面部位に設けられる。コイル接続電極６の端部や角部には、コイル接続電極の他の部分
の線幅よりも若干大きい線幅を有する隅部６ａが形成されている。連結配線パターン７は
、外部引出し電極接続パターン５とコイル接続電極６とを連結するパターン形状を有する
。連結配線パターン７は、コイル接続電極６の１箇所と外部引出し電極接続パターン５と
を接続する形状を有する。
【００２９】
　一方の第２のセラミック層２Ｂ１と第1のセラミック層２Ａｎとには、第２の電気導体
（図示せず）が設けられる。ここで、第1のセラミック層２Ａｎは、他方の第２のセラミ
ック層２Ｂ２に接する第1のセラミック層である。第２の電気導体は、第２のセラミック
層２Ｂ１,第1のセラミック層２Ａｎに設けられる貫通孔に導電性ペーストが充填されるこ
とで構成される。第２の電気導体は、セラミック層２Ｂ１,２Ａｎを間にして対向するコ
イル配線パターン３１,ｎのコイル接続電極端部３ａ’とコイル接続電極６との間に設け
られており、両者に当接して両者を電気接続する。
【００３０】
　被覆セラミック層２Ｃ１～４それぞれの表面に外部引出し電極９が設けられる。各外部
引出し電極９は、互いに対向する位置に配置される。さらに、外部引出し電極９は、被覆
セラミック層２Ｃ２,第２のセラミック層２Ｂ２を間にして外部引出し電極接続パターン
５と対向する位置に配置される。
【００３１】
　外部引出し電極９と外部引出し電極接続パターン５とは、被覆セラミック層２Ｃ２や第
２のセラミック層２Ｂ２に設けられる第３の電気導体１１を介して互いに電気接続される
。外部引出し電極９どうしは、被覆セラミック層２Ｃ１,３に設けられる第３の電気導体
１１を介して電気接続される。
【００３２】
　最外層に位置する被覆セラミック層２Ｃ１,４の外表面に端子電極１０が設けられる。
端子電極１０は、被覆セラミック層２Ｃ１の外表面に設けられる外部引出し電極９および
被覆セラミック層２Ｃ４の第３の電気導体１１に当接して電気接続される。これにより、
端子電極１０は積層体２に内蔵されるコイル導体３に電気接続される。
【００３３】
　以上が、積層型チップインダクタ1の基本構成である。なお、上述した積層型チップイ
ンダクタ1の構成では、第２のセラミック層２Ｂ１,２の配置位置は、第1のセラミック層
２Ａ１～ｎの両端位置であったが、上端位置のみ、または下端位置のみ、もしくは中途位
置に配置されてもよい。
【００３４】
　次に、この積層型チップインダクタ1の特徴となる構成を説明する。第1のセラミック層
２Ａ１～ｎの枚数は、積層型チップインダクタ1に求められる電気特性（インダクタンス
等）の調整などの理由によって増減する。したがって、第1のセラミック層２Ａ１～ｎの
両端に位置する第1のセラミック層２Ａ１,ｎでは、コイル配線パターン３１,ｎの配置位
置が、第1のセラミック層２Ａ１～ｎの枚数に応じて変位する。これにより、コイル配線
パターン３１,ｎのコイル接続電極対向端部３ａ’の配置位置も変位する。
【００３５】
　第２のセラミック層２Ｂ１,２に設けられるコイル接続電極６の隅部６ａは、変位する
コイル接続電極対向端部３ａ’に対向して配置されなければならない。従来では、変位す
るコイル接続電極対向端部３ａ’に対応するコイル接続電極をそれぞれ有する第２のセラ
ミック層を予め用意しており、これによって、コイル接続電極対向端部３ａ’の変位に対
応している。しかしながら、これでは、製造作業に手間がかかる。
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【００３６】
　これに対して、本実施形態の積層型チップインダンクタ１のコイル接続電極６は、図１
～図４に示されるように、変位するコイル接続電極対向端部３ａ’に対向する第２のセラ
ミック層２Ｂ１,２の表面部位それぞれを連結する形状を有する。本実施形態では、コイ
ル導体３は、そのコイル配線パターン３１～ｎの周回中心線方向αからみて矩形環状形状
を有する。さらには、端部３ａ,３ａ’は矩形環状をしたコイル導体３の隅に配置される
。これに対応して、コイル接続電極６は、次の形状を有する。
【００３７】
　コイル接続電極６は周回中心線方向αからみてコイル導体３の周回軌跡に沿った形状、
すなわち、矩形環状の部分パターンに形作られる。コイル接続電極６のパターン幅は、コ
イル配線パターン３１～ｎのパターン幅と同等に設定される。さらには、コイル導体（矩
形環状形状）３の隅に位置する各コイル配線パターン３１～ｎのコイル接続電極対向端部
３ａ’に対向するコイル接続電極６の隅部６ａそれぞれは、接続ランド状に形成される。
具体的には、隅部６ａはコイル接続電極対向端部３ａ’と同等の形状を有しており、隅部
６ａのパターン幅は、コイル接続電極対向端部３ａ’と同様、コイル接続電極６のパター
ン幅より若干大きく設定される。
【００３８】
　コイル接続電極６がこのように構成されることで、積層型チップインダクタ１では、図
６に示されるように、第１のセラミック層２Ａ１,ｎのコイル接続電極対向端部３ａ’の
配置位置が変位したとしても、コイル接続電極６に複数設けた隅部６ａのうちの一つが、
必ずコイル接続電極対向端部３ａ’に対向する。これにより、コイル配線パターン３１,

ｎは、そのコイル接続電極対向端部３ａ’がいずれの位置に変位したとしても、コイル接
続電極６,連結配線パターン７,外部引出し電極接続パターン５,第２の電気導体,および外
部引出し電極９を介して端子電極１０に電気接続される。したがって、積層型チップイン
ダクタ１では、コイル配線パターン３１,ｎの変位に対応したコイル接続電極６をそれぞ
れ有する複数の第２のセラミック層２Ｂ１,２を作製して保管しておく必要もなく、さら
に、これら複数の第２のセラミック層２Ｂ１,２を使い分けるといった煩雑な工程を経る
ことなく積層型チップインダクタ１を作製できる。
【００３９】
　なお、積層型チップインダクタ１では、コイル接続電極６は、コイル配線パターン３１

～ｎの周回軌跡と同等の矩形環状形状の一部を構成する形状をしている。ここで、積層型
チップインダクタ１では、矩形環状形状を有するコイル接続電極６の環状の一端が分断さ
れた略”Ｃ”字型の形状をしている。このような形状を有するコイル接続電極６は、コイ
ル導体３のパターン形状の一部を構成することになる。これにより、積層型チップインダ
クタ１の電気特性（インダクタンス等）が向上するとともに、積層型チップインダクタ１
に求められる電気特性を装置の小型化を図ったうえで獲得することが可能となる。
【００４０】
　また、コイル接続電極６の形状は、周回中心線方向αからみたコイル導体３の周回軌跡
に沿った形状となっている。これにより、コイル接続電極６はコイル導体３の内部を通過
する磁束を遮ることがほとんどなくなり、その分、積層型チップインダクタ１の電気特性
が向上する。さらには、連結配線パターン７は、コイル接続電極６の一箇所と外部引出し
電極接続パターン５とを連結する直線形状をしている。そのため、連結配線パターン７が
コイル導体３の内部を通過する磁束を遮る面積は最小限となっており、その分でも積層型
チップインダクタ１の電気特性（インダクタンス等）が向上する。
【００４１】
　また、各コイル配線パターン３１～ｎの端部３ａ,３ａ’は、矩形環状をしたコイル導
体３の周回軌跡の隅に位置するように設定されている。端部３ａ,３ａ’をコイル導体３
の周回軌跡の隅に設けた場合と、それ以外の位置に設けた場合とでは、端部３ａ,３ａ’
がコイル導体３の内部空間を遮る面積が異なり、端部３ａ,３ａ’を隅に設けた方が前記
面積は小さくなる。そのため、端部３ａ,３ａ’を隅に設けた積層型チップインダクタ１
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の構成では、コイル導体３の内部空間を遮る面積がさらに小さくなって、その分、さらに
電気特性（インダクタンス等）が向上する。
【００４２】
　なお、コイル導体３の端部３ａ,３ａ’の形状は、コイル配線パターン３１～ｎより幅
広の接続ランド形状として説明されたが、その形状は円形でも矩形でもよい。
【００４３】
　また、図３に示されるように、第２のセラミック層２Ｂ１,２に形成されるコイル接続
電極６の形状を、それぞれコイルを流れる電流の向きに対応するように形成することで、
第１のセラミック層２Ａ１,ｎのコイル接続電極対向端部３ａ’の配置位置が変位したと
しても、電流の向きを確実に固定することができ、インダクタンスなどの特性が低下する
ことを防ぐことができる。ただし、この場合は第２のセラミック層２Ｂ１と第２のセラミ
ック層２Ｂ２とに形成されるコイル接続電極６の形状をそれぞれ異ならせたものを用意す
る必要があり、コストは増大する。
【００４４】
　第２のセラミック層２Ｂ１,２に形成される外部引出し電極接続パターン５とコイル接
続電極６と連結配線パターン７の形状は、図１～図６に示されるもの以外として、図７（
ａ）～（ｇ）に示されるものであってもよい。図７（ａ）におけるコイル接続電極６は、
図１～図６の構成と同様、コイル導体３の周回軌跡に沿い、かつ周回軌跡の４隅を覆う形
状を有する。図７（ｂ）,（ｃ）におけるコイル接続電極６は、コイル導体３の周回軌跡
に沿い、かつ周回軌跡の３隅を覆う形状を有する。この場合、残りの１隅にコイル接続電
極６を設けるとともに、このコイル接続電極６を外部引出し電極接続パターン５に連結す
る連結配線パターン７とを有するもう一つの第２のセラミック層２Ｂ１,２を用意するこ
とが必要となる。図７（ｄ）～（ｆ）におけるコイル接続電極６は、コイル導体３の周回
軌跡に沿い、かつ周回軌跡の２隅を覆う形状を有する。この場合、コイル導体３の周回軌
跡に沿い、かつ周回軌跡の残りの２隅を覆う形状を有するもう一つの第２のセラミック層
２Ｂ１,２を用意することが必要となる。図７（ｄ）～（ｆ）では、組み合わせて用いら
れる両第２のセラミック層２Ｂ１,２が記載されている。なお、図７（ｂ）～（ｆ）の例
において第２のセラミック層２Ｂ１,２を９０°あるいは１８０°回転させて用いてもよ
い。　図７（ｇ）は、矩形環状形状の周回軌跡を有するコイル導体３を構成するコイル配
線パターン３１～ｎの隅以外に端部３ａが設けられた例である。さらに図７（ｇ）は、外
部引出し電極９を有する被覆セラミック層２Ｃ１～４を設けることなく、第２のセラミッ
ク層２Ｂ１,２に設ける外部引出し電極接続パターン５を、第２のセラミック層２Ｂ１,２

の側面に設けている。この場合、連結配線パターン７は、第２のセラミック層２Ｂ１,２

の側面に配置された外部引出し電極接続パターン５とコイル接続電極６とを連結している
。この構成では、端子電極１０は、積層体２の側面に設けられる。
【００４５】
　また、上述した積層型チップインダクタ１では、外部引出し電極接続パターン５と外部
引出し電極９とは、第２のセラミック層２Ｂ１,２や被覆セラミック層２Ｃ１～４の表面
の中央位置（コイル導体３の周回軌跡の中央位置）に設けていたが、図８に示されるよう
に、コイル導体３の周回軌跡の隅（端部３ａやコイル接続電極６の形成位置）に外部引出
し電極接続パターン５や外部引出し電極９を配置した積層型チップインダクタにおいても
、本発明は実施される。この場合、図８に示されるように、外部引出し電極接続パターン
５は、コイル接続電極６のパターン（隅部６ａの一つ）によって兼用されることになる。
さらには、連結配線パターン７も、コイル接続電極６によって兼用されることになる。連
結配線パターン７がコイル接続電極６によって兼用される図８の構成では、連結配線パタ
ーン７によってコイル導体３の磁束が遮断されることが全くなくなり、その分、積層型チ
ップインダクタの電気特性（インダクタンス等）がさらに向上する。
【００４６】
　なお、図８に示される構成では、コイル接続電極６のパターン形状は、コイル導体３端
部に位置する可能性のあるコイル配線パターン３１,ｎのパターン形状の一つと同一形状
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となる。そのため、このようなパターン形状をしたコイル配線パターン３１,ｎが配置さ
れる場合には、第２のセラミック層２Ｂ１,２を配置することなく、コイル配線パターン
３１,ｎに直接被覆セラミック層２Ｃ１～４を積層すればよい。この場合、被覆セラミッ
ク層２Ｃ１～４の枚数は、除去した第２のセラミック層２Ｂ１,２の枚数調整を行う分だ
け増加させる必要がある。さらには、コイル接続電極６のパターン形状がコイル配線パタ
ーン３１～ｎのパターン形状の一つと同一形状となるため、コイル接続電極６と同一形状
となるコイル配線パターン３１～ｎを有する第１のセラミック層２Ａ１～ｎを第２のセラ
ミック層２Ｂ１,２として兼用させることができる。
【００４７】
　以上のことを考慮すれば、第２のセラミック層２Ｂ１,２は、図９に示される組み合わ
せパターンでも実用可能である。図９では、２つの隅部６ａを有するコイル接続電極６が
形成された第２のセラミック層２Ｂ１,２と、第１のセラミック層２Ａ１～ｎの一つを兼
用した第２のセラミック層２Ｂ１,２とを用いる。また、第１のセラミック層２Ａ１,ｎに
おけるコイル配線パターン３１～ｎの形状によっては、第２のセラミック層２Ｂ１,２を
削減し、その分、被覆セラミック層の数を増加している。図９では、増加させた被覆セラ
ミック層を被覆セラミック層２Ｃ３と記載している。
【００４８】
　図１～図４等に示される構成では、コイル配線パターン３１～ｎの端部３ａ,３ａ’を
、コイル導体３の周回軌跡の隅に配置していた。しかしながら、端部３ａ,３ａ’は、図
１０に示されるように、コイル導体３の周回軌跡の隅以外の中途部に設けてもよい。この
場合、第２のセラミック層２Ｂ１,２に設けるコイル接続電極６の配置位置も異なるもの
となる。また、図１～図５等においては、端部３ａ,３ａ’やコイル接続電極６や外部引
出し電極接続パターン５を周囲の配線パターンより幅広の接続ランド形状としていたが、
図１１に示されるように、周囲の配線パターンと同幅のパターン形状としてもよい。
【００４９】
　次に、この積層型チップインダクタ１の製造方法が説明される。図１２に示されるよう
に、長方形あるいは正方形形状を有する複数枚の第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ

’と第２のセラミックグリーン層２Ｂ１,２’と被覆セラミックグリーン層２Ｃ１～４’
とが用意される。これらのセラミックグリーン層は、例えば、次のようにして作製される
。磁性体粉末（フェライト粉末等）,バインダ,可塑剤などの原料が混合され、ボールミル
で粉砕混合されてスラリー状の組成物とされたのち、脱気処理されて粘度が調整される。
粘度が調整された組成物がドクターブレード法等の手法でキャリアフィルム上にセラミッ
クグリーン層として転写される。なお、磁性体粉末に替えて、ガラスセラミックなどの非
磁性体材料を用いてもよい。
【００５０】
　第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ－１’それぞれに、その厚み方向に貫通して第
１の電気導体（図示せず）が形成される。第１の電気導体は、第１のセラミックグリーン
層２Ａ１～ｎ－１’に貫通孔が形成されたうえで、その貫通孔に導電性ペースト等の電気
導体が充填されることで形成される。第１のセラミックグリーン層Ａｎ’と第２のセラミ
ックグリーン層２Ｂ１’とには、その厚み方向に貫通して第２の電気導体（図示せず）が
形成される。第２の電気導体は、第１のセラミックグリーン層２Ａｎ’と第２のセラミッ
クグリーン層２Ｂ１’とに貫通孔が形成されたうえで、その貫通孔に半田,導電性ペース
ト,導電性樹脂等の電気導体が充填されることで形成される。このように、第２の電気導
体は基本的には第１の電気導体と同様の構成を備える。第２のセラミックグリーン層２Ｂ

２’と被覆セラミックグリーン層２Ｃ１～４’とには、その厚み方向に貫通して第３の電
気導体１１が形成される。第３の電気導体１１は、第２のセラミックグリーン層Ｂ２’と
被覆セラミックグリーン層２Ｃ１～４’とに貫通孔が形成されたうえで、その貫通孔に導
電性ペースト等の電気導体が充填されることで形成される。このように、第３の電気導体
１１は基本的には第１の電気導体と同様の構成を備える。
【００５１】
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　第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ’それぞれの上面にコイル配線パターン３１～

ｎが形成される。コイル配線パターン３１～ｎは、例えば、厚膜印刷,塗布,蒸着,スパッ
タリング等の手法により形成される。各第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ’のコイ
ル配線パターン３１～ｎの一端は、その第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ'の第１
の電気導体に対向する位置に配置される。
【００５２】
　第２のセラミックグリーン層２Ｂ１,２’それぞれの上面に外部引出し電極接続パター
ン５とコイル接続電極６と連結配線パターン７とが形成される。外部引出し電極接続パタ
ーン５とコイル接続電極６と連結配線パターン７とは、例えば、厚膜印刷,塗布,蒸着,ス
パッタリング等の手法により形成される。コイル接続電極６は、次の形状に形成される。
コイル接続電極６は、コイル接続電極対向端部３ａ’の各変位点にセラミック層の厚み方
向に対向する第２のセラミックグリーン層２Ｂ１,２’の表面上の各部位を連結する形状
に形成される。端部３ａ’は、前述したように、コイル接続電極６に対向するコイル配線
パターン３１,ｎの端部３ａのことである。
【００５３】
　コイル接続電極対向端部３ａ’は、前述したように、第１のセラミック層２Ａ１～ｎの
枚数増減によってその位置が変位する。外部引出し電極接続パターン５は、第２のセラミ
ックグリーン層２Ｂ１,２’において予め決められた表面部位に形成される。本実施形態
では、外部引出し電極接続パターン５は、コイル導体３の周回軌跡の中心位置に形成され
る。連結配線パターン７は、外部引出し電極接続パターン５とコイル接続電極６とを直線
的に連結する形状に形成される。
【００５４】
　被覆セラミックグリーン層２Ｃ１～４’に形成される第３の電気導体１１は、外部引出
し電極接続パターン５に対向する位置に形成される。
【００５５】
　第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ’と、第２のセラミックグリーン層２Ｂ１,２

’と、被覆セラミックグリーン層２Ｃ１～４’とが順次積層される。このとき、第１のセ
ラミックグリーン層２Ａ１～ｎ’のコイル配線パターン３１～ｎの端部３ａは、その第１
のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ'に隣接する第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ'
の第１の電気導体に対向する位置に配置される。そのため、第１のセラミックグリーン層
２Ａ１～ｎ'が積層されることで、各第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ'のコイル配
線パターン３１～ｎは、隣接する第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ'の第１の電気
導体それぞれに当接する。これによりコイル配線パターン３１～ｎは互いに電気接続され
て全体として螺旋状のコイル導体３の形状となる。
【００５６】
　このとき、第１のセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ’の枚数は、積層型チップインダク
タ１に求められる電気特性（インダクタンス等）に応じて変動し、これによって、第１の
セラミックグリーン層２Ａ１,ｎ’にあるコイル接続電極対向端部３ａ’の位置もシート
枚数に応じて変位する。しかしながら、第２のセラミックグリーン層２Ｂ１,２’に設け
るコイル接続電極６の形状は、変位するコイル接続電極対向端部３ａ’の複数（本実施の
形態ではすべて）に対向する形状を有している。そのため、コイル接続電極対向端部３ａ
’が変位しても、コイル接続電極６は、複数（本実施形態ではすべて）のコイル接続電極
対向端部３ａ’の変位点に第２の電気導体を介して電気接続可能となる。これにより、必
要最小限（本実施形態では１つ）のコイル接続電極６でコイル接続電極接続端部３ａ’の
変位パターンに対応させることが可能となる。
【００５７】
　積層されたセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ’,２Ｂ１,２’,２Ｃ１～４が圧縮成形さ
れる。さらに、圧縮成形されたセラミックグリーン層２Ａ１～ｎ’,２Ｂ１,２’,２Ｃ１

～４が各積層型チップインダクタ形状に切断される。なお、図１２では、シート状態では
なく、一つの部品領域のみが図示される。切断される各積層型チップインダクタの原型が
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焼成処理により積層一体化される。焼成処理は、例えば、５００℃の脱バインダ処理と９
００℃の本焼成処理とにより実施される。積層一体化されたセラミックグリーン層は積層
体２となる。
【００５８】
　最後に、図１に示されるように、積層体２の表面に端子電極１０が形成される。端子電
極１０は、被覆セラミック層２Ｃ１,４の表面を覆って配置される。端子電極１０は、導
電性ペーストに積層体２を浸漬する方法により形成される。導電性ペーストに含まれる導
電材料としては、銀（Ａｇ）の他、Ａｇ－Ｐｄ,ニッケル（Ｎｉ）,銅（Ｃｕ）等の金属や
その合金であってもよい。端子電極１０の形成方法は、上記の方法の他、印刷,蒸着,スパ
ッタリングでもよい。形成される端子電極１０の表面には、Ｎｉメッキが施されたのち、
Ｓｎメッキが施される。
【００５９】
　上述した積層型チップインダクタ１の製造方法においては、コイル接続電極６を、コイ
ル導体３の周回中心線方向αからみたコイル導体３の周回軌跡に沿って形成している。こ
れにより、コイル接続電極６によるコイル導体３の磁束の遮断を最小限に抑えている。
さらには、コイル接続電極６を、一端が分離された環状形状に形成している。これにより
、コイル接続電極６もコイル導体３の一部として機能し、その分、積層型チップインダク
タ１の電気特性（インダクタンス等）が向上している。また、セラミック層の枚数を削減
したうえで電気特性の向上が可能になる分、積層型チップインダクタ１の小型化が可能と
なる。
【００６０】
　さらには、その周回中心線方向αからみたコイル導体３の周回軌跡が矩形状になるよう
に、コイル配線パターン３１～ｎの形状を設定している。これにより、コイル導体３にお
いて磁束が通過する面積を可及的に大きくすることが可能となり、その分、積層型チップ
インダクタ１の特性が向上するうえにその形状の小型化を図ることもできる。
【００６１】
　さらには、コイル配線パターン３１～ｎそれぞれの端部３ａを、コイル導体３の周回中
心線方向αからみた周回軌跡が矩形状に形成されたコイル導体３の隅に配置している。こ
れにより、コイル接続電極によるコイル導体の磁束の遮断をさらに小さくすることができ
る。
【００６２】
　なお、本発明に係る積層型電子部品の製造方法は、前記実施形態に限定するものではな
く、その要旨の範囲内で種々に変更することができる。例えば、本発明は、積層型チップ
インダクタの他に、積層型チップインピーダ、カプラ、バラン、ディレイライン、積層型
ＬＣノイズフィルタや多層基板、ビアホールを連結して構成したビアインダクタを用いた
積層型ＬＣフィルタ（低域通過フィルタ、帯域通過フィルタ、帯域阻止フィルタ、高域通
過フィルタなど）などの単体又は前述の積層型電子部品を組み合わせて構成される高周波
モジュールにも適用することができる。
【００６３】
　また、前記第１実施形態はコイル軸が実装面に対して平行な構造であるが、コイル軸が
実装面に対して直交する構造であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、積層型チップインダクタの他に、積層型ＬＣノイズフィルタや多層基板、ビ
アホールを連結して構成したビアインダクタを用いた積層型ＬＣフィルタ（低域通過フィ
ルタ、帯域通過フィルタ、帯域阻止フィルタ、高域通過フィルタなど）などの単体又は前
述の積層型電子部品を組み合わせて構成される高周波モジュールの構造やその製造方法に
おいて利用されることで、多大なる効果を発揮される。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
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【図１】本発明の一実施形態の積層型チップインダクタの構成を示す断面図である。
【図２】実施の形態の積層型チップインダクタの構成を示す分解斜視図である。
【図３】実施の形態の積層型チップインダクタの変形例を示す分解斜視図である。
【図４】実施の形態の積層型チップインダクタの構成を示す展開図である。
【図５】コイル導体の内部空間の形状を示す模式図である。
【図６】実施の形態の積層型チップインダクタの接続構成の各パターンを示す展開図であ
る。
【図７】本発明の第２のセラミック層に形成される外部引出し電極接続パターン,コイル
接続電極,連結配線パターンの変形例をそれぞれ示す模式図である。
【図８】本発明の積層型チップインダクタの接続構成の各パターンの変形例を示す展開図
である。
【図９】本発明の積層型チップインダクタの接続構成の各パターンの他の変形例を示す展
開図である。
【図１０】本発明の積層型チップインダクタの接続構成の各パターンの他の変形例を示す
分解斜視図である。
【図１１】本発明の積層型チップインダクタの接続構成の各パターンの他の変形例を示す
分解斜視図である。
【図１２】本発明の積層型チップインダクタの製造方法を示す断面図である。
【図１３】従来例の構成を示す斜視図である。
【図１４】従来例の構成を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００６６】
１積層型チップインダクタ　　　　　　　　２積層体
２Ａ１～ｎ第１のセラミック層　　　　　　　２Ｂ１,２第２のセラミック層
２Ｃ１～４被覆セラミック層　　　　　　　　
２Ａ１～ｎ’第１のセラミックグリーン層
２Ｂ１,２’第２のセラミックグリーン層
２Ｃ１～４’被覆セラミックグリーン層
３コイル導体　　　　　　　　　　　　　３１～ｎコイル配線パターン
３ａ端部　　　　　　　　　　　　　　　３ａ’コイル接続電極対向端部
５外部引出し電極接続パターン　　　　　６コイル接続電極
６ａ隅部　　　　　　　　　　　　　　　７連結配線パターン
９外部引出し電極　　　　　　　　　　　１０端子電極
１１第３の電気導体　　　　　　　　　　α周回中心線方向
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